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特集／地域会長からのご挨拶（東海　東北　九州）

東海会は、愛知、岐阜、三重、静岡及び長野の５県を管轄しています。
東海会では、対外的事業として、一般市民に向けて知財の啓発活動や弁理士の認知度向
上を図る「一般向け事業」、学生に知財授業を行うなど知財教育の支援を行う「教育機関
向け事業」、中小企業の経営者／知財担当者に向けて知財支援活動、知財の啓発活動を行
う「中小企業向け事業」を行っています。
当年度は、特に、中小企業支援事業を更に発展させ、東海会の所属の弁理士が、中小企
業での知財の有効活用のために働ける環境作りを行います。また、金融機関に対する知財
の啓発を通じても、中小企業にアクセスし支援できる途を探ります。

１．中小企業支援
（１）「知財広め隊」後継事業
地元新聞社などの協力も得て、東海会独自に、各県において中小企業向けの「セミナー
＋パネルディスカッション＋ポスターセッション」形式の研修会を開催します。地元の弁
理士を発表者とし、地元中小企業の認知を図ります。
（２）知財金融対応委員会の設置
　金融機関との関係の維持・発展を図り、金融機関への知財の啓発を通じた中小企業へ
のアクセスや、金融機関職員に対する知財教育の途を探るべく「知財金融対応委員会」を
立ち上げました。既にいくつかの金融機関や信用保証協会と協議しており、秋頃から順次、
各機関で職員向けセミナーの開催など、各機関の事情に応じた対応を開始します。
（３）知財経営サロンの継続と出張型の知財経営サロン
「知財経営サロン」は、経営者／知財関係者などと弁理士数名の合計６～１０名が、座
談会形式で、知的財産に関する問題や疑問について闊達な意見交換を行うもので、東海会
事務室で年６－８回程度開催しています。この「知財経営サロン」を継続するほか、地方
自治体、金融機関などの協力を得て、会場に弁理士が出向く「出張型知財経営サロン（知
財ゼミ）」の開催を図ります。

東海会会長からのご挨拶

中小企業の知的財産の有効活用への支援
～一般向け、教育機関向け事業の継続発展と共に～

東海会会長　奥田誠
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特集／地域会長からのご挨拶（東海　東北　九州）

（４）展示会への出展
中小企業の出展／来場者の多い「しんきんビジネスマッチングフェア」（名古屋）など
の展示会へ出展し、弁理士をアピールします。

２．知財制度・弁理士制度の普及
（１）休日パテントセミナー／週末パテントセミナー
一般市民／中小企業者への知財制度の周知・啓発活動として、「休日パテントセミナー」
あるいは「週末パテントセミナー」を、名古屋、岐阜、三重、静岡、浜松、長野、東三河
において継続実施しています。
（２）「弁理士の日記念フェスタ」「ミニイベント」の実施
一般市民への弁理士の周知を図るため、７／１３（土）に「弁理士の日記念フェスタ」
を名古屋地区で実施しました。今年は、東三河地区、三重地区などで「弁理士の日記念」
のミニイベントも試行し、各地において一般市民への弁理士の周知を図ります。

知的財産経営サロン

弁理士の日記念フェスタ



6 2019 年 9 月号（No.204）

特集／地域会長からのご挨拶（東海　東北　九州）

３．教育機関への支援
東海会では、継続して多数の小／中／高／大の学生及び教職員を対象とした知財教育支
援活動を行っています。例えば、大学としては、名古屋市立大学芸術工学部（前期）など
で知財授業を行っています。併せて、支援先や授業内容（支援内容）、教材などについて
見直しを行い、更に実のある教育機関支援を検討します。

４．その他
東海会の各委員会は、一部を除き１年任期であり、委員の多くが毎年入れ替わるので、
各委員の視点が当年度の活動に集まり、当年度の事業を計画し実行したら終わりという、
ＰＬＡＮ－ＤＯの活動サイクルになりがちです。そこで、次年度も継続が見込まれる事業
については、当年度に反省点を踏まえた次年度の概略計画を立てる、ＤＯ－ＣＨＥＣＫ－
ＰＬＡＮのサイクルを確立し、前年度に得られた知見、反省を次年度の東海会事業に生か
せる態勢作りをして、委員会活動の進化を図ります。
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特集／地域会長からのご挨拶（東海　東北　九州）

東北会は、これまで地域に根差した知的財産普及活動を行っ
て参りました。今年度も、東北における弁理士の存在感を向上
させるために、従前から取り組んできた活動の定着を図って参
ります。今年度の主な対外事業は以下の通りです。
（１） 東北会事務所における毎週火曜日の無料相談会、並びに青森県、宮城県及び福島県

の展示会における無料相談会の実施
（２） 岩手県内の中小企業等を対象とした「東北会主催セミナー in 岩手」の開催
（３） 青森県、岩手県、宮城県及び福島県の４県、並びに福島県郡山市との知財支援協定

に基づく知的財産授業や知的財産セミナーへの講師派遣
（４） 小・中・高・大学等を対象とした知的財産授業や他団体から依頼された知的財産セ

ミナーへの講師派遣

上記に示した東北会独自の事業の他、本会の事業にも協力して参ります。今年度の主な
協力事業は以下の通りです。
（１） 「弁理士絆プロジェクト　金融機関チーム」による金融機関職員向けの知財研修
（２） 「地域知財活性化本部　福島プロジェクトワーキンググループ」による知財中級者向

け特許塾やニーズオリエンテッドの知財マッチング
（３） 特許庁主催「巡回特許庁 in 山形」の併催イベントとして開催される初心者向けの知

的財産セミナー（知財広め隊）

東日本大震災（２０１１年３月１１日）から８年が経過し、被災地において復興に向け
た企業活動が活発化してきており、企業経営に資する知財の活用に関心が高まっておりま
す。
また、内閣府は、２年前に「知財創造教育推進コンソーシアム」を設立し、小・中・高
における知財創造教育を推進しています。知財創造教育は、「新しい創造をすること」、「創
造されたものを尊重すること」を楽しみながら理解させ育むことにより、社会を豊かにし
ていこうとするものです。
このような世の中のニーズを捉え、知財の保護だけでなく、知財の創造や活用等の様々
な場において東北の弁理士が活躍できるように、環境整備を行って参ります。具体的には、
東北在住の弁理士の資質向上を図るために、東北会主催研修の企画運営を行うグループを

東北会会長からのご挨拶

東北会会長　齋藤昭彦
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特集／地域会長からのご挨拶（東海　東北　九州）

立ち上げました。東北会は、他の地域会と比較してマンパワーが少ないです。このグルー
プの立ち上げは、会員同士の交流の場でもある研修の出席者を増やし、会務協力者の増加
に繋げることによって、近年増加している本会等からの協力要請に応える体制を整えるこ
とも意図しています。
最後となりますが、会員の皆様には、東北における弁理士会の復興支援活動にご理解及
びご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

知財創造教育　工作授業「ペーパータワー」
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特集／地域会長からのご挨拶（東海　東北　九州）

九州会は、九州・沖縄合わせて８県で活動する２６３名の弁理士に
より構成されています。
我々弁理士は、知的財産の創出や、知的財産権の取得、活用を

サポートする専門家ですが、現在は、特許のみならず実用新案、意
匠や商標等に関する知的財産の創出、保護、活用を通じて企業等の事業活動を日本弁理士会
は支援しています。具体的には、弁理士による常設相談会（毎週木曜日）を当会事務所内会議
室（福岡市）で実施しています。また、各県の知財総合支援窓口や起業支援相談会（福岡市）
等にも弁理士を推薦及び派遣する活動を行っています。
また、九州・沖縄の各県自治体と「知財支援協定」（知的財産の活用による地域の活性化と
産業の振興のための協力に関する協定）を２００６年（平成１８年）以降、以下の如く締結して、
地域の活性化と産業の振興を図っています。
福岡県（平成１８年５月１９日締結）、大分県（平成１８年６月１２日締結）、熊本県（平成２３年

７月４日締結）、鹿児島県（平成２８年３月２８日締結）、佐賀県（平成２９年２月１３日締結）、沖縄
県石垣市（平成３０年２月１３日締結）
さらに、平成２４年に「高専との協定」（九州沖縄地区国立高等専門学校との包括連携に関
する協定）を、北九州、久留米、有明、佐世保、大分、熊本、都城、鹿児島、沖縄の各高
専と締結し、知的財産の普及啓発、人材育成、教育及び相談などを推進しています。
そして、「中小企業診断士協会との相互支援協定」を九州７県の中小企業診断士協会との連
携（平成２８年３月２９日締結）、沖縄県の中小企業診断士協会と締結し（平成２７年３月２４日締
結）、企業経営に関する支援、知的財産に関する支援について相互に協力し、地域経済の活性
化に貢献しています。
また、知財普及事業としては、知的財産を身近なものとして知って頂くため、各県の自治体等が行

う知的財産セミナーや各県の小中学校や高専等の学校で行われる知財授業に弁理士を講師とし
て派遣しています。さらに、知財普及のためのイベントや知財普及ＰＲ活動も積極的に行っています。
その他、当会は、日本国内のみならず海外事業を展開するために、海外で知的財産を取得す

る企業の支援にも積極的に取り組んでおり、地元企業の国際化を推進する経済団体（例えば九
州経済国際化推進機構等）との連携を深め、当該団体が企画する海外交流ミッション（東南アジ
ア諸国等）に九州会からも毎年随行し、海外支援の足掛かりを強化しております。
今年度も、引き続き九州・沖縄地域の経済と産業発展に貢献する活動を広く積極的に展開して

まいりたいと考えています。

九州会会長からのご挨拶

九州会会長 丹生哲治
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１ 9月までの支援活動

１．日　時：令和元年６月２８日（金）１３：４０－１５：３０
２．場　所：山梨県立峡南高等学校
３．対象者：高校生 35 名
４．講　師：関東会知財教育支援委員会　志村正樹、松本慎一郎
５．内　容：
山梨県立峡南高等学校の１年生を対象に、知的財産授業を行いました。
前半では、志村会員が、知的財産権の概要を説明した後、アイス大福、保湿ティッシュ等を
例示しながら、「アイス大福のどんなところが好き？」、「商品名の変更によって、売り上げを大
幅に伸ばした保湿ティシュの新商品名は？」、「傘に細長のビニール袋を被せる装置の名前は？」
等を生徒に質問しました。生徒からユニークな商品名等についての回答があり、生徒は積極的
に授業に参加していました。最後に、動画を参照しながら芸能人（タレント）が所有するシャ
ツに係る特許発明を紹介しました。
後半では、松本会員が、「発明とは？発明、身近な発明品（フリクションペン、ハリナックス等）、

発明するには？特許権、弁理士の仕事」について説明した後、１０代の発明家の発明品として、
空き缶分別箱、ペット散歩用の紙製スコップ、コンパスの回転補助具を紹介しました。次に、
登録例を参照しながら意匠権、商標権について説明し、発明○×クイズを行いました。その後、
著作権、過去の知的財産をめぐる攻防について説明しました。また、一方的に授業を進めない
様に、所々生徒に質問したり、適宜挙手をしてもらいました。頷きながらメモしている生徒も
いました。 

関東会知財教育支援委員会　松本慎一郎

9 月までの支援活動／関東会

「知的財産特別授業」山梨県立峡南高等学校

関 東 会関 東 会
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１．日　時：令和元年７月６日（土）１４: ００－１６: ００
２．場　所：（公財）日本発明振興協会
３．対象者：小学生３～５年生３５名
４．講　師：関東会知財教育支援委員会　斉藤進、谷島隆士、相澤正徳、荻弥生
５．内　容：
日本発明振興協会で小学生を対象に、知財授業と発明工作を行いました。場所は渋谷の同協
会の地下１階の工作室で行いました。
授業では、最初に弁理士の自己紹介を行いました（斉藤、相澤、荻、谷島）。次に斉藤会員より、
新幹線の形状を例に身近な発明（アイデア）の紹介、お土産に渡す水平ノートの発明のポイン
トを紹介しました。参加した子どもたちの発明知識は高く、会員からの問いかけに対し、積極
的に返答していました。その後、プロジェクターを用いて「電子紙芝居　パン職人レオ君２章（カ
レーパンの話）」を上映しました。
発明工作は、「ペーパータワー」を実施しました。１班３名のチームを作り、まず５分間で各
個人がペーパータワーの設計図（アイデア /高く、かつてっぺんに重りがのる）を書く時間を
与え、次の５分で、チーム内でアイデアをブラッシュアップしてもらいました。一通りチーム
内で設計方針と役割分担を決めてもらったあと、３０分かけてペーパータワーを作成してもら
いました。作成後、各チームのタワーの紹介をし、改善点などを発表し、参加者全員でペーパー
タワーの課題を共有化しました（全員で学ぶ時間）。結果的に最も高く建てられてチームを優勝
とし、動物クリップペンを賞品として配りました。
最後に、本日のアンケートを記入してもらい、お土産を全員に配布しました。参加した親御
さんの感想を一部紹介しておきます。
お父様）「娘から、今日の弁理士の話があると聞いていたので、私も楽しみにしていました。
皆様のような仕事があることは初めて知りました。今日のご説明で発明に対して娘もますます
興味を持ったと思います。ペーパータワーも普段とは違い集団での作業を楽しそうにやってい
てよかったと思います。ありがとうございました。」
お母様）「特許について子供が知るきっかけになり、とても良かったです。ペーパータワー作
りは見ている側も興奮しました。楽しかったです。」

関東会知財教育支援委員会　谷島隆士

9 月までの支援活動／関東会

「知的財産特別授業」（公財）日本発明振興協会（1日目）
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１．日　時：令和元年７月７日（日）午前の部１０：００～　午後の部１４：００～
２．場　所：（公財）日本発明振興協会
３．対象者：小学生３～５年生　午前の部４２名、午後の部４０名
４．講　師：関東会知財教育支援委員会　金子彩子、加藤晃、富所英子、田中はるか
５．内　容：
日本発明振興協会で工作授業を行いました。参加者は小学生３年生以上の生徒で、午前の部
及び午後の部合計で８０名強の賑やかな授業になりました。午前の部、午後の部ともに、授業
の前半は「電子紙芝居　パン職人レオ君」で発明、特許について説明を行った後、「ペーパータ
ワー」の発明工作を実施しました。制限時間内で作成したペーパータワーに、紙のおもりを載
せて耐久性を競い、最も高いタワーを作成したグループに、動物クリップを賞品とし授与しま
したが、どのタワー作品も独創性に溢れていました。その後、参加者全員に「水平ノート」を
説明の上、渡しましたが、生徒はその内容に大変興味を示してくれました。

関東会知財教育支援委員会　加藤晃

9 月までの支援活動／関東会

「知的財産特別授業」（公財）日本発明振興協会（２日目）
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9 月までの支援活動／関東会

１．日　時：令和元年７月８日（月）８：５５－１１：４５
２．場　所：群馬県立前橋工業高校
３．対象者：機械科１年２クラス７９名
４．講　師：関東会知財教育支援委員会　亀崎伸宏、上田精一
　　　　　　関東会群馬委員会　　　　　小野佳世
５．内　容：
　１コマ目に、小野会員が「所属企業の製品」及び「特許制度」を説明し、亀崎会員が「従来
のゼムクリップの特許」を説明しました。
　２コマ目に、生徒達が「既存のゼムクリップと同じもの」を製作しました。
　３コマ目に、生徒達が「自分のアイデアに基づくオリジナルのゼムクリップ」を製作し、そ
の作品の発表をしました。

関東会知財教育支援委員会　亀崎伸宏

「知的財産特別授業」群馬県立前橋工業高校
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9 月までの支援活動／関東会

１．日　時：令和元年７月１３日（土）１４：００－１６：００ 
２．場　所：東京都中央区教育センター５階
３．対象者：小学生５年生２４名、保護者７名
４．講　師：関東会知財教育支援委員会　小屋迫利恵、松本慎一郎
５．内　容：
■第１部（１４：００～１４：５５）、電子紙芝居、視聴覚教室
「君も今日からエジソン ( 演劇 )」、身近な発明品の紹介、○×クイズを行いました。児童の積
極的な発言も多数あり、児童と対話しながら進めるようにしました。
■第２部（１４：５５～１５：０５）、発明品の見学、多目的ホール、発明協会
真正品と模倣品とを観察し、その違いについて学習しました。
■第３部（１５：０５～１６：００）、発明工作、多目的ホール
回転台を作製しました。回転台の見本を参照しながら説明した後、見本を回覧しました。手
が進まず困っている様子の児童には見本を参照しながら再度説明しました。工作開始から概ね
３０分経過後、順次に完成品について発表しました。この場合、なるべく児童に自分の言葉で
発表して貰い、講師はサポートする形式としました。保護者にも発明工作に取り組んで貰い、
適宜発表をお願いしました。

関東会知財教育支援委員会　松本慎一郎

「知的財産特別授業」ＩＰカルチャー教室
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１．日　時：令和元年７月２４日（水 ) 　１１：２５－１２：２５ 
２．場　所：世田谷区立三軒茶屋小学校
３．対象者：小学生４～６年生１８名
４．講　師：関東会知財教育支援委員会　橋場満枝、高橋友和
５．内　容：
毎年行われている夏休みのワークショップとして、知財授業の依頼を受け実施しました。授
業の内容としては、小学生の発明を紹介しながら、発明とは何か、特許とは何か、弁理士とは
どういう仕事かについて説明し、その後発明工作を行いました。皆積極的に授業に参加しており、
活発に意見交換をしながら授業を進めることが出来ました。
発明工作ではフリスビーの作成を行いました。まずは紙皿そのままではうまく飛ばないこと
を体験した上で、どのように工夫すればまっすぐ飛ぶのか、遠くへ飛ぶのか、考えながら取り
組んでもらいました。皆試行錯誤しつつも楽しそうに作成していました。途中試し投げをして、
うまくいかない点をさらに改良するなど、発明へと至る道筋を体験してもらうことが出来まし
た。出来上がった作品は個性的なデザインのものも多く、改めて子供の発想力に驚かされました。
中にはかなり安定して飛ぶもの、ブーメランのように戻ってくるものもあり、興味深い作品が
多数出来上がり、授業全体を通して発明を体感してもらうことが出来ました。

関東会知財教育支援委員会　高橋友和

「知的財産特別授業」世田谷区立三軒茶屋小学校

9 月までの支援活動／関東会
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9 月までの支援活動／関東会

１．日　時：令和元年７月２５日（木） １４：００－１６：００
２．場　所：神奈川県立柏陽高等学校
３．対象者：高校生８名
４．講　師：関東会知財教育支援委員会　金子正彦、佐藤高信、高橋洋平、鶴田聡子
５．内　容：
柏陽高等学校では、キャリア教育の一環として多様な学習機会を提供し、生徒の知的好奇心
を刺激し学習意欲の向上を図るためキャリアアップ講座を設けており、日本弁理士会に、夏休
み期間を利用して知的財産権の出張授業の依頼がありました。
ご担当の野渡先生との事前打ち合わせで、①知的財産権に関する基本的な知識を基に、②発
明者の立場からも知的財産権について説明し、③女性の視点からもコメントをいただけたら、
との要望がありました。この打ち合わせをもとに、①は最初に連絡を受けた佐藤会員が、②は
企業に在籍経験があり、その間に約７０件の特許出願に発明者としてかかわった金子会員が、
③は同校の卒業生の鶴田会員が講義を行うこととしました。参加した生徒は皆自主的に参加し
ており、熱心に講義を聴き、終了時間の１６：００を過ぎても希望者と意見交換を続け３０分
延長しました。アンケート結果も、②金子会員の ｢発明のヒント｣ は発明者としての立場から、
③鶴田会員の ｢弁理士になるまで｣ は卒業生の視点からの説明で、好評を得ておりキャリアアッ
プ講座ならではの良さが現れたと思います。①佐藤会員の説明では、｢知的財産権に関する特許・
意匠・商標等のいろいろな種類の権利とその権利化等の基礎的な内容｣、②金子会員の企業での
経験から ｢パテントプール｣ では特許の質だけでなく特許数も問われるという日ごろ聴けない
舞台裏、③鶴田会員の ｢弁理士の仕事｣ は自分に向いているという話にも興味を示していました。
また、ノベルティグッズとして取り上げて金子会員と鶴田会員が説明した ｢水平開きノート｣ は、
アンケートでも好評でした。受講された生徒の中に弁理士志望の方がおり、｢将来、ＡＩが弁理
士の仕事を代替してしまう可能性は？｣ という鋭い質問もあり、高橋会員が、梶俊和副会長が
｢Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｊｏｕｒｎａｌ｣ に発表した記事をもとに説明し、納得をしていましたが、
そのような質問をする生徒がいることをとても頼もしく思いました。

関東会知財教育支援委員会　佐藤高信

「知的財産特別授業」神奈川県立柏陽高等学校
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１．日　時：令和元年７月３０日（火）１４: ００－１５: ３０（最大１６: ００）
２．場　所：世田谷区立深沢小学校　工作室
３．対象者：小学３～５年生１８名　保護者及び先生が見学
４．講　師：関東会知財教育支援委員会　バーナード正子、美川公司
５．内　容：
毎第１部は「電子紙芝居　パン職人レオ君　第一章（自動音声）」よる講義（説明：バーナード

会員）、第２部はチームを作った上での「ペーパータワー」の発明工作（説明：美川会員）を行
いました。第１部の授業では、電子紙芝居を上映後に発明の説明と第２部への導入を行いました。
第２部では、チーム対抗形式でペーパータワーの工作を行うことから、事前のチーム分けを検討しまし

た。最高学年である５年生の人数は事前に判っていたものの、その他の学年別の人数は当日でないと判
らない状況でした。当日受け取った参加者名簿を確認したところ、学年順に並んでいたので、５チーム
作ることとして、名簿の上から順に１チームごと振り分けていき、授業開始前にそのチーム分けを黒板に
予め書いておきました。最終的には、学年が分散されたよいチーム分けになったと考えます。
第１部終了後、休憩なしで、ペーパータワー作成のルール説明、及びチームごとのチーム名の決定
を行った後、早速工作を始めて貰いました。いわゆる「縦割り授業」が普段から行われている関係か
らか、児童同士も知り合いが多い様子で、チームごとに、設計図の作成から実際の工作が始まり、チー
ムごとに個性的なタワーが出来上がっていきました。特にリーダーを決めることなく工作をして貰いま
したが、各チーム協力して作業をしてくれました。
各チームの進捗を見て、工作時間を１５分程度延長し、「工期は残り○○分！」として各チームの完成を

待ちました。各チームの完成後、カップラーメンを重りとした完成実験を行い、それぞれの高さに基づき、５
チーム中、１位から３位を決めました。重りを乗せた際にタワーが倒れてしまったチームもあり残念でしたが、
全体としては、工夫を凝らして楽しそうに工作をして貰えたと考えます。また、タワーの構成部材としても、添
付写真のように色 な々パターンのものができました。チーム対抗形式とした関係もあり、各チーム、熱の籠もっ
た工作となったと考えます。最後に、オリジナルの特許証を配布し、特許権者としてチーム名、発明の名称と
してタワー名、発明者として参加者それぞれの名前を記入して貰い、記念品の一部として渡しました。
なお、完成したタワーは、一定期間、校内に展示して頂けることとなりました。ペーパータワーの工作
の場合、工作後の作品の扱い（その場で取り壊す、リサイクル化する、展示して頂く等）については、
学校によって工夫の余地があると考えます。

関東会知財教育支援委員会　美川公司

「知的財産特別授業」世田谷区立深沢小学校

9 月までの支援活動／関東会
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東 海 会東 海 会

9 月までの支援活動／東海会

１．日　時：令和元年７月１０日（水） ３限 １１：１０－１１：５５
 ４限 １２：３５－１３：２０　
 ６限 １４：２５－１５：１０
　　　　　　令和元年７月１１日（木） ４限 １２：３５－１３：２０
 ５限 １３：３０－１４：１５
２．場　所：愛知県立三谷水産高等学校
３．対象者：１０日　海洋科学科１年４０名、水産食品科１年２０名、水産食品科１年２０名
　　　　　　１１日　海洋資源科１年４０名、情報通信科１年４０名
４．講　師：１０日　教育機関支援キャラバン隊　森田昭生
　　　　　　１１日　教育機関支援キャラバン隊　杉田一直
５．内　容：
事前打ち合わせでは、漁師の子息など将来事業を経営する可能性のある生徒がいることに加
え、学校活動で商品開発や販売をする活動も行っており、知財上の必要事項を学びたいとのこ
とでした。
そこでまず、知的財産とはどんなものがあるかを、具体例で説明しました。知的財産を取得
した時のメリット（儲かる可能性）と、侵害した時の損害として、差し止め請求や損害賠償請
求があり、さらには刑事罰もあることを説明しました。
各論では、特許法と商標法を中心に、その必要性と権利取得の要件を説明し、他人の登録に
よる事業への影響を侵害の裁判例をもとに説明しました。著作権法については、登録を要さな
いこと、キャッチフレーズ、キャラクター、ロゴなどの権利化の可能性について事例で説明し
ました。
講義後のアンケートでは、それなりに理解してくれている子が多いようでした。
担当の近藤先生は、生徒たちと海産物を使った商品の開発、加工、販売までの６次産業化を
熱心にやっておられるようで、知財教育の必要性を感じておられるようでした。

東海会教育機関支援機構運営委員　森田昭生
杉田一直

「知的財産特別授業」愛知県立三谷水産高等学校
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１．日　時：令和元年７月１７日（水）　１３：００－１４：３０
２．場　所：鈴鹿工業高等専門学校　
３．対象者：全３学年２４０名
４．講　師：東海会教育機関支援キャラバン隊　藤谷修、村瀬晃代、藤田早百合、高田珠美、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森田昭生、野崎洋平、清水聡
５．内　容：
同校での知的財産権に関する授業は、今回で６回目となります。例年では、秋に授業を実施
していましたが、今年は夏に実施することになりました。同校では、近い将来にエンジニアと
して活躍することになる学生が多いため、学生の知財マインドを高めようという先生方の熱意
を感じました。
授業ではまず、紛争劇の理解が深まるように特許制度の概要を森田会員が説明しました。
続く紛争劇「おにぎりパックの特許出願と特許侵害」は、それぞれ異なるおにぎりパックの発明者野崎

パリ助と発明者高田海苔子が争う形式で、模擬侵害訴訟のような形式で行うものです。
配役は、上記発明者の他に、それぞれの発明者の代理人弁理士、レフェリー、スライド操作係、
解説者がいます。
双方の主張に対してレフェリーが○か×かを判断し、○の数が多い方を勝利とするものです。
紛争劇では、特許の取得までの流れ、侵害判断、先使用権、特許無効、そして最後にクロスラ
イセンスが話題にあがります。
紛争劇の内容は簡単ではありませんが、学生は、話の流れを理解しつつ、ときおり笑い声が
上がり、楽しみながら紛争劇を見ていたようでした。紛争劇では、学生を紛争劇にさらに引き
込むために、劇の途中で学生に質問をふりながら進行しました。
紛争劇の後に、解説者役の藤谷会員から学生に対して、クロスライセンスを結ぶことによっ
て野崎パリ助と高田海苔子にどのようなメリットがあるのかについて質問をしました。質問を
受けた学生からは、的確な回答が返ってきました。今回の紛争劇を通じて、特許制度に関する
学生の理解が深まったのではないかと嬉しく思います。

東海会教育機関支援機構運営委員　野崎洋平

「知的財産特別授業」鈴鹿工業高等専門学校

9 月までの支援活動／東海会

紛争劇の様子
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9 月までの支援活動／東海会

１．日　時：令和元年７月２６日（金）１４：００－１７：００
２．場　所：ホテルメトロポリタン長野２Ｆ「千曲」
３．対象者：個人事業主、企業経営者、企業担当者など８２名（内会員２１名）
４．講　師：第１部　セミナー
 「 スノーモンキーと商標登録の話～雪猿は語る、

商標活用はこうあるべきと～」
 一茶のこみち美湯の宿　代表取締役社長　斉須正男氏

第２部　パネルディスカッション
 「企業の発展と知的財産～いつ、何を、おさえるべきか～」
 パネリスト： 斉須正男、（一社）長野県発明協会　久保順一

東海会長野県委員会副委員長　宮坂一彦
 司会：東海会副会長　岩倉民芳

第３部　ポスターセッション
 「 知的財産を活用した成功事例にならう～なぜ売れた？弁理士視点から有名

ヒット商品を抉る～」　
 東海会会員　岩垂裕司、大行尚哉、名取諭史、藤森直樹
５．内　容：
フォーラム開催に際して、東海会の奥田会長及び長野県産業労働部ものづくり振興課の西原課長よ

り開会の挨拶がありました。
第１部では、「一茶のこみち美湯の宿」の代表取締役社長の斉須正男氏による、「スノーモンキーと
商標登録の話～雪猿は語る、商標活用はこうあるべきと～」と題したセミナーを行いました。斉須社長は、
商標を取得することの重要性や、地域発展のための商標取得とその後に生じた問題点をご自身の経験
を基にして話しました。大変考えさせられる内容で印象に残るセミナーでした。
第２部では、「企業の発展と知的財産～いつ、何を、おさえるべきか～」と題して、斉須社長、長
野県知財総合支援窓口知的財産アドバイザーの久保順一氏、及び東海会長野県委員会副委員長の
宮坂一彦会員がパネリスト、東海会副会長の岩倉民芳会員が司会を務めパネルディスカッションを行いま
した。このパネルディスカッションでは、各パネリストが自身の経験に基づいて知的財産の取得の重要性
などについて話しました。聴講者にとって参考になったものと思います。
第３部では、「知的財産を活用した成功事例にならう～なぜ売れた？弁理士視点から有名ヒット商品を
抉る～」と題して、岩垂裕司会員、大行尚哉会員、名取諭史会員、藤森直樹会員が講師を務め、会場の
４か所に配置したポスターについて１回２０分の説明及び質疑応答を３回行いました。ヒット商品の実物
を用いたり、図表を用いたりして各講師が工夫を凝らした説明を行い、製品開発の参考になるだけでなく
楽しいポスターセッションになったと思います。

知的財産支援フォーラム２０１９ｉｎ長野
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東海会長野県委員会委員長　中山実

セミナーの様子

ポスターセッションの様子

パネルディスカッションの様子
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１．日　時：令和元年８月１日（木）１３：３０－１６：００
２．場　所：碧南市ものづくりセンター
３．対　象：小学校３年生～６年生３０名
４．講　師： 東海会教育機関支援キャラバン隊　 北裕介、塩谷尚人、榊原靖、杉田一直、花田久丸、

神戸真澄、岡浩喜、古市昭博、成田明子
５．内　容：
前半の授業では、電子紙芝居「はつめいってなあに　第１・２章」を参加講師７名で役割分担をして

セリフをあてながら上映しました。主人公のレオ太は、パン職人のお父さんとレストランで働くお母さんとの
連絡手段として、携帯型糸電話機の開発に成功します。レオ太は、弁理士のキヨじいさんの手助けのも
と、携帯型糸電話機の特許出願をして特許を取得し、フリーマーケットで売り出していたところ、レオ太の
発明をこっそり見ていたミャーコに真似をされますが…といったお話です。参加した子供たちには、この電
子紙芝居を通して、「特許」を取得することで自分の発明を守ることができること、「弁理士」は特許を
取得するお手伝いをする仕事であることを、多少なりとも理解したのではと思います。次の工作に早く取り
かかりたいであろう子供たちでしたが、机上に置かれた工作の道具に手をふれることなく、電子紙芝居に
真剣に目を向けていたのが印象的でした。（成田明子）
後半の授業では、「電子万華鏡」を作成する工作を実施しました。工作を開始する前に作り方の説

明を簡単にし、その後は各自が説明書を見ながら工作をするという流れでした。高学年の子供たちや工
作に慣れている子供たちは説明書を見てどんどん作業が進んでいましたが、慣れていない子供たちは次
に何をすればよいのかが分からないようでした。子供によっては積極的に講師に質問をしていましたが、じっ
と待っている子供たちもいたので講師の立場からすると周りをよく観察する必要があると思いました。完成
後には部屋を真っ暗にして電子万華鏡をのぞいてもらいましたが、子供たちは概ね満足しているようでよ
かったです。今回は工作が思いのほか早く終わってしまい時間を持て余すという事態になりましたが、成
田会員の機転により子供たちに感想を述べてもらい、また、その後にクイズを出題することによって、早く
終わりすぎてしまうことは回避できました。なお、７色に点灯するＬＥＤを使用しているにもかからず、一部
の子供が作成した電子万華鏡にて、ＬＥＤが赤色にしか光らないとの問題が発生しました。これは電池
の電圧不足が原因だと分かりましたので、今後電子万華鏡を作成するときには新品の電池であっても電
池のチェックが必要です（特に聞いたこともないメーカー製の場合）。全体を通して子どもたちの行儀がよ
く、楽しく工作をしていたようなので今回の知財教室はうまくいったと思います。（古市昭博）

授業の風景 工作の風景

「知的財産出前授業」碧南市ものづくりセンター

9 月までの支援活動／東海会 9月までの支援活動／東海会



232019 年 9 月号（No.204）

東海会教育機関支援機構運営委員　成田明子
古市昭博

授業の風景

9 月までの支援活動／東海会
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１．日　時：令和元年８月６日（火）９：４０－１２：００
２．場　所：愛知県総合教育センター　第１情報実習室
３．対象者：工業科教員１５名
４．講　師：教育機関支援キャラバン隊　川井雅登
５．内　容：
平成２５年度から実施されている高等学校学習指導要領に従い、１０年経験者研修の対象と
なる工業系高校の教員を対象に、昨年と同じように知的財産権の講義を行いました。
愛知県総合教育センターの担当の方々と事前に打ち合わせを行い、講義内容を決めていきま
した。特許権、実用新案権、意匠権、商標権についての基礎的な知識に加え、例示を挙げて講
義を行いました。さらに、著作権について、基本的な権利内容に加え、学校におけるどのよう
な場合に著作権が制限されるのかを例示を挙げて講義を行いました。どの内容においても、あ
まり難しくならないように、イラストを多用し、分かりやすい表現になるように努めました。
また、参加予定の教員から事前に質問（全て著作権に関するもの）を集め、それに対する回
答も行いました。一昨年、昨年と同様、参加した教員の多くは、著作権について一番関心があ
ることがうかがえました。
なお、日本弁理士会のノベルティグッズのボールペンと、参考資料としての「教師のための
著作権講座」及び「生徒のための著作権教室」（共に（一社）私的録音補償金管理協会発行）を、
参加した先生に配布しました。

東海会教育機関支援キャラバン隊　川井雅登

「知的財産特別授業」愛知県総合教育センター

9 月までの支援活動／東海会
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１．日　時：令和元年７月１６日（火）　８：５０－１０：４５
２．場　所：鹿児島県鹿屋市立鹿屋女子高等学校
３．対　象：生徒（情報ビジネス科）１０名、教員等３名
４．講　師：森田海幹会員
５．内　容：
生徒が開発した商品に関して具体的に商標権を得たいということで、商標に関する基本的な
理解が既にあったものと感じました。しかしながら弁理士の存在について知っていた生徒はゼ
ロであり、知的財産という言葉もあまり浸透していないことが分かったため、学校教育の重要
性を強く感じた次第です。
クイズ形式で外観・称呼・観念の類否について問いましたが、過去の実績（他校での講義や
セミナー）に比して正解率が高く商標に関する興味の高さを感じました。
検討中の商標が図形商標であったことから、文字商標に関しては検索方法も含めてどの程度
理解されたか疑問が残ります。検討中の商標の存在を事前に把握して図形商標に主眼をおいた
授業にすべきであったと感じました。
他校の出願事例やネーミングの検討方法等の実体的な内容に比して、出願等に関する事務的
な手続については少なくとも生徒の興味はあまり高くないものと感じました。
担当教員の知財（商標）に関する理解度や認識が高いため生徒も一定程度の基礎知識が身に
ついているのではないかと感じましたので、教員を対象とした知財セミナー等の開催も重要で
あろうと再認識しました。
授業の最後に、「弁理士ｉｎｆｏ」、「ヒット商品はこうして生まれた！」を全員に配布しました。

九州会　森田海幹

「知的財産特別授業」鹿屋市立鹿屋女子高等学校

九 州 会九 州 会

9 月までの支援活動／九州会
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2 支援活動予定表（10月から）

北海道会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

北海道 毎週火・金曜日 常設知的財産相談室 北海道会事務所 北海道会所属
弁理士

東北会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

青森 19.10.30 あおもり産学官金連携Day2019
技術マッチング展示会 八戸プラザホテル

角田世治
上野大輔
坪淳一

宮城

毎週火曜日　　　　　
（13：00～16：00） 常設知的財産相談室 東北会事務所 東北会所属弁理士

19.11.07 ビジネスマッチ東北2019 夢メッセみやぎ
藤田正広
若山剛
梅森嘉匡

福島 19.10.30－31 再生可能エネルギー産業フェア2019
（REIFふくしま2019） ビッグパレットふくしま

鈴木俊二
水野博文
山上誠

北陸会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

石川 19.10.09
19.10.24 常設知的財産相談室 北陸会事務所 橋爪慎哉

宮本一浩

関東会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

埼玉 20.01.29－30 彩の国ビジネスアリーナ2020 さいたまスーパーアリーナ 埼玉委員会委員

千葉

19.10.10
19.11.14
19.12.12
20.01.09
20.02.13
20.03.12

弁理士による特許無料相談会（東葛） 東葛テクノプラザ1階相談室

加藤義博
山川啓
矢上礼宣
木船英雄
野村悟郎
田中秀喆

東京

19.10.05 第6回府中市事業と暮らしの無料相談会 ルミエール府中市民会館 東京委員会委員
19.10.10
19.10.24
19.11.14
19.11.28
19.12.12
19.12.26
20.01.09
20.01.23
20.02.13
20.02.27
20.03.12
20.03.26

東京商工会議所専門相談員 東京商工会議所中小企業
相談センター

小野友彰
本谷孝夫
樋田成人
石渡英房
下田一弘
上田精一
三原秀子
保坂俊
池田直文
山口幸久
藤岡茂
深澤潔

19.10.10
19.11.14
19.12.12
20.01.09
20.02.20
20.03.19

2019年度知財無料相談会（町田） 町田新産業創造センター

深澤潔
山口幸久
相原礼路
三原秀子
本谷孝夫
前田健一

19.10.26 第7回事業と暮らしの無料相談会
(武蔵野三鷹) 三鷹産業プラザ 東京委員会委員

19.10.27 第25回「暮らしと事業のよろず相談会」 新宿駅西口広場イベントコーナー 東京委員会委員

19.10.31－11.01 第23回いたばし産業見本市
製造と加工技術展2019 板橋区立東板橋体育館 東京委員会委員

19.11.13－15 第22回　中小企業による国内最大級の
トレードショー　産業交流展2019

東京ビッグサイト
青海展示棟A・Bホール 東京委員会委員

20.03.27 豊島区専門家合同相談会 豊島区役所4階 澁川喜和夫

神奈川

19.10.10
19.11.14
19.12.12
20.01.09
20.02.13
20.03.12

平成31年度知財相談窓口（IDEC） （公財）横浜企業経営支援財団
相談窓口 藤巻正憲

相　談

２．支援活動予定表（10月から）／相談



272019 年 9 月号（No.204）

神奈川

19.10.11
19.10.25
19.11.08
19.11.22
19.12.13
19.12.27
20.01.10
20.01.24
20.02.14
20.02.28
20.03.13
20.03.27

神奈川県立川崎図書館
平成31年度知的財産相談事業 県立川崎図書館知財スポット 

江畑耕司
藤巻正憲
長谷川陽子
佐藤高信
横川憲広
植木泰弘
後藤仁志
小林俊雄

19.11.13－14 第12回川崎国際環境技術展 カルッツかわさき 神奈川委員会委員 

20.02.05 第41回工業技術見本市
「テクニカルショウヨコハマ2020」 パシフィコ横浜展示ホールA・B・C 神奈川委員会委員

山梨

19.10.08
19.11.12
19.12.10
20.01.14
20.02.12
20.03.10

弁理士による特許無料相談会（富士吉田） 富士吉田商工会議所2階会議室

土橋博司
浅川哲
田中正男
堀内正優
深澤潔

19.11.07 山梨テクノICTメッセ2019 アイメッセ山梨
（山梨県立産業展示交流館） 山梨委員会委員

東海会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

愛知 月～金
（13:00 ～ 16:00） 常設知的財産相談室 東海会事務所 東海会所属弁理士

関西会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

京都
月～金
(10:00 ～ 12:00、
13:00 ～ 17:00)

「特許・商標等」の無料相談
（要予約・個人面談方式）

京都府北部：舞鶴商工会議所
京都府中部：担当弁理士の事務所又
はオフィス-ワン四条烏丸
京都府南部：京田辺市商工会館

京都地区会所属
弁理士

大阪
月～金
(10:00 ～ 12:00、
14:00 ～ 16:00)

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式）　 関西会事務所 関西会所属弁理士

中国会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

鳥取

19.10.02
19.11.06
19.12.04
19.11.06
19.12.04
20.01.09
20.02.05
20.03.04

知財総合支援窓口 鳥取県産業振興機構西部支部内 田中俊夫

19.10.03
19.10.10
19.10.17
19.11.07
19.11.14
19.11.21
19.12.05
19.12.12
19.12.19

知財総合支援窓口 鳥取県発明協会
（鳥取県産業振興機構内）

黒住智彦
中西康裕
田中秀明

20.01.09
20.01.16
20.01.23
20.02.06
20.02.13
20.02.20
20.03.05
20.03.12
20.03.19

知財総合支援窓口 鳥取県発明協会
（鳥取県産業振興機構内）

黒住智彦
中西康裕
田中秀明

島根

19.10.11
19.10.18
19.10.25
19.11.08
19.11.15
19.11.29
19.12.04
19.12.06
19.12.13
19.12.20

知財総合支援窓口 島根県発明協会
河野生吾
田村善光
河野誠

２．支援活動予定表（10月から）／相談
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島根

20.01.10
20.01.17
20.01.24
20.02.04
20.02.07
20.02.14
20.02.21
20.03.06
20.03.11
20.03.13
20.03.27

知財総合支援窓口 島根県発明協会

河野生吾
田村善光
河野誠
田辺義博

19.10.23
20.01.22 知財総合支援窓口 大田商工会議所 河野誠

19.11.13
20.01.18 知財総合支援窓口 益田商工会議所 田辺義博

岡山

19.10.04
19.10.11
19.10.18
19.10.25
19.11.01
19.11.08
19.11.15
19.11.22
19.11.29
19.12.06
19.12.13
19.12.20

知財総合支援窓口 （一社）岡山県発明協会

森寿夫
中務茂樹
笠原英俊
須田英一

20.01.10
20.01.17
20.01.24
20.01.31
20.02.07
20.02.14
20.02.21
20.02.28
20.03.06
20.03.13
20.03.27

知財総合支援窓口 （一社）岡山県発明協会

森寿夫
中務茂樹
笠原英俊
須田英一

広島

19.10.01
19.10.08
19.10.15
19.10.08
19.10.15
19.10.29
19.11.05
19.11.12
19.11.19
19.11.26
19.12.03
19.12.10
19.12.17
19.12.24

知財総合支援窓口 （一社）広島県発明協会

松本文彦
末次渉
田中咲江
鶴亀國康

20.01.07
20.01.14
20.01.21
20.01.28
20.02.04
20.02.12
20.02.18
20.02.25
20.03.03
20.03.10
20.03.17
20.03.24

知財総合支援窓口 （一社）広島県発明協会

立石博臣
末次渉
田中咲江
鶴亀國康
松本文彦

19.10.03
19.10.17
19.11.07
19.11.21
19.12.05
19.12.19
20.01.16
20.02.06
20.02.20
20.03.05
20.03.19

知財総合支援窓口 （一社）広島県発明協会福山 森寿夫
専徳院博

四国会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

徳島 第1水曜日（偶数月）
13:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 工業技術センター 四国会所属弁理士

香川 第2.4水曜日
13:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 四国会事務所 四国会所属弁理士

２．支援活動予定表（10月から）／相談
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愛媛

第1月曜日
13:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 四国中央商工会議所 四国会所属弁理士

第2木曜日 （奇数月）
13:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 宇和島商工会議所 四国会所属弁理士

第3木曜日 （奇数月）
13:00 ～ 16:00

無料特許相談
（要予約・個人面談方式） 八幡浜商工会議所 四国会所属弁理士

高知 第3木曜日
13:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 高知県発明協会 四国会所属弁理士

九州会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

福岡 毎週木曜
10:00 ～ 15:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 九州会事務所 九州会所属弁理士

講　演

東北会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

岩手
19.10.11 東北会知財セミナー in岩手 アートホテル盛岡

丸岡裕作
齋藤昭彦
船越巧子
東田潔
村雨圭介
野崎俊剛
高橋雪文

19.11.23 知的財産特別授業 大東町少年少女発明クラブ 野崎俊剛

山形 19.10月初旬 高等専門学校への
エンターテイメントセミナー 鶴岡工業高等専門学校 横島重信

北陸会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

福井 19.11.29 新時代に向けた知財活用シンポジウム
～知的財産を経営資源として活用するには～ ホテルフジタ福井

（一社）工業所有
権電子情報化セン
ター専務理事/鳥
取大学客員教授/
後谷陽一
日本政策金融公庫
国民生活事業本部
北陸地区統括室室
長  金子孝幸氏
(株)喜多俊之
デザイン研究所　
喜多俊之氏

関東会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

群馬 19.11.12 知的財産セミナー 2019（前橋） 前橋商工会議所 羽鳥慎也他

千葉
19.11.16 世界一行きたい科学広場in浦安2019 東海大学付属浦安高等学校・中等部

加藤晃
栗田由貴子
日向麻里
高橋洋平
八木田智
黒田義博

19.11.27 知的財産特別授業 東海大学付属市原望洋高等学校 山下滋之
栗田由貴子

東京

19.10.08
町田市との「知的財産の活用による町田市の
地域活性化及び産業振興に関する協定書」に
基づくキックオフシンポジウム

町田市文化交流センター 鮫島正洋
鈴木一永

19.10.10 知的財産セミナー 2019（日野） PlanT 多摩平の森産業連携センター 相原礼路
19.10.13
19.11.10
19.12.08
20.01.12
20.02.09
20.03.08

知的財産特別授業 江戸川区子ども未来館 

金子彩子
伊藤夏香
斉藤進
山下滋之
バーナード正子
遠田利明

19.10.23 講演会 杉並区立産業商工会館　１階展示室 岡村雅一

19.10.29 知的財産特別授業 小金井市立小金井第一小学校 竹内詩人
高橋友和
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東京

19.11.16 第21回産業ときめきフェアinEDOGAWA タワーホール船堀

伊藤夏香
高橋洋平
谷島隆士
河野上正晴
佐藤高信

19.11.25 講演会 テクノプラザかつしか
３階　視聴覚室 伊藤夏香

19.11.29 BOBセミナー たましん事業支援センター 高原千鶴子

19.12 知的財産特別授業 東京都立工芸高等学校 

岩崎孝治
山下滋之
前田健一
上島寿郎・
運営委員

神奈川
19.11.01 知的財産セミナー 2019（海老名） 地方独立行政法人神奈川県産業技術

総合研究所 坂田ゆかり

19.11.14 ｢テクノトランスファー inかわさき2019｣
併催セミナー

カルッツかわさき１階大体育室
プレゼンテーションステージ 金子正彦

山梨 19.12.07 知的財産特別授業 アイメッセ山梨 高原千鶴子
志村正樹

東海会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

静岡

19.10.04
週末パテントセミナー 2019 in静岡
（浜松会場）「知っているようで知らない
意匠権～いま意匠が面白い！～」

アクトシティ浜松〈Dゾーン〉
研修交流センター 田中智雄

19.10.11
週末パテントセミナー 2019 in静岡
（浜松会場）「知っているようで知らない
意匠権～いま意匠が面白い！～」

B-nest　静岡市産学交流センター 田中智雄

19.10.18

週末パテントセミナー 2019 in静岡
（浜松会場）「知的財産関係訴訟入門～
全体の枠組を知って、予防法務や契約に
役立てよう！～」

B-nest　静岡市産学交流センター 坂野史子

19.10.25

週末パテントセミナー 2019 in静岡
（浜松会場）「知的財産関係訴訟入門～
全体の枠組を知って、予防法務や契約に
役立てよう！～」

アクトシティ浜松〈Dゾーン〉
研修交流センター 坂野史子

愛知

19.10.03
東海会協力講座「教養教育課程～
知的財産権制度のしくみと活用～特許法1
発明と特許要件」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 塩谷尚人

19.10.10
東海会協力講座「教養教育課程～
知的財産権制度のしくみと活用～特許法2
権利取得手続」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 榊原靖

19.10.12
休日パテントセミナー 2019 in名古屋
「特許権・実用新案権について～特許、実用
新案って何？身近な活用事例で学ぼう～」

名古屋商工会議所 谷山輝恵
成相英明

19.10.17
東海会協力講座「教養教育課程～
知的財産権制度のしくみと活用～特許法3
特許権の活用」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 成田明子

19.10.24
東海会協力講座「教養教育課程～知的財産権
制度のしくみと活用～特許法４出願書類の
作製」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 石原五郎

19.10.27 知的財産特別授業「知的財産について」 愛知教育大学附属名古屋中学校
加藤大樹
石原五郎
伊藤正典

19.10.30 中小企業のための知財経営サロンin安城 安城市文化センター

南島昇
和田直斗
長谷真司
椿和秀
伊藤浩二
藤居俊介
和田英子
山口晃志郎
丸山修

19.10.31 東海会協力講座「教養教育課程～知的財産権
制度のしくみと活用～特許法5演習」 名古屋市立大学山の畑キャンパス 菊谷純

19.11.07 東海会協力講座「教養教育課程～知的財産権
制度のしくみと活用～意匠法」 名古屋市立大学山の畑キャンパス 伊藤正典

19.11.14 東海会協力講座「教養教育課程～知的財産権
制度のしくみと活用～意匠法」 名古屋市立大学山の畑キャンパス 加藤大輝

19.11.16 休日パテントセミナー２０１９in名古屋
「外国出願について」 名古屋商工会議所 加藤光宏

19.11.21 東海会協力講座「教養教育課程～知的財産権
制度のしくみと活用～ J-Platpat実習」 名古屋市立大学山の畑キャンパス 花田久丸

19.11.21
知的財産経営サロン
「知的財産の保護とは？活用とは？
～事業戦略と共に考えてみよう！～」

東海会事務所 知的財産
支援委員会

19.11.28 東海会協力講座「教養教育課程～知的財産権
制度のしくみと活用～不正競争防止法」 名古屋市立大学山の畑キャンパス 岡浩喜

２．支援活動予定表（10月から）／講演
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愛知

19.12.05 東海会協力講座「教養教育課程～知的財産権
制度のしくみと活用～著作権法1」 名古屋市立大学山の畑キャンパス 藤田早百合

19.12.12 東海会協力講座「教養教育課程～知的財産権
制度のしくみと活用～著作権法2」 名古屋市立大学山の畑キャンパス 藤田早百合

19.12.14
休日パテントセミナー 2019 in名古屋
「意匠権について～製品のデザインを
知的財産権で保護する～」

名古屋商工会議所 岡田康一
前田祥吾

19.12.19
知的財産経営サロン「知的財産を経営に活か
すためには？～過去の事例から学んでみよ
う！～」

東海会事務所 知的財産
支援委員会

20.01.16 東海会協力講座「教養教育課程～知的財産権
制度のしくみと活用～外国特許」 名古屋市立大学山の畑キャンパス 北裕介

20.01.16
知的財産経営サロン「デザインやブランドも
重要ですか？～意匠・商標で他社との差別
化を図ろう！～」

東海会事務所 知的財産
支援委員会

20.01.18
休日パテントセミナー 2019 in名古屋
「商標権について～ブランドを知的財産権に
しよう～」

名古屋商工会議所 赤座泰輔
安田宗丘

20.01.23
東海会協力講座「教養教育課程～知的財産権
制度のしくみと活用～知的財産関連法規ま
とめ」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 加藤拓司

20.01.30
東海会協力講座「教養教育課程～知的財産権
制度のしくみと活用～知的財産関連法規ま
とめ」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 未定

20.02.06 東海会協力講座「教養教育課程～知的財産権
制度のしくみと活用～試験」 名古屋市立大学山の畑キャンパス 大学側

20.02.20
知的財産経営サロン「知的財産で事業を加速
させるためには？～事業計画に知的財産活
動を取り入れよう！～」

東海会事務所 知的財産
支援委員会

関西会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

滋賀
19.11.30

パテントセミナー 2019大学における産学
連携・知的財産活動の奮闘
～大学だからこその難しさ、楽しさから～

コラボしが21 佐々木健一

19.11.30 パテントセミナー 2019特許侵害訴訟への
対応と戦略 コラボしが21 辻村和彦

京都

19.11.02 パテントセミナー 2019初めての特許・
実用新案 京都リサーチパーク 中西康文

19.11.02 パテントセミナー 2019初めての意匠・商標 京都リサーチパーク 竹内公孝

19.11.12 知的財産特別授業 舞鶴市立余内小学校 大野義也
岸本忠昭

大阪

19.10.11
知的財産権に関するセミナー（第3回）
ビジネスで起こる「知財の課題」 
～こんなとき、どうする～

クリエイション・コア東大阪

独立行政法人工業
所有権情報・研修
館近畿統括本部
（INPIT-KANSAI）
知財戦略
エキスパート
濱野廣明氏
坂口智康

19.10.19
パテントセミナー 2019意匠法大改正その
内容と予想される実務～デザインが
ブランド化する時代に向けて～

TKPガーデンシティ大阪梅田 松井宏記

19.10.21 知的財産特別授業 やたなか小中一貫校
矢田小学校

光明寺大道
森俊也

19.11.09 パテントセミナー 2019特許調査入門～日本
の特許文献・外国の特許文献の調べ方～ 関西会事務所 原晶子

19.11.09
パテントセミナー 2019知れば知るほど面白
い　外国特許制度のポイント～中国、イン
ド、ASEANを中心に～

関西会事務所 井上一生

19.11.14 知的財産特別授業 橋本市立橋本中央中学校 未定

19.11.23 パテントセミナー 2019最近のノーベル生理
学・医学賞日本受賞者とその関連知財 TKPガーデンシティ大阪梅田 越智豊

19.12.07
パテントセミナー 2019海外ビジネスで感じ
た知財の視点～こんな筈ではなかったと嘆
かないために！～

TKPガーデンシティ大阪梅田

INPIT-KANSAI
統括知財戦略エキ
スパート
川島泰介氏

19.12.14
パテントセミナー 2019AI/IoT時代のコンピ
ュータ関連知財の保護～特許からデータ
保護まで～

TKPガーデンシティ大阪梅田 松下正

20.02.08 知的財産特別授業 河内長野市立小山田小学校 赤岡和夫
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兵庫

19.10.12 パテントセミナー 2019意匠の認定と
創作性判断 スペースアルファ三宮

大阪工業大学大学
院教授
山田繁和氏

19.10.12 パテントセミナー 2019モノのカタチとトレ
ードマーク スペースアルファ三宮 山本岳美

19.11.01 知的財産特別授業 豊岡市立田鶴野小学校 渥美元幸
五郎丸正巳

19.11.13 知的財産特別授業 神戸市立神陵台中学校 柳瀬智之
岩本泰雄

19.11.14 知的財産特別授業 三田市立狭間中学校
水田慎一
小林義周
田中勝也

19.12.05 知的財産特別授業 上郡町立高田小学校 渥美元幸
19.12.19 知的財産特別授業 県立洲本実業高等学校 未定

奈良

19.10.24 知的財産講座（第11回）「テーマ未定」 奈良県立図書情報館 未定

19.10.26 知的財産特別授業 智弁学園奈良カレッジ中等部 光明寺大道
松山徳子

19.10.26 パテントセミナー 2019AI/IoT関連技術の
知財保護　～AIで特許を取れる？～ 奈良商工会議所 川上桂子

19.12.14 知的財産講座（第12回）「テーマ未定」 奈良県立図書情報館 未定

和歌山 19.11.16 パテントセミナー 2019eコマースと
知的財産権 和歌山商工会議所 岡田充浩

四国会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

愛媛

未定 知財授業セミナー 県立東予高等学校 未定
未定 知財授業セミナー 県立弓削高等学校 未定
未定 知財授業セミナー 県立北条高等学校 未定

未定 知財授業セミナー 県立東予高等学校八幡浜工業
高等学校 未定

未定 知財授業セミナー 県立宇和島東高等学校 未定
未定 知財授業セミナー 県立宇和島水産高校 未定

九州会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

福岡 19.10.24 平成31年度福岡県知的財産実務者育成セミ
ナー 福岡県中小企業振興センター 峰雅紀

大分 19.10.12 知的財産特別授業 ひた少年少女発明クラブ 田代茂夫
宮崎 20.01.11 知的財産特別授業 延岡少年少女発明クラブ 園田康弘
沖縄 未定 沖縄科学技術大学院大学　知財セミナー 沖縄科学技術大学院大学 本堂裕司

２．支援活動予定表（10月から）／講演
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その他
東北会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

青森
19.10.26 第61回青森県発明くふう展・表彰式 イトーヨーカドー青森店 角田世治

19.10.30 あおもり産学官金連携Day2019
ショートセミナー

八戸プラザホテルプラザ
アーバンホール 伊藤夏香

岩手
19.10.03 第55回岩手県発明くふう展・審査会 岩手県工業技術センター 村雨圭介
19.10.26 第55回岩手県発明くふう展・表彰式 岩手県工業技術センター 野崎俊剛

宮城
19.10.08 第32回みやぎ発明くふう展及び第23回み

やぎ未来の科学の夢絵画展・審査会 東北電力グリーンプラザ 梅森嘉匡

19.11.21 第32回みやぎ発明くふう展及び第23回み
やぎ未来の科学の夢絵画展・表彰式 ホテル白萩 梅森嘉匡

秋田
19.10.31 第68回秋田県発明展・審査会 道の駅あきた港ポートタワー・

セリオン 佐々百合子

19.11.03 第68回秋田県発明展・表彰式 道の駅あきた港ポートタワー・
セリオン 佐々百合子

山形
19.10.16 第54回山形県発明くふう展・審査会 上山市西郷地区公民館 佐藤司

19.10.20 第54回山形県発明くふう展・表彰式 上山市三友エンジニア
体育文化センターエコホール 黒沼吉行

福島
19.10.17 第71回郡山市発明工夫展・表彰式 郡山市役所　正庁 鈴木俊二
19.11.12 第65回福島県発明展・審査会 郡山市労働福祉会館 鈴木俊二
19.11.17 第65回福島県発明展・表彰式 郡山市労働福祉会館 鈴木俊二

北陸会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

新潟
19.10.08 第83回新潟県発明工夫展・

第68回新潟県模型展・審査会 新潟県立自然科学館 加藤裕介

19.10.12 第83回新潟県発明工夫展・
第68回新潟県模型展・表彰式 新潟県立自然科学館 加藤裕介

富山
19.10.18 第57回富山県発明くふう展・審査会 富山市民プラザ 藤井俊一
19.11.26 第57回富山県発明くふう展・表彰式 富山県民会館 藤井俊一

石川

19.10.04 第35回石川県科学の夢絵画展・審査会 石川県地場産業振興センター 水野友文

19.10.16 第55回石川県発明くふう展・審査会 石川県地場産業振興センター
宮本一浩
金森毅
宮田誠心

19.11.02 第55回石川県発明くふう展・表彰式 石川県地場産業振興センター 宮本一浩

福井
19.10.24 第32回福井県発明くふう展・第28回

福井県未来の科学の夢絵画展・表彰式 福井県産業会館 山田雅哉

19.10.24－25 北陸技術交流テクノフェア2019 福井県産業会館 北陸会所属弁理士

関東会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

千葉
19.10.04 令和元年度千葉県児童生徒・教職員科学

作品展 千葉県総合教育センター 石野知宏

19.10.12－13 科学フェスタ2019 きぼーる 千葉委員会委員
19.11.20 第18回 「ベンチャー・カップCHIBA」 　 　

東京

19.10.18
19.10.31
19.12.16

第17回多摩ブルー・グリーン賞 たましん事業支援センター 下村和夫

19.11.15 第21回産業ときめきフェアinEDOGAWA タワーホール船堀 　

神奈川
19.11.28
20.01.23
20.03.26

平成31年度企業関係者と弁理士の
知財研究会

県立川崎図書館
ディスカッションルーム

保科敏夫
鈴木一徳

山梨 19.10.01 平成31年度中小企業等外国出願支援事業 堀内正優

東海会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

長野
未定 長野県発明くふう展・審査会 長野県発明協会 未定
19.10.26 長野県発明くふう展・表彰式 長野市ビックハット 中山実

岐阜

未定 2019岐阜県発明くふう展（学生の部）
審査会 マーサ21 未定

未定 2019岐阜県発明くふう展
（一般の部・女性の部）審査会 マーサ21 未定

未定 2019岐阜県発明くふう展
（学生の部）表彰式 マーサ21 未定

未定 2019岐阜県発明くふう展
（一般の部・女性の部）表彰式 マーサ21 未定

２．支援活動予定表（10月から）／その他
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静岡
19.10.04 静岡県未来の科学夢絵画展・審査会 静岡県産業経済会館 増田恒則
19.10.18 静岡県学生児童発明くふう展・審査会 静岡県産業経済会館 増田恒則
未定 静岡県学生児童発明くふう展・表彰式 静岡県庁 未定

愛知
19.10.11－12 第14回かわしんビジネス交流会におけるブ

ース出展 豊川市総合体育館 東三河地区
委委員会

19.11.01 あいち少年少女創意くふう展2019・審査会 産業技術記念館 菊谷純
未定 あいち少年少女創意くふう展2019・表彰式 産業技術記念館 未定

三重 19.10.03 令和元年度三重県発明くふう展（学生）
審査会 津リージョンプラザ 伊藤寿浩

関西会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

大阪 19.10.16－17 大阪勧業展2019 マイドームおおさか

大川博之
中田健一
山岸忠義
田中信治
三品明生
松永裕吉
川瀬裕之
富永浩司

四国会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

香川
19.10.02 第75回香川の発明くふう展・審査会 香川産業頭脳化センター 中井博
19.10.26 第75回香川の発明くふう展・表彰式 国立大学法人香川大学創造工学部 上岡將人

九州会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

福岡
19.10.16 第62回福岡県児童生徒発明くふう展・

審査会 福岡市科学館 古賀真二

19.10.20 第62回福岡県児童生徒発明くふう展・
表彰式 福岡市科学館 丹生哲治

熊本
19.10.30 第54回熊本県発明工夫展・審査会 熊本市環境総合センター 高宮章
19.11.13 第54回熊本県発明工夫展・表彰式 熊本県庁 高宮章

大分
19.11.11 第78回大分県発明くふう展・審査会 大分県立美術館(ＯＰＡＭ) 富畑賢司
19.11.17 第78回大分県発明くふう展・表彰式 大分県立美術館(ＯＰＡＭ) 田代茂夫

宮崎
19.10.10 第78回宮崎県学校発明くふう展・審査会 宮崎科学技術館 有馬明美
19.11.23 第78回宮崎県学校発明くふう展・表彰式 宮崎県庁 有馬明美

２．支援活動予定表（10月から）／その他
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3 支援活動一覧表（9月分）

北海道会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

北海道 毎週火・金曜日 常設知的財産相談室 北海道会事務所 北海道会所属
弁理士

東北会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

宮城 毎週火曜日
（13：00～16：00） 常設知的財産相談室 東北会事務所 東北会所属

弁理士

北陸会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

石川
19.09.11 常設知的財産相談室 北陸会事務所 水野友文
19.09.25 常設知的財産相談室 北陸会事務所 横井敏弘

関東会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

千葉 19.09.12 弁理士による特許無料相談会（東葛） 東葛テクノプラザ1階相談室 高橋昌義

東京

19.09.12
19.09.26 東京商工会議所専門相談員 東京商工会議所中小企業相談

センター
尾首亘聰
前田健一

19.09.12 2019年度知財無料相談会（町田） 町田新産業創造センター 保坂俊

19.09.17 2019年度上期
多摩地域無料知的財産相談会

たましん事業支援センター
（Win センター） 東京委員会委員

19.09.27 2019年度BusiNest無料知的財産相談会 BusiNest内会議室 井津健太郎

神奈川
19.09.12 平成31年度知財相談窓口（IDEC） （公財）横浜企業経営支援財団相談

窓口 藤巻正憲

19.09.13
19.09.27

県立川崎図書館
平成31年度知的財産相談事業 県立川崎図書館知財スポット 江畑耕司

藤巻正憲
山梨 19.09.10 弁理士による特許無料相談会（富士吉田） 富士吉田商工会議所2階会議室 望月義時

東海会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

愛知 月～金
(13:00～16:00) 常設知的財産相談室 東海会事務所 東海会所属弁理士

関西会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

京都
月～金
(10:00～12:00、
13:00～17:00)

「特許・商標等」の無料相談
（要予約・個人面談方式）

京都府北部：舞鶴商工会議所
京都府中部：担当弁理士の事務所又
はオフィス-ワン四条烏丸
京都府南部：京田辺市商工会館

京都地区会所属
弁理士

大阪
月～金
(10:00～12:00、
14:00～16:00)

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 関西会事務所 関西会所属弁理士

中国会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

鳥取

19.09.04 知財総合支援窓口 鳥取県産業振興機構西部支部内 田中俊夫
19.09.05
19.09.12
19.09.19

知財総合支援窓口 鳥取県発明協会
（鳥取県産業振興機構内）

黒住智彦
中西康裕
田中秀明

島根

19.09.06 知財総合支援窓口 島根県発明協会 河野生吾
19.09.11 知財総合支援窓口 益田商工会議所 田辺義博
19.09.13
19.09.27 知財総合支援窓口 島根県発明協会 田村善光

河野誠

岡山

19.09.06
19.09.13
19.09.20
19.09.27

知財総合支援窓口 （一社）岡山県発明協会

森寿夫
中務茂樹
笠原英俊
須田英一

相　談

３．支援活動一覧表（9月分）／相談
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広島

19.09.03
19.09.10
19.09.17
19.09.24

知財総合支援窓口 （一社）広島県発明協会

松本文彦
末次渉
田中咲江
鶴亀國康

19.09.05
19.09.19 知財総合支援窓口 （一社）広島県発明協会福山 森寿夫

専徳院博

四国会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

徳島 第1水曜日（偶数月）
13:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 工業技術センター 四国会所属弁理士

香川 第2.4水曜日
13:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 四国会事務所 四国会所属弁理士

愛媛

第1月曜日
13:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 四国中央商工会議所 四国会所属弁理士

第2木曜日 （奇数月）
13:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 宇和島商工会議所 四国会所属弁理士

第3木曜日 （奇数月）
13:00 ～ 16:00

無料特許相談
（要予約・個人面談方式） 八幡浜商工会議所 四国会所属弁理士

高知 第3木曜日
13:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 高知県発明協会 四国会所属弁理士

九州会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

福岡

毎週木曜
10:00 ～ 15:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式） 九州会事務所 九州会所属弁理士

19.09.07 くらし・事業なんでも相談会 福岡市健康づくりサポートセンター
「あいれふ」

坪内寛
森博

北海道会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

北海道
19.09.24 商標法・意匠法セミナー 札幌弁護士会館 内藤拓郎
19.09.25 商標法・意匠法セミナー 札幌弁護士会館 太田清子

東北会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

山形 19.09.03 知財のミカタ～巡回特許庁in山形 山形テルサ 黒沼吉行

関東会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

茨城 19.09.24 知的財産セミナー 2019（下館） 下館商工会議所 金山義信
丸林啓介

栃木

19.09.02
19.09.20 令和元年度知的財産実務担当者研修会 宇都宮大学陽東キャンパス

総合メディア基盤センター

若崎義和
須長英男
押久保政彦

19.09.07 知的財産特別授業 （一社）栃木県発明協会
金子正彦
上田精一
須長英男

埼玉 19.09.30 知的財産セミナー 2019（北与野） 新都心ビジネス交流プラザ 漆山誠一
相川俊彦

千葉
19.09.10 知的財産セミナー 2019（千葉） 千葉市ビジネス支援センター

会議室1
角田朗
高橋洋平

19.09.20 知的財産セミナー 2019（船橋） ベンチャープラザ船橋１階会議室 砂川恵一
伊藤信和

東京

19.09.05 知的財産セミナー 2019（東大和） BusiNestセミナールーム（中小企業
大学校東京校 東大和寮3階） 山口幸久

19.09.22 2019「青少年のための科学の祭典」
東京大会in小金井 東京学芸大学

亀崎伸宏
佐藤高信
相澤正徳
林昌弘
竹内詩人
折居章
竹澤誠
横山哲志

講演

３．支援活動一覧表（9月分）／相談／講演
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東海会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

岐阜 19.09.06 週末パテントセミナー 2019 in大垣 大垣西濃信用金庫　だいしんホール 外部講師
岐阜県弁理士

静岡

19.09.05
協定に基づくセミナー
「企知的財産権の基礎知識及び知的財産権
と事業活動のつながりについて」

富士宮市役所 田口滋子

19.09.20

週末パテントセミナー 2019 in静岡（浜松
会場）「強い権利のつくり方～新しいものを
生み出したら「進歩性」のハードルを攻略
して良い特許を取りましょう！～」

アクトシティ浜松〈Dゾーン〉
研修交流センター 石垣春樹

19.09.27

週末パテントセミナー 2019 in静岡（浜松
会場）「強い権利のつくり方～新しいものを
生み出したら「進歩性」のハードルを攻略
して良い特許を取りましょう！～」

B-nest　静岡市産学交流センター 石垣春樹

愛知

19.09.14
休日パテントセミナー 2019 in名古屋「知
的財産権について～知的財産全般を把握す
る～」

名古屋商工会議所 川口眞輝
木村祐介

19.09.14
休日パテントセミナー 2019 in安城「意匠
・商標～デザイン・ブランドを知的財産に
しよう～」

安城商工会議所 朝倉美知

19.09.17 知的財産特別授業（デザインパテントコン
テスト） 県立知立高等学校 伊藤正典

19.09.19
知的財産経営サロン「中小企業でも知的財
産は必要ですか？～メリット・デメリット
を考えてみよう！～」

東海会事務所 知的財産支援委
員会

19.09.19 知的財産特別授業（デザインパテントコン
テスト） 県立知立高等学校 伊藤正典

19.09.21 令和元年度理論政策更新研修－中小企業の
知的財産戦略支援について－ 愛知県女性総合センター 榊原毅

19.09.26 東海会協力講座「教養教育課程～知的財産
権制度のしくみと活用～知的財産権入門」 名古屋市立大学山の畑キャンパス 瀧川彰人

19.09.28
休日パテントセミナー 2019 in安城
「知的財産契約の基礎知識～秘密保持、
共同研究、共同出願、ライセンス～」

安城商工会議所 森山正浩

関西会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

京都 19.09.18 2019年特許公報読み方教室（第3回） アーチウェイＨ・Ｃビル 中川義和

大阪

19.09.09 知的財産特別授業 大阪市立田中小学校 岡村美穂
松山徳子

19.09.17

ORIST技術交流セミナー・ビジネスマッチ
ングブログ第46回勉強会「ＡＩ・ＩｏＴに
関する契約実務の最前線と知財戦略　～Ａ
Ｉ技術とＩｏＴ技術を契約と知財で守るた
めの戦略とは～」

マイドームおおさか 内田誠

19.09.20 知的財産特別授業 大阪市立四貫島小学校 三方英美
高野洋一

19.09.28 パテントセミナー 2019
特許・実用新案入門 関西会事務所 今井寛二

19.09.28 パテントセミナー 2019意匠・商標入門 関西会事務所 萩森学

四国会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

香川 2019.09.20 平成31年度初心者向け知的財産制度
出前講座 かどや製油株式会社 中井博

九州会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

福岡 19.09.26 平成31年度
福岡県知的財産実務者育成セミナー 福岡県中小企業振興センター 坪内寛

３．支援活動一覧表（9月分）／講演
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その他

東北会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

青森 19.09.25 第６１回青森県発明くふう展・審査会 青森県共同ビル 坪淳一
福島 19.09.11 第71回郡山市発明工夫展・審査会 郡山市役所　正庁 鈴木俊二

北陸会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

福井 19.09.25 第32回福井県発明くふう展・
第28回福井県未来の科学の夢絵画展審査会 福井県工業技術センター 中出朝夫

関東会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

東京 19.09.06 令和元年度文京区新製品・新技術開発費補
助事業における審査会 文京シビックセンター地下2階研修室 吉田信彦

神奈川 19.09.26 平成31年度企業関係者と弁理士の知財研究会 県立川崎図書館ディスカッションルーム
保科敏夫
鈴木一徳

山梨 19.09.10 平成31年度中小企業等外国出願支援事業 ― 堀内正優

３．支援活動一覧表（9月分）／その他
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先着順
事前申込制
参加費無料

パテント
セミナー

創造力×想像力

令和元年
2019

日本弁理士会関西会は、知的創造活動の普
及と促進の一環として、一般の方々に広く知
的財産権を理解していただけるよう弁理士
等の専門家がわかりやすく説明する、知的財
産権に関するセミナーを開催します。

日本弁理士会関西会　主催

後 援

日 程

近畿経済産業局、独立行政法人 工業所有権情報・研修館 近畿統括本部、中小機構近畿本部、大津商工会議所、京都商工会議所、大阪商工会議所、
神戸商工会議所、奈良商工会議所、和歌山商工会議所、一般社団法人滋賀県発明協会、一般社団法人京都発明協会、一般社団法人大阪発明協会、
一般社団法人兵庫県発明協会、一般社団法人奈良県発明協会、一般社団法人和歌山県発明協会、公益財団法人大阪産業局

兵 庫 10月12日（土）10:00～11:4514:00～16:30

滋 賀 11月30日（土）10:00～12:3014:00～16:30

京 都 11月  2日（土）10:00～12:3014:00～16:30

奈 良 10月26日（土）14:00～16:30

和 歌 山 11月16日（土）14:00～16:30

お問い合せ先

日本弁理士会関西会
パテントセミナー申込係

TEL.06-6446-1201
FAX.06-6443-9912
URL http://www.kjpaa.jp/〒530-0001　大阪市北区梅田3-3-20

明治安田生命大阪梅田ビル25階
※上記ＴＥＬ/ＦＡＸ番号はパテントセミナー専用です。知的財産権に関するご相談等は 
TEL:06-6453-8200 にお電話ください。

  9月28日（土）10:00～12:30
   9月28日（土）14:00～16:30
11月  9日（土）10:00～12:30
11月  9日（土）14:00～16:30

大 阪
（応 用 編）

10月19日（土）14:00～16:30
11月23日（土）14:00～16:30
12月  7日（土）14:00～15:30
12月14日（土）14:00～16:30

大 阪
（基 礎 編）



パテントセミナー2019　開催概要

 9 /28（土）
10：00～12：30

 9 /28（土）
14：00～16：30

特許・実用新案入門
特許実用新案について、入門者が最初に知っておくべき知識、知っておくと役立つコツや考え方をお伝えした
いと思います。初学者の道しるべとなるよう知財実務の流れにそって制度概要や留意点などをお話しします。

意匠・商標入門
意匠・商標制度の概要、権利取得の効果と費用、どのような意匠あるいは商標を出願すべきか、意匠と特許
の使い分けと併用、商標のさまざまな種類、登録できる商標とできない商標など権利取得から活用まで興味
深い事例を交えてお話しします。

テーマ・内 容開催日時

第
1
回

11/  9（土）
10：00～12：30

特許調査入門
                ～日本の特許文献・外国の特許文献の調べ方～
製品開発を行う上で知っておきたい特許調査の基礎や考え方について説明します。また、J-PlatPatなどの無
料のデータベースを使った日本の特許文献や外国の特許文献の調べ方を、想定した事例を用いて紹介します。

11/  9（土）
14：00～16：30

知れば知るほど面白い外国特許制度のポイント
～中国、インド、ASEANを中心に～

グローバル化に対応するために、外国特許も取得することが重要です。特に、新興国の特許制度や実務は日
本とかなり異なります。現地を訪問して得た情報も交えながら、中国、インド、ASEANの特許・実用新案のポ
イントを中心にわかりやすく解説します。

最近のノーベル生理学・医学賞日本人受賞者と
その関連知財

ここ数年、日本人のノーベル生理学・医学賞の受賞者が相次いでいます。彼らの功績の中で、山中教授、本庶
教授の業績を中心に知財的見地から検討し、その保護の問題点、そして、今後の発展の可能性について話し
てみたいと思います。

海外ビジネスで感じた知財の視点
             ～こんな筈ではなかったと嘆かないために！～ 
海外ビジネスを確実な利益へと繋げるべく、知財を如何に有効活用するか。一方、知財に係わる様々なリスク
を軽減／極小化すべく、如何にリスクを想定し備えをするか。海外ビジネスの経験から知財活動の奥深さや
悩ましさをお話しします。

AI/IoT時代のコンピュータ関連知財の保護
～特許からデータ保護まで～

コンピュータ関連の知財は、近年、多くの法改正、運用変更がなされています。 特許から不正競争防止法ま
で、コンピュータ関連の知財について、取得および使い方をお話しします。

講　師

第
2
回

第
3
回

第
４
回

大阪パテントセミナー （会場：日本弁理士会関西会） 定員：140名基礎編MAP

●❶

10 /19（土）
14：00～16：30

意匠法大改正その内容と予想される実務
～デザインがブランド化する時代に向けて～

2020年、大改正された意匠法が施行されます。今回の改正には、デザインをブランドと位置付ける企業戦
略を後押しする改正、具体的には「関連意匠制度の変更」が含まれており、その他保護対象の拡充、全体意匠
と部分意匠の類似関係の成立など、出願戦略に関わる部分が改正されます。本セミナーにおいては、意匠法
の改正内容を解説するとともに、強く広い権利の取得のために必須である関連意匠や部分意匠の使い方と
改正後の予想される実務を解説させていただきます。さらに新商標の登録事例から見たデザイン（およびブ
ランド）保護戦略についても解説いたします。

テーマ・内 容開催日時

第
1
回

講　師

11 /23（土）
14：00～16：30

第
2
回

12/  7（土）
14：00～15：30

12/14（土）
14：00～16：30

第
3
回

第
４
回

大阪パテントセミナー （会場：TKPガーデンシティ大阪梅田） 定員：230名応用編MAP

❷

弁理士

今井 寛二

弁理士

萩森　 学

弁理士

原 　晶子

弁理士

井上 一生

弁理士

松井 宏記

弁理士

松下　 正

医師・弁理士

越智 　豊

（独）工業所有権情報・研修館
近畿統括本部

川島 泰介 氏
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滋賀パテントセミナー（会場：コラボしが２１） 定員：45名

大学における産学連携・知的財産活動の奮闘 
～大学だからこその難しさ、楽しさから～11/30（土）

10：00～12：30 2016年閣議決定された日本再興戦略では、2025年度までに企業から大学等への投資をOECD諸国以
上の３倍増とする目標を掲げています。これを目標とした特に医学系大学の産学連携・知的財産担当の立場
から、その奮闘についてお話しします。

テーマ・内 容開催日時

午
前
の
部

講　師

11/30（土）
14：00～16：30

特許侵害訴訟への対応と戦略
特許侵害訴訟の提起から判決に至るまでの各段階で、原告・被告の双方代理人が、それぞれどのようなポイ
ントを検討し、対応しているかを具体的な事例に即しながら説明します。

午
後
の
部

京都パテントセミナー（会場：京都リサーチパーク） 定員：120名MAP

●❺

11/  ２（土）
10：00～12：30

初めての特許・実用新案
知財分野の初心者の方を対象として、特許・実用新案の基礎的な制度概要について説明するとともに、
J-PlatPatによる特許調査の基本から出願書類の作成まで、簡単な事例を通して、分かりやすく説明します。

テーマ・内 容開催日時

午
前
の
部

講　師

11/  ２（土）
14：00～16：30

初めての意匠・商標
「意匠」および「商標」の制度をよくご存じない方を対象に、これら制度全体の概要を説明します。意匠・商標
の保護対象、出願から登録までの流れ、権利行使などについて、具体的な事例を交えて解説します。

午
後
の
部

兵庫パテントセミナー（会場：スペースアルファ三宮） 定員：90名MAP

❸

MAP

❼

10/12（土）
10：00～11：45

意匠の認定と創作性判断
意匠権取得における特許庁、裁判所における意匠の捉え方、視点の置き方や認定を解説し、創作非容易性判
断手法を審決や判決の事例で説明します。

テーマ・内 容開催日時
午
前
の
部

講　師

10/12（土）
14：00～16：30

モノのカタチとトレードマーク
立体商標とトレードドレスについて説明します。モノのカタチは商標法で保護されるのか、みんなで考えてみましょう！

午
後
の
部

奈良パテントセミナー（会場：奈良商工会議所） 定員：90名MAP

●❹

10/26（土）
14：00～16：30

AI/IoT関連技術の知財保護 ～AIで特許を取れる？～
昨今、AIやIoTに関連する新しい技術やデータを知的財産権でどのように保護したら良いかが話題になっています。
本セミナーでは、AI/IoT関連技術を開発する際に留意すべき点について、特に特許に焦点をあてて解説します。

テーマ・内 容開催日時 講　師

和歌山パテントセミナー（会場：和歌山商工会議所） 定員：50名MAP

●❻

11/16（土）
14：00～16：30

eコマースと知的財産権
地理的関係から、eコマースを利用されている県内企業様が多数おられます。しかし、ブランド名や商品外観
写真などが、模倣者により無断掲載され、誤購入されたお客様から苦情の電話を受ける、というケースが増
えております。このような場合、どのように対応すればよいかについて説明します。

テーマ・内 容開催日時 講　師

弁理士

山本 岳美

弁理士

川上 桂子

弁理士

中西 康文

弁理士

竹内 公孝

弁理士

岡田 充浩

弁理士

佐々木 健一

弁護士・弁理士

辻村 和彦

大阪工業大学大学院
教授

山田 繁和 氏

42 2019 年 9 月号（No.204）



432019 年 9 月号（No.204）

FAX

＠

□ □

TELふりがな

お名前

ご住所
□勤務先 □ご自宅

E-mail

所属部署名

勤務先

今後、日本弁理士会関西会が行う講演会・
セミナー等の案内を希望されますか？

※当セミナーのお申込確認や追加のご案
内をさせていただく場合がございます。

●個人情報保護の観点から、記入いただきました情報は厳重に管理し、当該事業以外の目的に用いません。●お申し込み後は参加証を発行致しませんので直接会場にお越
しください。●定員となり次第、締め切らせていただきますのでご了承願います。●会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

各セミナー 日　時 チェック欄
10/12 （土）10：00～11：45午前の部

滋　賀 MAP❼

10/12 （土）14：00～16：30午後の部

11/30 （土）10：00～12：30午前の部

兵  庫 MAP❸

11/30 （土）14：00～16：30午後の部

各セミナー 日　時 チェック欄

  9/28（土）10：00～12：30第1回

  9/28（土）14：00～16：30第2回

11/  9 （土）10：00～12：30第3回

大　阪
MAP❶基礎編

11/  9 （土）14：00～16：30第4回

10/19（土）14：00～16：30第1回

11/23（土）14：00～16：30第2回

12/  7 （土）14：00～15：30第3回

12/14（土）14：00～16：30第4回

奈  良 MAP❹ 10/26 （土）14：00～16：30

京  都 MAP❺
11/  2（土）10：00～12：30午前の部

11/  2（土）14：00～16：30午後の部

和歌山 MAP❻ 11/16 （土）14：00～16：30大　阪
MAP❷応用編

パテントセミナー 2019申込書 ※ご希望の講座の下記表右のチェック欄に○印をご記入ください。

日本弁理士会関西会のホームページよりお申込ください。
URL:http://www.kjpaa.jp/

ご希望講座の下記表右のチェック欄に○印を入れ、必要事項をご記入の上、お送りください。
FAX:06-6443-9912

※会場へは公共交通機関をご利用ください。
※QRコードを読み込むと各会場の地図情報がご覧になれます。一部の機種ではご覧になれない場合もあります。

大津市勤労者
体育センター

毎日新聞社
大津支局大津中央

郵便局

湖岸道路
至浜大津

石場駅

NHK

公園

びわ湖ホール

GS

コラボしが21

N

大津市打出浜２－１
最寄駅
京阪電鉄「石場駅」より
徒歩3分

❼コラボしが21

三条通り

道
の
ぎ
ら
す
や

奈良
県庁

奈良女子大学

春日ホテル

興福寺

近鉄
奈良

やまと
会議室

奈良商工会議所

N

奈良市登大路町36-2

最寄駅
近鉄「奈良駅」より徒歩1分

❹奈良商工会議所

N
ヨドバシ
カメラ

JR
大阪

田
梅
西

梅田
駅

ハービス
OSAKA

阪神
百貨店

ザ・リッツ・
カールトン大阪

毎日
新聞

ハハ

毎毎毎日
新新聞

日本弁理士会関西会

パシフィックス
マークス西梅田

大阪市北区梅田
3-3-20｠明治安田生命
大阪梅田ビル25階
最寄駅
ＪＲ環状線・京都線・神戸線「大阪駅」
より徒歩10分
大阪メトロ四ツ橋線「西梅田駅」より
徒歩8分・御堂筋線「梅田駅」より
徒歩10分
阪神線「梅田駅」より徒歩10分
※地下道からお越しの方は
  OsakaGardenCity　番号「６－
３０」を目印にお越しください
 OsakaGardenCity　

❶

大阪市福島区
福島5-4-21
TKPゲートタワービル
最寄駅
ＪＲ環状線「大阪駅」より徒歩8分
ＪＲ環状線「福島駅」より徒歩3分
大阪メトロ御堂筋線「梅田駅」より
徒歩13分・四ツ橋線「西梅田駅」
より徒歩2分 
阪神線「福島駅」より徒歩4分
ＪＲ東西線「新福島駅」より徒歩5分
※地下道からお越しの方は
OsakaGardenCity 番号「6-2」を
目印にお越しください

❷

和歌山商工会議所

市役所

けやき大通り

中央郵便局
和歌山城

大同生命ビル

南海
和歌山市

消防署
毎日新聞

至JR和歌山

N

和歌山市西汀丁36

最寄駅

最寄駅

JR「和歌山駅」より和歌山バス
にて約10分「市役所前」下車
すぐ
南海「和歌山市駅」より
和歌山バスにて約10分
「市役所前」下車すぐ

❻和歌山商工会議所

神戸市中央区
三宮町1-9-1
三宮センタープラザ東館6階

JR神戸線「三ノ宮」駅、
阪急・阪神・地下鉄・ポートライナー
「三宮」駅より徒歩約5分
地下鉄海岸線「三宮・花時計前」駅より
徒歩約3分

KRP西地区  ルーム1

五条通
スシロー

TSUTAYA

花屋町通

通
本
千
新

通
松
本
七

口
波
丹
JR

京都リサーチパーク西地区

区
地
東

館
号
４

N

京都市下京区
中堂寺粟田町93　
4号館2階

最寄駅
JR山陰本線「丹波口駅」
より徒歩5分

❺京都リサーチパーク

日本弁理士会関西会 TKPガーデンシティ大阪梅田

❷ F A X よ り

❶ホームページより
パテントセミナー 2019 申込方法

会場MAP
定員140名

定員90名

定員45名

定員120名 定員50名

定員230名

N

日本弁理士会
関西会

セブン
イレブン

大阪 応用編大阪 基礎編

N

フ
ラ
ワ
ー
ロ
ー
ド

三宮
駅

地下
鉄西
神・
山手
線

阪急
神戸
線

三宮
駅

JR
神
戸
線

神戸
市役
所三宮

セン
ター
街

生
田
筋
↓

京
町
筋
↓

スペースアルファ三宮

三
ノ
宮
駅

❸スペースアルファ三宮 定員90名
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お問い合わせやご送付先に変更がございました場合には 日本弁理士会　経営・支援室まで
電 話：03－3519－2709（直） FAX：03－3519－2706
MAIL：shien@jpaa.or.jp
H P：https : //www.jpaa.or.jp/support_activity/

常設知的財産相談室（無料）
※すべて事前予約制です。

☎
URL：http：//jpaa-hokkaido.jp/
相談時間：毎週火曜日・金曜日／ 14：00～ 16：00

☎ ０２２-２１５- ５４７７
URL：https：//www.jpaa-tohoku.jp/
相談時間：毎週火曜日／ 13：00～ 16：00

☎ ０７６-２６６- ０６１７
URL：http：//www.jpaa-hokuriku.jp/
相談時間：※相談日はホームページをご覧ください。

☎ ０３-３５１９- ２７０７
URL：https：//www.jpaa-kanto.jp/
相談時間：月～金曜日／ 10：00～ 12：00、
　　　　　　　　　　 14：00～ 16：00

☎ ０５２-２１１- ３１１０
URL：http：//www.jpaa-tokai.jp/
相談時間：月～金曜日／ 13：00～ 16：00

☎ ０６-６４５３- ８２００
URL：http：//www.kjpaa.jp/
相談時間：月～金曜日／ 10：00～ 12：00、
　　　　　　　　　　 14：00～ 16：00

☎ ０８２-２２４- ３９４４
URL：https：//www.jpaa-chugoku.jp/
相談時間：毎週水曜日／ 13：00～ 15：00

☎ ０８７-８２２- ９３１０
URL：http：//jpaa-shikoku.jp/
相談時間：※相談日はホームページをご覧ください。

☎ ０９２-４１５- １１３９
URL：http：//www.jpaa-kyusyu.jp/
相談時間：毎週木曜日／ 10：00～ 12：00、
　　　　　　　　　　 13：00～ 15：00

北海道会

北陸会

東海会

中国会

四国会

東北会

関東会

関西会

九州会


