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【ＰＣＴ国際出願：軽減制度・交付金制度の御案内】

● 海外への特許出願料金にも中小・ベンチャー企業向けに料金が安くなる支援策があります。

+

●日本国特許庁へのＰＣＴ出願（日本語）に必要な軽減・交付金活用の効果（試算）

知財総合支援窓口にご相談ください。
相談
無料

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 第 1 回会員交流会のご報告 （11/22）
今年度第１回目となる会員交流会が、株式会社中電工の
ご協力により、同社の研修所、安全実習棟において安全体
験実習が実施されました。工具や保護用具の重要性、墜落
の衝撃等の説明の他、実際の高圧・低圧充電線を用いた短
絡（ショート）等の再現、また希望者は低圧感電を体験するこ
とができました。同社の安全・社会貢献に対する熱意を肌で
感じることができたのではないでしょうか。今回も２１名と多く
の方にご参加頂き、懇親会も和やかに情報交換や親睦を深
めて頂くことができたと思います。次回会員交流会は３月頃
開催する予定です。多くの皆様のご参加をお待ちしておりま
低圧感電体験の説明を受ける会員の方たち

す。

■ 青少年創造性育成事業に関するおしらせ
❏ 企業講師による理科授業の報告
11/6

コベルコ建機株式会社 活躍する「てんびんとてこ」
広島市立段原小学校６年生
11/19 ㈱ジェイ･エム･エス ヒトの体はすごいはたらきをしているぞ！
広島市立湯来西小学校５・６年生
写真：人工じん臓によるコーヒー牛乳のろ過実験
11/20 広島ガス㈱ 燃料電池～エネルギーと環境
広島市立矢野西小学校６年生
11/29 広島県立総合技術研究所 保健環境センター
私たちのくらしと環境
広島市立亀山南小学校５年生
写真：試験紙を使っての汚濁検査

ＪＭＳによる授業風景

広島県立総合技術研究所による授業風景

❏ 第４０回広島県未来の科学の夢絵画展・令和元年度広島県児童生徒発明くふう展
展示会･表彰式開催報告
１１月１６日（土）、5-Ｄａｙｓ こども文化科学館において「第４０回広島県未来の科学の夢絵画展」、
「令和元年度広島県児童生徒発明くふう展」表彰式が開催されました。絵画展は広島県内の小・中学
生から 1,765 点の応募があり、その中から特賞に選ばれた 24 名の受賞者の方々を表彰しました。発明
くふう展では各地区展から 583 点の応募があり、そのうち 138 点が県展に出品されました。特賞 21 点、
モビコン特別賞 16 点、努力賞 11 点を表彰しました。
受賞された皆様、おめでとうございます。

展示会場

絵画展 授賞式

２

❏ 第４０回広島県未来の科学の夢絵画展

令和元年度広島県児童生徒発明くふう展 受賞者インタビュー
❐ 第４０回広島県未来の科学の夢絵画展受賞者
『広島県発明協会会長賞』 受賞
ぎんがの郷小学校５年 矢尾 優奈（やお ゆな）さん

-

このたびの受賞、おめでとうございます。！
昨年に続いての特別賞の受賞ですね。
ありがとうございます。

-

この作品を描きたいと思った一番の理由は何ですか？
ニュース等で台風の災害が大きく報道されていたこと
です。

広島県発明協会会長賞
「台風でエネルギー発電
ｉｎ 宇宙」
【作品の説明】
台風のエネルギーを分解し、宇宙で水力・
風力発電を起こし、ドローンで管理（海洋水
温調節、電力補給）しながら美しい自然や
生態を保持するしくみです。

-

なるほど。それで台風のエネルギーを良い事に使えない
かなと思ったのですね。難しかったところはありました
か？
台風の水を分解し地球に戻す機械の細かいところが
難しかったです。魚やくじら、エビなどの細かい部分は
インターネットとかで調べて描きました。

-

絵の製作にはどのくらいかかりましたか？
夏休みのほとんどを使って、学校の宿題の絵と個人で
出す絵の２枚を描きました。

-

将来の夢は？
薬剤師です。

学校の夏休みの宿題である「博物館の達人になろう」で広島県内だけでなく、色々な科学館、博物
館、美術館を見て回り、科学に対する意識を高め、それが作品を描くきっかけにもなっているそうです。
今年は和歌山の「エネルギーランド」に行き、風力発電等をみたので台風と結びつけたんじゃないの
かなと保護者の方が言われていました。また、保護者の方からは、本絵画展は自由な発想で自分の
思いを表現することができ、こどもが興味を持つきっかけにもなり、また「次はこんな科学館に行って
みよう」とか家族の会話も拡がる絵画展です、と言っていただきました。夏休みに入ったら今年は何を
描こうかなとわくわくして取り組んでいますとのこと。次の作品もとっても楽しみにしています。

❐ 令和元年度広島県児童生徒発明くふう展
『広島県発明協会会長賞』と『モビコングランプリ』受賞
東広島市立八本松小学校 ５年 中段 裕友（なかだん ひろと）さん

広島県発明協会会長賞・モビコングランプリ
「Ｓｉｌｅｎｔ 目覚まし 時計」
【作品の説明】
この作品は、うるさい目覚まし時計を静かに起きられるように作
った作品です。自分にしか聞こえないアラーム音として、蚊の
音にした理由はあるテレビ番組で蚊の羽音は起きやすいと聞
いたからです。寝ている時に蚊の「プーン」という音を聞けば、
いやがって反対に起きてしまう目覚まし時計です。
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-

この度はおめでとうございます。
昨年は「ニワトリは食べれてスズメは食べられないエサ箱」で
県くふう展特別賞、全国展での入選。今年も、東広島市くふう展での特別
賞、県くふう展での特別賞と続いての入賞、誠におめでとうございます。
ありがとうございます。

-

中段君のアイデアは、どこから出てくるの？また作ったきっかけは？
生活の中から見つけました。このアイデアは夏休みに思いつき色々調
べて作りました。お父さんとお母さんがアラームの音が大きいことでもめ
ていたから、静かな音、自分にしか聞こえないアラームを作ろうと思いま
した。

-

その音が「モスキート音」ですね。ところで、エジソン式蓄音機を使ったとあ
るけど、音が聞こえる仕組みを教えてください。くふうしたところはどこでしょ
うか。
ペットボトルにつけたキズに声や音を録音して、時間になるとそれが回り、紙コップのスピーカー
からモスキート音が聞こえてきます。プーリーが下にあたると回りが悪くなるので、モーター台を２段
くらい高くしたところです。

-

将来の夢は？
ゲームのクリエーターです。
中段くんは、昨年の特別賞に続いて、今年も特別賞と素晴らしい作品を作ってくれました。生活の中
からアイデアを見つけてきて、その困ったことを解決するために、調べて、何度も製作を繰り返し、完成
に至ったそうです。中段くんのお兄さんも過去、発明くふう展に入賞されたことがあるそうです。そんなお
兄さんの姿を見てきたことも中段君の創作の背景にあるのではないでしょうか。製作にあたっては、お兄
さんの助言もあったそうです。次に作ってみたい構想もあるとのこと、来年が待ち遠しいです。次回も楽
しみにしています。

❐ 令和元年度広島県児童生徒発明くふう展
『広島県知事賞・モビコン準グランプリ』受賞
呉市立東畑中学校 ３年 熊谷 空海（くまがい そらみ）さん

－

今年は呉市発明くふう展での特別賞に続いて県
くふう展での特別賞、おめでとうございます。そして
昨年の県くふう展特別賞に続いての受賞ですね。
ありがとうございます。

－ この作品を作ったきっかけを教えてください。

広島県知事賞・モビコン準グランプリ
「くるくる まぜまぜ ホットミルク」
【作品の説明】
この作品は、電子レンジでホットミルクを作る時
いつもは熱い所と冷たい所ができてしまいスプ
ーンで混ぜてもう一度電子レンジに入れて温め
直していたのを、ターンテーブルの回転を利用
してコップ内のミルクを混ぜながら温められる装
置を考案。この装置により、コップ内のミルクの
温度が均等にできるようになりました。

祖母が電子レンジでホットミルクを作ってくれた
時に、熱い所と冷たい所ができていて、かき混ぜ
てもう一度電子レンジに入れていたのを見たのが
きっかけです。これができて、祖母が一番よろこん
でくれたのが、自分にとって一番うれしかったで
す。
－ 難しかったところ、くふうしたところはどこですか？
コーヒーカップのサイズに合わせて、３段階の
穴を作ったんですが、その調整が難しかったで
す。この装置は、夏休み中、ＣＡＤを使って自分で
設計し３Ｄプリンターを使って何度も実験を繰り返
し、試行錯誤しながら作りました。オリジナルの作
品です。
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－ 昨年の「片手でラクラク読書」に続いて、ホットミルクのかき混ぜ装置と生活に身近なテーマが続き
ましたね。
そうですね、身近な生活の中のアイデアです。今年の作品のアイデアは長年考えたものでは
なく、最近思いついたものです。
－ 将来の夢は？
ずーっと続けている水泳選手です。

熊谷さんは、質問にハキハキと答えてくれて、発明の説明もとってもわかりやすかったです。以前から
習い事としている水泳選手が将来の夢ですが、発明、創意くふうも好きです！とはっきりと答えてくれま
した。熊谷さんは、きっと何事も根気強く取り組まれているのだなとインタビューをしていて感じました。
これからもひらめきを大切に機会があれば発明くふう作品にチャレンジしてほしいと願っています。

本事業実施にあたり、
関係者各位に多大なご支援とご協力を賜りまして、深く感謝申し上げます。

❐ 第１０回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト全国大会報告

広島県代表「ひろしまＴＯＲＯＣＣＯ」が読売新聞社賞を受賞しました
おめでとうございます！
１１月３０日（土） 東京工業大学 屋内運動場で開催された第１０回全国少年少女チャレンジ創
造コンテスト全国大会、今年のテーマは昨年に続いて「からくりパフォーマンスカー」。広島県代表
「ひろしまＴＯＲＯＣＣＯ」（東広島市少年少女発明クラブ）は牡蠣、清酒、原爆ドーム、宮島の鳥居
をモチーフにした広島をＰＲする「カラクリマシン」で上位２０チームの決勝戦に勝ち進み日本一を
めざしました。決勝コンテストでは素晴らしいパフォーマンスを発揮し「読売新聞社賞」と輝かしい成
績をおさめ銀メダルを受賞しました。

全国大会でも堂々としたパフォーマンスを
見せてくれました。

カラクリマシンが動くと、手前のコックさんの口が上
下に動きます。
「いらっしゃい！いらっしゃい！」の声が聞こえてき
そうです。

５

■最近の話題を考える“知財ＮＥＷＳ”知財トピックス（2019．12）
中国の成長に支えられて 2015 年の全世界特許出願件数が約２９０万件に
特許業務法人 前田特許事務所
弁理士 大石憲一

オムロンヘルスケアの電子体温計が立体商標として登録
今回は、オムロンヘルスケアの電子体温計が、立体商標として登録されたことについて
取り上げます。

出典：「オムロン電子体温計

MC-670/MC-681 けんおんくん」オムロンヘススケア HP

オムロンヘルスケアは、先月、自社の電子体温計「けんおんくん」が立体商標として登録
された（商標登録 6197317 号）と発表しました。
この商標は、文字や図形を含まない商品の立体的形状のみで登録されたもので、この立体形
状の電子体温計は、これから半永久的に、オムロンヘルスケアだけしか使用することができ
ません。
個人的には電子体温計を使うことがほとんどないので、この形の電子体温計がオムロンヘ
ルスケアのモノ、であるとの強いイメージはありませんが、特許庁は、拒絶査定不服審判を
経て、この商標が「使用されたこと」で識別力が生じたとして、第３条第２項の規定により、
登録を認めています。この「使用されたこと」で識別力が生じたとする理由の中で、審判官
は、オムロンヘルケアが、中国からの輸入模造品に対して、意匠権等に基づいて差止等の権
利行使を行った事実を取り上げています。
このように、初めに、意匠権で自社の商品を保護しつつ、長期間、独自のデザインを使用
して販売することにより、半永久的に、商標権で自社商品を保護することが、自社の知財を
保護する方法として理想だと思います。
ホンダのカブや、ヤクルトの容器、またキッコーマンの醤油差し等、商品等の形態を商標
権で保護すると、半永久的に自社商品等の形態を保護することができます。長期間の使用に
よる周知性と、競合商品等にない独自性が必要となりますが、知財担当者としては、そうし
た半永久的な権利をできるだけ作りたいものです。
以上
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■ セミナー等開催報告
❐ 中国知財セミナー「契約編」 （11/8）
～現地提携･進出の際に契約は大丈夫だった?～
講師 上海立群専利代理事務所
中国弁理士･弁護士 毛 立群 （もう りつぐん） 氏
毛先生は企業発明者－企業知財部－専利事務所
代理人といった経歴を持ち、弁理士・弁護士事務所
の代表をされています。発明の保護と活用を意識し
ながら、中国の実務に則した出願手続きと中間手続
き、またわかりにくい外国の業務プロセスや実務等、
タイムリーな知財の現場を解説してくださいました。

日本と中国の知財実務の事例を
交えながら解説する毛先生

❐ ＪＩＰＡサテライト 知的契約実践 ③
技術連携と知財契約 （11/12）
講師 パナソニック㈱ 倉谷 克哉 氏
講義の後半では知的財産契約の仮想例を題材に契
約対処策をグループ討議し、倉谷氏より解説をして
いただきました。

■ セミナーのお知らせ
企業におけるＩＰランドスケープの実践
～知的部門から経営層への戦略提案を実例から学ぶ
■日時：令和２年２月６日（木）
■会場：発明会館 ４Ｆ 研修室
■参加条件：中国・四国・九州地区発明協会会員（広島県発明協会以外の協会会員も受講可能）
■参加費：１５，０００円
■申込締切：１月２３日(木)
■申込先：広島県発明協会 ＴＥＬ082-241-3940 FAX082-241-4088

■ セミナーアンケートのお願い
広島県発明協会では、一般社団法人日本知的財産協会（JIPA）と連携し、JIPA が東京と大阪で開催して
いる JIPA 研修を広島県発明協会を会場としてライブ受講できる「JIPA サテライト研修」を実施しております。
このたび、２０２０年度の JIPA サテライト研修の参考とさせていただきたく、添付でアンケートを同封させて
いただきますので、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
本アンケートについてのお問合せ アンケートの返信先
（一社）広島県発明協会 担当 熊野、吉村
ＴＥＬ 082-241-3940 FAX 082-241-4088 E-mail info@hiroshima-hatsumei.jp
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■ 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 ＜１２月＞
1日
2日

（日）
(月)

広島少年少女発明クラブ活動日

3日

(火)

4日
5日

（水）
（木）

6日

（金）

ＪＩＰＡサテライト研修 「知財契約実践④」、広島ガス㈱による理科授業/五日市観音西小学校
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
テンパール工業㈱による理科授業/山田小学校
INPIT 広島県知財総合支援窓口「特許情報調査セミナー＜初級編＞」
知財管理業務ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ「０円でデキる!!知的財産管理業務の整理整頓術③」
コベルコ建機㈱による理科授業/中野東小学校、チューリップﾟ㈱による理科授業/翠町小学校

7日

（土）

9日

(月)

10 日

(火)

11 日
12 日

（水）
(木)

13 日

（金）

14 日
15 日

(土)
（日）

16 日

（月）

17 日
18 日
19 日
21 日
22 日
28 日

（火）
（水）
（木）
（土）
（日）
（土）

ＪＩＰＡサテライト研修 「アジアにおける知的財産活用と実務③」

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
ＪＩＰＡサテライト研修 「ＵＳＰＴＯ/ＥＰＯ審査基準に照らしたＡＩ関連発明権利戦略」
テンパール工業㈱による理科授業/千田小学校
ＪＩＰＡサテライト研修 「知財担当者が理解すべき企業経営と知財との関わり」
テンパール工業㈱による理科授業/千田小学校
チューリップ㈱による理科授業/伴東小学校、広島ガス㈱による理科授業/福木中学校
ひろしま知財塾 初級編広島・秋コース③
JIPA サテライト研修 「知財活動におけるマネジメント講座③」
広島県立総合技術研究所 水産海洋技術センターの理科授業/翠町小学校、
INPIT 広島県知財総合支援窓口月次会議
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、わくわくケミカルクラブ活動日
広島少年少女発明クラブ活動日
ＪＩＰＡ中国・四国・九州地区協議会臨時会合「ライセンス委員会との意見交換会」
広島県児童生徒発明くふう展運営委員会
ＪＩＰＡサテライト研修 「国際契約プラクティス③」、戸田工業㈱による理科授業/藤の木小学校
JIPA サテライト研修 「中堅技術者のための特許情報」
特許庁実務者向け説明会⑥「意匠の国際登録制度/商標の国際登録制度」
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
広島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

■ 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 令和元年改正知的財産
権法文集令和２年１月１日施行
版
著者等 （一社）発明推進協会

価格
会員価格

2,750 円
2,475 円

書籍名 審判便覧 第１８版

著者等 特許庁審判部
価格
会員価格

6,600 円
5,940 円

本書は「特許法等の一部を改正する法律（令和元年法律
第 3 号）」や「民法等の一部を改正する法律（令和元年法
律第三四号）」、「私的独占の禁止及び公正取引の確保
に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第四
五七号）」など、特許法をはじめとする知的財産権に関す
る法律全般を掲載したものです。「私的独占の禁止及び
公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律」の
一部施行時期（令和元年 1 月 1 日）にあわせて法律等を
掲載します。なお、未施行の法律は施行のものと区別する
ため点線で囲みその情報を掲載しています。
本書は、審理の根拠及び結論を導く資料を収録し、審理
手続に必要な法令や運用に関する実務上の知識を効率
よく利用することを目的としてします。不正競争防止法等
の一部を改正する法律（平成 30 年 5 月 30 日法律第 33
号）により規定された営業秘密が記載された判定に係る書
類の閲覧制限や、無効審判における審決等の記載事項
の充実化等に関する改訂がなされています。
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