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■╋■╋■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2018/11/8 
╋■╋■┛愛知県知的財産メールマガジン2018年11月号 
■╋■┛              [ 発行：愛知県産業科学技術課 ] 
╋■┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
愛知県産業科学技術課からの知的財産等に関する情報配信を 
不定期でご提供します。配信を希望される方は、こちらにアクセスを↓ 
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/0000030762.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◆I N D E X◆ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◆新着情報 
・「開放特許マッチングフェア2018」の参加者を募集します！ 
・「知財のミカタ～巡回特許庁 in 中部～」申込受付中！ 
・「東海・北陸 地域ブランド総選挙」開催のご案内 
◆お知らせ 
・＜支援企業・指導員募集＞ 
 「少年少女発明クラブ見学会」の参加者を募集します！ 
・「第5回知的財産経営サロン」の参加者を募集します！ 
◆知的財産に関する相談窓口 
・愛知県知財総合支援窓口 
・愛知県知的所有権センター 
◆その他 
・水素エネルギー社会形成研究会 平成30年度第3回セミナー 
・「計測分析に関する講演会」トラブル“ゼロ”をめざして 異物分析の進めかた 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◆新着情報 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇「開放特許マッチングフェア2018」の参加者を募集します！ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
 県では、大企業等の開放特許と中小企業の技術力をマッチングして 
新製品開発を支援する取組を関係団体と連携して進めており、この 
度「開放特許マッチングフェア2018」を開催します。 
 当日は、第1部にて開放特許を活用した中小企業の新製品開発事例等 
を紹介し、第2部にて富士通株式会社やあいち産業科学技術総合セン 
ターなど、5企業・1大学・4研究機関の開放特許を紹介します。 
 
○開催日時 平成30年12月12日(水) 13:00～17:00 
○会場   名古屋商工会議所3階 第5・6会議室 
○主催   （公財）あいち産業振興機構、名古屋商工会議所、（一社） 
      愛知県発明協会、愛知県、名古屋市 
○内容   第1部：セミナー「開放特許とは」「知財マッチングの成功事例紹介」 
      第2部：ブースセッション（5企業・1大学・4研究機関が出展） 
○参加費  無料 
○定員   140名【第1部のみ】（申込先着順） 
○締切   平成30年12月7日（金） 
○詳細   https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/matching-fair2018.html 
○問合せ先 名古屋商工会議所 産業振興部モノづくり・イノベーションユニット 
      《TEL》052-223-5640 《FAX》052-221-7964 
 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇「知財のミカタ～巡回特許庁 in 中部～」申込受付中！ 
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-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
 特許庁、中部経済産業局は、平成30年11月29日（木）から12月 
26日（水）にかけて、「知財のミカタ～巡回特許庁 in 中部～」を 
開催します。 
 期間中は中部全域で出張面接を集中的に実施するとともに、初日の 
オープニングイベントでは、知的財産に興味のある方から、実務に携 
わっている方まで全ての皆様にご参加いただけるように、様々なプロ 
グラムをご用意しました。是非ご参加ください。 
 
【オープニングイベント】 
○日時   平成30年11月29日（木） 10:00～17:00 
○会場   ポートメッセなごや 交流センター 
○定員   200名（申込先着順） 
○内容   ■メインセッション 
      中部知財フォーラム2018「経営に資する知財戦略の最前線」 
      〜製造業のIT・サービス産業化と知財活用〜 
      ■個別セッション 
      ■何でも相談コーナー（申込み不要）】 
       知的財産や経営に関する疑問やお悩みに、INPIT愛知県知財 
       総合支援窓口の支援担当者、INPIT産業財産権相談窓口の相談 
       担当者や愛知県よろず支援拠点のコーディネータなどがお答え 
       します。 
 
○詳細   https://www.junkai-jpo2018.go.jp/nagoya.html 
○問合せ 「平成30年度 知財のミカタ ～巡回特許庁～」運営事務局 
     《TEL》03-6812-8690  
 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇「東海・北陸 地域ブランド総選挙」開催のご案内 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
 特許庁及び関東・中部・近畿の各経済産業局は、「地域団体商標制度」 
の更なる普及・活用促進に向けて「東海・北陸 地域ブランド総選挙」 
を開催します。 
 本総選挙では、地元大学生と地域団体商標権者がチームを組み、取材 
に基づく地域の商品（サービス）の魅力を「InstagramR」上で発信する 
とともに、「InstagramR」における「いいね！」の数をもとにした審査 
により、決勝戦に進むチームを10チーム程度決定します。 
 12月12日（水）に名古屋にて開催する決勝戦では、各チームのプレゼン 
テーションにより、最優秀賞（仮称）他、各賞の受賞チームを決定します。 
 決勝戦につきましては、どなた様でも参加可能となっておりますので、 
是非ご参加ください。 
 
＜決勝戦概要＞ 
○日時   平成30年12月12日（水）13：00～17：30 
○会場   名古屋国際センター 別棟ホール 
 
○詳細   https://www.chiiki-brand.com/ 
○問合せ先 東海・北陸地域ブランド総選挙事務局 
      《FAX》050-3803-9239  
      《E-mail》support@chiiki-brand.com 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◆お知らせ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇＜支援企業・指導員募集＞ 
「少年少女発明クラブ見学会」の参加者を募集します！ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
少年少女発明クラブは、地域や地元企業が連携し、工作活動を通して、 
子供たちの豊かな創造力を育成する場を提供しています。愛知県では、 
発明クラブの活動を知っていただくための見学会を開催します。次代 
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を担うモノづくり人材を育成する活動の支援を検討中の企業の方、 
発明クラブの指導員に関心のある方はぜひご参加ください！ 
 
【対象】・少年少女発明クラブの指導員に関心がある方 
・少年少女発明クラブの活動にご支援・ご協力を検討されている企業の方 
    ・少年少女発明クラブの活動に関心がある方 
     
【第1回】平成30年11月18日（日）安城市少年少女発明クラブ 
【第2回】平成31年1月12日（土）名古屋少年少女発明クラブ 
【第3回】平成31年1月19日（土）北名古屋市少年少女発明クラブ 
【第4回】平成31年2月9日（土）刈谷少年少女発明クラブ 
※時間、会場等詳細は、以下のURL（チラシ）をご覧ください 
 
○申込締切 各回5日前（必着） 
○詳細   https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/277624.pdf 
○問合せ先 愛知県 産業労働部 産業科学技術課 研究開発支援Ｇ（三輪、植谷） 
      《TEL》052-954-6370 《FAX》052-954-6977 
      《E-mail》san-kagi@pref.aichi.lg.jp 
 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇「第5回知的財産経営サロン」の参加者を募集します！ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
 愛知県では、知的財産を産業競争力の源泉と位置付け、経営戦略に組み 
込む「知財経営」の推進を図るため、中小企業の経営者等を対象とした 
「知的財産経営サロン」を開催します。 
 
○開催日時 （第5回）平成30年11月15日（木）17:30～19:00 
○会場   日本弁理士会東海支部会議室（名古屋商工会議所8階） 
○主催   愛知県、日本弁理士会東海支部 
○テーマ  自社の宝探し～社内の知的財産を発掘せよ～ 
○参加費  無料 
○定員   50名（申込先着順） 
○詳細・申込方法  
            http://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/salon2018.html 
○問合せ先 愛知県 産業労働部 産業科学技術課 研究開発支援G（近藤、三輪） 
           《TEL》052-954-6370 《FAX》052-954-6977 
            日本弁理士会東海支部 事務局（西澤） 
           《TEL》052-211-3110 《FAX》052-220-4005 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◆知的財産に関する相談窓口 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇愛知県知財総合支援窓口 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
 愛知県知財総合支援窓口（県内4か所）では、中小企業の皆様が企業 
経営の中で抱える知的財産に関する課題や悩みについてワンストップ 
支援を行っています。 
 
○常設 
【名駅窓口】   公益財団法人あいち産業振興機構 
         《TEL》052-462-1134 《FAX》052-462-1154  
【栄・伏見窓口】 一般社団法人愛知県発明協会 
         《TEL》052-223-6765 《FAX》052-265-7779  
 
○サテライト：毎週水曜日 
【東三河地区窓口】愛知県東三河総局 
【西三河地区窓口】あいち産業科学技術総合センター産業技術センター内 
         技術開発交流センター 
※サテライトご利用の場合は、1週間前までに【名駅窓口】【栄・伏見 
 窓口】へご連絡の上、事前予約をお願いします。 
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○詳細   http://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/aichi/ 
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/0000082795.html 
 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇愛知県知的所有権センター 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
愛知県知的所有権センターでは、2名の「特許流通コーディネーター」 
が特許技術の流通支援や県有特許の紹介など、知的財産の活用に関する 
相談、アドバイスを行っています。 
 
○場所   あいち産業科学技術総合センター 
○開館時間 9：00～17：00（休館日：土曜、日曜、祝祭日、年末年始） 
○費用   無料 
○お問合せ 《TEL》0561-76-8318《FAX》0561-76-8319 
      ※相談にあたっては事前に電話連絡をお願いいたします 
○詳細   http://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/0000047469.html 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◆その他 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇水素エネルギー社会形成研究会 平成30年度第3回セミナー 
 ～水素エネルギー利用・燃料電池編～ 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
○開催日時 平成30年11月22日(木) 13:30～16:00（受付開始13:00） 
○会場   名古屋銀行協会会館 5階 大ホール 
○主催   愛知県 
○内容   ◇講演1 
       「水素エネルギー社会における燃料電池の役割と今後の展望」 
       横浜国立大学 先端科学高等研究院／グリーン水素研究センター 
       特任教員(教授) 石原 顕光 氏 
      ◇講演2 
       「定置用純水素燃料電池システム開発の取組みと今後の展望」  
       東芝燃料電池システム株式会社 企画部 部長 知沢 洋 氏       
      ◇報告 
       「セントレアにおける水素エネルギー社会形成に向けた取組」 
       愛知県産業労働部産業科学技術課 
○参加費  無料 
○定員   250名（申込先着順） 
○締切   平成30年11月15日（木） 
○詳細   http://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/suiso301122.html 
○問合せ先 愛知県 産業労働部 産業科学技術課 新エネルギー産業Ｇ（松本、水田） 
           《TEL》052-954-6350 《FAX》052-954-6977 
 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
◇「計測分析に関する講演会」トラブル“ゼロ”をめざして 異物分析の進めかた 
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
  あいち産業科学技術総合センターでは、製品開発現場や製造工程で 
問題となる様々な“異物”の評価手法について、その基本的な知識を 
身につけたい方を対象とした講演会を開催します。 
多くの皆様のご参加をお待ちしています。 
 
○開催日時 平成30年12月6日(木) 13:30～17:00  
○会場   あいち産業科学技術総合センター 1階 講習会室 
      （東部丘陵線リニモ「陶磁資料館南」駅下車すぐ） 
○内容   ◇講演1 
       「微小異物も逃さずキャッチ！ 
       ラマン分光法の基礎からテクニックまでを一挙公開」 
      ◇講演2 
       「ファクトファインディングを可能とする分析、解析技術の紹介 
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      （何を何でどのようにして視るのか、何を視たいのか知りたいのか）」  
      ◇講演3 
       「異物分析のススメ（フローチャート、実際の分析例）」 
            ◇見学会 当センター高度計測分析機器、あいちシンクロトロン光センター 
        ◇技術相談会 ＊希望者のみとなります。 
○参加費  無料 
○定員   100名（申込先着順） 
○締切   平成30年12月4日（火） 
○詳細   http://www.aichi-inst.jp/acist/news/up_docs/301206seminar.pdf 
○問合せ先 あいち産業科学技術総合センター 共同研究支援部（吉田、杉本、中川） 
      《TEL》0561-76-8315 《FAX》0561-76-8317 
      《E-mail》AIC0000153@chinokyoten.pref.aichi.jp 
------------------------------------------------- 
《※知財メルマガに関するお問い合わせは下記まで》 
 〒450-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 
 愛知県産業労働部産業科学技術課 
 研究開発支援グループ  
 TEL：052-954-6370 
 E-mail：san-kagi@pref.aichi.lg.jp 
【あいちの知的財産戦略】 
http://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/ 
------------------------------------------------- 
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