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中小企業お役立ちインフォメーション ～Information～
№44
【セミナーの御案内】
「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」（11/28）
ブランド（商標）は製品やサービスの高付加価値化や差別化に極めて有効であり、
海外展開において、その国で商標権を取得することは大変重要です。そこで、海外で
商標を保護する方法の１つであり、世界中の国で商標の登録・管理を簡便かつ経済的
に行えるのがマドリッド制度です
本セミナーの第１部では、マドリッド制度のメリットや手続きの流れ、実際に利用
する際の実務アドバイス等について、また、第２部では、海外でブランド戦略を進め
ていく上での重要な点について分かりやすく説明していただきます。
どうぞ、この機会にご参加くださいますようご案内申し上げます。

●問合せ先：（一社）広島県発明協会 TEL 0
82-2
41-3940

◎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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秘密
厳守

■ 令和元年度中国地方発明表彰式 開催報告 （10/25）
本発明表彰は、大正１０年に開始された歴史ある
表彰です。優秀な発明、考案又は意匠を生み出され
た発明者等、発明等の実施化に尽力された方々、発
明等の指導、育成、奨励に貢献された方々の功績を
称え顕彰するものです。本年の中国地方発明表彰
式は、当協会が担当し、10 月 25 日、広島ガーデンパ
レス（広島市東区）において、開催されました。
広島県関係の受賞者は以下のとおりです。受賞さ
れたみなさま、誠におめでとうございます！
中国経済産業局賞の授与

受賞者代表謝辞

本年初企画「受賞発明の発表」
特許庁長官賞 ㈱サタケ様

令和元年度中国地方発明表彰 受賞者一覧（広島県関係分）
受賞名

特許庁長官賞

発明の名称

光学式粒状物選別機の
検量線自動設定システム

実施功績賞
中国経済産業局
長賞
高彩度カラーの発色技術
実施功績賞
広島県知事賞

会社名等

広島県発明協会
変圧器取付バンド分離型
会長賞

広島県発明協会 食品及び化粧品用の
会長賞
新規パイナップル抽出物

発明奨励賞

鉄鋼スラグ資材を用いた
海域環境改善技術

発明奨励賞

パルプの二段解砕による
酢酸セルロース製造

受賞者名

株式会社サタケ
〃
〃
〃

宮本
石津
立石
原

株式会社サタケ 代表取締役
マツダ株式会社
〃

佐竹 利子
久保田 寛
中野 さくら

マツダ株式会社 代表取締役社長兼CEO
船底塗膜の摩擦抵抗予測方法と
性能評価手法

＜敬称略＞

中国塗料株式会社
中国電力株式会社
〃
〃
〃
丸善製薬株式会社
〃
〃
〃
〃
〃
ＪＦＥスチール株式会社
〃
ＪＦＥテクノリサーチ株式会社
星薬科大学
ＪＦＥスチール株式会社
株式会社ダイセル
〃
〃

２

知幸
任章
芳和
正純

丸本 明
三重野 紘央
河田 兼哲
松本 賢治
領野 昌治
田中 茂宏
野嶋 潤
屋敷 圭子
大戸 信明
周
艶陽
木曽 昭典
桑原 浩誠
宮田 康人
本田 秀樹
岡本 隆
林 明夫
谷敷 多穂
保坂 光輝
岡野 俊紀
位田 雄二

受賞名

発明の名称

会社名等

受賞者名

株式会社日本製鋼所
〃
〃
〃
三菱電機株式会社
〃
〃
〃
パナソニック株式会社 ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ社
三菱日立ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社
〃
〃
〃
株式会社ジェイペック

富山 秀樹
高本 誠二
新谷 浩昭
井上 茂樹
石川 晶
髙橋 進
黒崎 剛史
信太 秀夫
飯塚 貴士
熊谷 健志
流森 文彦
末次 朗憲
服部 隼人
八戸 泰憲

奨励功労賞

前一般社団法人広島県発明協会副会長
丸善製薬株式会社 顧問

鳥越 敏樹

奨励功労賞

一般社団法人広島県発明協会 参与
広島少年少女発明クラブ 指導員
元 広島市立亀山南小学校 校長

福田 宣行

発明奨励賞

スクリュ式押出機の
脱揮シミュレーション

発明奨励賞

組み立て性と信頼性を
両立した回路遮断器

発明奨励賞

酸素吹き石炭ガス化装置

■ 青少年創造性育成事業に関するお知らせ
❏ 第６７回呉市児童生徒発明くふう展表彰式 （10/5）
１０月５日（土）、呉市海事歴史科学館（大和ミュージアム・呉市宝町）において、呉市児童生徒発明くふう
展表彰式＆展示会が開催されました。当会からは、西村専務理事が出席し、広島県発明協会会長賞等の
授与を行いました。当日は、呉市長賞から努力賞までの 24 点と団体賞 2 校の表彰が行われました。

主催者挨拶

呉市長賞・モビコン特別賞
「くるくるまぜまぜホットミルク」

モビコン特別賞
「ゆかを自動でそうじしてくれるそうち」

❏ 第２９回東広島市児童生徒発明くふう展表彰式 （10/12）
１０月１２日（土）、東広島市芸術文化ホールくらら（東広島市）において、東広島市児童生徒発明くふう展
表彰式＆展示会が開催されました。当会からは白髪常務理事（マツダ㈱知的財産部長）が出席し、広島県
発明協会会長賞等の授与を行いました。当日は、佐竹賞から努力賞までの 36 点と学校団体賞 2 校の表彰
が行われました。

佐竹賞
「熱帯夜もヘッチャラひえひえぴろー」
白髪常務理事から「賞状」の授与

３

広島県発明協会会長賞
モビコン特別賞
「silent 目覚まし時計」

❏ 令和元年度広島市児童生徒発明くふう展表彰式 （10/14）
１０月１４日（月・祝日）、5-Ｄａｙｓこども文化科学館（広島市）において、広島市児童生徒発明くふう展表彰
式＆展示会が開催されました。当会からは、味能副会長（中国電力㈱エネルギア総合研究所長）と西村専
務理事が出席し、広島県発明協会会長賞等の授与を行いました。当日は、広島市長賞から優秀賞までの
43 点と学校賞 2 校の表彰が行われました。

味能副会長から「賞状」の授与

広島県発明協会会長賞
モビコン特別賞
「ピコピコアスレチック」

増本量賞
「揺れに負けん腱！」

❏ 企業講師による理科授業の報告 『理科授業を実施しました！』
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 広島ＣＳＲ委員会
（内容）・会社紹介、色々なショベルカー
・ショベルカーのしくみ
・ショベルカーと「てんびん」：てんびんの実験
・ショベルカーと「てこ」：てこの体験

（テーマ）カキの一生
（協力機関）広島県立総合技術研究所
水産海洋技術センター
（内容）・水産海洋技術センターの仕事について
・カキの生態について
・カキの海水ろ過実験（演示実験）、観察
・事前アンケートの回答
広島市立志屋小学校５・６年生（10/29）

広島市立深川小学校６年生（10/1）

授業の様子

授業の様子

ミニチュアショベルカーの実験

かきの海水ろ過実験
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❏ 少年少女発明クラブ活動報告
広島県内発明クラブの１０月に行われた活動の様子をお知らせします。

福山少年少女発明クラブ「わりばしブリッジ」（10/12）
班で協力し、おもりに耐えるようにくふうを凝らした強い橋を作りました。

東広島市少年少女発明クラブ
（継続コース）
「はぶらしカー（ルンバ）」（10/26）

広島少年少女発明クラブ（完成コース）
「センサー回路の製作」（10/6）
電子工作に悪戦苦闘！

なんと！２ﾘｯﾄﾙ水を入れたペットボトル
が３本でも大丈夫！

呉市少年少女発明クラブ
「自由工作」（10/26）

❏ わくわくケミカルクラブ活動報告 (10/26)
第７回 『電気化学』 電気分解

「水の電気分解」
水を電気分解す
ると何ができるで
しょう？発生した
ガスの性質を観
察すると水の成
分（元素）がわか
ります。

ケミカルマジック①
「琥珀のパワー（静電気）と原石」
ケミカルマジック
「電気分解（化学）で会社設立、実験いろいろ」

電気パンの製作

電気分解装置

「コイルモーターを作ろう」（その１）
松井副会長（戸田工業㈱）
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■最近の話題を考える“知財ＮＥＷＳ”知財トピックス（2019．11）
内閣府が普及を図っている「経営デザインシート」について
特許業務法人 前田特許事務所
弁理士 大石憲一

今回は、内閣府の知的財産戦略本部が普及を図っている「経営デザインシート」につい
て紹介します。

出典：「経営をデザインする」首相官邸・知的財産戦略本部ＨＰ
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/keiei_design/index.html

この「経営デザインシート」は、内閣府が、将来の企業経営等に活かしてもらいたいと
いう目的のため、昨年から普及を図っているビジネスツールです。
21世紀を迎えて、従来の技術的に優れたモノやサービスを提供するだけではビジネスに
勝てない時代に入り、いかに「顧客の求める価値」を提供できるかが大事になり、「価値を
生み出すしくみ」を描くことが必要となっています。
そこで、これまでの「価値を生み出すしくみ」を把握し、これからの「価値を生み出す
しくみ」を構想する。すなわち「経営をデザインする」ため、企業内で、この「経営デザ
インシート」を使うことが推奨されているのです。
詳細については、上のリンク先にアップされています。実際の活用企業事例等もアップ
されていますので、是非、参考にされるのが良いと思います。
2000年以降、スマートフォンが普及したことで、従来のパソコン、ナビゲーション、カ
メラ、携帯用音楽機器等、日本企業が得意であったあらゆる製品が、市場から淘汰されて
いきました。これこそ、正に、市場が「技術的に優れたモノ」から「顧客が求める価値」
に変わった表れだと思います。
この「経営デザインシート」については、知財担当者というよりも、経営者など実際に
会社経営を行っている方にこそ使っていただき、自社の舵取りの一助にして頂ければと思
います。
以上
６

■ セミナーのお知らせ
INPIT 広島県知財総合支援窓口 知的財産セミナー

「特許情報調査セミナー＜初級編＞」

参加費無料！

■日時：令和元年１２月５日（木）１４：００～１６：００（16：００～個別相談）
■会場：合人社ウェンディひと・まちプラザ（広島市まちづくり市民交流プラザ）
マルチメディア実習室（広島市中区袋町 6-36）
■講師：INPIT 広島県知財総合支援窓口 知財活用アドバイザー 曽我部秀雄
■参加費：無料
■申込先：広島県発明協会 ＴＥＬ082-241-3940 FAX082-241-4088
広島県よろず支援拠点＆INPIT 広島県知財総合支援窓口「ミニ勉強会」

【知的財産】私を守る、知的財産のキホン知識（特許権、意匠権、商標権、著作権）
■日時：令和元年１１月２９日（金）１４：００～１５：３０
■会場：広島県よろず支援拠点本部 会議室 101（広島市中区千田町 3-7-47）
■講師：INPIT 広島県知財総合支援窓口 知財活用アドバイザー 柳下加寿子
■定員：5 名
■参加費：無料
■申込先：広島県よろず支援拠点 TEL082-240-7706 FAX082-249-3232

参加費無料！

広島県よろず支援拠点＆INPIT 広島県知財総合支援窓口「ミニ勉強会」

【ブランド】意外と知らない！？ 商標のハナシ

参加費無料！

■日時：令和元年１２月３日（火）１４：００～１５：３０
■会場：広島県よろず支援拠点本部 会議室 101（広島市中区千田町 3-7-47）
■講師：INPIT 広島県知財総合支援窓口 知財活用アドバイザー 森本理子
■定員：5 名
■参加費：無料
■申込先：広島県よろず支援拠点 TEL082-240-7706 FAX082-249-3232
2019 年度（一社）日本知的財産協会 中国・四国・九州地区協議会 臨時会合

（一社）日本知的財産協会 ライセンス委員会との意見交換会
■日時：令和元年１２月１６日（月）１３：３０～１７：００
■会場：中国電力㈱ 本社 1 号館 2 階大会議場 （広島市中区小町 4-33）
■参加条件：日本知的財産協会会員・発明協会会員
■参加費：無料
■申込締切：１２月４日(水)
■申込先：広島県発明協会 ＴＥＬ082-241-3940 FAX082-241-4088

参加費無料！

■ セミナー開催報告
知財管理業務ワークショップ
0 円でデキる!!知的財産管理業務の整理整頓術
第１回（10/11）
講師 WIS コンシェル㈱ 代表取締役社長 吉田さつき 氏

ひろしま知財塾初級編・秋コース
第１回「企業と知財」（10/10）
講師 特許業務法人前田特許事務所
弁理士 大石憲一 氏

７

■ 広島県発明協会事務局からのお知らせ
❏ 広島県発明協会関連行事 ＜１１月＞
1日
2日
4日
6日
7日
8日
9日
11 日
12 日
13 日

（金）
(土)
(月)
（水）
(木)
(金)
(土)
（月）
（火）
（水）

14 日

（木）

15 日

(金)

16 日

(土)

17 日
18 日
19 日
20 日
22 日

（日）
（月）
（火）
（水）
（金）

23 日

(土)

呉市少年少女発明クラブ活動日，福山少年少女発明クラブ活動日
東広島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

26 日

（火）

JIPA サテライト研修「知財活動におけるマネジメント講座②」

27 日

（水）

特許庁 知的財産権制度説明会（実務者向け）⑤
JIPA サテライト研修「技術部門マネージャのための知財講座」

28 日

（木）

29 日

（金）

30 日

（土）

知財管理業務ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ「０円でデキる!!的財産管理業務の整理整頓術②」
呉市少年少女発明クラブ活動日
広島少年少女発明クラブ活動日
コベルコ建機㈱による理科授業/広島市立段原小学校
特許庁 知的財産権制度説明会（実務者向け）③
中国知財セミナー【契約編】
福山少年少女発明クラブ活動日
INPIT 広島県知財総合支援窓口月次会議
JIPA サテライト研修「知財契約実践③」
広島県信用金庫合同ビジネスフェア，特許庁知的財産権制度説明会（実務者向け）④
ひろしま知財塾 初級編広島・秋コース②
広島県未来の科学の夢絵画展・広島県児童生徒発明くふう展展示会（～11/17）
パテントマップセミナー
広島県未来の科学の夢絵画展表彰式，広島県児童生徒発明くふう展表彰式
呉市少年少女発明クラブ活動日，東広島市少年少女発明クラブ活動日，じばさんフェア①
広島少年少女発明クラブ活動日，じばさんフェア②
JIPA サテライト研修「国際契約プラクティス②」
㈱ジェイ・エム・エスによる理科授業/広島市立湯来西小学校
広島ガス㈱による理科授業/広島市立矢野西小学校
第 1 回会員交流会（㈱中電工 研修所）

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
広島県立総合技術研究所保健環境センターによる理科授業/広島市立亀山南小学校
広島県よろず支援拠点＆INPIT 広島県知財総合支援窓口ミニ勉強会
第 10 回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト

■ 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 実務家のための
知的財産判例 70 選 2019 年度版 シリーズ 18 冊目となる 2019 年度版は、前年度１年間に出された
著者等 一般社団法人弁理士クラブ
知的財産実務研究所 編
価
格
会員価格

3,300 円
2,970 円

書籍名 中国商品及び役務類似審査基
準 国際分類第 11-2019 版対応
著者等 岩井智子 李菲菲 王梅
滕ユン（王へんに炎）鋒
価
格
会員価格

6,600 円
5,940 円
８

知的財産権に関連する裁判例から、実務上注目される判決を精
選し、実務家の立場から解説・論評したものです。審決取消事例
を含む 74 件を選び、多様化する知的財産への考え方をコンパク
トにまとめました。また、「裁判例インデックス」、「裁判例索引」、
「キーワード索引」がついています。
13 億を超える人口を抱える中国は、巨大な市場として魅力的
なものとなります。かの地で商標権を得ることはビジネス上
有効ですが、それには商標類似の範囲を知る必要がありま
す。本書の第 1 編は、中国商標局編集の「類似商品及び役務
の区分表」
（2019 年）に日本語と英語の翻訳を対照形式によ
り編集したものです。第 2 編では商標局が「類似商品及び役
務の区分表」に未掲載の商品及び役務について許容されるも
の（TM5）を中国語と日本語と英語を併記したものです。第
3 編では、商品及び役務の類否が重要となった 14 の判決を
紹介しています。中国での商標権取得・行使を確実なものと
するため、出願書類の記載に必須なものとして、おすすめの
一冊です。

