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『平成 31 年度

中小企業等外国出願支援事業」の公募のご案内

（第 2 回）【公募期間：8 月 5 ⽇〜9 月 6 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 8 月 5 日（月）～令和元年 9 月 6 日（金）１７時（必着）
２ 主な対象要件
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その他の特別の法
律により設立された組合，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

l

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

l

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 補助対象経費
外国特許庁への出願手数料、外国出願に要する代理人費用（現地・国内代理人費用）、翻訳費用 等
４ 補助上限額（消費税及び地方消費税は対象外）
l 特許出願：１５０万円
l 実用新案・意匠・商標出願：６０万円
l 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）
５ 補助率：１／２以内
６ 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，または本補助金公募期間内に当財団（広島県中小企業知財支援センター），もしくは 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
７ 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

相談
無料

知財総合支援窓口にご相談ください。
INPIT 広島県知財総合支援窓口：082-247-2562
（一社）広島県発明協会：082-241-3940

1

秘密
厳守

■ 青少年創造性育成事業に関するお知らせ
❐ 広島県内少年少女発明クラブ交流会 （7/26）

「ハイハイホッパー」の製作＆㈱ダイクレの工場見学
ハイハイホッパー

広島・呉市・東広島市・福山の少年少女発明クラブ員９８名と各クラブの役員・指導員・事務局等総勢１２１
名が参加し、発明クラブ交流会が開催されました。午前中は「ハイハイホッパー」の製作を行い、午後からは㈱
ダイクレの呉第二工場を見学しました。今回の交流会は、呉市少年少女発明クラブの担当により、滞りなく無
事に全ての行事を行うことができ、夏休みの思い出に残る有意義な一日となりました。

㈱ダイクレ工場見学の
事前説明
創作活動
㈱ダイクレ工場建屋
（提供：ダイクレ）

動かしてみる

❐ 少年少女発明クラブ活動報告

広島少年少女発明クラブ 7/7
「マジックハンドの製作」

東広島少年少女発明クラブ 7/27
継続コース「ス～ハ～エンジンを作ろう」

呉市少年少女発明クラブ 7/13
「自由工作」

福山少年少女発明クラブ 7/27
「竹風鈴」

２

❐ わくわくケミカルクラブ活動報告
第３回 『化学変化とエネルギー』～冷たくなったり、熱くなったり～（7/27）

氷水に食
塩を入れ
て温度を
計ります。

シュウ酸エステルと過酸化水素の化学
反応です。
温度はほとんど変わりませんでした。

ケミカルマジック② 「表面張力、1 円玉が水に浮く」

❐ わくわくケミカルクラブ工場見学会（7/31）

第４回「工場見学会」 フマキラー株式会社広島工場
わくわくケミカルクラブでは、地元企業の技術を知り、産業技術への興味関心を高めることを目的として、ク
ラブ員３２名と４名の引率者がフマキラー株式会社広島工場を訪問しました。
最初に、動画で会社の概要、害虫が人間に及ぼす害などを学んだのち、２グループに分かれて、工場と昆
虫飼育室を見学しました。また虫よけスプレーの効力等の観察実験やムカデやゴキブリに対して他社製品と
フマキラー㈱の製品との比較実験を見学しました。フマキラー製品の効力は抜群で、日々研究開発に力を入
れていることを学び感じることができた大変有意義な工場見学会となりました。

会社の概要等について説明

比較実験・観察実験の様子

当会青少年創造性育成事業活動への資金として、山本正登様
（株式会社ケミカル山本 代表取締役社長）より、多額の
ご寄付を賜りましたので、ご紹介させて頂きますとともに、
心から御礼申し上げます。

３

■最近の話題を考える“知財ＮＥＷＳ”知財トピックス（2019.8）
来年施行される特許法等の一部を改正する法律案の概要（意匠編）
特許業務法人

前田特許事務所
弁理士

大石憲一

今回は、前回に引き続き「特許法等の一部を改正する法律案」のうち、意匠法の改正点につ
いて取り上げます。

出典：「「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました」経済産業省ＨＰ

１．保護対象の拡充について
従来は、「物品」に記録又は表示されている画像だけが保護の対象でしたが、今回の改正で、
クラウド上に保存されてネットワークを通じて提供される画像や、道路に投影された画像等ま
で、が保護の対象となりました。
また、従来は、
「物品」は動産を意味すると考えられており、土地に定着した建築物等の不動
産については保護の対象外でしたが、今回の改正で、建築物の外観や内装についても保護の対
象となりました（内装は「組物」の規定で対応）。
２．関連意匠制度の拡充について
関連意匠の出願は、本意匠の意匠公報掲載までしかできませんでしたが、今回の改正で、本
意匠の意匠登録出願日から 10年を経過する日前までできるようになりました。
また、従来は、本意匠に類似する意匠しか関連意匠の出願ができませんでしたが、今回の改
正で、関連意匠にのみ類似する意匠についても、出願できるようになりました。
３．その他について
その他、権利期間が出願日から 25年に変更されたり、複数の意匠の一括出願が認められたり、
間接侵害の対象が拡大されたり、と、大幅に変更されています。
知財担当者としては、これらの改正内容をしっかりと把握して、適切な意匠の保護活動を行
いたいものです。
以上

４

■ セミナーのお知らせ
❐ ひろしま知財塾 福山会場・広島会場秋コース

参加補助券使用可

■開催日時：＜福山会場＞第１回１０/ ９（水）、第２回１１/１３（水）、第３回１２/１１（水）、第４回１/８（水）
＜広島会場＞第１回１０/１０（木）、第２回１１/１４（木）、第３回１２/１２（木）、第４回１/９（木）
※開催時間は各回１３：３０～１７：００
※このプログラムは、本年６月～９月開催の初級編＜広島会場・春コース＞と同じ内容です。
■会場：.＜福山会場＞福山商工会議所３階 306 会議室（第 1～3 回）、305 会議室（第 4 回）（福山市西町２－１０－１）
＜広島会場＞発明会館４階研修室 （広島市中区千田町３－１３－１１）
■対象：知財初心者（技術者、新入社員、知財兼任者等）
■講師：特許業務法人 前田特許事務所 弁理士 大石 憲一 氏
■受講料：会員３，８００円/１回 ／ 一般７，６００円/１回 ※記載価格は税抜きです。別途、消費税を申し受けます。
■募集：各会場・各回 １０名程度※1 社より複数名のお申込みにつきましては、人数調整いただく場合がございます。

❐ ０円でデキる!!知的財産管理業務の整理整頓術

参加補助券使用可

■開催日時：第１回１０/１１（金）、第２回１１/１（金）、第３回１２/６（金）※開催時間は各回 13：30～17：00
■会場：発明会館４階研修室 （広島市中区千田町３－１３－１１）
■講師：ＷＩＳ知財コンシェル株式会社 代表取締役社長 吉田 さつき 氏
■受講料：会員３，８００円/１回 ／ 一般７，６００円/１回 ※記載価格は税抜きです。別途、消費税を申し受けます。

❐ ２０１９年度 ＪＩＰＡサテライト研修 （申込締切：１０月）

参加補助券使用可
≪ＮＥＷ≫
◆知財活動におけるマネジメント講座 10/17(木)、11/26(火)、12/13(金)、1/23(木) 9:30～16:30
経済のグローバル化が進む今日において、激化する競合他社との競争に勝つためには、強い知財の創造とその活用が
不可欠となるなど、知財部門の果すべき役割は一層大きくなっています。こうした知財マネージャに求められる、戦略思
考、権利活用力、リスクマネジメント能力、税務知識、グローバル対応力などを、講師の実体験や実例を交えた講義を通
じて学んで頂きます。

※技術者リーダーのための知的財産講座（電気・機械）8/21（水）、8/22（木）の広島会場は、受講申込者
数が開講人数に達しなかったため、不開講となりました。同講座の福岡会場は開催される予定でござい
ますので、受講を希望される方は、福岡サテライトをご利用ください。
≪再掲≫
◆中堅技術者のための知的財産 Basic 講座（電気・機械）9/3（火）9:30～16:30
◆特許情報と特許調査（実践）9/6（金）、10/3（木）9:30～16：30（2 日間）
◆知財契約実践 9/18（水）、10/21（月）、11/12（火）、12/3（火）9:30～16：30
◆中堅技術者のための知的財産 Advance 講座 9/20（金）9：30～16：30
◆アジアにおける知的財産の活用と実務 10/7（月）、10/28（月）、12/2（月）、1/8（水）9：30～16：30
◆国際契約プラクティス 10/4（金）、11/18（月）、12/17（火）、1/10（金）9：30～16：30

❐

日本知的財産協会・発明協会会員のための京セラ鹿児島国分工場での講演会・意見交換会・懇親会

講演会「京セラの知的財産戦略」・「日立の知的財産戦略」
■開催日時：１０月４日（金）１３：００～１６：３０ （受付開始 1２：３0～）
■会場：京セラ株式会社 鹿児島国分工場 （鹿児島県霧島市国分山下町１－１）
■参加条件：日本知的財産協会会員・発明協会会員
■参加料：無料 ※懇親会に参加される場合は、4,000 円/１人のご負担をお願い致します。
■申込締切：９月１３日（金）

５

❐ 福山商工会議所 知的財産セミナー「知的財産の力を経営に活かそう！」
知的財産について、中小企業の皆さまはどのようなイメージをお持ちでしょうか？
中小企業には縁遠い難しいもの、オンリーワン製品で世界を相手にする特別な会社にしか関係のないもの、
事業を独占して儲けるためのもの！そんなイメージをお持ちであれば、ぜひ、このセミナーをご受講ください。
知的財産のキーワードで、新たな気づきが得られ経営を見直すきっかけになると思います。
■開催日時：９月２７日（金）１４：００～１５：３０ （受付開始 1３：３0～）
■会場：福山商工会議所 １階 １０２会議室（福山市西町 2-10-1）
■講師：土生特許事務所 弁理士 土生 哲也 氏
■参加料：無料
■申込締切：９月１７日（火）

❐ 令和元年度 J-PlatPat（特許情報プラットフォーム）講習会 ＜広島会場＞
※特許・実用新案・意匠・商標それぞれについて、J-PlatPat での基本的な検索方法を説明いたします。
※1 人 1 台パソコンを操作する実習形式です。ご自身のパソコンをご用意頂く必要はございません。
■開催日時：９月１３日（金）１３：００～１７：００ ※8/16（金）10 時から募集開始
■会場：RCC 文化センター７階 703 号室（広島市中区橋本町 5-11）

■参加料：無料
■定員：40 名

■ セミナー開催報告
JIPA サテライト研修
特許情報と特許調査(基礎)①（7/19）
講師：㈱日本電気特許技術情報ｾﾝﾀｰ奥田慶文 氏
㈱IHI 金澤祐孝 氏

ひろしま知財塾 初級編＜広島・春コース②＞
第２回「特許」（7/10）
講師：特許業務法人前田特許事務所
弁理士 大石憲一 氏

コベルコ建機㈱広島本社工場見学・特別講演会（7
/12
）

懇親会
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」
講師：Tec
hnoP
rodu
cer株式会社 代表取締役、発明塾塾長 楠浦崇央 氏

６

令和元年度新会員紹介（法人会員）

株式会社河内

■ 広島県発明協会事務局からのお知らせ
❐ 第２回担当理事会のご報告（7/29）
事業担当理事７名にご出席いただき、知財総合支援窓口運
営業務等について事務局より説明し、協議検討いただきまし
た。

❐ 令和元年度会員（法人）名簿発行のお知らせ
令和元年度の会員名簿を作成し、法人会員様に同封いたしました。
誤字・脱字や住所・社名・氏名等に訂正箇所がございましたら、事務局までご連絡くださいますようお願い
申し上げます。
連絡先 一般社団法人広島県発明協会 担当：熊野、水戸
ＴＥＬ 082-241-3940 FAX 082-241-4088 Ｅ－ｍａｉｌ info@hiroshima-hatsumei.jp
❐ 広島県発明協会関連行事 ＜８月＞
1日

（木）

中国地域知的財産戦略本部会議

2日

（金）

JIPA サテライト研修 技術系新入社員のための IP マナー講座

3日

（土）

東広島・呉市・広島少年少女発明クラブ活動日

6日

（火）

JIPA サテライト研修 米国特許制度③

7日

（水）

JIPA サテライト研修 欧州特許制度③

8日

（木）

ひろしま知財塾 初級編 広島・春コース③、広島少年少女発明クラブ活動日

9日

（金）

広島少年少女発明クラブ活動日

10 日

（土）

呉市少年少女発明クラブ活動日

17 日

（土）

広島少年少女発明クラブ自由活動日

18 日

（日)

広島少年少女発明クラブ自由活動日

20 日

（火）

第 10 回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト広島県大会

23 日

（金）

JIPA サテライト研修 特許情報と特許調査（基礎）②

24 日

（土）

福山・東広島市・呉市少年少女発明クラブ活動日、わくわくケミカルクラブ活動日

29 日

（木）

中国地方発表表彰地方選考委員会

■ 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！！
内容

書籍名 商標審査基準改定第１４版

産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会商標審
査基準ワーキンググループの検討を踏まえ、意見募集の結
果を経て、平成３１年１月３０日以降の審査に適用されていま
す。改訂点は、①元号を表示する商標②品種登録出願中の
品種の名称に対する悪意の商標登録出願③商標法第３条
第１項第３号の該当性④書換申請基準の削除などです。新
しいモノサシとなる商標審査基準をお求めください。

著者等 特許庁
価

格

８１０円

会員価格

７２９円

７

