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1．はじめに

知的財産支援センター センター長４年目になりました羽鳥

亘です。

日本弁理士会の対外支援事業の中核となる組織である知的

財産支援センター（以下、「支援センター」という。）は、昨

年度発足 20 周年となり、人に例えれば成人式後の確実な成人

としての第一歩を歩みだすことになりました。

本年度は、支援センターの設立意義の再認識と、各事業部の活動内容の再認識を改めて

行う事により、弁理士使命条項に記載された「知的財産権の利用の促進」を担保し得る積

極的対外支援を行う中核組織として、より一歩進んだ形で活動を加速していきたいと考え

ています。

支援センターの支援の有り様は、地域会ができることは地域会が行うこととし、特に関

東、関西、東海以外の、運営を担う会員数を充分確保することが難しく、かつ広域である

事情を抱える６地域会が行う知財支援活動を、積極的に応援していきたいと考えています。

日本弁理士会は、「知的財産推進計画」策定前から、中小企業を軸とする地域知財支援

や教育支援を行なってきており、国民の負託に応えるべき社会的組織としての責務を、当

然のように果たしてきたものと考えています。

支援センターに課せられた使命は、これに加えて、社会貢献事業を、日本弁理士会の

プレゼンス向上という明確な意義に収斂させながら、バランス良く、かつ効果的に発展さ

せることにありますので、この方向性を基本活動として大切に育てていきたいと考えて

います。

尚、新型コロナ対策としてのリモート授業や各種講演等も積極的に検討・実施していきます。

２．活動の主な柱

本年度は、支援センターの本業を確実に実行するために、次の項目を柱として、事業展

開したいと考えています。

（1）教育支援体制

（2）協定を軸とした活動

（3）出願援助事業による支援

知的財産支援センター
　　　　　　センター長に就任して

知的財産支援センター
センター長　羽鳥　亘
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（4）支援情報及び成果の一元化

３．事業概要（各論）

（1）教育支援体制

① 　弁理士会として、小中高生に対する出張授業を開始して 15 年以上となりますが、

今後とも、関東、東海、関西以外の地域会において小中高の知財授業の「講師のなり

手」を育成することに力を入れていきます。  

　特に、関東、東海、関西以外の６地域会にある小中高校から出張授業依頼があった

場合だけでなく、当該地域の少年少女発明クラブ（発明推進協会運営）に対して、該

当地域在住の全会員を対象に広く講師を募集することにより、多くの会員の協力を得

て出張授業を行っていきたいと考えています。  

　また、上記出張授業に際しては、新型コロナ対策として、リモートによる授業も検

討・実施していきます。  

　授業用コンテンツ等の追加・改良等を行う事により、このコンテンツを積極的に活

用した弁理士による知的財産教育体制を確立し、当該地域在住の会員が講師として永

続的に知財授業を行う事が出来るように「講師のなり手育成」を積極的に行います。  

　特に、新型コロナ対策として、弁理士会 HP に、短時間で聴講可能な授業用コンテ

ンツを複数アップすることにより、会員がリモート授業を行う場合に、容易に利用す

ることが出来るようにします。  

　また、上記「講師のなり手育成」を、弁理士法に規定されている「知的財産の専門

家である弁理士」が「弁理士による知的財産権の利用の促進」を行う積極的対外支援

（社会貢献）活動として対外的に広く広報していきたいと思います。  

　従前から行っている、内閣府「知財創造教育推進コンソーシアム」への協力（実証

授業への参加、教育教材の提供など）を引き続き行っていきます。

② 　本年度も、国立高等専門学校機構（以下、「高専」という。）との知財支援協定に基

づき、51 高専に対して、その要望に基づく具体的支援を、地域会と共に実行してい

きます。また、高専からの様々なニーズに対応するため、既存の、概要編・演習編・

権利行使編・（高専側の希望のテーマに沿って講師がオリジナルな授業を行う）オー

ダーメイド授業を行うとともに、J-PlatPat を使用した調査編も充実させていきます。

また、上記授業に際しては、新型コロナ対策として、リモートによる授業も検討・実

施していきます。高専機構と、事業に関する連絡会議も引き続き行います。

③ 　大学等支援としては、本年度も知的財産関連の各種講義（通期講座・単発セミナー

を含む）を提供していきます。  

　講義希望の大学等を選定する場合の選定基準をより明確化するとともに、個別大学



4 52020 年 8 月号（No.210）

特集／知的財産支援センター センター長に就任して

支援の枠組みを超え、新たな大学支援のスキームを確立したいと考えています。

この大学支援を通して、知財人材の育成に寄与していければと考えています。

④ 　医療系学会等支援グループによる、日本医工ものづくりコモンズ等医療系学会等へ

の協力を行っていきます。  

　昨年に引き続き、医療学会等に対して、要請に応じて弁理士を派遣し、知的財産に

関するセミナーや相談会を開催していきます。  

　医療機器の開発には、メーカーだけではなく医師が携わるケースがあり、現場の医

師からは知的財産に関する知識を身につけたいとの要望があります。  

　支援センターでは、実務に携わる医師の方々に対し、知的財産の基礎はもちろん権

利化の際の注意点まで細やかに説明し、医療分野における発明を応援していきます。

（2）協定を軸にした活動

 　支援センターは、地方自治体（2020 年８月１日時点、23 県８市（７道県は満了））と

知財支援協定を締結し、知的財産セミナー等を開催して、当該地方自治体の知財活性化

事業に協力してきました。今後とも協定締結県をさらに増加していく予定です。  

　また、協定事業に際しては、新型コロナ対策として、リモートによる講演等も検討・

実施していきます。  

　一般社団法人中小企業診断協会と協定を結んだ後、現在、傘下の各都道府県の協会と

各地域会との覚書締結が、全県で締結されています。本年度は、様々な企画を介して、

これらの協定を実のあるものにしたいと考えます。

（3）出願援助事業による支援

 　前年度休止していた出願援助事業を内容・運用を一部変更して今年度から再開します。

 　具体的には、ほぼ全ての出願手続費用を援助していた従来のやり方を改め、出願手続

費用の一部のみを援助することを考えています。  

　また、通年で申請を受け付けるのではなく、一定の募集期間を設ける方法にすること

を考えています。

（4）支援情報及び成果の一元化

 　６地域会をフォローアップするためのシンクタンク機能の充実化や、支援情報及び成

果の一元化に対応したいと考えています。この趣旨に基づき、本年度も、各地域会から

の情報の共有化を図ります。

以上
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1 8月までの支援活動

１．日　　時：令和２年１月３１日（金）１３: ５０〜１４: ３５
２．場　　所：湖南市立三雲小学校
３．対　　象：６年生３クラス８３名
４．講　　師：関西会　石原広隆、岸本忠昭会員
５．内　　容：

知的財産特別授業（寸劇）を滋賀県湖南市立三雲小学校で実施しました。同校は、琵琶湖の
南側の旧甲西町に位置し、ＮＨＫの朝ドラ「スカーレット」の舞台となっている信楽に行く
途中の旧東海道沿いにあります。

知財授業（寸劇）は、６年生３クラス 83 名を対象に行い、石原会員とのコンビは３度目で、
今回も司会役を石原会員、博士役を岸本が担当しました。授業では、児童に日常の不便を解消
するアイデアを考えてもらうために、「サラカップル」、「カタシャンボトル」、「肩ブレラ」の進
行を少しゆっくりにしました。前に出て考える人の数を多く、考える時間を長くし、また見て
いる児童にも問いかけて発言してもらうようにしました。考える時間を大切にとの思いで進め
ました。

続いて、寸劇では、怪人Ｘ役の担任の先生が出る場面になると児童の驚きと笑いが入り交じり、
見ている児童達の興味を引きつけます。授業に行く弁理士の人数を少なくするとの考えで始ま
りましたが、これはなかなかのアイデアだと今でも思います。この寸劇の途中で、「Ｆ博士の発
明品と怪人Ｘの模倣品とのどちらを買いますか？」との問いかけに対し、半数以上がＦ博士の
ものを買うと手を上げ、模倣品はよくないとの認識を持っているようでした。

寸劇が終わった時点で残り時間も少なく、クイズタイムを省略して知財授業を終わりました。
知財授業後の校長先生との話で、「弁理士のことを知らない先生も多く、このような知財授業は
良い機会になります。」とのことでした。今回も楽しい知財授業となりました。

関西会知財授業担当　岸本忠昭

関 西 会関 西 会

「知的財産特別授業」湖南市立三雲小学校

授業の様子



6 72020 年 8 月号（No.210）

8 月までの支援活動／関西会

1 １．日　　時：令和２年２月４日（火）１３: ５５〜１５: ３０
２．場　　所：寝屋川市立池田小学校
３．対　　象：６年生３クラス１０１名
４．講　　師：関西会　光明寺大道、村井康司会員
５．内　　容：

私たちが訪問した寝屋川市立池田小学校は、寝屋川市駅から徒歩 20 分程度に位置する大阪
府の郊外にある学校です。到着時間には、多くの児童たちが運動場で元気に遊びまわっている
給食後の休憩時間でしたが、教室へ行く途中に出会った児童は丁寧に挨拶をしてくれる礼儀正
しい学校でした。

今回の授業は、６年生が対象で５時間目と６時間目の２コマでした。５時間目が２クラス
合同、６時間目は単独で１クラスでした。２クラス合同の授業と１クラスのみの授業を比べると、
２クラス合同の授業の方が、１クラスのみの授業より静かでした。

授業の冒頭で紹介するエジソンの発明紹介も、２クラス合同授業では大人しい感じでスター
ト、一方で１クラスのみの授業は最初からあれこれ発言が飛び出して活発でした。発明を考え
る場合、２クラス合同より、いつもの１クラスのみの方が、じっくり考えられると思いました。

身近な発明を考えるコーナーでは、両クラス共にあれこれアイデアが出て、身体の使い方を
工夫した発明に繋がるアイデアが出てくるという、全体的に打ち解けた雰囲気になりました。

寸劇では、担任の先生に怪人Ⅹを担当してもらい、かなり盛り上がりました。
積極的に発言する児童がおり、盛り上がった授業になりました。児童には発明の楽しさを

学んでもらえたのではないかと思います。授業後には、用意していた発明品についてもっと触っ
たり、聞いてみたいという児童もあらわれました。

今後、児童たちが、知的財産を重んじる社会人となってくれたらいいなと期待しながら、
学校を後にしました。

関西会知財授業担当　村井康司

「知的財産特別授業」寝屋川市立池田小学校

授業の様子
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１．日　　時：令和２年２月１０日（月）１０: ３５〜１１: ２０
２．場　　所：御所市立葛城小学校
３．対　　象：６年生１クラス１２名
４．講　　師：関西会　古田昌稔、田中勝也会員
５．内　　容：

今回は奈良県の御所市にある葛城小学校で知財授業（寸劇）を行ってきました。同校は御所
市と葛城市の境界付近に位置し、近くには有名な金剛山、葛城山があります。

今回は６年生１クラス 12 名の授業を 45 分で行いました。少人数ということも相まって、
児童１人１人の顔を見ながら円滑に授業を行うことができました。司会進行の古田会員の優し
く丁寧な授業のおかげで、児童は真剣な表情でスライドを観て、集中して聴講していました。
積極的に手を挙げてくれる児童やちょっと大人しい児童、様々な児童がいますが、発明品を手
に取るとみんな興味深そうに触っていました。怪人Ｘを担任の先生に担当してもらうとやはり
寸劇も盛り上がります。時間が押していたため、クイズタイムは駆け足で進みましたが、やは
りこちらも正解不正解で一喜一憂し、盛り上がります。

同校では６年生のこの時期、様々な「権利」を勉強しているようで、その点においてもタイ
ミングよく「特許権」が勉強できて良かったとのことでした。この知財授業が児童の記憶に残り、
この知財授業で得た知識を少しでも役立ててくれる日がくるといいなぁ、と期待しながら校舎
を後にしました。

関西会知財授業担当　田中勝也

「知的財産特別授業」御所市立葛城小学校

授業の様子
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１．日　　時：令和２年２月１８日（火）１０: ４０〜１１: ２５
２．場　　所：藤井寺市立藤井寺西小学校
３．対　　象：６年生２クラス５８名
４．講　　師：関西会　三方英美、冨田光治会員
５．内　　容：

藤井寺市立藤井寺西小学校は、近鉄南大阪線の藤井寺駅から、藤井寺一番街を通りながら、
南へ 10 分弱歩いたところにありました。同校は、世界遺産である「百舌鳥・古市古墳群」の
古市古墳群エリア内にあり、小学校のそばには古墳があります。校長先生の話では、古墳の
中に入って遊んでもよく（一般的には入ってよい古墳は余りないそうですが。）、また、出土
品を見つけてもよいとのことで、とても身近に歴史を感じることができる、素晴らしい環境の
小学校でした。

今回は、「君も今日からエジソン」のコンテンツを、６年生 58 名に対して授業しました。児童は、
大変意欲的に知財授業に参加し、意見を聞くために挙手を求めると、多くの児童が積極的に手
を挙げて答えてくれました。

最初にバネを内蔵したぬいぐるみ「チャッピー君」に登場してもらったのですが、登場時の
盛り上がりはいまひとつでした。しかし、どうやって動くのかということにはとても興味を示
してくれました。ちょっとした不便を解決する発明品の「サラカップル」、「カタシャンボトル」、

「肩ブレラ」では、色々なアイデアを出してくれました。
寸劇の怪人Ｘ役をした担任の先生は、今回が２回目ということで、すっかり怪人Ⅹ役が板に

ついており、堂々とした怪人Ｘを演じていました。寸劇が終わった後、児童は発明を特許権で
守ることの大切さを理解してくれたようでした。

司会役の冨田会員が、丁寧に詳しく説明したことにより、弁理士のこと、発明や特許のことに、
児童は興味を持ってくれたようです。授業が終わった後には、発明品を見たり、手に取ったり
して、発明品のことを、より理解しようとしてくれていました。

関西会知財授業担当　三方英美

「知的財産特別授業」藤井寺市立藤井寺西小学校

授業の様子



10 2020 年 8 月号（No.210）

8 月までの支援活動／関西会

１．日　　時：令和２年２月２１日（金）１０: ４０〜１１: ２５
２．場　　所：アサンプション国際小学校
３．対　　象：６年生１クラス２４名
４．講　　師：関西会　山本雅之、吉永元貴会員
５．内　　容：

〜苔ふかきみのおの山の杉の戸にただ声きけば鹿の音ばかり〜（鴨長明）。
箕面駅を降りると空気感がとても心地良く、さすが滝や紅葉などの観光名所と言われている

場所だけあると感じました。しかしながら、今回我々が訪問する小学校はそんな山奥ではなく、
閑静な住宅街の中を歩いた先にありました。

学校に入ると、廊下を走っていた女子児童が我々を見るや否や立ち止まり、元気良く挨拶を
したので、その姿勢に心地良さを感じました。

授業の前に児童数の話を伺ったところ、３年前から共学となったばかりで、未だ４〜６年生
は女子児童のみとの事でした。休み時間になり、別の教室から児童達が教室に帰ってくると、
とても賑やかな雰囲気になりました。そして、授業を開始しました。

１クラスだけでしたので、児童との距離は近く、反応がとてもよかったです。
「弁理士を知ってる人？」と聞くと、いつもは静かになるのですが、２〜３人「名前だけ聞い

たことがある！」という返答があり、嬉しくなりました。
そして、「肩ブレラ」などの発明品の紹介をしていくときも、とても良い反応が得られました。

また、エフ博士と怪人Ⅹの寸劇については、「どちらから買う？」という質問に対し、特許制度
の説明前からエフ博士の正規品を購入したいという児童が多かったので、みんな心が綺麗だと
感心しました。また、発明品紹介の場面でも、フィットカットカーブ※のはさみを持っている
児童も居たり、色々進んでいるなぁと思いました。

授業が終わり休み時間になり、ダンスのレッスンを始め出した児童から、「音楽にも特許って
ありますか？」という質問を受け、著作権の話をすると、すぐに納得してくれました。

知的な児童が多く、今後知財に関係する大人になって欲しいと思いました。

関西会知財授業担当　山本雅之
※「フィットカットカーブ」はプラス株式会社の登録商標です。

「知的財産特別授業」アサンプション国際小学校

授業の様子



10 112020 年 8 月号（No.210）

2 支援活動予定表（9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）

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 20.08.26 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

毎月第１火曜日
※�祝祭日の場合は�
翌週火曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（木更津商工会議所） 木更津商工会議所

神崎正浩
矢上礼宣
高橋洋平

毎月第１及び第３水曜日
※�祝祭日の場合は�
翌週水曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（佐倉商工会議所） 佐倉商工会議所

高橋昌義
相田悟
高田大輔
堀宏光
木船英雄
上村陽一郎
八木田智

毎月第１水曜日
※�祝祭日の場合は�
翌週水曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（市川商工会議所） 市川商工会議所

若田充史
松本龍太郎
市野要助
伊藤信和
山川啓

毎月第１及び第３木曜日
※�祝祭日の場合は�
翌週木曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（船橋商工会議所） 船橋商工会議所

日向麻里
角田朗
田久保泰夫
堀宏光
高松武生

隔月偶数月第２火曜日
※�祝祭日の場合は�
翌週火曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（成田商工会議所） 成田商工会議所 高橋昌義

石野知宏

毎月第３火曜日
※�祝祭日の場合は�
翌週火曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（習志野商工会議所） 習志野商工会議所 中村裕行

加藤義博

毎月第４火曜日
※祝祭日を除く

2020年度弁理士による特許無料相談会
（東葛テクノプラザ） 東葛テクノプラザ

市野要助
高橋洋平
堀宏光
相田悟
角田朗
田久保泰夫
中村裕行
日向麻里

東京

毎月第２・４木曜日
※祝祭日を除く 2020年度東京商工会議所専門相談 東京商工会議所中小企業相談センター

澁川喜和夫
山口幸久
岩見晶啓
三原秀子
須藤修三
折居章

20.09.10 2020年度上期知財無料相談会（町田） 町田新産業創造センター 保坂俊

20.09.16 2020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） 下村和夫

20.09.25 2020年度上期
BusiNest無料知的財産相談会 BusiNest内会議室 山口幸久

20.10.26
21.02.26
21.03.22

2020年度豊島区専門家合同相談会 豊島区役所 東京委員会委員

相　談

２．支援活動予定表（9月から）／相談
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神奈川 毎月第２・４金曜日
※祝祭日を除く

神奈川県立川崎図書館
令和２年度知的財産相談事業 県立川崎図書館知財スポット

砂場哲郎
岩崎孝治
小板橋浩之
金子正彦
和泉順一
三宅康雅
坂田ゆかり
後藤仁志
穂坂道子
砂場哲郎
江畑耕司

山梨 毎月第２火曜日 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 土橋博司
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）

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）
※現在は電話相談のみ開催

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）
※９月は平日午前午後、電話相談のみ開催

関西会事務所 関西会所属弁理士

奈良
月〜金
（�10:00 〜 12:00、
13:00 〜 17:00）

知的財産無料相談
（要予約・個人面談方式）
※現在は電話相談のみ開催

奈良県北部：アクティ奈良
奈良県中部：橿原商工会議所
奈良県南部：五條市商工会

奈良地区会所属
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）

広島県 毎週水曜日
（13:00 〜 15:00） 常設知的財産相談室 中国会事務所 中国会所属弁理士

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

常設知的財産相談室
（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 毎週木曜日
10:00〜15:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式）
※現在は電話相談のみ開催

九州会事務所 九州会所属弁理士

２．支援活動予定表（9月から）／相談
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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）

栃木
20.09.03 知的財産特別授業 県立足利工業高等学校 伊藤夏香

須長英男

20.09.09 知的財産特別授業 県立宇都宮工業高等学校 若崎義和
高橋洋平

千葉
20.10.10 千葉市科学フェスタ2020 きぼーる 千葉委員会委員

20.11.25 知的財産特別授業 東海大学付属市原望洋高等学校 斉藤進
山下滋之

東京
20.09.13 知的財産特別工作授業 江戸川区子ども未来館

富所英子
金子正彦
高橋洋平

20.12.15 知的財産特別授業 都立工芸高等学校 岩崎孝治
上田精一

山梨 20.12.05 知的財産特別工作授業 アイメッセ山梨 志村正樹
高原千鶴子

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

20.09.07 知的財産特別授業 河内長野市立小山田小学校 千原清誠
中村忠則

20.10.13 知的財産特別授業 大阪市立加美東小学校 渥美元幸
長尾誠

21.01.21 知的財産特別授業 吹田市立山田第五小学校
柳瀬智之
山本康平
福田千陽

兵庫 20.10.23 知的財産特別授業 西脇市立芳田小学校 水田慎一
柏原啓伸

奈良 20.10.30 知的財産特別授業 御所市立葛城小学校 三方英美

和歌山 20.11.13 知的財産特別授業 かつらぎ町立大谷小学校 古田昌稔
飯田淳也

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）

広島県
未定 知的財産セミナー 呉工業高等専門学校

保坂幸男
正井純子
二上裕之

未定 知的財産セミナー 大島商船高等専門学校 木村正彦

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
20.10.15
20.10.22
20.10.29

令和２年度「かがわ知財経営塾」 香川産業頭脳化センター 松島理

講　演

２．支援活動予定表（9月から）／講演
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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
20.09.29 第62回青森県発明くふう展・審査会 青森県共同ビル 角田世治
20.10.31 第62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
20.11.20 令和２年度地方発明表彰・表彰式 青森国際ホテル 齋藤昭彦

岩手
20.10.01 第56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
20.10.24 第56回岩手県発明くふう展・表彰式 岩手県工業技術センター 村雨圭介

宮城
20.10.13 第33回みやぎ発明くふう展・審査会 東北電力グリーンプラザ 若山剛

20.12.08 第33回みやぎ発明くふう展及び
第24回みやぎ未来の科学の夢絵画展・表彰式 宮城県産業技術総合センター 若山剛

秋田
20.10.29 第69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 齋藤昭彦
20.11.01 第69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 齋藤昭彦

山形
20.10.21 第55回山形県発明くふう展・審査会 天童ターミナルビル「パルテ」 佐藤司
20.10.25 第55回山形県発明くふう展・表彰式 天童ターミナルビル「パルテ」 佐藤司

福島
20.10.27 第66回福島県発明展・審査会 郡山市労働福祉会館 鈴木俊二
20.11.01 第66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）

富山 20.08.21 地方発明表彰中部地区選考委員会 富山県民会館 山川正男

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
20.06.01〜10.23 板橋製品技術大賞知的財産審査 ─

松本慎一郎
森田義則
澁川喜和夫

20.09.08〜09 板橋製品技術大賞知的財産審査・表彰式 未定 伊藤夏香
清水聡子

神奈川

20.09.24
20.11.26
21.01.28
21.03.25

令和２年度企業関係者と弁理士の知財研究会 県立川崎図書館カンファレンスルーム 保科敏夫
鈴木一徳

山梨 20.09.01〜15 令和２年度
中小企業等外国出願支援事業審査 ─ 磯部光宏

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 20.10.14 〜 15 大阪勧業展2020 マイドームおおさか 未定

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）

島根県
20.10.26 令和２年度地方発明表彰中国・表彰式 サンラポーむらくも 信末孝之
20.11.08 第23回島根家学生児童発明くふう展・審査会 出雲科学館 河野生吾

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
20.09下旬 第76回香川の発明くふう展・予備審査会 香川産業頭脳化センター 中井博

20.10.08 第76回香川の発明くふう展・審査会・表彰式 香川産業頭脳化センター 中井博
小笠原宜紀

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

20.10.07 〜 09
のいずれか

第63回福岡県児童生徒発明くふう展
（福岡）・審査会 未定 未定

20.10.11 第63回福岡県児童生徒発明くふう展
（福岡）・表彰式 未定 未定

熊本
20.10.28 第55回熊本県発明工夫展・審査会 植木文化センター 未定
20.11.05 第55回熊本県発明工夫展・表彰式 植木文化センター 未定

大分
20.10.26 第79回大分県発明くふう展・審査会 県立美術館（OPAM） 未定
20.11.01 第79回大分県発明くふう展・表彰式 県立美術館（OPAM） 未定

宮崎
20.10.15 第79回宮崎県学校発明くふう展審査会 宮崎科学技術館 未定
20.11.21 第79回宮崎県学校発明くふう展・表彰式 県庁本館講堂 未定

その他

２．支援活動予定表（9月から）／その他
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3 支援活動一覧表（8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

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

毎月第１火曜日
※�祝祭日の場合は�
翌週火曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（木更津商工会議所） 木更津商工会議所

神崎正浩
矢上礼宣
高橋洋平

毎月第１及び第３水曜日
※�祝祭日の場合は�
翌週水曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（佐倉商工会議所） 佐倉商工会議所

高橋昌義
相田悟
高田大輔
堀宏光
木船英雄
上村陽一郎
八木田智

毎月第１水曜日
※�祝祭日の場合は�
翌週水曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（市川商工会議所） 市川商工会議所

若田充史
松本龍太郎
市野要助
伊藤信和
山川啓

毎月第１及び第３木曜日
※�祝祭日の場合は�
翌週木曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（船橋商工会議所） 船橋商工会議所

日向麻里
角田朗
田久保泰夫
堀宏光
高松武生

隔月偶数月第２火曜日
※�祝祭日の場合は�
翌週火曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（成田商工会議所） 成田商工会議所 高橋昌義

石野知宏

毎月第３火曜日
※�祝祭日の場合は�
翌週火曜日

（一社）千葉県発明協会知財相談室
（習志野商工会議所） 習志野商工会議所 中村裕行

加藤義博

毎月第４火曜日
※祝祭日を除く

2020年度弁理士による特許無料相談会
（東葛テクノプラザ） 東葛テクノプラザ

市野要助
高橋洋平
堀宏光
相田悟
角田朗
田久保泰夫
中村裕行
日向麻里

東京

毎月第２・４木曜日
※祝祭日を除く 2020年度東京商工会議所専門相談 東京商工会議所中小企業相談センター

澁川喜和夫
山口幸久
岩見晶啓
三原秀子
須藤修三
折居章

20.08.13 2020年度上期知財無料相談会（町田） 町田新産業創造センター 本谷孝夫

20.08.19 2020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） 保坂俊

20.08.28 2020年度上期
BusiNest無料知的財産相談会 BusiNest 本谷孝夫

神奈川 毎月第２・４金曜日
※祝祭日を除く

神奈川県立川崎図書館
令和２年度知的財産相談事業

県立川崎図書館
知財スポット

砂場哲郎
岩崎孝治
小板橋浩之
金子正彦
和泉順一
三宅康雅
坂田ゆかり
後藤仁志
穂坂道子
砂場哲郎
江畑耕司

山梨 毎月第２火曜日 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 土橋博司
堀内正優

相　談

３．支援活動一覧表（8月分）／相談
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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）

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）
※現在は電話相談のみ開催

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）
※�７、８月は月水金、午後のみ、�
電話相談のみ開催
※９月は平日午前午後、電話相談のみ開催

関西会事務所 関西会所属弁理士

奈良
月〜金
（�10:00 〜 12:00、
13:00 〜 17:00）

知的財産無料相談
（要予約・個人面談方式）
※現在は電話相談のみ開催

奈良県北部：アクティ奈良
奈良県中部：橿原商工会議所
奈良県南部：五條市商工会

奈良地区会所属
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）

広島 毎週水曜日
（13:00〜15:00） 常設知的財産相談室 中国会事務所 中国会所属弁理士

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

常設知的財産相談室
（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 毎週木曜日
10:00 〜 15:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式）
※現在は電話相談のみ開催

九州会事務所 九州会所属弁理士

３．支援活動一覧表（8月分）／相談
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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
20.08.07
20.08.14
20.08.21

「知的財産戦略論」講義⑥〜⑧ 室蘭工業大学 内海司

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 20.08.09 知的財産特別工作授業 江戸川区子ども未来館
富所英子
金子正彦
高橋洋平

講　演

その他
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 20.7.20〜8.31 サイエンスパーク・ファン（ウェブ開催） ウェブ開催 （データ提供のみ）

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 20.08.04 令和２年度　岩手県知財金融推進�
コンソーシアム運営会議 岩手県工業技術センター 村雨圭介

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）

富山 20.08.21 地方発明表彰中部地区選考委員会 富山県民会館 山川正男

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 20.06.01〜10.23 板橋製品技術大賞知的財産審査 ─
松本慎一郎
森田義則
澁川喜和夫

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）

島根 20.08.25 令和２年度地方発明表彰中国・審査会 サンラポーむらくも 河野生吾

３．支援活動一覧表（8月分）／講演／その他
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ポイント❹

社会貢献の一環として
大学、大学院、専門学校
等での知的財産教育支
援活動を行っています。

ポイント❷

地方自治体と日本弁理士会
との協定に基づき、地方自
治体の知的財産関連施策の
実施を支援していきます。
※協定実績については下図
参照。

ポイント❶

全国各地で知的財産無料
相談会を開催しています。
中小企業、ベンチャー企業
等に役立つ実務レベルの
セミナーも開催しています。

ポイント❸

日本全国、様々な場面で｢弁 理士｣がお手伝いします。

弁理士と日本弁理士会日本弁理士会と地方自治体との知的財産支援協定実績（2019年5月現在）

知的財産に関する専門家である
弁理士を小中高等学校等に派遣
して、知的財産を理解してもらう
ための授業（出張授業）を行って
います。

自治体で知的財産関連のイベントを
実施したいときは…

小中高等学校等に知的財産の
授業を取り入れたいときは…

大学の講義に知的財産教育を
取り入れたいときは…

知的財産について
相談したいときは…

　発明者・創作者・企業家の汗と涙の結晶である「知的財産」。この知的財産の創造から保護、活用までをトータル

してサポートするのが、知的財産に関する専門家である弁理士です。

　例えば、素晴らしいアイデアを思いついたときに、弁理士は専門的な知識を活かし、次のようなサポートであなた

の権利の保護と活用に貢献します。

・先行技術等の有無についての調査を行います。

・代理人として、出願から権利化までの種々の段階で特許庁の審査官とやりとりをし、強い権利の取得を目指します。

・外国出願、ライセンス契約、審決取消訴訟や侵害訴訟の場でも活躍します。

　特許権をはじめとする産業財産権に限らず、著作権や不正競争行為の防止など、弁理士は知的財産に関するあ

らゆる相談に応じ、権利の保護や権利侵害の回避に貢献します。

　弁理士は、国家資格を有する知的財産に関する専門家です。

日本弁理士会は平成25年度から、47都道府県に置かれた工業所有権情報・研修館（INPIT）が実施している知財総合

支援窓口に、適切な人選をした上で知的財産専門家として弁理士を派遣しています。

■知財総合支援窓口

■弁理士は知的財産に関する専門家

無料相談ページへアクセス

https://www.jpaa.or.jp/
howto-request/free_consultation/

出張授業ページへアクセス

https://www.jpaa.or.jp/activity/
teaching/dispatch/

講師派遣ページへアクセス

https://www.jpaa.or.jp/activity/
teaching/dispatch/

地方自治体との協定ページへアクセス

https://www.jpaa.or.jp/
activity/support/agreement/

●＝日本弁理士会と知的財産支援協定を
　　締結した地方自治体
●＝日本弁理士会と知的財産支援協定を
　　締結し、満了した地方自治体

●
●

●

●

北海道

岩手県
宮城県

青森県

秋田県

福島県

石川県
長野県

広島県

土佐市
香川県

高知県鹿児島県
大分県

栃木県

郡山市

神奈川県

町田市

福岡県
佐賀県
熊本県

石垣市

●

山形県

島根県

鳥取県

愛媛県

横浜市
富士宮市徳島県

川崎市

CMYK　TA-19-690　知的財産支援活動パンフレット（中小企業向け）改訂増刷　裏　再校　7/2　岡原興兒　PTR　CS3　EQ

天

地
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ポイント❹

社会貢献の一環として
大学、大学院、専門学校
等での知的財産教育支
援活動を行っています。

ポイント❷

地方自治体と日本弁理士会
との協定に基づき、地方自
治体の知的財産関連施策の
実施を支援していきます。
※協定実績については下図
参照。

ポイント❶

全国各地で知的財産無料
相談会を開催しています。
中小企業、ベンチャー企業
等に役立つ実務レベルの
セミナーも開催しています。

ポイント❸

日本全国、様々な場面で｢弁 理士｣がお手伝いします。

弁理士と日本弁理士会日本弁理士会と地方自治体との知的財産支援協定実績（2019年5月現在）

知的財産に関する専門家である
弁理士を小中高等学校等に派遣
して、知的財産を理解してもらう
ための授業（出張授業）を行って
います。

自治体で知的財産関連のイベントを
実施したいときは…

小中高等学校等に知的財産の
授業を取り入れたいときは…

大学の講義に知的財産教育を
取り入れたいときは…

知的財産について
相談したいときは…

　発明者・創作者・企業家の汗と涙の結晶である「知的財産」。この知的財産の創造から保護、活用までをトータル

してサポートするのが、知的財産に関する専門家である弁理士です。

　例えば、素晴らしいアイデアを思いついたときに、弁理士は専門的な知識を活かし、次のようなサポートであなた

の権利の保護と活用に貢献します。

・先行技術等の有無についての調査を行います。

・代理人として、出願から権利化までの種々の段階で特許庁の審査官とやりとりをし、強い権利の取得を目指します。

・外国出願、ライセンス契約、審決取消訴訟や侵害訴訟の場でも活躍します。

　特許権をはじめとする産業財産権に限らず、著作権や不正競争行為の防止など、弁理士は知的財産に関するあ

らゆる相談に応じ、権利の保護や権利侵害の回避に貢献します。

　弁理士は、国家資格を有する知的財産に関する専門家です。

日本弁理士会は平成25年度から、47都道府県に置かれた工業所有権情報・研修館（INPIT）が実施している知財総合

支援窓口に、適切な人選をした上で知的財産専門家として弁理士を派遣しています。

■知財総合支援窓口

■弁理士は知的財産に関する専門家

無料相談ページへアクセス

https://www.jpaa.or.jp/
howto-request/free_consultation/

出張授業ページへアクセス

https://www.jpaa.or.jp/activity/
teaching/dispatch/

講師派遣ページへアクセス

https://www.jpaa.or.jp/activity/
teaching/dispatch/

地方自治体との協定ページへアクセス

https://www.jpaa.or.jp/
activity/support/agreement/

●＝日本弁理士会と知的財産支援協定を
　　締結した地方自治体
●＝日本弁理士会と知的財産支援協定を
　　締結し、満了した地方自治体

●
●

●

●

北海道

岩手県
宮城県

青森県

秋田県

福島県

石川県
長野県

広島県

土佐市
香川県

高知県鹿児島県
大分県

栃木県

郡山市

神奈川県

町田市

福岡県
佐賀県
熊本県

石垣市

●

山形県

島根県

鳥取県

愛媛県

横浜市
富士宮市徳島県

川崎市
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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
U R L　 ：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

それいけ
支援センタくん

飯岡菜子


