
お申し込みは裏面へ！➡

年々出願数が増加するPCTの実務書！

PCTの活用と実務

下道 晶久・淺見 節子　著
A5判　656頁　定価4,320円

送料350円

　特許協力条約（PCT）による国際出願の件数は、年々増加し
ています。PCTの締約国も2017年には152か国になり、もはや
海外への特許出願の半分はPCTによるものになっています。し
かし、PCT規則はほぼ毎年改正されており、出願人がPCTを実
務に活かすためには、新たな規則に対応することが必須です。
　本書は、PCTをこれから利用する方にもわかりやすく解説
しています。また実務家にとっても有益な解説書となっていま
す。ぜひ活用ください。

ISBN978-4-8271-1308-2

改正に対応した第6版！

図解 特許協力条約 第6版

荒木 好文　著　堤 卓　補訂
A5判　200頁　定価2,160円

送料300円

　近年、国際的にも特許制度に関する環境も整備されつつあり
ます。その中でも、特許の国際的手続に関する条約である特許
協力条約に対する期待も高まっています。故に、より利用しや
すいものに変わることを目的とし、たびたび見直しが図られて
います。第5版を発行した2014年以降も、数次にわたり改正
されています。
　第6版は、これらの規則の改正に対応するよう内容を書き改
めたものです。初版と同様に同条約を可能な限り容易に理解し、
イメージできるよう図や表を多用して解説しています。

ISBN978-4-8271-1307-5

4月1日の法令に準拠！

平成29年改正 知的財産権法文集
平成30年4月1日施行版

発明推進協会　編
A6判　1184頁　定価2,700円

送料300円

　特許法をはじめとする法律全般を改正する法律「民法の一部
を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」

（平成29年法律第45号）の施行日（平成32年4月1日）が決ま
りました。本書は、知的財産権の法律について平成30年4月1
日時点の法令を取りこみ、同時点で未施行の改正条文を表示し
た「法文集」の最新の改訂版です。

ISBN978-4-8271-1306-8

バージョンアップした第２版！
第2版
米国特許手続ハンドブック

大坂 雅浩　著
A5判　360頁　定価3,780円

送料350円

　2011年9月16日発効のAIAに基づく特許法の改正が成立し6年が経過。
発行される特許の50%以上が、AIA改正法に基づくものだということが最
近の調査で分かりました。変化の著しい米国特許業界、特に手続き面では、

「発明の主題拒絶の増加」「U.S.P.T.O.提出書類の電子提出システムの進
展」「NPEによる訴訟の減少」に特徴的な変化がありました。第2版では、
それらの変化に特化させ、また、フォームを最新のものにし説明を追加し
ました。特許の主題（同法101条）、新規性（同法102条）やミーンズプラス
ファンクションの規定を含む記載要件 （同法112条） に関しては、重要判
決を交えながら説明しています。最新知識の習得に最適な一冊となってお
り、米国特許法に携わる初学者にもわかりやすく解説しています。

ISBN978-4-8271-1297-9

出願の特定 

特許発行費用の金額と支払い期日の表示 
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定価（本体3,500円＋税）

9784827112979

1923032035002

ISBN978-4-8271-1297-9

C3032 ¥3500E

バイオ・医薬系の特許明細書の書き方！

競争力を高める
バイオ医薬系クレーム
ドラフティング

特許業務法人志賀国際特許事務所 
知財実務シリーズ出版委員会　編

A5判　232頁　定価1,620円
送料300円

　バイオテクノロジーは医薬、食糧、エネルギー、環境の各分
野で今や欠くことができない技術となっています。特に生体分
子が主体となりつつある医薬分野では、生命現象を解析し、こ
れを大量生産するために、バイオテクノロジー技術は重要と
なっています。バイオテクノロジーや医薬の分野は、特許出願
数が多くありませんが、それゆえ的確な知財戦略が必須となっ
ています。本書には、バイオテクノロジーや医薬の特許出願の
ためのノウハウが満載です。

ISBN978-4-8271-1302-0

なおも更新中！

新米国特許法
対訳付き 2017年版

服部 健一　著
A5判　560頁　定価3,780円

送料350円

　新米国特許法（AIA）は2011年9 月16日に制定されてから数年以上実
施されて、米国特許商標庁は必要な審査ガイドライン、運用基準、施行
規則、審査官用トレーニング資料、AIA 統計資料等を整備し、連邦裁判
所もいくつかの判例を出してきたので審査のあり方は明らかになってきて
います。本書は、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。

ISBN978-4-8271-1298-6

発明推進協会 の本 2018.5



５月号
ニッポンのモノづくりと知財部を応援する月刊「発明」

毎月1日発行 A4変形判 定価925円
年間購読料9,840円！
発明推進協会にダイレクトに申し込めば送料無料のサービス！

これから知財担当者になる方必見！
知財担当者になったら読むべき本
大石 憲一　著　A5判　196頁　定価1,900円　送料300円
　知財業務自体が知的財産を扱うという仕事の性質上、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いう苦手意識を持つ方も多くい
ます。本書は、知財業務のノウハウを、この業界に20年以上いる著者が事例も挙げ、分かりやすく解説し
ています。これから知財担当者になる方、知財担当になったが知財業務の進め方がよく分からないという
方には必見です。この本を読めば、苦手意識も解けるはずです。 ISBN978-4-8271-1291-7

★Special Interview　聞き手：加部 正光　韓国の最新知財事情
　韓国では、2017年５月の政権交代等の混乱から、特許行政機関トップの就任に遅れが生じるな
どの影響も見られたが、関連法案の一部改正の動きがあり、半導体をはじめとするグローバル経
済活動下で競業・協業関係にあるわが国出願人にとっても韓国知財事情への関心は、ますます高
まっている。また、世界的にも例がない特許法院内に国際知的財産権法研究センターを開設し、デー
タベース構築を図るなどの取り組みが注目されている。そこで、昨年５月まで特許庁長を務められ、
意匠審査官の経験もある崔東圭弁理士と、元・特許法院判事の郭富圭弁護士が来日された機会に
同国の最新知財事情などについて伺った。

★「知財部さん、いらっしゃ～い。」　川守田 昴
　本連載「知財部さん、いらっしゃ～い。」は、おかげさまで、本号にて連載100回の節目を迎える
ことができました。８年間、企業の知財担当者が周囲とウマくやる、つまり、良好な関係を維持し
ながら仕事で成果を出していくにはどうすればいいのかを考えてきました。しかし、いまだ悩みは
尽きません。おそらく、人の数だけ、企業の数だけ百者百様の悩みがあり、答えがあるからなので
しょう。そこで今回は、複数の知財担当者でその悩みと答えを分かち合ってみることにしましょう。 
連載100回記念「知財部さん座談会」の開催です！

☆第76回 全日本学生児童発明くふう展☆
☆イノベーションの軌跡☆
☆「発明」事始め☆
☆特許探偵団☆
☆知財羅針盤☆
☆知財アレルギーへのレクイエム♪☆
☆MPDPダイアリー☆
☆知財見聞録☆
☆知的財産権判例ニュース☆
☆最近の商標法実務上の要点と解決の方向☆
☆世界のFRAND判例☆
☆第三次改正中国商標法解説☆
☆スマート米国特許戦略☆
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種別 一般・会員：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）発明協会

書　　名 定価 送料 部数
1 PCTの活用と実務 4,320円 350円
2 図解　特許協力条約　第６版 2,160円 300円
3 平成29年改正　知的財産権法文集　平成30年4月1日施行版 2,700円 300円
4 第2版　米国特許手続ハンドブック 3,780円 350円
5 競争力を高めるバイオ医薬系クレームドラフティング 1,620円 300円
6 新米国特許法　対訳付き　2017年版 3,780円 350円
7 知財担当者になったら読むべき本 1,900円 300円
8 知的財産権訴訟要論　特許編　第７版 5,400円 350円
9 類似商品・役務審査基準　国際分類第11-2018版　対応 3,000円 実費

10 知的財産訴訟要論　〔不正競業・商標編〕 5,940円 350円
11
12 発明誌2018年5月号 925円 実費

定期購読申込書（定価は諸般の事情により改定する事があります）
⃝ 発明　平成　　年　　月号より定期購読　　　　　　1年　・　自動継続

※上記の定価には消費税8%が含まれています。

得意先コードNo.

※代金を得意先コードより精算する場合にはご記入ください。
　得意先コードをご利用にならない場合は、請求書を送付いたします。

（お申し込み年月日）　平成　　年　　月　　日

10%OFF（書籍代）※各地域発明協会の会員にも特典あります。会員特典

住所〒

会社名
部課名
連絡担当者
電　話
F A X
E-mail：

ご注文ありがとうございました。

一般社団法人 発明推進協会　〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-9-14

書籍のお申込み

書 籍 の 内 容 出 版 チ ー ム  TEL 03（3502）5433　お申込みは最寄りの地域の発明協会でも承っております。

市場開発チーム  TEL 03（3502）5491  FAX 03（5512）7567 ※FAXでお申込みください。

【ネット限定①】 正午までにご注文いただくと当日発送いたします。
【ネット限定②】 送料全国一律210円！3,000円以上お買い上げの場合送料無料になります。

『発明推進協会電子図書目録』もご利用ください。 発明推進協会のHP（www.jiii.or.jp） 発明推進協会の本 をクリック！
早い !
お得 !


