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特集／ JPO/IPR オンライン研修（IP トレーナーズコース）

概　要：
「JPO/IPR 研修」とは一般社団法人発明推進協会が特許庁の委託を受け、1996 年よりア
ジア太平洋地域を中心とする途上国において、産業財産権に携わる人材を育成することを
目的として東京で開催する各種の国際研修になります。なお、本年度は、新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響により、海外からの来日が困難であるため、録画配信や LIVE配信に
よるオンラインでの研修となりました。
本年度の同研修の「IPトレーナーズコース」では、羽鳥センター長が「研修科目：創造
教育（1）小・中学生に対する弁理士会の創造性育成活動」について 9月 14 日に弁理士
会が所有する電子紙芝居「パン職人レオ君の物語」の英語版の収録・講義、10 月 1 日に
LIVE配信講義を行いました。

電子紙芝居「パン職人レオ君の物語」の英語版の収録 （事前録画講義）
9 月 14 日に羽鳥センター長・石原副センター長と、電子紙芝居「パン職人レオ君の物語」
の英語版の収録に声優として参加しました。

JPO/IPRオンライン研修
（IPトレーナーズコース）

日　時：令和２年９月14日（月）10：00～12：00
場　所：（一社）発明推進協会
　　　　　　　　　　　　アジア太平洋工業所有権センター
参加者：知的財産支援センター　センター長　羽鳥　亘
　　　　　　　　　　　　　　副センター長　石原進介
　　　　　　　　　　　　第１事業部副部長　宮北康之

日　時：令和２年10月１日（木）15：00～16：00
場　所：（一社）発明推進協会　アジア太平洋工業所有権センター
参加者：知的財産支援センター　センター長　羽鳥　亘
　　　　　　　　　　　　　　副センター長　石原進介
　　　　　　　　　　　　　第１事業部部員　河村慎一
対　象：JPO／ IPRオンライン研修生　20名

【電子紙芝居「パン職人レオ君の物語」の英語版の収録】

【LIVE配信講義】



52020 年 11 月号（No.213）

特集／ JPO/IPR オンライン研修（IP トレーナーズコース）

電子紙芝居「パン職人レオ君の物語」は、弁理士会が提供する知財授業用のコンテンツ
であり、動物たちが暮らす村や町を舞台に繰り広げられる物語を通して、「発明をした場
合に特許を取ること」の重要性をやさしく説明するものです。
主人公のパン職人レオ君の役を石原副センター長が、ナレーション、レオ君の親友の機
械職人のゴリ君、レオ君と競合するパン職人のシン君やパン工場経営者リトおじさんなど
の役を羽鳥センター長が、レオ君に色々とアドバイスをする老弁理士のキヨ さんの役を
私、宮北が担当しました。
物語は、3章で構成されており、第 1章では、レオ君が考え出した「いちごジャムパン」
の発明を通して、発明とは何かを学びます。私が担当したキヨ さんは、色々なメカを多
数発明しているゴリ君から、「いちごジャムパンのように簡単に作れるものは発明ではな
い」という指摘を受けて落ち込んでいたレオ君に対し、簡単なものでも複雑なものでも工
夫は発明になり得るということを教える役どころです。第 2章では、いちごジャムパンを
競合のパン職人のシン君に真似されて悔しい思いをしたレオ君が、キヨ さんから特許を
取得することの重要性を学び、新たに発明をした「カレーパン」について特許を取得し、
ついにはシン君にぎゃふんと言わせます。第 3章は、取得した「カレーパン」の特許を、
キヨ さんのアドバイスに従って、クマのリトおじさんが経営するパン工場で製造するた
めに実施許諾をするというお話です。
各自が、英語台本を読み込み、必要に応じて、発話しにくい言い回しなどを修正し、事
前に一度集合して対面で台本の読み合わせを行った後、収録当日に臨みました。
本番では、各章単位で通して収録を行いました。収録現場には、各自の前にノートパ
ソコンおよびヘッドセットが置かれており、電子紙芝居の映像をモニタに表示しながら、
Zoomのシステムを利用して、音声を画面とともに記録する形で行われました。収録設備
や作業は、発明推進協会が全面的にサポートしてくれました。
電子紙芝居の収録が終わった後、引き続き、羽鳥センター長の録画配信分の講義収録も
傍聴させてもらいました。

収録の様子
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特集／ JPO/IPR オンライン研修（IP トレーナーズコース）

英語の台本を読んだ際に、今まで知っていたパン職人レオ君の物語が英語で表現される
とこのようになるのかと新鮮に感じました。
日本語であれば、声色を変えて話すことはそこまで難しくありませんが、英語の台詞を
声色を変えて発声するということは、想像していたよりも難しく感じました。キヨ さん
の台詞は、「かんで含めるようにゆっくり話す」という指示があるのですが、ゆっくり英
語で話すというのも、どこで区切ると自然なのか自信が持てず、難しく感じました。羽鳥
センター長は、レオ君とキヨ さんを除くその他の多数の登場人物の声優を一人でご担当
されましたが、いとも簡単そうに様々な声色を使い分けて演じていましたので、感想には
個人差があるかもしれません。
事前の台本の読み合わせの際にうまく抑揚をつけることができなかった反省を踏まえ
て、収録本番では、声優での出演ですが、肩をすくめたり、身振り手振りをしながら発声
する工夫をしました。これにより、少しはキヨ さんらしくなったのではないかと思いま
す。
英語での声優ということで、日本語版のレオ君の電子紙芝居も経験していないところか
らのチャレンジでしたが、結果として、楽しみながら、いい作品が作れたと思います。
本作品が、途上国での知財教育に少しでも貢献できたらと考えております。
 知的財産支援センター　第１事業部副部長　宮北康之

LIVE 配信講義
日本弁理士会では創造性育成活動として、小・中学生に対して、工作授業を通して創造
性育成活動を行っており、この弁理士会の創造性育成活動の取り組みを、知的財産支援セ
ンターの羽鳥亘センター長が講師として、LIVE講義で、IP トレーナーズコースの研修生
向け（ブラジル、カンボジア、インド、インドネシア、ラオス、マレーシア、メキシコ、
ミャンマー、フィリピン、タイ、ベトナムから合計 20 名）にオンラインで紹介しました。
研修生には事前に紙コップ、紙皿、ストロー、セロテープ、といった身近にあるものを準
備してもらい、オンラインではありますが、実際に工作授業を体験してもらうことで、ど
のように工作授業を行えばよいか、また、工作授業の面白さなどを実際に体験してもらい
ました。

ブラジルとメキシコの研修生については、時差の関係で欠席でしたが、これらの研修生
については、後日、録画した LIVE授業を視聴してもらうとのことです。そのほかの研修
生に対しては、Zoomを使い LIVE授業を行いました。
この工作授業は昨年インドのニューデリー（参加者は高校生とインドの駐在者の小学生
のお子さん）で行ったものと同様のものです。
講義は講師である羽鳥センター長が話し、それを通訳が逐次通訳するかたちで進行しま
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した。講師である羽鳥センター長が、講義の序盤では、研修生に対して、「どのように工
作授業を行ったらよいか」、という観点で様々な説明を行いました。発明や特許について、
生徒に問いかけることが大事といったことや、発明や特許というのは、それほど難しいも
のではないのだということを子供たちに理解させて欲しいといったことが伝えられまし
た。
工作授業の内容としては、クリケットの応援に行く想定で、「お菓子と飲み物をそれぞ
れの手に持っていて、でも、応援道具を使って応援したい。」どうしたらよいか、という
ことで発明活動をしてもらいました。「片手に応援道具を持つので、もう一方の手に、お
菓子も飲み物も入っているものを持てれば、お菓子も飲み物も楽しめる。」ということを
説明し、「皆さんに、今日は発明の体験をしてほしい」といった説明の後、実際に 10 分程
度で工作をしてもらいました。
工作した発明品の発表は、研修生全員に発明品を画面上に見せてもらいながら、羽鳥セ
ンター長が、できる限り多くの研修生を指していき、発表してもらう形式をとりました。
子供たちの場合には工作するのに時間がかかりますが、今回は大人が工作したので、全員
がずいぶんと早く工作を終えていました。発明された作品は全員が異なるものであり、実
際の子供たちに対する工作授業でも全てアイデアがきっと異なり、そういった「みんな違
うことを考えること」や子供たちの発明に対して「褒める」ということが大事であり、「皆
の前で発明を発表する」という体験をさせることも大事であると説明されました。また、
工作授業にあたっての様々なコツや子供たちのアイデアは無限に出てくることを伝えまし
た。
このような実際の工作を通して、努力して発明したものを誰かにコピーされたらいやな
こと、コピーするだけなら簡単でありコピーされることで努力が無駄になってしまうこと、
コピーすることだらけの世の中では誰も新たな発明をする人はいなくなってしまうこと、
アイデアを保護するために知的財産権というものがあるのだよということを子供たちにわ
かってもらうこと、などを伝えました。さらに、今回の講義は工作授業のみでしたが、研
修生の次の段階として、同様の教材を通して、特許、商標、意匠、著作権といった知的財
産権を教えることもできることなども伝えました。

Ｑ＆Ａセッションでは次のような質問がでました。
Ｑ： 大学生が対象の工作授業を実施する場合のアドバイスは？
Ａ： 大学生でも大丈夫。ものを実際に切ったりして、ものを作るということはあまりや
らなくなっているのではないか。但し、個人的な経験だが、小学生のような小さな
子の方が、自由な発想でいろんなものが出てくる。

Ｑ：準備した材料はすべて使わないといけないか。
Ａ：全て使ってもよいし、一部だけを使うようにしてもよい。
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Ｑ： IP キャンプなどをやっているが、親も一
緒に体験しても良いか。

Ａ：もちろん一緒に体験することを勧める。
Ｑ： IP キャンプなどを高校生相手にやってい
て似たような授業をしているが、競争心
がすごいので、あるグループがした発明
を次のグループが改良することなどをさ
せている。

Ａ：改良発明ですね。すごい結構なこと。

オンラインながら、発明品の発表ではかなり盛り上がり、皆が自分たちの発明品を楽し
そうに発表していました。工作前の説明とその後の説明も研修生にわかりやすく訴える内
容となっており、満足度の高い講義になったものと思料します。このような講義を通して
研修生が実際に工作授業の楽しさや意義を体験することができたので、今度は研修生自ら 
が講師となって、自分の国の子供たちに、有意義な楽しい工作授業を教えることがきっと
できると思われます。
 知的財産支援センター　副センター長　石原進介

羽鳥センター長
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11 月までの支援活動／東北会

1 11月までの支援活動

１．日　　時：令和２年１０月１６日（金）１３：００～１７：００
２．場　　所：イーストピア宮古　宮古市民交流センター
３．テ ー マ：地域団体商標・地理的表示（ＧＩ）を活用した宮古の水産物のブランド化
４．講　　師：東北会　東田潔
５．参 加 者：２０名
６．内　　容：
現在、宮古市では、官民一体で、同市の主要産業である水産業の活性化を推進しています。特に、
具体的な取り組みとして「宮古真鱈」、「宮古トラウトサーモン」など、水産物のブランド化を
検討しています。
本セミナーは、同地域のニーズにタイムリーに対応する地域の水産物のブランド化、特に、
地域団体商標、地理的表示を活用したブランド化をテーマとして開催されました。
そこで、本セミナーでは、まず、地域団体商標、地理的表示の両制度の説明に先立ち、ブラ
ンド化の意義、水産物のブランド化特有の課題、ブランド戦略を説明しました。
次いで、ブランド化における知的財産、主に、地域団体商標、地理的表示の役割を説明した
うえで、両制度の手続、要件について、随時、水産物を例に挙げながら解説しました。また、
係争案件など、本制度利用に当たって課題となる事例を留意点として併せて説明しました。
最後に、登録後の効果検証を説明（登録事例の効果を示す定量的データ等を紹介）し、今後、
両制度を利用してブランド化を進めるうえで、どのように取り組み、登録後どのように展開す
るか、などについても解説しました。
参加者からは、登録要件に関する質問、加工業者の関与に関する質問、さらには、一般的な
商標に関する質問などがありました。
なお、セミナー終了後、１６時から、個別相談会も行いました。個別相談会では、商標登録
後の水産加工品の侵害事案の対応に関す
る相談、現在申請中の地理的表示の対応
に関する相談がありました。
本セミナーでは、同市が現在進行形で
取り組んでいる水産物のブランド化に直
接かかわる事例を盛り込んだ説明を心が
けました。本セミナーが、同市のブラン
ド化事業に少しでも役立つ情報を提供で
きたのであれば幸いです。
 東北会　東田潔

東 北 会東 北 会

令和２年度いわて知的財産権セミナー in 宮古

セミナーの様子
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１．日　　時：令和２年９月９日（水）１３：４５～１４：４５
２．場　　所：栃木県立宇都宮工業高等学校
３．対 象 者：機械・電気・建築・環境建設系全学科の１年生
４．講　　師：関東会知財教育支援委員会　高橋洋平
　　　　　　　　　　　　　　栃木委員会　若崎義和
５．内　容：
同校は、創立９８年目を迎える伝統校であり、かつ、『スーパー・プロフェッショナル・ハイ
スクール（ＳＰＨ）』や『地域との協働による高等学校教育改革推進事業』に指定されている
「科学技術高校」です。また、同校はパテントコンテストを含めて知財教育に積極的な様子でした。
コロナ対策で分散講義とするため、同校大
講義室での対面講義に加え、Zoom（＝オンラ
イン会議ソフト）を使用して同校コンピュー
タ室で受講する生徒に対面講義をリアルタイ
ム配信するハイブリット講義でした。
知的財産法の全般の理解を目的とした座学
授業を行いました。高橋会員は授業前半を担
当し、新製品開発の流れと弁理士との関わり、
特実商標＋種苗法の実例を説明しました。地
元ネタとしては、栃木県優良デザイン商品指
定のいちご包装容器の意匠、とちおとめ・ス
カイベリーにみる商標・種苗法の戦略の立て方、などを説明しました。
若崎会員は授業後半の著作権法を担当しました。同法の理解に必要な語句の定義を説明後、
学校生活で直面する実例を説明しました。
受講中は生徒もマスク着用のため表情から理解確認は困難でしたが、視線から真剣に受講し
ているようでした。また、授業後の質問が自社製品の技術を他社が先に特許にした場合の回避
方法であったため、その点からも集中して受講してもらえたのではと思いました。

担当教員からの感想（抜粋）：
他会場を意識して大変分かりやすくご説明いただき、生徒にもものづくりと知的財産権の重
要性を理解させることができました。ありがとうございます。
 関東会知財教育支援委員会　高橋洋平

関 東 会関 東 会

「知的財産特別授業」栃木県立宇都宮工業高等学校

講義の様子
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１．日　　時：令和２年９月２５日（金）１８：３０～２０：３０
２．場　　所：B-nest 静岡市産学交流センター
３．テ ー マ：特許実務入門～研究者、知財担当者の視点を添えて
４．対  象  者：一般、中小企業経営者、知財関係者など２１名
５．講　　師：東海会静岡県委員　絹川将史
６．内　　容：
「特許実務入門～研究者、知財担当者の視点を添えて」と題した講義が行われました。知的財
産の基礎から、特許調査、出願、登録、権利の維持、契約、訴訟について説明がされ、興味深
く拝聴しました。
まず、知的財産の説明では、ノウハウとの関係も説明されていました。
出願書類の説明では、特許庁のガイドラインの記載例や注意点が示されていました。
特許調査に関する説明では、実際の特許情報プラットフォームの画面の例が挙げられていて
わかりやすかったです。
また、知的財産の見直しについて言及されており、維持するか否かの判断の難しさが示され
ていました。

 東海会静岡県委員会　鳥居芳光

東 海 会東 海 会

週末パテントセミナー2020 in静岡（静岡会場第１回）

セミナーの様子



12 2020 年 11 月号（No.213）

11 月までの支援活動／東海会

１．日　　時：令和２年９月２６日（土）１４：００～１６：００
２．場　　所：名古屋商工会議所
３．テ  ー  マ：知的財産権について～知的財産権（特許や商標など）って何だろう？～
４．対  象  者：一般、中小企業者、知財担当者など　３８名
５．講　　師：東海会知的財産権制度推進委員会　副委員長　川口眞輝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員　田中信介
６．内　容：
前半：「知的財産権について～知的財産全般を把握する～」
前半のセミナーでは、知的財産の本質を理解してもらうこと、知的財産の全体像を概観して
もらうこと、及び、創作保護法（特許、実用新案、意匠）の各制度の概要を紹介することを
主目的として説明しました。
まず、財産には有体財産と無体財産があり、知的財産は無体財産に属することから導入し、
知的財産基本法を例示したうえで「知的財産の情報性」という知的財産の本質について説明し
ました。
次に、法律で規定されている知的財産権法、主として、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、
著作権、不正競争防止法により保護される権利について、保護対象、権利の効力、効力の制限、
権利の発生、権利の満了などの各項目を切り口として横断的、網羅的に説明しました。ここで
は、できるだけ例示を示しつつ（しかしながら、後半の説明にあまり重複せぬよう配慮しつつ）
説明するように心がけました。
また、知的財産権の横断的な説明においても、例えば、知的財産を模倣盗用されても権利者
の実施そのものが妨害されるものではないため、逸失利益が損害賠償額に該当することなど、
知的財産の情報性に立脚した制度について説明し、知的財産の本質を理解してもらえるように
配慮しました。
特許、実用新案、意匠の各制度について説明しました。今回は知的財産全般を理解してもら
うことが目的であり、また、各法域については休日パテントセミナーの第２回目以降で詳細に
説明されることを鑑み、今回は各制度の基本的事項について説明しました。また、意匠につい
ては今年度の改正法についても触れました。
 東海会知的財産権制度推進委員会　副委員長　川口眞輝

後半：「知的財産権について～知的財産全般を把握する～」
後半のセミナーでは、商標法、著作権法および不正競争防止法の概要について理解してもら
うことを主目的として説明しました。
商標法においては、まず、商標が［標章＋商品ｏｒ役務］であることを説明しました。一般の方々

は、標章＝商標であると認識していると思われることから、そのような誤解を解くとともに、
商標出願をするにあたっては、標章を使用する対象として商品や役務の指定が必要であること
を説明しました。その後、商標の種類について具体的に紹介しました。ここでは、従来の商標
（文字商標、図形商標、結合商標、立体商標など）に加えて、新しい商標（動き商標、音商標、
色彩のみからなる商標など）の説明も行うことによって、比較的新しい情報の提供を行うよう

第１回休日パテントセミナー 2020 in 名古屋
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に配慮しました。また、現時点で、登録のための審査にどの程度の期間がかかっているのかを
という実務的な面での説明も行いました。
著作権法においては、著作権と一般的に呼ばれているのは、単独の権利を指しているのでは
なく、権利の束（譲渡可能な著作財産権＋譲渡不可能な著作者人格権）であることを説明しま
した。また、デザイナーとの契約時などに「著作権財産権」の譲渡だけでなく、「著作者人格権
を行使しない」旨の契約をすることが実務上重要であることを説明しました。
不正競争防止法においては、各条文の細かい説明は行わず、不正競争防止法に規定されてい
る法律を用いて、これまでにどのような紛争が解決されてきたかを説明しました。具体例として、
黒烏龍茶、かに道楽、たまごっち、コメダ珈琲店の例を挙げました。さらに、本年の意匠法の
改正により、コメダ珈琲店の例の場合、意匠権でも保護されるようになったことも説明しました。
質問時間には、©、®マークの使い方について質問がありましたので、日本での法律上の
規定について説明しました。また、商用について個人が自分自身で出願する場合にはどのよ
うにすればよいかとの質問がありましたので、簡単に説明するとともに、東海会で平日に無料
相談を実施しているので、そちらを利用する方法もあることを説明しました。

 東海会知的財産権制度推進委員会　委員　田中信介

セミナーの様子
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１．日　　時：令和２年１０月２日（金）１８：３０～２０：３０
２．場　　所：アクトシティ浜松研修交流センター
３．テ  ー  マ：特許実務入門～研究者、知財担当者の視点を添えて！
４．対  象  者：一般、中小企業経営者、知財関係者など　１４名
５．講　　師：東海会静岡県委員　絹川将史
６．内　　容：
「特許実務入門～研究者、知財担当者の視点添えて！」と題した講義が行われました。「知的
財産とは、特許とは」、「調査」、「社内稟議～特許出願」、「特許出願から登録まで」、「特許権
侵害事件」のメニューで講義を行いました。
「知財とは、特許とは」では、欧州や日本における知財の歴史的な話や、ノウハウの例として
コカ・コーラのレシピが厳重に金庫で保管されている様子を写真で示しながら話をしました。
「調査」では、特許第1号、第2号の紹介をしました。特に特許第2号は製茶機械に関するもので、
現在も菊川市の製茶会社と関りがあり、活かされている等の話で興味が深まったと思われます。
「社内稟議～特許出願」では、公開するか秘匿するか、オープン戦略、クローズ戦略を適切に
行うことが重要であることなどの説明、知財を大切にして会社を大きく発展させた事例を紹介
しました。
「特許出願から登録」では、書かなすぎではないか、書きすぎではないか、ノウハウなど
不必要な事項まで書きすぎない、意見書でも余計なことまで書きすぎないよう心掛けることが
大切であることなどを説明しました。
「特許侵害事件」では、侵害者を見つけたらどう対応すべきか、侵害者にならないためにはど
ういうことに注意すべきか、裁判では、認容されるためにはクリアすべき条件が多く半分以上
は思い通りにならないことなど、の説明を行いました。
メニューごとに的確な格言を引用し、興味のわくような事例を交えて講義を行い、受講者は
熱心に聴講していたと感じました。

 東海会静岡県委員会　委員長　石垣春樹
 副委員長　増田恒則

週末パテントセミナー2020 in静岡（浜松会場第１回）」

セミナーの様子
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１．日　　時：令和２年１０月７日（水）１４：３０～１６：３０
２．場　　所：愛知県自治研修所
３．対  象  者：県職員　３６名
４．講　　師：東海会知的財産支援キャラバン隊　加藤光宏
５．内　　容：
最初に知財の全体概要として、特許、実用新案、意匠、商標だけでなく地理的表示やデータ
の保護まで広げて説明をしました。商標については、単に登録という点だけでなくブランディ
ングという観点での説明もしました。
出願から権利化までの手続きについては、細かなことに触れず、エッセンスだけを説明し、
明細書の読み方の概要を説明しました。
調査については、キーワードを利用する際の注意点、分類コードの利用の仕方を説明し、
J-Platpat の事例を動画で具体的に示しました。
最後に「発明の捉え方」として、発明を従来技術、課題に基づくストーリーでとらえる手法
について手短に説明しました。
全体として、できるだけ具体例を多く示して説明するよう心掛けました。

 東海会知的財産支援キャラバン隊　加藤光宏

愛知県職員向け知的財産研修

研修会の様子
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１．日　　時：令和２年１０月９日（金）１８：３０～２０：３０
２．場　　所：B-nest 静岡市産学交流センター
３．テ  ー  マ：完全マスター改正意匠法：使いやすくなりました！知らないと損します！
　　　　　　　商標・特許の合せ技も可能です！
４．対　　象：一般、中小企業経営者、知財関係者など　１８名
５．講　　師：中村知公会員
６．内　　容：
前半は、意匠の全体像について、特許、実用新案、商標との比較に基づき、安い！早い！簡単！
マルチ！といった、意匠の特徴を分かりやすく説明しました。意匠は、拒絶になっても、出願
人と代理人、特許庁以外は誰にも分からないので、どんどん出願すれば良い、とのコメントには、
参加者は大きく頷いていました。
後半の本題では、“ブランド力向上 ”といった誕生の背景から、画像デザインの保護、建築物
の外観・内装の保護、関連意匠制度の拡充を中心に、“何がすごいのか ”改正意匠法の説明を行
いました。画像デザインでは特許と意匠の合わせ技を紹介し、関連意匠では１０年以内の出願
という制限を逃れるため、どこかで別の流れを作った方が良い等、非常に実践的な説明をしま
した。また、実務上重要となる、意匠特定図面の条件緩和では、失敗事例を踏まえた具体的な
説明と、審査基準を読むコツなどを紹介し、参加者にとって大いに参考になったと思われます。
さらに、全体を通して、ハーグ協定の特徴や、中国や欧州など海外との比較も随所に盛り込
みました。
分かりやすい説明に、“ 意匠は活用できる、意匠をもっと活用して欲しい ” という意匠への
講師の熱い思いが伝わってきました。使い安くなった改正意匠法のポイントと併せて、“ 意匠
権の底力 ” を思い知り、もっと意匠を活用していこう、という思いが沸いてくる大変有意義な
講義であったと思います。

 東海会静岡県委員会　副委員長　長谷川和家
 委員　八木秀幸

週末パテントセミナー2020 in静岡（静岡会場第２回）

セミナーの様子
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１．日　　時：令和２年１０月１６日（金）１８：３０～２０：３０
２．場　　所：アクトシティ浜松研修交流センター
３．テ  ー  マ：完全マスター改正意匠法：使いやすくなりました！知らないと損します！
　　　　　　　商標・特許の合せ技も可能です！
４．対　　象：一般、中小企業経営者、知財関係者など　２１名
５．講　　師：中村知公会員
６．内　　容：
「完全マスター改正意匠法」と題し、中村知公会員が講義しました。参加者らは、まず、日本
や世界における意匠制度の活用の概況を掴んだあと、中村会員のメリハリのある話のリズムに
乗って、意匠法の改正点が出願人にとってどのようなインパクトがどのくらいあるのかを学び
ました。多くの改正点のうち、特に画像デザインの保護、建築物の外観・内装の保護、関連
意匠制度の拡充について、重点的に説明がありました。さらに商標・特許の合せ技も紹介さ
れ、今まで意匠制度を活用してきた人にはもちろん活用する機会がなかった人にもすぐに実務
に役立つセミナーとなったとともに、中村会員の意匠制度への熱き想いが参加者に十分に伝わっ
たセミナーとなりました。

 東海会静岡県委員会　委員長　石垣春樹
 副委員長　田口滋子

週末パテントセミナー2020   in静岡（浜松会場第２回）

セミナーの様子
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１．日　　時：令和２年１０月１７日（土）１４：００～１６：００
２．場　　所：名古屋商工会議所
３．内　　容：特許・実用新案権について
　　　　　　　～特許・実用新案って何？身近な事例で制度の概要を学ぼう～
４．対  象  者：一般、中小企業者、知財担当者など　４１名
５．講　　師：東海会知的財産権制度推進委員会　天野真理
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野崎洋平
６．内　容：
前半：「 特許権・実用新案権について

～特許・実用新案って何？身近な事例で制度の概要を学ぼう～」
本年度の休日パテントセミナーは、身近な事例で制度の概要を学ぶという趣旨でした。前半
では、主に特許権の権利化までの内容を扱いました。
導入部分では、身近な特許発明として日用品に関する２件の事例を紹介し、次いで、特許
制度の概要を説明しました。その後、有名飲食店の特許の事例を用いて特許権取得までの手続
を説明しました。具体的には、J-PlatPat での簡単な検索方法を示し、対象とする特許出願お
よびその経過情報を表示可能であることを説明しました。明細書および特許請求の範囲の具体
的な記載を抜粋して紹介し、初心者の受講者でも明細書や特許請求の範囲がどのようなことを
記載する書面であるかを理解してもらえるように努めました。また、事例の拒絶理由通知書の
内容にも触れ、審査における出願人と特許庁との間の具体的なやり取りについて説明しました。
基本的には初心者に向けての説明を心掛けたため、知財関係者にとっては既知の内容だったか
もしれませんが、具体的な事例を用いて説明することで各受講者が退屈にならないように配慮
しました。
手続きの説明の後は、特許権取得にかかる時間について、特許行政年次報告書や PPHポータ
ル（Patent Prosecution Highway, 特許審査ハイウェイ）の統計データを用いて説明しました。
また、早期審査制度についての紹介も行いました。特許権取得にかかる費用については、減免
制度について併せて説明し、新減免制度が導入されて手続が以前よりも簡単になったことを
紹介しました。最後に、新規性喪失の例外規定を含む、いくつかの留意点について話しました。
今回のセミナーでは、出願の分割、変更、優先権、拒絶査定不服審判等については扱わなかっ
たので、次年度も類似のテーマでセミナーを行う場合には当該内容の追加を検討してもよいの
ではないかと思います。
 東海会知的財産権制度推進委員会　天野真理

後半：「 特許権・実用新案権について
～特許・実用新案って何？身近な事例で制度の概要を学ぼう～」

後半のセミナーでは、特許権発生後の内容を中心に説明を行いました。まず、特許権を取得
した場合にはどのようなメリットがあるのか、特許権を取得しなかった場合にはどのような
デメリットがあるのかについて説明しました。また、外国で権利行使をしたい場合にはその国
で特許権を取得する必要があることを説明しました。次に、簡単な例を用いて、特許権侵害

第２回休日パテントセミナー 2020 in 名古屋
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であるか否かの判断方法を説明しました。特許権侵害であるか否かの判断が難しい場合には、
特許庁長官に判定請求をすることや、弁理士に鑑定を依頼できることを紹介しました。さらに、
自己の特許権が侵害された場合の対処方法や、他人の特許権を侵害してしまった場合の対処
方法について説明しました。他人の特許権を侵害してしまった場合の対処方法の説明の中で、
特許異議申立てや特許無効審判について触れました。その他に、実施権、職務発明、実用新案
制度について簡単に説明しました。最後に、弁理士会が行っている無料相談や、近年注目され
ている知財金融等について紹介しました。
初学者向けのセミナーであることや時間の都合を勘案して、まずは各項目の重要な部分につ
いて把握して頂けるように努めました。特許権侵害であるか否かの判断方法の説明に関して、
特許請求の範囲の記載に基づいて権利範囲が画定されること等、前半の内容と一部重複する
部分があるように思われるので、工夫の余地があると感じました。
 東海会知的財産権制度推進委員会　野崎洋平

セミナーの様子
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2 支援活動予定表（12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 20.12.09
20.12.23 常設知的財産相談室 北陸会事務所 大森有平

金森毅

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 21.02.19 SATテクノロジー・ショーケース2021 オンライン開催 茨城委員会委員

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

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
（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
上村陽一郎
八木田智

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

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

相田悟
角田朗
田久保泰夫
中村裕行
日向麻里

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

東京

毎月第2木曜
※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

岩見晶啓
三原秀子
須藤修三
折居章

20.12.10
21.01.14
21.02.10
21.03.11

2020年度下期知財無料相談会（町田） 町田新産業創造センター

上田精一
三原秀子
濱田修
山口幸久

20.12.15
21.01.20
21.02.16
21.03.17

2020年度下期
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）

山口幸久
三原秀子
大牧稔
濱田修
下村和夫

20.12.25
21.01.22
21.02.26
21.03.26

2020年度下期
BusiNest無料知的財産相談会 BusiNest

下村和夫
本谷孝夫
上田精一
山口幸久

相　談

２．支援活動予定表（12月から）／相談
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東京
21.02.26
21.03.22 2020年度豊島区専門家合同相談室 豊島区役所 東京委員会委員

21.03.04～06 第14回としまMONOづくりメッセ サンシャインシティ 東京委員会委員

神奈川
毎月第2・4金曜日
※祝祭日を除く 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
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
江畑耕司

21.01.21～02.05 第13回川崎国際環境技術展 オンライン開催 神奈川委員会委員

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）　

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）
※ 電話相談とウェブ相談のみ開催

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）
※ 電話相談とウェブ相談のみ開催

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

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

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（12月から）／相談
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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）

岩手 未定 令和２年度いわて知的財産権セミナー 公立大学法人岩手県立大学 村雨圭介

宮城 20.12.08 宮城県との協定に基づくセミナー
「中小企業のための使える商標ワークショップ」

宮城県産業技術総合センター
又はオンライン開催 梅森嘉匡

山形
20.12.03 高等専門学校へのエンターテイメントセミナー

（権利行使編） 鶴岡工業高等専門学校 岩崎孝治

20.12.03 高等専門学校へのエンターテイメントセミナー
（演習編） 鶴岡工業高等専門学校 岩崎孝治

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

20.12.15 知的財産特別授業 都立工芸高等学校 岩崎孝治
上田精一

20.12.18 知的財産セミナー2020 オンライン開催 濱田修
2020年12月～2021年
1月
毎週木曜日

知的財産特別セミナー 東京農工大学府中キャンパス 相原礼路

21.01.21 BOBセミナー たましん事業支援センター
（Winセンター）

相原礼路
三原秀子
大牧稔
保坂俊
濱田修
本谷孝夫

21.01.29 知的財産特別授業 横浜市立もえぎ野中学校 岩崎孝治

21.03.26 知的財産工作授業 高崎市産業創造館 高原千鶴子
松下浩二郎

神奈川
20.12.19
21.02.20
21.04.17

図書館で学ぶ知的財産講座2020 県立川崎図書館カンファレンスルーム
佐藤高信
高原千鶴子
西山恵三

山梨

21.02.26 知的財産工作授業 アイメッセ山梨 志村正樹
高原千鶴子

21.04.01～09.27 知的財産特別授業 県立甲府工業高等学校

塩島利之
田中正男
望月義時
堀内正優
磯部光宏

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 20.12.16 校内パテントコンテスト
最終審査 沼津工業高等専門学校

長谷川和家
出雲暖子
倉澤直人

愛知

20.12.02
名城大学理工学部情報工学科における情報技
術の応用と職業
「知的財産権の基本」

名城大学 塩谷尚人

20.12.09
名城大学理工学部情報工学科における情報技
術の応用と職業
「特許調査及び調査システム」

名城大学 花田久丸

20.12.14 知的財産工作授業 名古屋市立高蔵小学校 北裕介
20.12.15 中小企業のための知財経営サロンin刈谷 刈谷市産業振センター 未定

20.12.16 知的財産特別授業
「知的財産権全般について」 県立刈谷工業高等学校 奧田誠

20.12.19

休日パテントセミナー2020in名古屋（第4回）
「 商標権について
～ 商標権ってそんなに大事？売るのも！
買うのも！「商売」を守る商標権～」

名古屋商工会議所 伊藤正典
加藤大輝

20.12.21 知的財産工作授業 名古屋市立高蔵小学校 山本喜一

21.01.16
休日パテントセミナー2020in名古屋（第5回）
「 外国出願について
～外国特許出願を学ぼう（初級編）～」

名古屋商工会議所 上田充
谷口緑理

21.01.18 知的財産工作授業 名古屋市立高蔵小学校 花田久丸

21.01.21
知的財産経営サロン（第4回）
「 意匠、商標の活用
～ 権利の多様化を図る。
意匠や商標の必要性を考えよう！～」

東海会事務所 知的財産支援委員
会

21.03.18
知的財産経営サロン（第5回）
「 知的財産を使って事業を伸ばす
～どうすれば知財を事業に生かせるのか？～」

東海会事務所 知的財産支援委員
会

講　演

２．支援活動予定表（12月から）／講演
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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）

WEB
(大阪) 20.12.01

三会協働知財支援プロジェクト　企業力向上セミナー
「中小企業、スタートアップ企業の資金調達
～ 評価される企業及び事業の
会計・知財・法務のポイント～」

オンライン開催

尼崎信用金庫ソ
リューション推進
部部長幸田務氏
㈱東京大学エッジ
キャピタルパート
ナーズ　ベンチャ
ーパートナー・弁
理士　島田淳司
山口慎太郎
公認会計士
　安井聖美 氏
弁護士
　井上裕美 氏

大阪

20.12.03 知的財産特別授業 府立千里高等学校
水田慎一
立川伸子
古田昌稔

20.12.04 知的財産特別授業 堺市立三国丘小学校 千原清誠
飯田淳也

20.12.15 知的財産特別授業 堺市立新金岡東小学校 田添由紀子
赤岡和夫

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

21.01.22 知的財産特別授業 富田林市立向陽台小学校 三方英美
大野義也

21.02.05 知的財産特別授業 河内長野市立加賀田小学校 千原清誠

兵庫
20.12.10 知的財産特別授業 姫路市立増位小学校 水田慎一

佐々木達也

21.01.21 知的財産特別授業 神戸市立八多小学校 中村忠則
齊藤整

奈良 20.12.12 知的財産権講座「商標関連(仮)」 県立図書情報館 老田政憲

和歌山 20.12.21 知的財産特別授業 みなべ町立高城中学校
渥美元幸
佐々木達也
淡路俊作

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
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）

愛媛 未定 知的財産特別授業 新居浜工業高等専門学校 村上武栄

高知 20.12.09又は10 知的財産特別セミナー
(農業におけるブランド・商標) 高知県農業技術センター（予定） 城田晴栄

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
20.11 ～ 12 校内知財学習会 苅田工業高校 未定
20.12.21 校内知財学習会 八幡工業高校 未定

宮崎
20.12.15
または
20.12.08

知的財産特別授業
「発明トレーニング」 県立宮崎海洋高等学校 山下滋之

沖縄 20.10 ～ 12 知的財産関連講座（特許） オンライン開催 本堂裕司

２．支援活動予定表（12月から）／講演



24 2020 年 11 月号（No.213）

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 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

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 20.12.11
令和2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 川崎仁 

神奈川 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

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 20.12.05 あいち少年少女創意くふう展２０２０・表彰式 産業技術記念館 岩倉民芳

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 20.12.05 第６２回鳥取県発明くふう展・表彰式 鳥取市文化センター 中西康裕

岡山
20.12.04 第８４回岡山県児童生徒発明くふう展・表彰式 未定 笠原英俊
20.12.04 ２０２０岡山県未来の科学の夢絵画展・表彰式 未定 笠原英俊

その他

２．支援活動予定表（12月から）／その他
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3 支援活動一覧表（11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 20.11.11 常設知的財産相談室 北陸会事務所 宮田誠心

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

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
（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
上村陽一郎
八木田智

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

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

相田悟
角田朗
田久保泰夫
中村裕行
日向麻里

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

東京

毎月第2木曜
※祝祭日を除く 2020年度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

岩見晶啓
三原秀子
須藤修三
折居章

20.11.12 2020年度下期知財無料相談会（町田） 町田新産業創造センター 本谷孝夫

20.11.12～18 第24回いたばし産業見本市Online
－製造と加工技術展2020－ オンライン開催 東京委員会委員

20.11.17 2020年度下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

20.11.27 2020年度下期
BusiNest無料知的財産相談会 BusiNest 濱田修

相　談

３．支援活動一覧表（11月分）／相談



26 2020 年 11 月号（No.213）

神奈川

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

毎月第2・4金曜日
※祝祭日を除く 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
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
江畑耕司

山梨 20.11.03 第18回板橋区と共催・11士業合同
事業と暮らしの無料相談会 板橋区立グリーンホール2階 東京委員会委員

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）
※ 電話相談とウェブ相談のみ開催

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）
※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

20.11.28 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」

森博
古賀真二

３．支援活動一覧表（11月分）／相談
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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）

秋田 20.11.05 知財のミカタ
～巡回特許庁in秋田～ 秋田市文化会館 齋藤博子

山形 20.11.26 高等専門学校へのエンターテイメントセミナー
（概要編） 鶴岡工業高等専門学校 腰本裕之

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 20.11.27 知的財産セミナー2020 オンライン開催 上村欣浩
瀬崎幸典

千葉 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

20.11.18 知的財産工作授業 江戸川区子ども未来館 根岸宏子
遠田利明

20.11.18 知的財産セミナー2020 オンライン開催 寺尾康典 他
20.11.25 知的財産セミナー2020 オンライン開催 山口幸久

20.11.26 知的財産セミナー2020 オンライン開催 久保雅裕
高原千鶴子

神奈川
20.11.13 知的財産セミナー2020 オンライン開催 坂田ゆかり
20.11.16 知的財産セミナー2020 オンライン開催 中村祥二

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 20.11.20 知的財産支援フォーラム2020in長野 ホテルメトロポリタン長野
丸山修
傳田正彦
田中敏博

静岡

20.11.02 校内パテントコンテスト　
ブラッシュアップセミナー 沼津工業高等専門学校

長谷川和家
出雲暖子
倉澤直人

20.11.19 知的財産フォーラム2020in静岡
～欧州特許実務の真髄とは～ グランディエール　ブケトーカイ 田口滋子

20.11.24 知的財産特別授業
「富士宮高校キャラクターの知財活用について」県立富士宮北高等学校 東山裕樹

愛知

20.11.14
休日パテントセミナー2020in名古屋（第3回）
「 意匠について～デザインの保護！
活用しよう意匠権～」

名古屋商工会議所 和気光
西脇眞紀子

20.11.19
知的財産経営サロン（第3回）
「 中小企業における出願戦略
～そのアイデア、どのように出願すべきか？～」

東海会事務所 知的財産支援委員会

20.11.29 知的財産特別授業
「発明・特許についてのお話・工作」 たかはま夢・未来塾 伊東正樹

三重 20.11.13
週末パテントセミナー2020in津
「 知的財産を意識した企業経営とは？
～貴社の製品・商品は大丈夫ですか？～」

プラザ洞津

外部講師
岡浩喜
伊藤寿浩
笠井美孝
和気光

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 20.11.13 知的財産特別授業 彦根市立稲枝中学校 福田千陽
吉岡亜紀子

京都 20.11.18 知的財産特別授業 京都府第一学院高等学校京都キャンパス 八木まゆ吉岡亜紀子

大阪
20.11.11 知的財産特別授業 東大阪市立長瀬東小学校 福田千陽

佐々木達也

20.11.24 知的財産特別授業 寝屋川市立宇谷小学校 光明寺大道
冨田光治

兵庫
20.11.06 知的財産特別授業 宍粟市立山崎東中学校 光明寺大道

中村忠則

20.11.27 知的財産特別授業 兵庫県立兵庫工業高等学校 八木まゆ
小林義周

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

講　演

３．支援活動一覧表（11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 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
秋田 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
福島 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
20.11.18 地方発明表彰式（中部地区） ANAクラウンプラザホテル富山 高島敏郎
20.11.25 第58回富山県発明とくふう展・表彰式 富山県民会館 山川正男

石川 20.11.27 アフターコロナを見据えた中小企業ものづくり
支援シンポジウム ホテルビナリオKOMATSUセントレ

モデレータ/弁理
士　高島敏郎、
（一社）石川県中小
企業診断士会会長
　石井伸太郎 氏
パネラー：(有)中部
ワークス代表取締
役　河端三郎 氏、
㈱小泉製作所代表取
締役　小泉俊博 氏、
金沢大学准教授
　上野敏幸 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）

東京 20.11.05 神奈川県知的財産活用アドバイザー ─ 船津暢宏

神奈川 20.11.26 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 

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

20.11.08 静岡県未来の科学夢絵画展・表彰式 静岡県産業経済会館 石垣春樹

20.11.09 富士宮市との知財支援協定に基づく
「商標とは」 富士宮市役所 田口滋子

20.11.22 静岡県学生児童発明くふう展・表彰式 静岡県庁 石垣春樹

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）

高知 2020.11.26 知的財産セミナー
(ブランド・商標関係)

高知ぢばさんセンター
第1研修室 壬生優子

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 20.11～12 校内知財学習会 苅田工業高校 未定
沖縄 20.10～12 知的財産関連講座（特許） オンライン開催 本堂裕司

３．支援活動一覧表（11月分）／講演／その他
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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）

奈良 20.11.11 第77回奈良県児童・生徒発明くふう展・表彰式 イオンモール大和郡山 小野敦史

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 20.11.08 第２３回島根家学生児童発明くふう展・表彰式 出雲科学館 河野生吾

岡山
20.11.09 第８４回岡山県児童生徒発明くふう展・審査会 テクノサポート岡山 笠原英俊
20.11.09 ２０２０岡山県未来の科学の夢絵画展・新先 テクノサポート岡山 笠原英俊

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）

熊本 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 中嶋和昭
大分 20.11.01 第７９回大分県発明くふう展・表彰式 大分県立美術館（OPAM） 松本秀治
宮崎 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 園田康弘
沖縄 20.11.20 第３７回未来の科学の夢絵画展・審査会 沖縄県産業支援センター 本堂裕司

３．支援活動一覧表（11月分）／その他
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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：https：//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


