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中小企業お役立ちインフォメーション ～Information～
No.43
【知的財産権制度説明会（実務者向け）・
特許法改正説明会・意匠審査基準説明会】
開催のお知らせ（特許庁）
知的財産の業務に携わる実務者の方を対象に、特許、商標の審査基準・運用や企業活動
をグローバルに展開していく上で重要となる国際出願手続等について、特許庁等の職員が
説明します。今年度は、各日にテーマを設けていますので、１日を通してご参加いただく
ことにより、関連する一連の情報を入手でき、制度に対する理解が深まります。
また、令和元年５月１７日に公布された「特許法等の一部を改正する法律」の内容につ
いて詳しく解説する特許法等改正説明会、改正意匠法を受けた意匠の審査基準・運用につ
いてわかりやすく解説する意匠審査基準説明会も併せて開催します。
参加費及びテキストは無料ですので、この機会に是非ご参加ください。

＜広島市＞
・期 間：令和元年 10月～令和 2年 1月
・定 員：100名（申込先着順）
・参加費：無料（テキストも無料配布）
・会 場：TKPガーデンシティ PREMIUM広島駅前（ホール 2A）
※10/24,11/13はホール 4A
（広島県広島市南区大須賀町 13-9ベルヴュオフィス広島）
・内 容：知的財産権制度説明会（実務者向け）・特許法等改正説明会
意匠審査基準説明会
・お問合せ先：知的財産権制度説明会（実務者向け）運営事務局
（一般社団法人発明推進協会 調査研究グループ 調査支援チーム）
TEL：033502-5
437 F
AX：03
-35041480 Mail:a
pply@
jitsumu2
019-jp
o.go.j
p

▼申し込み及び詳細は以下の HPを参照ください。▼
https://www.jitsumu2019-jpo.go.jp/area.html
◎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６８回備後地区生徒児童発明くふう展表彰式 （9/21）
９月２１日（土）、福山市ものづくり交流館（福山市西町）において、備後地区生徒児童発明くふう展表彰式
が開催されました。当会からは、島田副会長（早川ゴム㈱取締役）が出席し、広島県発明協会備後支会長賞、
モビコン特別賞の授与を行いました。当日は、松本賞から優秀賞までの３８点と団体賞 7 校の表彰が行われま
した。受賞されたみなさま、おめでとうございます。

表彰の様子

松本賞
「水没時緊急脱出口付ドア」

モビコン特別賞 「大蛇の息吹」

❏ 企業講師による理科授業の報告
広島県発明協会では、広島市教育委員会と連携し、学校で学ぶ理科が日常の生活や社会で
活かされていることを学んでいただくことを目的として、企業等の研究者、技術者を学校に派遣
する理科教育支援事業を本年度も実施しています。
テ ー マ 活躍する「てんびんとてこ」コベルコ建機のショベルカーをみてみよう！！
協力企業 コベルコ建機株式会社
内
容 ミニショベルカーや手作りのアーム模型を使った実験をとおして、「てんびん」や「てこ」の
原理が身の回りの大きな機械にも活かされていることを学ぶ。
広島市立伴南小学校６年生（9/25）

広島市立基町小学校６年生（9/10）

２

❐ 少年少女発明クラブ活動報告

東広島市少年少女発明クラブ 9/28
新規コース「ｽﾗｲﾑ・ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙをつくろう」
（大学生特別講座）

広島少年少女発明クラブ 9/23
完成コース「電気工作」

福山少年少女発明クラブ 9/28
「わりばしブリッジ」

呉市少年少女発明クラブ 9/21
「エッグポマンダー製作」

❐ わくわくケミカルクラブ活動報告（9/28）
ケミカルマジック

第６回実験テーマ「人工イクラを作ってみよう」

ろ過実験

「鉄が燃えるってホント？」

人工イクラ作成中

３

■最近の話題を考える“知財ＮＥＷＳ”知財トピックス（2019.10）
特許庁、令和元年度審査の質についてのユーザー評価調査報告書を公表
特許業務法人

前田特許事務所

弁理士

大石憲一

今回は、特許庁が 9月末に「令和元年度審査の質についてのユーザー評価調査報告書」を
公表した、というニュースを紹介します。

出典：「令和元年度審査の質についてのユーザー評価調査報告書を公表します」
経済産業省ＨＰ（h
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3000
2/20
1909
3000
2.ht
ml）

この報告書ですが、特許庁が、毎年、自己の審査に関するアンケートをユーザーである出
願人等から取って、その結果を纏めて公表しているものです。今年も、先月に公表されまし
た。こうした報告書が毎年公表されていることを、個人的には、恥ずかしながら今回初めて
知りましたが、こうした報告書の公表は、審査官の「審査の質」の向上を図るためには、良
いことだと思います。
上のグラフは、特許審査に対する満足度の変化の推移を表したものです。今年度はやや減
少していますが、昨年度までは順調に満足度が増加していたことが伺えます。個人的には、
確かに、面接審査の増加、電話での事前調整の対応等、特許庁の対応姿勢に対して、昔に比
べるとユーザーフレンドリーとなっているため、この公表結果には、納得できます。
ただし、満足度の項目の中に「審査官間の判断の均質性」があるようですが、この「判断
の均質性」を求めることが、果たして妥当なのか、私は少し違和感を覚えます。なぜなら
「審査官は独立であって、誰からも判断を拘束されないこと」が、審査の公正を支える重要
な要素であり、審査官ごとに判断が異なることが普通であるべきだと考えるからです。裁判
において、裁判官の独立（日本国憲法第７６条第３項）が裁判の公正を支える重要な要素で
あることから考えても、あまり「審査官間の判断の均質性」を求めることは妥当ではないよ
うに思います。
こうした点も踏まえ、興味がある方は、是非、上のリンク先を確認してみて下さい。
以上
４

■ セミナーのお知らせ
参加費無料

❐ INPIT 広島県知財総合支援窓口 知的財産セミナー

「商標の国際登録制度（マドリッド制度）の利点と実務アドバイス＆ブランド戦略の重要性」
■開催日時：１１月２８日（木）１３：３０～１５：４５
■会場：発明会館４階研修室（広島市中区千田町 3-13-11）
■講師：WIPO 日本事務所 コンサルタント 目黒 潤 氏
（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 知財戦略ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 水嶋 浩治 氏

❐ 技術者のための特許セミナー 第７回中四国 CAE 懇話会

参加費無料
■開催日時：１１月１３日（水）１３：００～１７：００
■会場：広島市東区民文化センター 中会議室（広島市東区東蟹屋町 10-31）
■講師：特別講演 「第四次産業革命時代の知的財産制度と、ものづくりにおける IoT 活用動向」
講師 近畿経済産業局知的財産室長 川上 佳 氏
講演 「特許出願経験のある技術者による講演①～④」
講師 ①ダイキン工業㈱ 劉 継紅 氏
②中西金属工業㈱ 石黒 博康 氏
③Sifoen 加藤 博二 氏
④アステロイド・リサーチ㈱ 安武 健司 氏
■お申込み・お問合せ：CAE 懇話会事務局 http://www.cae21.org TEL 06-6374-8035

❐ ２０１９年度 ＪＩＰＡサテライト研修 （申込締切：11 月）
≪ＮＥＷ≫
◆ＵＳＰＴＯ/ＥＰＯ審査基準に照らしたＡＩ関連発明権利化戦略

12/9(月) 13:30～16:30

日本出願人が陥りやすい問題を中心に、出願の際の発明者の認定から権利化後のＩＰＲやＰＧＲやライセンスまでを念頭
においた明細書・クレーム作成戦略を解説します。

■ セミナー開催報告
ひろしま知財塾 初級編＜広島・春コース＞
第４回「商標」（9/10）
講師：特許業務法人前田特許事務所弁理士 大石憲一 氏
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」（9/26）
講師：三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ＆ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱
統括担当者兼専門家・弁理士
めぶき国際特許業務法人 顧問
渡邉秀治 氏

JIPA サテライト研修
中堅技術者のための知的財産 Basic 講座（9/3）
講師：ブラザー工業㈱ 桃崎元博 氏
オムロン㈱ 金本径卓 氏

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。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も開催
いたします。皆さまのご参加をお待ちしております。

◎第１部の安全実習棟の体験は、人数の制限がありますが、第２部だけの参加も大い
に歓迎いたします。
◎ＪＲ広島駅～研修所～懇親会場の移動は、貸切バスをご利用頂けます。
■開催日時：１１月２２日（金）１４：３０～１６：２０（懇親会 １７：００～予定）
■会場：第１部 ㈱中電工 研修所「安全実習棟」（広島市安佐南区伴東 6-3-1）
第２部 懇親会 ㈱中電工 平和大通りﾋﾞﾙ 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

令和元年度新会員紹介（法人会員）

八千代工業株式会社

■ 広島県発明協会事務局からのお知らせ
❐ 第３回担当理事会（9/20）
事業担当理事７名にご出席いただき、発明表彰事業、知財総合支
援窓口事業、セミナー事業等の各事業について、進捗状況等を事
務局から報告したのち、種々協議・検討いただきました。

❐ ＩＮＰＩＴ広島県知財総合支援窓口 第２回連絡会議（9/30）
中国経済産業局、広島県、広島県立総合技術研究所、（公財）ひろ
しま産業振興機構、ＩＮＰＩＴと、広島県内の知財関連事業者が集ま
り、情報共有、連携体制強化のための意見交換を行いました。

❐ 消費税法改正に伴うお知らせ
令和元年１０月から、消費税率の８％から１０％への改定に伴い、当会においても消費税率を変更させ
ていただくことになりました。つきましては、誠に恐縮ではございますが、１０月１日以降より、セミナー受講
料等、消費税をお預かりする全てのお取引について、新税率の１０％で計算した金額にてご請求させて
いただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
お問合せ：一般社団法人広島県発明協会 担当：水戸、小山
ＴＥＬ 082-241-3940 FAX 082-241-4088 Ｅ－ｍａｉｌ info@hiroshima-hatsumei.jp
６

❐ 広島県発明協会関連行事 ＜１０月＞
1日

（火）

コベルコ建機㈱による理科授業/深川小学校

2日

（水）

第 40 回広島県未来の科学の夢絵画展審査会、福山大学知的財産論講座

3日

（木）

JIPA サテライト研修 特許情報と特許調査（実践）②

4日

（金）

JIPA サテライト研修 国際契約プラクティス①、JIPA 中国四国九州地区協議会・特別講演会

5日

（土）

第 67 回呉市児童生徒発明くふう展表彰式、令和元年度広島市児童生徒発明くふう展展示開始（～10/14）
呉市少年少女発明クラブ活動日

6日

（日）

広島少年少女発明クラブ活動日

7日

（月）

JIPA サテライト研修 アジアにおける知的財産の活用と実務①

10 日

（木）

ひろしま知財塾初級編広島・秋コース①

11 日

（金）

知財管理業務ワークショップ①

12 日

（土)

第 29 回東広島市児童生徒発明くふう展表彰式、福山少年少女発明クラブ活動日

14 日

（月）

令和元年度広島市児童生徒発明くふう展表彰式

16 日

（水）

福山大学知的財産論講座

17 日

（木）

JIPA サテライト研修 知財活動におけるマネジメント講座、特許庁知的財産権制度説明会（実務者向け）①

18 日

（金）

令和元年度広島県児童生徒発明くふう展審査会

19 日

（土）

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活動日

21 日

（月）

JIPA サテライト研修 知財契約実践②

24 日

（木）

特許庁知的財産権制度説明会（実務者向け）②、特許法等改正説明会

25 日

（金）

令和元年度中国地方発明表彰式

26 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

28 日

（月）

JIPA サテライト研修 アジアにおける知的財産の活用と実務②

29 日

（火）

広島県立総合技術研究所水産海洋技術センターによる理科授業/志屋小学校

30 日

（水）

福山大学知的財産論講座

31 日

（木）

JIPA サテライト研修 企業における知的財産管理事務（Basic）

■ 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 アイデアのことを考える本
小学校高学年向け
著者等 一般社団法人発明推進協会
価

格

220 円

会員価格

198 円

書籍名 産業財産権標準テキスト総合編
第５版
著者等 企画 経済産業省特許庁
価

格

990 円

会員価格

891 円

７

アイデアに関する幾つかの事例を分かりやすく紹介する
とともに、アイデアの発想法や身の回りの物を使った工作
などについて提案しています。子どもたちがそれらの課題
に取り組むことで創造力や思考力、コミュニケーション力
などを高め、「主体的・対話的で深い学び」を実現すること
を目的とした小学校高学年向けの課題解決型補助教材
です。
特許や意匠、商標などを最初に学ぶため、分かりやすく
記述されたものです。法律や知的財産権などに慣れない
方にも理解を図れるような内容になっています。本書は、
「特許法」「実用新案法」「意匠法」「商標法」「著作権法」
「種苗法」「不正競争防止法」等の概要を、全ページ多色
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、ブランド、トレードマーク、技術移転、著作権、育成者
権、営業秘密等、知的財産全般を学ぶことができます。

