大阪市立図書館 調べかたガイド

大阪市の図書館
６

中央図書館 TEL 06-6539-3302(調査相談)
220万冊を超える図書と豊富な雑誌・新聞があり、大阪
市立図書館のセンターとして、専門職の司書が調べもの
のお手伝いをします。
開月～金(第1･3木曜日は休館)
土･日曜日､祝･休日

格
・
特

9:15～20:30
9:15～17:00

休 ●第1･3木曜日(祝・休日は開館)●年末年始●蔵書点検期間

地域図書館
身近な本棚として各区に一館あり、6～10万冊を所蔵。
基本的な調べもの用の本がそろい、専門職の司書が中央
図書館と連携して調べもののお手伝いにあたります。
開 火～金(第3木曜日は休館)

規

許
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規格・特許
JIS(日本工業規格)
JAS(日本農林規格)
その他の規格
産業財産権
(特許・実用新案・意匠・商標)

10:00～19:00

土･日曜日､祝･休日、7/21-8/31の月曜日 10:00～17:00
休 ●月曜日･第3木曜日(祝・休日は開館) 7/21-8/31の月曜日は開館

●年末年始●蔵書点検期間
TEL

TEL

北図書館

06-6375-0410

東成図書館

06-6972-0727

都島図書館

06-6354-3229

生野図書館

06-6717-2381

福島図書館

06-6468-2336

旭図書館

06-6955-0307

此花図書館

06-6463-3463

城東図書館

06-6933-0350

島之内図書館 06-6211-3645

鶴見図書館

06-6913-0772

港図書館

06-6576-2346

阿倍野図書館 06-6656-1009

大正図書館

06-6552-1116

住之江図書館 06-6683-2788

天王寺図書館 06-6771-2840

住吉図書館

浪速図書館

東住吉図書館 06-6699-7000

06-6632-4946

06-6606-4946

西淀川図書館 06-6474-7900

平野図書館

06-6793-0881

淀川図書館

西成図書館

06-6659-2346

06-6305-2346

？

東淀川図書館 06-6323-5476

大阪市立図書館 調べかたガイドシリーズ
１ 図書館で調べもの～調査相談(レファレンス)サービスのごあんない～
２ 新聞記事の調べかた

15 美術作品、画家等の調べかた

３ 地価

16 地図の調べかた

４ 教科書

17.18 法令 基本編.応用編

５ 官報

19.20.21 外国語資料の調べかた 1.2.3

６ 規格・特許

22 和歌・俳句のさがしかた

７ 著作権関連の調べかた

23 映像資料

８ 写真のさがしかた

24 雑誌記事・論文を入手するには

９ 翻訳図書のさがしかた

25 人物

10 雑誌記事のさがしかた

26 動物・植物

11 医療情報の調べかた

27 会社情報

12.13 判例 基本編.応用編

28.29 統計 基本編.応用編

14 楽譜・音楽情報の調べかた

30 漢詩のさがしかた

最新の内容は Web でもご覧いただけます
https://www.oml.city.osaka.lg.jp/

！
大阪市立中央図書館
〒550-0014 大阪市西区北堀江 4-3-2
TEL 06-6539-3300(インフォメーション)
06-6539-3302(調査相談)
https://www.oml.city.osaka.lg.jp
大阪市立図書館は知識創造型図書館を目指します

産業財産権とは
大阪市立図書館 調べかたガイド
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規格・特許
Ver.5.1

2019.4.1

規格とは
産業・技術等の分野で共通ルールをまとめ制定したもので、
国際規格(ＩＳＯ規格等)、地域規格、国家規格（JIS・JAS）などに
分けられます。

世界の規格を知る図書
『世界の規格・基準・認証ガイドブック』（日本規格協会）
ID 0010720696 中央 3 階相談ｶｳﾝﾀｰでおたずねください

特許権･実用新案権･意匠権･商標権をまとめて「産業財産権」
と呼び、それぞれに保護の対象が異なります。発明･考案等に
おいて先願調査は、先行事例との重複を防ぐだけでなく、更な
るヒントを得ることも多く非常に重要です。

Web で調べられる産業財産権
特許行政年次報告書(特許庁)
https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/index.html
産業財産権をめぐる国内外の動向、産業財産権に関する政
府の国内外に対する取組、統計情報等を収録しています。

特許検索ポータルサイト(特許庁)
http://www.jpo.go.jp/support/general/searchportal/index.html
特許文献等検索に有益な情報(分類情報・技術分野別の検

JIS（日本工業規格）
基本規格(用語、記号、単位など)、方法規格(試験、分析、検
査、測定の方法など)、製品規格（形、寸法、材質、品質など）に
ついて定められた国家規格です。
『ＪＩＳ規格票』（日本規格協会）
中央 2 階相談カウンターでおたずねください（館内のみ）

索手法・先行技術調査の概要等）がまとめられています。

特許情報プラットフォーム
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
独立行政法人工業所有権情報・研修館が提供する、無料で
特許情報の検索ができるサービスです｡特許庁が発行してき
た特許・実用新案・意匠・商標に関する公報や外国公報に加

『JIS ハンドブック』 （日本規格協会）

え、それぞれの出願の審査状況が簡単に確認できる経過情

ＪＩＳを分野別・産業別に編集したものです。

報等の特許情報が提供されています。

中央 2 階相談カウンター前・JIS ハンドブック専用棚
（貸出可能）

JAS（日本農林規格）
飲食料品や木質建材等の品質と表示を定めた国家規格です。
『現行日本法規』（ぎょうせい） 「農業」「林業」「水産」の各巻に収録

開放特許情報データベース http://plidb.inpit.go.jp/
企業、大学、研究機関等の開放特許（特許権者、または出願
人が第三者に対し、ライセンス契約、譲渡等する意思のある特
許）を一括して検索できるデータベースです。該当特許を利
用する場合は、登録者と契約（有料）が必要になります。

中央 3 階 書庫/複写カウンター横

特許に関する相談を受け付けている機関
Web で調べられる規格
日本工業標準調査会（JISC） http://www.jisc.go.jp/
JIS 検索・本文閲覧可（ダウンロード、印刷不可）

日本規格協会 https://www.jsa.or.jp
JIS・ISO 規格・IEC（国際電気標準会議）規格の検索可（本文閲覧有料）

ＪＡＳ規格（農林水産省）
http://www.maff.go.jp/j/jas/index.html
JAS 本文と、関係法令・告示等が閲覧可

規格を閲覧できる機関
日本規格協会関西支部
大阪市中央区高麗橋 3-2-7 ORIX 高麗橋ビル 7 階 06-6222-3130
JIS・英訳 JIS・ISO 規格・IEC 規格の無料閲覧可

国立国会図書館関西館
http://www.ndl.go.jp/jp/service/kansai/index.html
京都府相楽郡精華町精華台8-1-3 0774-98-1341
国内外の規格など無料閲覧可
※国立国会図書館リサーチ・ナビをご参照ください

日本弁理士会近畿支部 http://www.kjpaa.jp/
大阪市北区梅田3-3-20 明治安田生命大阪梅田ビル25階
06-6453-8200

知財総合支援窓口 （大阪府）
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/osaka/
・国立大学法人 大阪大学中之島センター
大阪市北区中之島4-3-53 大阪大学中之島センター7階
06-6479-3901（事前予約・通常連絡）
・MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）
東大阪市荒本北1-4-17 クリエイション・コア東大阪 北館1階
06-6746-0525(知財総合支援窓口直通：大阪発明協会)
ここで紹介した Web サイトのアドレスは、当館ホームページにリ
ンクがあります。館内では利用者用検索端末「多機能 OMLIS」
で閲覧できます。
WEB トップページ>「調べる・相談する」>「調べものお役立ちリンク集」
中央

中央図書館

地域館 地域図書館（各区の大阪市立図書館）
WEB

当館ホームページ https://www.oml.city.osaka.lg.jp/

DB

商用データベース(大阪市立図書館内多機能 OMLIS で閲覧可)

ID 大阪市立図書館の｢書誌ID｣（お問い合わせの際にお伝えください）

