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中小企業お役立ちインフォメーション ～Information～
No.38
「令和元年度 中小企業等外国出願支援事業」の公募のご案内
【公募期間：5 月 13 日～6 月 14 日】
公益財団法人ひろしま産業振興機構（産振構）では，県内中小企業者等の戦略的な外国への
特許出願等を促進するため，特許庁の事業を活用して，外国出願に要する費用の一部を補助
します。
１ 募集期間 令和元年 5 月 13 日（月）～令和元年 6 月 14 日（金）１７時（必着）
２ 主な対象要件
l

l
l

広島県内に主たる事業所を有する中小企業者等（広島県内において業を行う事業協同組合（構成員
は問わない），商工会，商工会議所，ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）であって，地域団体商標の出
願を行う団体を含む。）であること
外国を含め知的財産を戦略的に活用し，経営の向上を目指す意欲があること
補助を希望する出願に関して，外国で権利が成立した場合等に，当該権利を活用した事業展開等
を計画していること

３ 補助上限額（消費税及び地方消費税は対象外）
l
l
l

特許出願：１５０万円
実用新案・意匠・商標出願：６０万円
冒認対策商標出願：３０万円

※１企業あたりの年度内上限額：３００万円（複数案件の場合）
４ 補助率：１／２以内
５ 選定基準等
審査においては，当該特許等の優位性（新規性や進歩性等），事業性（市場性や事業展開の実現性
等），資金力等のほか，次の加点項目を含め，総合的に判断して決定します（詳細は募集要領をご確認
ください。）。
《その他加点項目》
○直近１年以内又は本補助金公募期間内に，広島県中小企業知財支援センター（産振構内）又は INPIT
広島県知財総合支援窓口（（一社）広島県発明協会）の，知財相談・支援を受けた企業
（ただし、単に本補助金に対する内容の問合せについては、該当しません。）
６ 申請等についての問い合わせ先
・（公財）ひろしま産業振興機構 ものづくり革新統括センター ＴＥＬ：（０８２）２４０-７７１２

◎知財に関するご相談は、国内・海外を問わず

知財総合支援窓口にご相談ください。
相談
無料

全国共通ナビダイヤル：0570-082100
（一社）広島県発明協会：082-241-3940
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秘密
厳守

■ ２０１９年度理事会・定時総会等開催のご案内
下記の日程で、２０１９年度一般社団法人広島県発明協会理事会・定時総会等を開催いたします。
会員の皆様、理事・監事の皆様におかれましてはご多用の折とは存じますが、ご出席賜りますようご案内
方々お願い申し上げます。
理事会

【日時】 ２０１９年５月２８日（火） １５：３０～１７：００
※理事会開催時間が変更になっています。ご注意ください。
【会場】 発明会館 ４階 研修室（広島市中区千田町 3-13-11）

定時総会

【日時】 ２０１９年６月２４日（月） １３：３０～～１４：３０
【会場】 広島県情報プラザ ２階 第１・２研修室（広島市中区千田町 3-7-47）

理事会

【日時】 ２０１９年６月２４日（月） １４：３０～～１５：００
【会場】 広島県情報プラザ ２階 第３研修室

講演会

下記案内をご参照ください。

懇親会

【日時】 ２０１９年６月２４日（月）１７：００～１８：３０
【会場】 レストラン マルコポール千田店（広島県情報プラザ 1F）

～2019 年度 一般社団法人広島県発明協会総会を記念して講演会を開催いたします～

『マツダのものづくり・開発革新への挑戦』
✔マツダ流の選択と集中 ✔内燃機関の重要性 ✔電気自動車の考察 ✔モデルベース開発
【日時】 ２０１９年６月２４日（月）１５：００～１６：３０
【会場】 広島県情報プラザ ２階第１・２研修室
【講師】 マツダ株式会社 シニアイノベーションフェロー
人見 光夫 氏（広島県発明協会会長）
【参加費】 無料
【定員】 ７０名

■ 中国・四国地域発明協会ブロック会議＆中国・四国地域知的財産連携会議
開催報告
４月１６日～１７日、当会において発明協会グループの
連携強化を図るため、中四国地域の発明協会ブロック
会議を開催いたしました。１日目前半は、各県協会の
事業について、現状や課題等の情報交換を行いまし
た。後半には、中国経済産業局知財室、INPIT 中国地
域担当に出席いただき、当地域の知財施策について
説明頂き意見交換を行いました。2 日目は発明推進協
会の加部事務局長も出席され、今後の発明協会事業
中国・四国地域知的財産連携会議（4/16）

等について、活発な意見交換を行いました。

２

■ 青少年創造性育成事業に関するご報告
❐ 東広島市少年少女発明クラブ開講式（4/13）

〔開講式の様子〕

〔集合写真〕

❐ 公開発明教室
科学技術週間関連行事として、広島、福山、呉市少年少女発明クラブにおいて、「公開発明教室」が開催
されました。
広島少年少女発明クラブ（4/13）
公開発明教室「モーターを使った工作」

福山少年少女発明クラブ（4/20）
公開教室「ポンポン船」の製作

呉市少年少女発明クラブ（5/11）
公開発明創作教室
「リモコンカーを作って走らせよう」

子どもたちの夢や創作活動を
一緒に応援しませんか！
☞発明クラブのお問合せ先
○広島少年少女発明クラブ
５-Ｄａｙｓこども文化科学館
☎ ０８２－２２２－５３４６
○呉市少年少女発明クラブ
呉市海事歴史科学館（大和ﾐｭｰｼﾞ
ｱﾑ）
☎ ０８２３－２５－３０４７
○東広島市少年少女発明クラブ
東広島市産業部産業振興課
☎ ０８２－４２０－０９２１
○福山少年少女発明クラブ
福山商工会議所産業振興部産業課
☎ ０８４－９２１－２３４９

３

■最近の話題を考える“知財ＮＥＷＳ”知財トピックス（2019.5）
トヨタ、電動化技術に関する特許群（約 23740件）をオープン化
特許業務法人 前田特許事務所
弁理士 大石憲一
トヨタ自動車は、4月 3日、現在権利化している又は権利化途中のハイブリッド車等の関連特
許、約 2374
0件について、無償の実施権を提供すると発表しました。今回は、このニュースに
ついて取り上げます。

出典：トヨタ自動車ＨＰ

トヨタは、2
015年から燃料電池自動車（水素自動車）に関連する特許について無償の実施権
を提供していました。ただし、それは 2020年までという期間限定のものでした。
今回は、その対象も期間も大幅に超えるもので、対象がハイブリッド車というトヨタの「虎
の子」の技術で、期間も 2030年までというかなり長い期間で、かなり思い切ったものです。
企業の知財戦略には、ご存じのように、大きく分けて「オープン戦略」と「クローズ戦略」
とがあります。従来は、他者の参入を防ぐという目的のため「クローズ戦略」を指向すること
が一般的でしたが、近年は、
「オープン戦略」も組み合せることで、他者と共存を図りつつ、自
己の利益を得るという方法を採ることも行われます（例えば、ＱＲコード技術等）
。
このように、特許技術をオープンにするのなら、そもそも費用を掛けて特許を取らなくても、
良いのではないか？と考えられる方もおられるでしょう。
しかし、私は、特許を取得することで『特定の技術分野のマーケットを支配できる力（実施
させたり、実施させなかったりする力）を得ることができる』というメリットがあると思いま
す。
現代の自由競争の市場経済において、このように一企業がマーケットを支配できる力を持つ
ことは、特許権以外にはなかなか無いように思います。
このように、特許権も、時代ともにその役割が変貌していくのでしょう。
以上
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■ セミナーのお知らせ

参加補助券使用可

❐ 2019 年度 JIPA サテライト研修（申込締切：６月～８月）
JIPA サテライト研修とは、（一社）日本知的財産協会（JIPA）関西地区（大阪）で開催している研修の一部を、
テレビ会議システムを使って、広島と福岡・北九州の会場でリアルタイムに受講できるようにした研修です。
◆特許情報と特許調査（基礎）（２日間） 7/19（金）、8/23（金）
これから特許情報調査を行う方々、および特許情報部門をマネージする方々を対象に、特許情報およ
び特許調査における、基本的な事項を解説します。情報部門をマネージする立場の方においても、習
得いただきたい内容です。
◆技術系新入社員のための IP マナー講座 8/2（金）
技術系の新入社員を対象としており、「受講者である技術系新入社員が、技術者として必須である“ＩＰ
マナー”を心得て、技術職としてのスタートを切れるようにする」ことを目的としています。
◆中国での技術移転実務と留意点 7/11（木）
中国には独特の法律・条項があり、実務でも特段の注意が必要です。中国の企業や大学との技
術契約・知財契約を担当されている方のほか、中国への技術移転に広く携わる方に有益な研修
となっています。
◆知財新人のための知財と向き合う心構え研修 7/24（水）
これから知財経験を積んでいく知財人材に求められる、知財と向き合うための心構えを体系的に学び、
知財新人にとってのスキルアップとマインド醸成を後押しすることを目的とします。特に OJT では、表
現・用語の大切さと、原点に帰っての論理的思考に焦点を当てた教育が重要であることを、事例を交え
て解説します。

❐ 2019 年初心者向け知的財産権制度説明会
【広島県】
■開催日時：６月４日（火）１３：３０～１６：３０
■会場：広島商工会議所（１０１号室） （広島市中区基町５－４４）
■講師：特許庁産業財産権専門官等
■定員：150 名
■受講料：無料
■お申込み・お問合せ先：知的財産権制度説明会運営事務局
（一般社団法人発明推進協会） Ｗｅｂ http://www.jiii.or.jp/2019_shoshinsha/
E-mail:2019_shoshinsha@jiii.or.jp 電話 03-3502-5436

❐

FAX03-3504-1480

日本知的財産協会・発明協会会員のための

コベルコ建機㈱広島本社工場見学・特別講演会
『「発明塾」における新事業・研究テーマ創出、人材育成等に関する事例紹介』
■開催日時：７月１２日（金）１０：３０～１７：００ （受付開始 10：00～）
■会場：コベルコ建機株式会社広島本社

（広島市佐伯区五日市港２丁目２番１号）

■講師：ＴｅｃｈｎｏＰｒｏｄｕｃｅｒ株式会社 代表取締役、発明塾塾長 楠浦 崇央 氏
■参加条件：日本知的財産協会会員・発明協会会員
■受講料：無料 ※懇親会に参加される場合は、3,000 円（予定）のご負担をお願い致します。
■申込締切：７月５日（金）
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■ セミナー開催報告
❐ 発明の日講演会
『ポーラ・オルビスグループの知財活動と
日本初承認シワ改善薬用化粧品 POLA「リンクルショット」の開発秘話』
講師 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 知財・薬事センター 特許グループ 弁理士 川口 善夫 氏

明治１８年４月１８日に現在の特許法の前身である「専売特許
条例」が公布されたことを記念し、４月１８日は「発明の日」とされ
ています。当会では、発明の日を記念し、本年はリンクルショットの
開発に従事され、ポーラ・オルビスグループ全体の知財戦略を担
われている川口善夫氏をお招きし、リンクルショットの開発秘話や
安心で高品質な商品のための研究開発に力を注いでいるポーラ
の知財活動について、ご講演いただきました。
参加者からは、知財の取り込みや戦略立案の考え方が分かりやすく説明されており大変参考になった、自社
の強みを理解しそれを活用することが重要なのだと分かった等々の感想を聞くことができました。参加者にとっ
て、今後の知財活動への取り組みの参考となる発明の日にふさわしい講演会となりました。

■ 広島県発明協会事務局からのお知らせ
❐

INPIT 広島県知財総合支援窓口
新規配置専門家による連絡会（4/2）

今年度、新規に知財総合支援窓口で相談対応いただく
知財専門家に参集頂き、情報共有・連携強化を目的に
連絡会議を開催しました。
（（独）工業所有権情報・研修館事業）

❏ 特許調査に便利なデータベース「JP-NET」をご存知ですか？
特許情報プラットフォーム（J-PlatPat)では不可能でも、このデータベースでは可能になることもあります。
広島県発明協会会員の方々には、会員限定のサービスとして、ＪＰ-ＮＥＴ（日本パテントデータサービス㈱
提供）をお使い頂けます。
◆初心者から上級者までの検索画面を用意し、８種類の一覧、公報表示を可能にした特許情報検索データベー
スです。
◆表示形式が豊富(イメージ、テキスト、レイアウト、抄録、３件抄録)、しかも全文明細書の表示高速化を実現。
◆検索結果は、エクセル/ＣＳＶでのダウンロードが可能。
◆印刷、ＰＤＦ機能も全１３種類と充実。
※JP-NET の抄録は、クレーム＋図面で表示可能。特許情報を技術者に展開する時に大変わかりやすいと
評判です！
※公報へのリンクに対応している、全世代表示のサイテーションマップは重宝しています。

ご利用は、事前予約のうえ、当会までお越しください！
（一社）広島県発明協会 TEL 082-241-3940 E-mail info＠hiroshima-hatsumei.jp
６

❐ 広島県発明協会関連行事 ＜５月＞
10 日

（金）

広島県発明協会監査

11 日

（土）

福山少年少女発明クラブ発足式、東広島市少年少女発明クラブ活動日
呉市少年少女発明クラブ公開発明創作教室

13 日

（月）

広島県発明協会第１回担当理事会

15 日

（水）

教育支援事業運営委員会

18 日

（土）

東広島市少年少女発明クラブ活動日

19 日

（日）

広島少年少女発明クラブ発足式

25 日

（土）

呉市少年少女発明クラブ発足式、福山少年少女発明クラブ活動日

26 日

（日）

広島少年少女発明クラブ活動日

27 日

（月）

（公財）広島市産業振興センター理事会

28 日

（火）

広島県発明協会理事会

31 日

（金）

（公財）くれ産業振興センター理事会

❐ 「Patent Information Hatsumei ひろしま ４月号」の６ページ「広島県発明協会 セミナー・講習会
等の受講申込について」の当会電話番号が間違っておりました。訂正してお詫び申し上げます。
当会セミナーに関するお問合せは、（一社）広島県発明協会 TEL０８２－２４１－３９４０ へお願い致しま
す。

■ 発明推進協会書籍のご案内
◆会員割引について
★発明推進協会発行の各種書籍を本体価格より１０％ＯＦＦでご提供！！（送料実費）
★総額３，０００円以上（割引後の税抜き価格）のご注文で送料無料！
★ご注文・お問合せは（一社）広島県発明協会まで！！
書籍名 産業財産権標準テキスト

内容

総合編 第５版

本書は、「特許法」「実用新案法」「意匠法」「商標法」「著作権

特許庁企画

法」「種苗法」「不正競争防止法」等の概要を、全ページ多色

著者等

刷りで、マンガ・豊富なイラスト・図表を用いて、分かりやすく

工業所有権情報・研修館
価

解説している入門書です。この一冊で発明、デザイン、ブラン

格

９７２円

ド、トレードマーク、技術移転、著作権、育成者権、営業秘密

会員価格

８７５円

等、知的財産全般を学ぶことができます。

内容

書籍名 類似商品・役務審査基準
国際分類第 11‐2019 版対応

商標登録出願には、商品名若しくは役務名を記載する必要
があります。具体的な商品名及び役務名をこの「類似商品・

著者等 特許庁

役務審査基準」に基づいて願書等に記載しなければなりま
せん。本書は、出願人等において、出願や調査等に必要不

価

格

３，２４０円

可欠なものです。2019 年 1 月 1 日に適用が始まった国際分

会員価格

２，９１６円

類第 11‐2019 版に対応しています。

７

