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鳥取県発明協会

１. 「知財専門家駐在日」のお知らせ (平成３０年１月) 

２. 
「第 59 回鳥取県発明くふう展」・「第 17 回鳥取県未来の科学の夢絵画展」表彰式 開催報告 

「第 59 回鳥取県発明くふう展」・「第 17 回鳥取県未来の科学の夢絵画展」作品展示会報告 

３. 鳥取県知的所有権センター担当者より 

４.～７.  特許探偵団 Vol.１７ 非対称飛行機 

８.～９. 
知財Ｑ＆Ａ 

～意匠登録出願日が、元従業員が第三者に製造の発注をした日よりも遅い場合、 

その登録意匠は無効になるの？～ 

１０.  書籍のお知らせ (発明推進協会の本 2017.12) 

 

～フラワードームとネオンの光～
写真提供：山本 和弥 様(鳥取県岩美町)

(Instagram name:ymtkzy) 

～フラワードーム内のデジタルタワー～
写真提供：山本 和弥 様 (鳥取県岩美町)

(Instagram name:ymtkzy) 



お申し込み連絡先 鳥取県知財総合支援窓口

■T E L    東部窓口：０８５７-５２-５８９４

■E-mail：torimado@toriton.or.jp 

≪ 知財総合支援窓口の電話が通話中の場合は下記におかけ直しください。≫

一般社団法人鳥取県発明協会 ０８５７－５２－６７２８
公益財団法人鳥取県産業振興機構 ０８５７－５２－６７２２

月　　日 会場(予約・問合せ先電話) 名　称 時　期

1月   4日 (木)

1月 16日 (火)
倉吉市立図書館  (TEL：0858-47-1183)

 毎月第1・3火曜日（13:00～16:00）

※1/2(火)祝日により→1/4(木)に変更

1月   5日 (金)

1月 19日 (金)
倉吉商工会議所  (TEL：0858-22-2191)  毎月第1・3金曜日（13:00～16:00）

1月   9日 (火) 鳥取県立図書館  (TEL：0857-26-8155)  毎月第2火曜日（13:00～16:00）

1月 10日 (水) 境港商工会議所  (TEL：0859-44-1111)  毎月第2水曜日（13:00～16:00）

1月 17日 (水) 米子商工会議所  (TEL：0859-22-5131)  毎月第3水曜日（13:00～16:00）

1月 23日 (火) 米子市立図書館  (TEL：0859-22-2611)
 毎月第4火曜日（13:00～16:00）

※今月は弁理士駐在日です

特許相談会 毎月第3火曜日（10:30～16:30）鳥取商工会議所 中小企業相談所     (TEL : 0857-32-8005)

特

許

等

無

料

相

談

会

西部窓口： ０８５９-３６-８３００
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≪知財総合支援窓口≫（独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)請負事業）

月 日 時 間 場 所 知 財 専 門 家

1月 11日 (木) 13：00～16：00 鳥取県産業振興機構 中西弁理士

1月 15日 (月)
※1/1(月)が祝日のため開催
日が変更となっております

13：00～16：00 鳥取県産業振興機構 西部支部 2階 田中(俊)弁理士

1月 18日 (木) 13：00～16：00 鳥取県産業振興機構 田中(秀)弁理士

1月 25日 (木) 13：00～16：00 鳥取県産業振興機構 黒住弁理士

1月 26日 (金)
※1/24(水)開催予定が変更
となっております

13：00～16：00 鳥取県産業振興機構 上田弁護士
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「第５９回鳥取県発明くふう展」及び「第１７回鳥取県未来の科学の夢絵画展」受賞者表彰式が、
平成２９年１２月２日(土)、国府町コミュニティセンター 多目的ホール(鳥取市国府町)にて開催
されました。

鳥取県知事賞をはじめ各賞の受賞者に表彰状と副賞が授与されました。
受賞された皆さま、おめでとうございます。

2

平成29年11/23(木)～12/3(日)、「第５９回鳥取
県発明くふう展」・「第１7回鳥取県未来の科学の
夢絵画展」にご応募いただいた全作品の展示会を、
昨年に続き、因幡万葉歴史館 民俗企画室 (鳥取市
国府町町屋)にて開催いたしました。

鳥取県内よりご応募いただいた作品には、
くふうを重ねた面白さや驚きなど、思考を凝らした
作品がたくさん出品されていました。

ご覧になられた皆様、また様々な発想が思いつき
作品を出品してみたいと思いつかれた皆様、
是非来年度のご応募お待ちいたしております。



「登録商標の使用・不使用の事例」

知財コーディネーター 澤田 宏二

ご相談者様から「どのように使用するかは未定だが、とりあえず商標権を取っておきたい」といった相談を
よく受けます。
しかし、登録した商標と異なる商標を使用している場合、せっかく商標登録を行っても取消となる場合があ

ります。そこで、今回はどの程度異なっている場合がセーフで、アウトなのかをご紹介します。

１）登録商標の使用と認められる例
ア．書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標
イ．平仮名の文字の表示を変更するもので、同一の称呼及び概念を生ずる商標

・平仮名と片仮名相互間
例：ちゃんぴおん←○→チャンピオン

・平仮名及び片仮名とローマ字相互間
例：ラブ（らぶ）←○→LOVE

ウ．その他社会通念上同一と認められる商標
・称呼及び概念を同一とする場合の平仮名及び片仮名と漢字の相互間の使用
例：ハツユメorはつゆめ←○→初夢

・二段併記等の構成で上段及び下段の各部が概念上同一の場合のその一方の使用

２）登録商標の使用と認められない例
ア．平仮名と片仮名相互間で、外来語等で相互に変更することにより特定の概念が失われ別意な概念が生じ

るとき
例：チョコ←×→ちょこ（猪口）

イ．平仮名及び片仮名とローマ字相互間で、同一の称呼を生ずる場合で、平仮名及び片仮名とローマ字のい
ずれかに別意な概念が含まれるときの相互間の使用

例：ピース（平和、小片）←×→Peace（平和），Piece（小片）
ウ．その他社会通念上同一と認められない商標

・同一の称呼を生ずる場合で平仮名・片仮名と漢字いずれかに別意な概念が含まれるとき
例：ききょう←×→帰郷，桔梗

・称呼が相違する場合の漢字とローマ字相互間
例：虹←×→rainbow

来
年
も

頑
張
ろ
う
！
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相談企業Ｘの元従業員Ａは、在職中に製品Ｂの意匠を創作していましたが、ＡはＸを
退職する際に製品Ｂの図面を持ち出し、別の会社を興して、製品Ｂを下請けに作らせ販
売しました。
相談企業Ｘは、製品Ｂの意匠登録出願を行ないましたが、その出願日は、元従業員Ａが
下請けに発注した日の後であることから無効の可能性があることがわかりました。
また、製品Ｂの設計図については、企業Ｘ内における秘密管理性が充分ではなく、営業
秘密には該当していない可能性が強いと思われます。
この場合、以下の点についてどのように対処したら良いか教えて下さい。

１．元従業員Ａが図面を持ち出したことに対して罪を問えるのでしょうか。
元従業員Ａが設計したにせよ、その生産物は当然企業の所有物であるので、勝手に持ち
出したことに対して窃盗罪は成立するのではないでしょうか。

２．意匠権を無効とされないためになすべきことはどのようなことですか。
また、元従業員Ａが無効審判を起こそうとした場合、窃盗罪等で告訴することを告げて、
審判請求させないことはできるのでしょうか。

３．元従業員Ａに製品Ｂの製造販売を止めさせる一般的な方法はどのようなものですか。

職務創作（意匠）に係る意匠登録を受ける権利について、予約承継または、当該
意匠の創作後に契約によって承継をしている場合、意匠法第４条第１項の適用を検
討するのがよいでしょう。

【１．について】
営業秘密の三要件に該当しないことであれば、営業秘密侵害罪の責任を問うことは難しそ
うですが、要件に該当するかについて細かく検討する必要があります。
なお、窃盗罪の場合、刑法第２３５条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし」と
規定され、ここで言う「財物」とは通則では有体物と解釈されています。このため、例え
ば、「設計図」を盗まれたというように、盗られた物を特定する必要がありますが、本件
では、この事実関係が不明確です。電子データの場合には、「ＣＤ」や「ＤＶＤ」などを
盗まれたとなりますが、このとき、自分の「ＣＤ」や「ＤＶＤ」に入れた、という場合に
は、「財物」を窃取したことになりませんので、窃盗罪は成立しません。

【２．について】
意匠法第１５条第３項により準用される特許法第35 条の適用を検討します。その前提と

して、相談企業の社内規程を検討します。相談企業Ｘが、職務創作（意匠）に係る意匠登
録を受ける権利につき、元従業員Ａから、予約承継または、当該意匠の創作後に契約に
よって承継をしている場合、意匠を受ける権利は相談企業Ｘに承継されていると考えられ
ることから、意匠法第４条第１項の適用（新規性喪失の例外）を検討します。本件では、
この適用が可能であれば、意匠権は無効にはならないように思います。なお、審査段階に
おいても、当該規定の適用が受けられれば、元従業員Ａが公知にした製品Ｂの意匠を理由
に相談企業Ｘによる、製品Ｂの意匠に係る意匠登録出願が拒絶となることもないものと考
えられます。
また、窃盗罪の成立の余地があれば、これを材料に元従業員Ａと和解することを目指しま
す。8
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【３．について】
意匠権で差止請求するのが通常です。
なお、従業員としての守秘義務契約違反の関係の確認も重要です。

参考情報１：意匠法
（意匠の新規性の喪失の例外）
第四条 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに
至った意匠は、その該当するに至った日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠につい
ての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至ら
なかつたものとみなす。

（特許法の準用）
第十五条 特許法第三十八条 （共同出願）、第四十三条第一項から第四項まで（パリ条約による優先
権主張の手続）及び第四十三条の二（パリ条約の例による優先権主張）の規定は、意匠登録出願に準
用する。この場合において、同法第四十三条第二項 中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年
四月」とあるのは、「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
２ 特許法第三十三条 並びに第三十四条第一項 、第二項及び第四項から第七項まで（特許を受ける
権利）の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。
３ 特許法第三十五条 （仮専用実施権に係る部分を除く。）（職務発明）の規定は、従業者、法人の
役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。

参考情報２：特許法
（職務発明）
第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人の
役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該使用者等の業務範
囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職
務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特
許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施
権を有する。
２ 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に
特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を
設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
３ 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利
若しくは特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規
則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三
十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたもの
とみなされたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。
４ 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するため
の基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示
の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定め
たところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。
５ 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規
定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき
利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮し
て定めなければならない。

参考情報３：刑法
（窃盗）
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰
金に処する。



一般社団法人鳥取県発明協会 ☎ 0857-52-6728 E-Mail   hatsu@toriton.or.jp

鳥取県発明協会の会員様は
発明推進協会発行の書籍が２０％ＯＦＦになります。

平成27年に「特許リエゾン」という本を上梓しました。（リエ
ゾンとは架け橋という意味のフランス語）当該書籍は技術分野を
特定せず一般的なものでしたが、本書は専門分野である電気技術
をターゲットにしたものです。電気分野は、1990年代のソフトウ
エア、2000年代のいわゆるビジネス特許、現在の国際標準化と
ネットワークの普及に関する対応する技術等、開発技術が目まぐ
るしく変わっている分野です。本書は、より広く強い権利を取得
できるよう出願人に提案するノウハウを公開するものです。

２０１６年度に出された知的財産権に関連する裁判の判決から、注目の判
決を厳選して掲載した実務家にとって必読の書です。審決取消事例を含む７
０件を掲載しています。判決を①事実関係②争点③裁判所の判断④実務上の
指針の４つの視点から解説し、１件４頁にコンパクトにまとめた判決集です。
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！

競争力を高める
電気系特許明細書の書き方

近年、知的財産は、社会においてその重要性を高めており、これに伴い、
知的財産法に関する知識を備えた人材がますます必要となってきています。
本書は、2010年に知的財産法の全学的な教育・研究拠点として設定された、

国立大学法人大阪大学 知的財産センターのスタッフにより日本の知的財産法
の基礎を解説した『知的財産法入門』(第1版:2013年、第2版:2017年)を英
訳したものです。本書によって、多くの方々に日本の知的財産法を理解して
もらうことを期待しています。

Intellectual Property

Law in Japan
日本知的財産法

ISBN978-4-8271-1298-6

ISBN978-4-8271-1301-3

ISBN978-4-8271-1296-2

ISBN978-4-8271-1303-7

ISBN978-4-8271-1291-7

ISBN978-4-8271-1279-5

実務家のための
知的財産権判例70選
2017年度版

知財担当者になったら
読むべき本

知財業務自体、知的財産を扱うという性質上、秘密裏にかつ少人数で行われるため、
業務内容が広く周知されず、また専門的で特殊であることから余計に分かりにくいと思
われています。そのため「知財担当になったけれど、
知財業務の進め方がわからない」という声が多いのも事実です。 この業界に20年以上
いる著者が、特許・実用新案、商標や意匠など、各項目ごとに図を用いて丁寧に解説し
ています。特許制度に関する事例や意匠制度に関する事例も挙げているため、非常に分
かりやすくまとめられています。この本を読めば、知財業務に対する苦手意識も解ける
はずです。

中国商標に関する
商品及び役務の類似基準(日本語・英語訳付)
及びその解説 国際分類第11版対応

平成29年5月30日施行版

巨大な市場としての中国において商標権を得るには、類似の範囲
を知っておく必要があります。第１編は、商標局編の「区分表」に
日・英訳を付した対照式にしたもの。第２編は「区分表」に未掲載
の商品及び役務で許容されたもの。第３編では、類否が重要となっ
た14の判決について紹介しています。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。
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新米国特許法
対訳付き 2017年版

本書は、新米国特許法（AIA）について判例を入れて体系的に整理し、
米国特許商標庁発行の最新資料、情報を取り入れてわかり易く取りまとめて
います。今後の法改正の重要点である101条特許主題、102条公表の定義、
当事者系／登録後レビュー等の改正提案の内容も紹介しています。参考とし
て日米欧特許法比較や米国特許法基本問題（クレーム解釈、有効性、不公正
行為、侵害）の法解釈のあり方の解説を追加し、内容を充実させています。



※詳細は公報にてご確認ください。
※公報の送付をご希望の方は、鳥取県発明協会（0857-52-6728）まで
申し込んでください。
（価格・・会員：1枚 21円、会員外：1枚 32円＋送料）

出 願 人 氏 名 発 明 の 名 称 公 報 番 号 出 願 番 号 出 願 日

エイベクト株式会社 電子鈴デバイス 2017-204105 2016-094954 2016/5/10

カノンキュア株式会社
ヒト間葉系幹細胞を肝細胞へ分化誘導する新

規化合物の合成と解析
2017-205526 2017-117768 2017/6/15

ブリリアントアソシエイツ株式会社 わさび加工品 2017-195827 2016-089937 2016/4/27

株式会社チュウブ イネ科植物の生育方法 2017-195848 2016-091239 2016/4/28

国立大学法人鳥取大学 高活性アントシアニン類含有組成物 2017-203011 2016-097028 2016/5/13

国立大学法人鳥取大学
ヒト間葉系幹細胞を肝細胞へ分化誘導する新

規化合物の合成と解析
2017-205526 2017-117768 2017/6/15

国立大学法人鳥取大学
けいれん重積型急性脳症の診断支援装置、診

断支援プログラム及び診断支援方法
2017-209267 2016-103942 2016/5/25

大村塗料株式会社 水系接着剤組成物 2017-210512 2016-102905 2016/5/24

竹下 清助 コーヒードリッパー 2017-205467 2016-111327 2016/5/17

日本セラミック株式会社 パラメトリックスピーカ 2017-204661 2016-093542 2016/5/9

有限会社家の修繕・ねっとわーく 野菜類洗浄槽 2017-201922 2016-095011 2016/5/11

国立大学法人鳥取大学 認知症の予防及び／又は治療のための医薬 WO2016/136727 2017-502378 2016/2/23

株式会社ビック・ツール ３枚刃ドリル 特-06235737 2016-572849 2016/8/26

株式会社日本マイクロシステム 帯状部材取り付け具 特-06229137 2015-159956 2015/8/13

吉下 幸夫 足裏マッサージ器 特-06233902 2016-166360 2016/8/27

国立大学法人鳥取大学 高活性アントシアニン類含有組成物 特-06234503 2016-097028 2016/5/13

地方独立行政法人鳥取県産業技術センター タグ取り付け具 特-06229135 2014-038581 2014/2/28

地方独立行政法人鳥取県産業技術センター 帯状部材取り付け具 特-06229137 2015-159956 2015/8/13

鳥取県 タグ取り付け具 特-06229135 2014-038581 2014/2/28

鳥取県 帯状部材取り付け具 特-06229137 2015-159956 2015/8/13

日本セラミック株式会社 超音波送受波器 特-06222767 2013-127842 2013/6/18

日本電産マシナリー株式会社 液剤吐出装置 特-06223733 2013-147098 2013/7/12

日本電産マシナリー株式会社 巻線装置および巻線方法 特-06232238 2013-199044 2013/9/25

商 標 権 者 文 字 商 標 出 願 番 号 指定商品又は指定役務

大鳥機工株式会社 ＯＨＴＯＲＩ 2017- 67102 第６類・第７類

有限会社静間 ＳＡＮＩＮＣＯＳＭＥ＋ 2017- 35902 第３類・第４４類

有限会社静間 ＳＣ 2017- 35903 第３類・第４４類

有限会社プラス・エー オンリ－ワンメソッド 2017- 50963 第１６類・第４１類

鳥取電子株式会社 てんとうくん 2017- 28619 第１１類

鳥取電子株式会社 ＰＲＯＭＥＮＡＤＥＬＩＧＨＴＰＯＬＥ 2017- 28620 第１１類

有限会社ＦＵＮＡＺＡＷＡ ちびっ子ケアペッタン 2017- 38780 第５類
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鳥取県発明協会会員向けサービスのご案内

●サービス名・・・・「つきいち検索サービス」(無料・希望者のみ)

●サービスの概要・・ご希望のキーワード群（最大３群）を登録していただき、前１ヶ月間に

登録・公開になった公報を特許情報プラットフォーム(J-Plat-Pat)を

使用して検索した結果（リストのみ）を毎月1回無料で送付します。

●その他・・・・・ 本サービスは会員外は有料（3,000円/年間・ｷｰﾜｰﾄﾞ群）

公報全文の送付は有料（会員21円／枚、会員外32円／枚）

●当協会ホームページにバナー広告を掲載いたします。(希望される法人会員のみ)

～入会(会員)及びサービスの詳細は下記お問合せ・お申し込み先までご連絡ください～

鳥取県発明協会協賛会員募集のお知らせ

特に、次代を担う青少年の創造性豊かな人間形成を図ることを目的として行っている事業に対しご賛同
いただける方に、協賛会員という形で事業運営にご協力をお願いしています。（ただし、協賛会員は社員総会
での議決権はありません。）

≪会員特典≫
①協会主催の青少年向け啓発イベント及び発明教室等の優先案内

②協会が主催する青少年向け啓発イベント及び発明教室における参加費

及び材料費の減免又は免除

（この特典は、会員本人及び父母、祖父母又は子、孫に適用する）

③協賛会員の希望による青少年向けニュース及び会報誌の無料配布

≪年会費≫
一口 ３，０００円 （何口でもご加入いただけます）

≪申し込み方法≫
下記お問合せ・お申し込み先までご連絡ください。

■お問合せ・お申し込み先■

一般社団法人鳥取県発明協会
〒689-1112 鳥取市若葉台南７丁目5番1号
電話：0857-52-6728 FAX：0857-52-6674

E-mail:hatsu@toriton.or.jp

平成２９年１２月２９日(金)から
平成３０年１月３日(水)まで
休業となります。
皆さま、良いお年をお迎えくださいませ。


