発明推進協会の本
大きく変わるソフトウエア特許に対応！

世界のソフトウエア特許
改訂版
谷

義一

牛久

A5 判

健司 新開 正史
河野 英仁 著
968 頁 定価 5,400 円
送料 460 円

スマートフォンの世界的な普及、IoT によるモノからサービ
スで稼ぐ時代へのシフト、自動運転の開発競争の激化、フィン
テック（Financial Technologyの略）の急速な普及に伴い、ソフ
トウエア技術を保護する特許制度のあり方、裁判所による判決
の動向も全世界でダイナミックに変化しています。本書は、こ
れらのソフトウエア特許に関する動きと法律・裁判例・審査基
準を集め、それらに解説を加えた改訂版です。

2018.8

再版できました！

日米欧中韓共通出願様式時代
特許明細書等の書き方
プロフェショナル・アマチュアのため
の教本
A5 判

わが国においては、2009 年より日米欧共通出願様式での特
許出願が開始されましたが、現在では、韓国、中国を加えた五
つの特許庁の枠組みにおいても、共通出願様式の採用が推進さ
れています。本書は、長く特許事務所内で指導してきた著者が、
共通出願様式に対応した明細書及び図面等の記載方法を具体的
に解説し、その考え方や心構えまでも指南するものです。企業
の知的財産部員、中小企業の経営者はもとより、経験の浅い弁
理士、さらには学生や研究者など、“ プロの技” を志向する方は
必見の一冊です。

ISBN978-4-8271-1280-1
『知的財産法入門』
（第 1 版：2013 年、
第 2 版：
2017 年）の英語版！

Intellectual Property
Law in Japan
日本知的財産法

CHAEN Shigeki(ed.) 茶園 成樹 編
A5 判 246 頁 定価 3,240 円
送料 300 円
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・研究拠点として設立された、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。

ISBN978-4-8271-1201-6
加速する商標の重要性に対応

世界の商標ハンドブック
特許業務法人三枝国際特許事務所商標・
意匠部 編
A5 判 276 頁 定価 2,700 円
送料 300 円
商品やサービスの流通は年々盛んになっています。商標制度に対する期待も
高まっていますが、その運用は国や地域等により少しずつ違っているのが課題
といえます。日本においてもマドリッド協定議定書（通称「マドプロ」）に加入し、
その加盟国の増加に伴い、制度の使い勝手がより高まっており、さらに平成 27
年 4月から新しい商標の運用が始まっているため、ますます商標制度に期待す
る傾向が増大すると考えられます。そこで、商標権を有効に活用するためには、
当該国の新しい商標について採用の有無や加盟している条約などを調査するこ
とは不可欠です。本書は、99 の国又は地域などの情報を一か所に纏めたハン
ドブックで、世界規模での商標制度を活用するための足がかりとなる一冊です。

ISBN978-4-8271-1301-3
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 456 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

鈴木 壯兵衞 著
362 頁 定価 3,240 円
送料 350 円

ISBN978-4-8271-1285-6
特許情報分析のベストセラー !

特許情報分析とパテント
マップ作成入門 改訂版
A5 判

野崎 篤志 著
376 頁 定価 3,240 円
送料 350 円

パテントマップは、経営者の方に状況を説明するのに便利とい
われています。しかし、それを作成するには情報を簡略化する等、
工夫が必要です。本書は、知財実務者だけではなく企画担当者・
研究開発者が、特許情報を事業戦略・R&D 戦略および知財戦
略へ生かすための戦略論の基礎・情報分析のデザインからMS
Excelを用いたパテントマップ作成のテクニック、そしてパテントマッ
プの読み解き方まで幅広く網羅しています。

ISBN978-4-8271-1276-4

お申し込みは裏面へ！➡

改正に対応した第６版！

図解
荒木

好文

特許協力条約
著

堤

卓

補訂

A5 判

第６版

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

ニッポンのモノづくりと知財部を応援する月刊「発明」

８月号

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！

★平成 30 年度全国発明表彰 恩賜発明賞受賞者にきく

聞き手：友清

哲

今年の恩賜発明賞は、出光興産株式会社の「有機 EL 素子及び有機発光媒体の発明」に授与
された。テレビデバイスの大型化、薄型化が進むなか、液晶ディスプレーに対抗する技術と
して注目されてきた有機 ELディスプレー。その表現力の根底を支える今回の技術の全容と、
今後期待されるニーズ、そして開発プロセスにおける苦労について、発明に携わった３人の
開発者に話を聞いた。

★企業と商標のウマい付き合い方談義
ランスする？

第 31回：SNSで使用する商標、どこまでクリア

現代は共感マーケティングの時代だ。多くの事業者が、LINE、インスタグラム、ツイッター
等、消費者と距離を縮めるための SNS ツールを活用している。すると事業部門からこんな質
問が飛んでくるのだ。
「インスタのインプレッション数を伸ばすために新しいハッシュタグを
使いたいんですが、どこまで商標調査や出願をすればいいですか？」。インプレ……？ ハッ
シュタグって何？ そんなこと言ってる場合か！ さぁ皆で考えよう！

お問い合せ先

一般社団法人 発明推進協会

☆MPDPダイアリー☆
☆知財見聞録☆
☆農林水産物の地域ブランド☆
☆知財部さん、いらっしゃ～い。☆
☆知的財産権判例ニュース☆
☆商標 まんが判例道☆
☆欧州のエスプリ～知財便り～☆
☆「地理的な安全地帯」の考え方☆
☆世界のFRAND判例☆

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 2-9-14

書籍のお申込み 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。
『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）
早い !
お得 !

発明推進協会の本 をクリック！

【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。

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。
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