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【商標の活用事例集「事例から学ぶ 商標活用ガイド」
ビジネスやるなら、商標だ！】のご紹介
「商品名」や「ロゴマーク」等、皆さんの身近にある「商標」ですが、「商標って、なに？」
「どんな活用方法がある？」「商標権にはどんなメリットがある？」 と思ったことはないで
しょうか。
・特許庁では、そんな素朴な疑問から実践的な疑問まで、分かりやすくお答えするために、「事例から学ぶ
商標活用ガイド」を作成しました。
・ビジネスにおける活用方法や権利化に関するメリット等を実際の事例（中小企業の事例が中心）を通じて
紹介するとともに、商標制度の概要についても学んでもらえる内容になっています。
・これから商標を活用するという方も、既に活用している方も、ぜひ一度ご覧ください。

目次
Chapter1
知っておかなきゃ、商標のこと・・1
Chapter2
商標・商標権の活用事例・・・・・13
・商標＆商標権のちから全体像
・各社の事例
・知的財産の専門家「弁理士」がアドバイス

参考情報

・・・・・・・59

※冊子版は、全国 47都道府県に設置し
ている「知財総合支援窓口」や経済
産業局の「知的財産室」等において
配布しております。
（なお、数には限
りがあります。
）

「事例から学ぶ

商標活用ガイド」（PDF：6.439KB）

出典：https
://www.j
po.go.jp
/support
/exampl
e/tr
ademark_gui
de2019.h
tml
◎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
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■ 青少年創造性育成事業に関するお知らせ
❐ 第８回少年少女チャレンジ創造コンテスト広島県大会（8/20）
（第１０回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト地区大会）
８月２０日（火）、広島市工業技術センターにおいて第８回少年少女チャレンジ創造コンテスト（略：チャレコ
ン）広島県大会を開催しました。
今年は、広島少年少女発明クラブから２チーム、東広島市少年少女発明クラブから１チーム、県内の公立
中学校２校から３チームが参加し、工夫を凝らしたからくりを搭載した「からくりパフォーマンスカー」を制限時
間内にゴールさせる競技に果敢にチャレンジしました。

１位 広島県発明協会会長賞

競技の様子
ひろしま TOROCCO（東広島市少年少女発明クラブ）
「未来の広島」

2 位・ベストインプレッション賞

質疑応答の様子

四人一心（広島少年少女発明クラブ）「三矢の教え」

3位

日本の宇宙航空技術を応援し隊
（広島市立幟町中学校）
「はやぶさ２ あの感動をもう一度！」

表彰式

審査員特別賞

MSH（昭和北中学校 科学技術部）（呉市立昭和北中学校）
「命を救え！食品ロスを減らそう」

集合写真

２

❐ 少年少女発明クラブ活動報告

広島少年少女発明クラブ 8/9
「チャレコンの車輌製作」

東広島市少年少女発明クラブ 8/24
新規コース「UFO をとばそう」

福山少年少女発明クラブ 8/24
『「備後地区生徒児童発明くふう展」出品作品の
製作の仕上げ』

呉市少年少女発明クラブ 8/24
「自由工作」

❐ わくわくケミカルクラブ活動報告
第５回 『日光写真で遊ぼう（青写真）』（8/24）

ケミカルマジック「魔法の牛乳びん」
牛乳びんの口に殻をむいたゆで卵を置きます。
何やら牛乳びんの腹を両手でおさえていますネ。
生徒さんの卵は口に乗ったままですが、会長の方の卵
は半分くらいびんの中に入って来ました。

今日の実験は
「日光写真で
あそぼう」です。
露光のあとは現像です。
感光紙を水に浸けてシャブシャブします。

３

■最近の話題を考える“知財ＮＥＷＳ”知財トピックス（2019.9）
東北の地域ブランドの魅力を、地元の学生が発信！
特許業務法人

前田特許事務所
弁理士

大石憲一

今回は、特許庁と東北経済産業局が、地域ブランドの魅力をＰＲし、地域経済の活性化
を図るために、地元学生と組んで、地域の商品やサービスの魅力をＳＮＳ（インスタグラ
ム®）で発信する活動を９月２日から行っている、というニュースを紹介します。

出典：「東北の地域ブランドの魅力、本日より発信開始
～SNS
（インスタグラム®） #地域ブランド総選挙～」経済産業省ＨＰ

スケジュールとしては、１１月にＳＮＳでの発信内容等を審査して、上記１８チームから１０
チーム程度を選出し、１２月に「東北地域ブランド総選挙」決勝戦を行い、来年１月には東北地
域ブランド展示会・試食会等を開催する、とのことです。
個人的には、地域団体商標の権利化等には携わったことはありませんが、2019年 8月１日現
在、６６５件の地域団体商標が登録されているそうです。
地域の過疎化、特に東北地方の過疎化が進んでいる現在、特許庁が「地域団体商標」というも
のをキッカケにして、こうした取り組みを行うことは、良いことのように思います。
インスタグラム®を行っておられる方は、是非、この活動の投稿を見られた際には、
「いいね！」
を押して頂ければと思います。
以上
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■ セミナーのお知らせ

同封のチラシをご参照ください！

❐ 中国知財セミナー【契約編】
～現地提携・進出の際に、契約は大丈夫だった？～

参加補助券使用可

■日時：１１月８日（金）１４：００～１６：００
■会場：発明会館 ４階 研修室 （広島市中区千田町３－１３－１１）
■講師：上海立群専利代理事務所 中国弁理士・弁護士 毛立群 氏
■受講料：会員３，８００円 ／ 一般７，６００円 ※記載価格は税抜です。別途、消費税を申し受けます。
■定員：４０名

❐ パテントマップセミナー

参加補助券使用可

■日時：１１月１５日（金）１３：３０～１６：３０
■会場：発明会館 ４階 研修室 （広島市中区千田町３－１３－１１）
■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６，０００円 / 一般１２，０００円 ※記載価格は税抜です。別途、消費税を申し受けます。
■定員：１６名

❐ PBS パトラビジネスセミナー
意匠法大改正及び意匠審査基準改訂に向けて
■日時：１０月１６日（水）１４：３０～１６：４０
■会場：広島グランドインテリジェントホテル ３階 （広島市南区京橋町 1-4）
■講師：特許業務法人藤本パートナーズ
意匠・商標部門 統括パートナー 副所長 弁理士 野村慎一 氏
■受講料：無料
■お問合せ：㈱パトラ セミナー担当 TEL03-3237-3998

❐ ２０１９年度 ＪＩＰＡサテライト研修 （申込締切：１０月～１１月）

参加補助券使用可

≪ＮＥＷ≫
◆企業における知的財産管理事務（Basic） 10/31（木） 9：30～16：30
企業において知財管理事務に携わる方々が、実務を確実かつ効率的に遂行する、或いはマネジメントするうえで、最低
限知っておくべき法律知識及びノウハウを確認し、習得することを目的として、国内外の知財事務管理について事例を
交えて解説いたします。

◆技術部門マネージャのための知的財産講座 11/27（水） 9：30～16：30
事業部門や研究開発部門のマネージャの方にグローバルな知財動向や企業を取り巻く知財リスクの現状と、これらの対
応策について集中的に習得して頂き、技術部門のマネージャの方の知財面のリスクや知財の活用に関するマネジメント
力の向上を図ることを目的といたします。

◆知財担当者が理解すべき、企業（事業）経営と知財の関わり 12/10（火） 9：30～16：30
企業の知財部門の中堅～マネージャクラス、及び技術部門で知財業務に携わる管理職～マネージャクラスの方が、企
業経営に必要な「企業（事業）戦略」を理解するための基本知識と、企業経営と知財戦略との関わりに関する知識を習得
し、自ら企業経営に資する知財活動を行うことができるようになることを目的としています。

≪再掲≫
◆知財契約実践 9/18（水）、10/21（月）、11/12（火）、12/3（火）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
◆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

５

令和元年度 第１回会員交流会開催のご案内
会員企業見学会『株式会社中電工 研修所』
今年度第１回目となる会員交流会は、株式会社中電工のご協力により、同社の研修所「安全実習棟の
体験」を実施いたします。「安全実習棟」は、さまざまな現場で身近に起こり得る危険を、疑似体験する
ことにより、危険感受性を高め、安全意識の向上を図ることを目的として 2015 年 5 月に建設された施設
です。見学会終了後には、参加者交互の親睦と交流を深める場として懇親会を開催いたします。当会
会員のみなさま、あるいは入会希望の方、情報交換、社外ネットワークづくりにお役立てください。
■開催日時：１１月２２日（金）１４：３０～１６：２０ （懇親会 １７：００～予定）
■会場：株式会社中電工 研修所 安全実習棟 （広島市安佐南区伴東 6-3-1 TEL082-848-9011）
■内容：第１部 ㈱中電工 研修所「安全実習棟」の安全体験実習
第２部 懇親会 ㈱中電工 平和大通りビル２０階「Blue Sky Seas こあみ」
■参加者：広島県発明協会会員または、入会希望の方
■参加費：無料 但し、懇親会は 4,000 円/1 人のご負担をお願い致します。
■申込締切：１１月１日（金）
■お申込み・お問合せ：（一社）広島県発明協会 担当 吉村、小山
ＴＥＬ 082-241-3940 ＦＡＸ 082-241-4088 Ｅ－ｍａｉｌ info@hiroshima-hatsumei.jp

■ 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)②（8/23）
講師：㈱アイピックス 垣津晴彦 氏
日本電気㈱ 菅野穂高 氏

ひろしま知財塾 初級編＜広島・春コース＞
第３回「意匠」（8/8）
講師：特許業務法人前田特許事務所
弁理士 大石憲一 氏

■ 広島県発明協会事務局からのお知らせ
❐ 広島市立大学産学連携研究発表会２０１９ ＜IT の力で未来を切り拓く＞
■日時：９月２０日（金）１３：００～１６：３０
■会場：合人社ウェンディひと・まちプラザ （広島市中区袋町 6-36）
■内容：講演会・マッチングセッション・交流会
■参加料：無料
■お問合せ：広島市立大学社会連携センター ＴＥＬ082-830-1764

６

❐ 産業標準化推進月間事業 標準化と品質管理 中国地区大会 ２０１９
■日時：１０月２４日（木）１３：００～１６：４０
■会場：広島県民文化センター （広島市中区大手町 1-5-3）
■内容：講演会、企業相談会
■参加料：一般４，４００円（税込） 維持会員 無料（ご加入 1 口につき 1 名様）
■お問合せ：（一財）日本規格協会 標準化と品質管理中国地区大会 2019 事務局 ＴＥＬ082-221-7023
❐ 広島県発明協会関連行事 ＜９月＞
１日
3日

(日)

広島少年少女発明クラブ活動日

(火)

JIPA サテライト研修 中堅技術者のための知的財産 Basic 講座（電気・機械）

5日

(木)

JIPA サテライト研修 米国特許制度④

6日

(金)

JIPA サテライト研修 特許情報と特許調査（実践）①、INPIT 海外知的財産活用講座

7日

(土)

呉市少年少女発明クラブ活動日

10 日

(火)

ひろしま知財塾 初級編 広島 春コース④、コベルコ建機㈱による理科授業/基町小学校

11 日

（水）

備後地区生徒児童発明くふう展審査会、広島県未来の科学の夢絵画展予備審査

13 日

(金)

JIPA サテライト研修 欧州特許制度④、J-PlatPat（特許情報プラットフォーム）講習会

14 日
15 日

(土)

福山・東広島市・呉市少年少女発明クラブ活動日

(日)

18 日

(水)

20 日

(金)

広島少年少女発明クラブ活動日
JIPA サテライト研修 知財契約実践①、東広島市児童生徒発明くふう展審査会
呉市児童生徒発明くふう展審査会
JIPA サテライト研修 中堅技術者のための知的財産 Advance 講座、第 3 回事業担当理事会

21 日

(土)

備後地区生徒児童発明くふう展表彰式、呉市少年少女発明クラブ活動日

23 日

(月)

広島少年少女発明クラブ活動日

25 日

（水）

コベルコ建機㈱による理科授業/伴南小学校

26 日

（木）

27 日

(金)

28 日

(土)

INPIT 広島県知財総合支援窓口知的財産セミナー「技術情報流出を防ぐ契約の留意点」
福山商工会議所知財セミナー「知的財産の力を経営に活かそう」
広島市児童生徒発明くふう展審査会、少年少女発明クラブ中国ブロック内合同研修会(鳥取)
東広島市・福山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

30 日

（月）

INPIT 広島県知財総合支援窓口第 2 回連絡会議

■ 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！！
著者等

書籍名

標準必須特許ハンドブック

藤野 仁三
編・著
FRAND 研究会 編

価格

価
格
会員価格

3,780 円
3,402 円

内容
開発技術が規格化され普及すると、その規格を実施しないと市場への参入は難しくなります。規格を実
施しない製品は、規格遵守製品との間で相互の接続性や操作性を持たないからです。これは通信機
器の場合には致命的です。そのため、どの産業分野においても、他社製品との接続性や操作性をもた
せるため、規格の統一を図っています。近年、知的財産権への意識が高まり、ほとんどの開発技術が
権利化されます。当然、規格化される技術にも多数の関連特許が存在します。つまり、規格を実施する
と、規格に関連する特許を使用せざるをえない状況が生じます。これが「標準必須特許」（SEP）と呼ば
れるものです。現在、移動体通信の分野でこの SEP をめぐる訴訟が世界中で展開されています。本書
は、世界規模で行われている SEP の情報を基本事項や判決、用語解説に分けて、詳細に解説したも
のです。

７

