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特 集
鳥取大学医学部附属病院との包括連携協力協定について

－ 発明楽と共学講座のご紹介 －

鳥取大学　先進医療研究センター　副センター長　佐々木通孝

１．はじめに
　令和４年 3 月、「とりだい病院」（国立大学法人鳥
取大学医学部附属病院）と「弁理士会」（日本弁理
士会）は、知財教育や産学連携分野において包括連
携協定を締結いたしました。
　令和 3 年 10 月頃、「とりだい病院」から「弁理士
会」へ知財教育や産学連携分野において包括連携協
定の締結を打診し、準備としておおよそ 5 カ月を費
やしましたが、翌年の 3 月に締結に至った次第です。
過去の歴史を振り返ると、これまで弁理士会は県や
大学との提携を結んだ実績はあるものの、医学部の
附属病院との締結は初の試みだそうです。弁理士会
との締結は、鳥取・島根、山陰両県にとっては話題
性のある出来事ですので、主要 2 紙である、日本海
新聞と山陰中央新報にて写真付きにて報道されま
した。
　弁理士会と県などの連携の場合、連携の意図は、
その地方の知的財産の発掘や人材育成が多いと思
います。一方、とりだい病院の提携の意図は、と
りだい病院が提供している知財創造や産学連携の
教育コンテンツの認知度を上げ、全国で使っても
らい、または、全国の方々に参加してもらうことにあります。具体的な教育コンテンツとして、「発
明楽」と「共学講座」があります。発明楽は子供たちに対し発明などの知財創造活動を促す、共
学講座は大人たちに対し医療機器分野の発明品を普及させることを促す教育コンテンツです。ど
ちらも省庁などの支援を受けて提供を開始し、山陰両県や、いくらかの府県では好評を得ており
ます。このような成功を受けて、省庁などから、この教育コンテンツを全国に広めることも期待
されるようになりました。
　ところが、コロナ禍によって、とりだい病院の医師などが山陰両県の外へ出向くことが難しく
なりました。感染拡大が全国に広がり始めたとき、山陰両県は官民学一体となって感染拡大を防
止していたからです。感染拡大は防止できたのですが、代償として、「発明楽」については他府県
での出前講義を控えることになり、また、「共学講座」については他府県からの参加が少なくなっ
てきました。そこで、日本全国に会員がいる弁理士会に協力をお願いできないかと杉村会長にご
相談させていただいたところ、快諾していただきました。その後、前吉田副会長や榎本副会長と
ともに提携内容を具体化して締結にいたりました。
　そこで、今回、紙幅を頂いてとりだい病院が提供する二つの教育コンテンツをご紹介いたします。

特集／鳥取大学医学部附属病院との包括連携協力協定について　－ 発明楽と共学講座のご紹介 －

包括連携協力協定の調印式
左：とりだい病院　原田省病院長
右：日本弁理士会　杉村純子会長

発明楽（はつめいがく）のロゴタイプ

共学講座（きょうがくこうざ）のロゴタイプ
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２．発明楽・誰でも発明を生み出せる四則演算を基にしたテクニック
　子供たちに発明を生み出すテクニックを教えると
き、みなさんは、どのように教えているでしょうか。
とりだい病院の植木賢教授は、「たす・引く・かける・
割る」、すなわち四則演算（加減乗除）を基にした発
明を生み出すためのテクニックを使って、附属小学
校の生徒たちに発明のやり方を教えています。
　植木教授は、消化器内科の専門医であるとともに、
鳥取大学医学部医学科 医学教育学講座医学教育学分
野の教授でもあり、教育分野のスペシャリストでも
あります。医者の卵というべき、医学部医学科の学
生たちに基礎医学概論や治癒学を教える傍ら、医療
機器の開発のやり方、教え方も研究しています。
　植木教授を中心とした院内のグループは、2012 年
より文部科学省の大型助成を受けて、医療人材育成
のプロジェクトを開始しました。そして、「たす・
引く・かける・割る」を基にした発明を生み出すフ
レームワークを構築し、鳥取大学附属小学校に登壇
しながら教育効果について実践的に研究を進めてい
ます。植木教授は、附属小学校で教えているときに、子供たちが楽しみながら発明によって社会
的な課題を解決しようという態度を見て、楽しむことの重要性を再認識しました。そこで、この
四則演算を基にした手法の名前を、「発明」という熟語に「たのしい」という意味を有する「楽」
の一字を結合させて、発明楽（はつめいがく）と名付けました。
　発明楽のフレームワークを、たし算から順に説明すると、「たし算」は「常識を超える発明」、「ひ
き算」は「常識にとらわれない発明」、「かけ算」は「常識を変える発明」、「わり算」は「常識を

覆す発明」となります。加えて、発明楽の教科書では、拡大内視鏡や経鼻内視鏡など、発明の具
体例を示しながら解説しています。

特集／鳥取大学医学部附属病院との包括連携協力協定について　－ 発明楽と共学講座のご紹介 －

内視鏡の手技を研究する植木教授

植木教授の授業風景

たし算・ひき算・かけ算・わり算を基にした発明の解説図
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3．発明楽の三つの効果
　このように発明楽は、四則演算を基にしていることから、以下の三つの教育効果が確認されて
います。
　一つ目は、既に子供たちが習得している知識を利用するので、他の方法を使うより、子供たち
が発明するという概念を掴みやすくなります。現在、小学校では、1 年生の段階から「たし算」と「ひ
き算」を習い、3 年生までに「かけ算」と「わり算」の学習を終えます。小学校の先生方が 3 年間、
時間をかけて子供たちに身につけさせた四則演算の概念を上手に活用して発明する概念を説いて
いきます。学習した算数が発明につながるという楽しさを提供できるとともに、四則演算、すな
わち算数を習う意義も小学生たちに間接的に説くことになります。
　二つ目は、四則演算は教える側も理解しているので、誰が教育しても、わりと均質な教育を施
すことができます。全国において、いろいろな知財創造教育が行われています。どれも工夫をこ
らした教育かと思います。一方で、どのような教育が行われているのか、把握することは難しい
と思います。全国の先生方が、知財創造教育の現場において発明楽をベースに教育を施すと、教
え方の幹の部分を共通化することができます。もちろん、現場で教えている方々が、独自のアイ
デアや事例を加えながら、発明楽を発展的に改変させても構いません。このように、発明楽が普
及すると、均質的な知財創造教育が提供できるという効果があります。
　三つ目は、四則演算という概念は、海外の子供達や教育者も理解しているので、教育コンテン
ツとして海外でも活用できます。具体的な一例として、内閣府の活動を挙げることができます。
2019 年 4 月、平井卓也内閣府匿名担当大臣（科学技術政策：当時）は、ドイツ連邦共和国のカル
リチェク教育研究大臣が表敬訪問に来られたとき、わが国の知財創造教育の一例として発明楽の
教科書を謹呈しています（平井卓也大臣が 2019 年 4 月 15 日に投稿した facebook を参照してくだ
さい
　 [ h t t p s : / / j a - j p . f a c e b o o k . c o m / h i r a t a k u c h a n /
posts/1040633849478366]）。四則演算を用いている点に着目し
たからこその謹呈だと思われます。その後に、内閣府知的財
産戦略推進事務局の仁科雅弘参事官（当時）から、植木教授
へ依頼がありました。どのような依頼かというと「発明楽の
教科書の英語版を作ってほしい」というものでした。そこで、
発明楽の英語翻訳版や中国語訳版などを作成・出版いたしま
した。このように、四則演算は国境をまたぎ、グローバルに
教えられている概念なので、日本発の知財創造教育コンテン
ツとして海外にも輸出できるという効果があります。
　以上、説明したように、「発明楽」と名付けられた知財創造
教育のコンテンツは、他のコンテンツにはない、優れた効果
を有しております。

4．共学講座・企業のシーズに磨きをかける医療機器開発講座
　共学講座は、医療機器分野に参入したい、または、参入しているが新たに商品を開発したいと
いう企業の経営者や従業員に向けた講義です。現在のところ、無料にて提供いたしております。
また、大企業の参加も拒んではいませんが、どちらかというと中小企業の経営者や従業員に向け
た講義となっています。

特集／鳥取大学医学部附属病院との包括連携協力協定について　－ 発明楽と共学講座のご紹介 －

平井卓也大臣が謹呈した発明楽の教科書
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　大学の講義というと、PBL（Project Based Learning：課題解決型学習）のような演習型の講義
であっても、教員が学生へ知識を授け、それを大学の外、すなわち社会で試し、演習するものが
殆どかと思います。ところが、とりだい病院の共学講座は、教員から社会人学生へ知識を授けた
あと、大学の外ではなく、大学の中、より詳しくはとりだい病院の中で試してもらいます。そして、
とりだい病院の中で実績を積んだ後に、大学の外で試してもらうというカリキュラムを提供して
います。もちろん、とりだい病院の中で試すためには薬機法などへの対応や、大学の外の病院な
どで試す場合は、それぞれの病院へ納入する販路獲得も必要となります。これらも、受講生に寄
り添い個別相談という形態もとりながら教える、言い換えると伴走型の教育コンテンツとなって
います。
　このカリキュラムは、受講者の企業が有している技術を、とりだい病院の中で試すことにもな
るので、とりだい病院の困りごとを受講生の企業が有する技術によって解決していくことになり
ます。すなわち、とりだい病院も学ぶこととなります。このようなことより、この教育コンテン
ツを、受講生もとりだい病院も互いに学ぶ「共学講座」と名付けて提供しております。

5．共学講座から生まれた製品・「ぼんだがぁ」
　共学講座の中から、医療機器分野に参入した企業は多々あ
り、いろいろな商品が生まれてきております。一例として、
有限会社サンパックの代表取締役森貴洋様（以下、森社長と
略称いたします）を取り上げて説明します。森社長は、コロ
ナ禍の中、病院運営において不可欠である感染症対策を施し
た「配膳トレー」を開発し、製造・販売しています。製品は
全国に広がり、北は北海道大学病院も採用するまでに至って
おります。
　入院患者を受け入れている病院において、患者へ提供する
食事（病院食）も病症回復のために重要な要素であり、且つ、
複雑で労力の掛かる業務でもあります。例えば、病床数（ベッ
ド数）が 500 を有する大規模病院であれば、朝昼夕、合計して 1 日 1500 食を提供しなければなり
ません。病院食を提供している部署（栄養部）は、患者ごとの病症や体質、術日などを考慮して、
個別対応しております。短時間のうちに、膨大な献立の組み合わせをこなさなければならない業
務であることは想像できると思います。このような労力の掛かる業務の中で、従前より感染症対
策はおこなってきましたが、コロナ禍によって、より大規模な対策が必要となってきました。医
療用のマスクや手袋などは、ディスポーザブル（使い捨て）品となっているように、食事を提供
する器などもディスポーザブル仕様へ変更されていきました。その中で、最も大型の製品である
配膳トレーが課題となりました。通常、約 50 人の患者の食事を個別に配膳トレーに載せて、調理
場から病棟まで適温配膳車にて運搬します。病棟では配膳トレーごと患者に提供し、患者さんの
食事が終わった後は、配膳トレーごと回収します。配膳トレーには、片側に果物などを、反対側
にはご飯や煮物が載せられます。したがって、適温配膳車において、片側は保冷され、反対側は
保温されるという、相反する温度環境に配膳トレーは晒されます。このような環境に適合できる
製品設計とディスポーザブルに耐えうる製造コストが技術的な障壁となりました。
　有限会社サンパックは、鳥取県倉吉市に工場を構える設立昭和 59 年、資本金 300 万円の企業です。
包装材料の製造販売を足掛かりに、現在は「パッケージと商品開発の提案で、お客様の発展に貢

（有）サンパック森社長

特集／鳥取大学医学部附属病院との包括連携協力協定について　－ 発明楽と共学講座のご紹介 －
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献する」企業に発展しています。コロナ禍の前
から、森社長は共学講座を受講され、医療機器
に関する知識を蓄積して、マーケットは小さい
ながらも、とりだい病院の看護師からのニーズ
を受けて製品を開発していました。製品開発と
製造・販売を継続しながら、知識だけでなく、
共学講座の教員も習得していない、医療機器に
関するノウハウも獲得していったと思います。
　森社長は、上記した配膳トレーの課題を知り、
自社が有する包装材料の製造技術活用を共学講
座の教員に提案しました。さっそく、とりだい
病院の栄養部を巻き込んで共同開発が進み、適
温配膳車に適合するディスポーザブル仕様の配
膳トレーの開発に成功しました。商品名も「ぼ
んだがぁ」と名付け、全国の病院に向けて販売
を開始しました。「ぼんだがぁ」は、単にディ
スポーザブル仕様にしただけでなく、使いやす
さにもこだわって開発されました。詳細な技術
内容な重要なノウハウなので本稿にて紹介する
ことはできませんが、全国の病院にて採用され、感染症対策のために不可欠な商品となっており
ます。
　加えて、森社長は、共学講座の教員が教えていない社会的課題も解決しています。森社長は「ぼ
んだがぁ」の生産工程の一部を福祉作業
所に委託しています。感染症対策という
だけでなく、障害者が経済的に自立でき
るような取り組みも、成し遂げています。
このことは、とりだい病院が森社長から
教えてもらったことであり、まさに、共
に学んでいるという一事例です。
　医療機器と言うと、ロボット手術の da 
Vinci（ダビンチ）や hinotori（ヒノトリ）
を思い浮かべてしまいます。しかし、薬
機法の対象外である、いわゆる雑品も病院の「困りごと」を華麗に解決できます。とりだい病院
の共学講座は、雑品も医療機器と捉えて、開発を促しています。上場企業に比べると資本力の小
さな地方の中小企業においても、このような分野であれば参入できると考えているからです。

６．結びにかえて
　紙幅を使って、とりだい病院が提供している教育コンテンツ「発明楽」と「共学講座」を紹介
いたしました。本稿を読んだ後に、発明楽を使って知財創造教育を実施したいと思っていただけ
たのであれば幸いです。そして、弁理士会の会員の方であれば、ご自由に使っていただきたいと
考えております。

特集／鳥取大学医学部附属病院との包括連携協力協定について　－ 発明楽と共学講座のご紹介 －

「ぼんだがぁ」の使用例

適温配膳車に配置されたぼんだがぁ（最上段がぼんだがぁ、
二段目以降は従来品）
上：扉を閉めた状態の適温配膳車（左側が保冷、右側が保温）
下：扉を開けた状態の適温配膳車（左側が保冷、右側が保温）
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　また、弁理士会の会員の方のクライアントにおいて、医療機器開発に参入したいとお考えの方
がおりましたら、「共学講座」をご紹介いただけると幸いです。遠方の方には Web にて受講でき
るようにとりだい病院の中に放送スタジオを新設して対応いたしております。もちろん、会員の
方が薬機法や標準化などへの対応の知識を得たいと思うのであれば、ご自身が共学講座に参加い
ただいても構いません。企業の経営者・従業員だけでなく、県や市などにおいて産業振興を担当
している方の受講も見受けられます。医療機器開発の担い手だけでなく、促進させる人材も歓迎
しております。
　今後とも、とりだい病院へのご支援のほど、どうぞよろしくお願いします。

特集／鳥取大学医学部附属病院との包括連携協力協定について　－ 発明楽と共学講座のご紹介 －
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「知的財産特別授業」福島県立郡山商業高等学校
１．日　時：①令和４年７月１１日（月）　9：50 ～ 10：40
　　　　　　②令和４年７月１３日（水）　9：50 ～ 10：40
２．場　所：福島県立郡山商業高等学校（福島県郡山市菜根 5 丁目 6-7）
３．対　象：①生徒２４名②生徒４４名
４．講　師：鈴木俊二会員（日本弁理士会東北会）
５．内　容：
　福島県立郡山商業高等学校流通経済科３年生の生徒を対象に、身近な知的財産や、郡山市内
に立地する中小企業によるものづくりの取り組みについて、具体的な事例を交え、授業を行い
ました。
　通常の授業の中で、事前に知的財産権について簡単な説明を受けていたこともあり、関心を
持って熱心に話を聞いている様子でした。
　授業に出席した子供たちから、将来優れた技術者等が育ってくれればよいと感じました。

日本弁理士会東北会　鈴木俊二

8 月までの支援活動1
8 月までの支援活動 / 東北会

東 北 会東 北 会
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8 月までの支援活動 / 東海会

「知的財産フォーラム２０２２in 静岡」
１．日　時：令和４年７月１５日（金）　１４：００～１７：００
２．場　所：グランディエール　ブケトーカイ　４Ｆ「ワルツ」
３．対　象：一般、中小企業経営者、知財関係者など３８名
４．講　師：前田大輔会員（日本弁理士会東海会　国際知財委員会　前委員長（現委員））
　　　　　　　　　　　　（日本弁理士会国際活動センター副センター長、意匠委員会委員）
５．内　容：
　日本弁理士会東海会の知財広め隊事業の一環として開催された知的財産フォーラム２０２２ 
in 静岡において、「商標最新海外事情」及び「ブランディングでの知財活用」と題したセミナー
が行われました。
　当フォーラムでは例年、特に地域の知財活動を行っている一般、中小企業の経営者、知的財
産関係者、学生等の方々を対象とし、無料でありながら深い内容のセミナーを開催しておりま
す。本年度は、講師に弁理士の前田大輔会員をお迎えし、上記二部構成でお話しいただきました。
　第一部の「商標最新海外事情」では、アメリカ・欧州・中国の３か国を中心に、商標制度の
概要と最新事情の解説がありました。海外の商標制度は、国ごとに、日本の商標制度と大きく
違いがある上に、改正・改定も行われております。今回の丁寧な最新事情の解説により、参加
者は各国の商標制度の内容や考え方を理解しつつ、改正内容もキャッチアップすることができ
たと思います。
　第二部の「ブランディングでの知財活用」では、「ブランド」や「ブランディング」の基本事項と、

「ブランド / ブランディング」の中での「知的財産（特に商標）」制度の活用について、解説が
ありました。
　新型コロナウィルスの感染が急激に再拡大する中とあって、慎重な対策を講じながらの開催
となりました。参加者は、実際に役立つ知識、新たな知識や情報に、講師と対面で触れること
ができ、非常に有意義なセミナーであったと思います。

セミナーの様子

東海会　静岡県委員会　委員長　田口滋子

東 海 会東 海 会
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関 西 会関 西 会

「第１回知的財産権に関するセミナー in MOBIO-Café」クリエイション・コア東大阪
１．日　時：令和４年６月３日（金）午後２時３０分～４時３０分
２．場　所：クリエイション・コア東大阪、オンライン
３．対　象：３６名（会場８名、Web ２８名）
４．講　師：塚本豊会員
５．内　容：
　最初に、弁理士と発明家を両立するに至った動機や起業した経緯についての説明をいただき
ました。また、個人特許権者として大企業と訴訟を行った経験に基づいて、中小スタートアッ
プ企業が特許権侵害訴訟で勝利するテクニックについて、お話いただきました。具体的には、
訴訟係属中に被告が自白した被告製品を含む分割出願の特許を成立させることによって侵害論
を有利に展開する『分割後出し戦略』をご紹介いただきました。さらに、強い特許取得方法と
して『多発明一出願戦略』について、LINE 訴訟における数珠繋ぎ分割出願の事例でご説明い
ただきました。それから、儲かる発明として『未来型発明』を創出するノウハウをご教示いた
だきました。
　ご講演後は会場および Web から分割出願、交渉ノウハウ等に関する質問があり、塚本会員
にそれぞれご回答いただきました。

関西会　知財普及・支援委員会　寺薗佳江

8 月までの支援活動 / 関西会
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「第２回知的財産権に関するセミナー in MOBIO-Café」クリエイション・コア東大阪
１．日　時：令和４年６月１７日（金）午後２時３０分～４時３０分
２．場　所：クリエイション・コア東大阪、オンライン
３．対　象：２９名（会場３名、Web ２６名）
４．講　師：木村英之氏（大阪税関　業務部　知的財産調査官）
　　　　　　今吉泰一郎会員
５．内　容：
　セミナーは、前半（第 1 部）を木村氏、後半（第 2 部）を今吉会員がそれぞれ講演する 2 部
構成でした。　
　第 1 部及び第 2 部の主な講義内容は以下の通りです。
　第 1 部のテーマ：「税関における知的財産侵害物品の取り締まり」
　第 1 部では、主に、知的財産侵害品に対して税関で行われている水際措置の概要、税関の取
り締まり対象となる知的財産、輸入差止申立て手続き、侵害物品の認定手続、実際の差止状況
について説明がなされました。
　第 2 部のテーマ：「企業の模倣品対策の実態と輸入差止制度の活用」
　第 2 部では、住友ゴム工業株式会社様の事業概要の説明の後、知財活動として権利化、権利
活用、模倣品対策について説明がなされました。特に、模倣品対策では住友ゴム工業株式会社
様のタイヤやゴルフクラブを例に、模倣品排除のための税関との連携（輸入差止申立、認定手
続）、WEB 上の模倣品チェック等について説明されました。
　第 2 部終了後に 10 分程度の休憩を挟み、会場及び web 参加者から質問を受け付けました。
会場からは参加者 2 名及び関西会委員 2 名から質問がそれぞれあり、WEB からは 2 名の参加
者から質問がありました。会場及び WEB 参加者からの質疑応答後、事前質問（5 件）につい
て講師の方に回答頂きました。

関西会　知財普及・支援委員会　大塚千秋

8 月までの支援活動 / 関西会
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「知的財産特別授業」大阪市立花乃井中学校
１．日　時：令和４年６月２４日（金）　１４：００～１４：５０
２．場　所：大阪市立花乃井中学校 
３．対　象：１－３年生　２０名
４．講　師：千原清誠、古澤寛
５．内　容：
　大阪市立花乃井中学校を訪問し、知財授業を行って参りました。花乃井中学校は、大阪市西
区の北部に位置し、土佐堀川と靭公園の間の街なかにあります。
　授業では、まず、講師の自己紹介の後、千原会員が、特許などの無体物を知的財産として守
る必要性がある場合について、有体物と比較しつつ説明し、知的財産の守り方を弁理士の仕事
と関連づけて説明しました。
　ペーパータワーの工作では、４～５人ほどの各グループが、どのようなタワーを「建築」す
るのかアイデアを出し合うことから、作業を始めました。紙製のタワーにおいて高さと強度と
を両立させるためにはどのような構造単位が適しているのか検討したグループが、多かったで
す。また、作業の進め方には、グループ間で大きな違いがありました。アイデアを念入りに検
討したうえで建築作業に取りかかったグループ、タワーの建築プランを早々に固めて建築作業
に取りかかり、プランを見直しつつ建築作業を進めたグループ（このグループが優勝しました）、
建築プランがなかなか固まらず、建築作業に多くの時間を費やせなかったグループなどです。
　今回の授業をとおして、生活・社会をより良くするために知的財産を創り出すことの楽しさ
や、それ守ることの大切さに、生徒たちには触れてもらえたのではないかと思います。

発想力豊かな生徒達と工作を行う講師

関西会知財授業担当　古澤寛

8 月までの支援活動 / 関西会
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「知的財産特別授業」学校法人瀧川学園滝川中学校
１．日　時：令和４年６月３０日（木）　１４：１０～１５：００
２．場　所：学校法人瀧川学園滝川中学校
３．対　象：３年生４クラス１１０名
４．講　師：村上太郎、柳瀬智之、西村弘昭
５．内　容：
　神戸市須磨区板宿駅から、徒歩５分の学校法人瀧川学園滝川中学校を訪問いたしました。男
子校らしく生徒達が元気良く走り回るのが見られる一方、挨拶もしっかりしている学園でした。
　会場は講堂で、目算で１００名程度集まってくれました。まず、はじめに、ご担当の先生が、
生徒達に、質問を投げかけながら知的財産権というものについて注意を向けるお話をされまし
た。その後、私たち３名は紹介を受けた後、スライドに沿って授業（寸劇）を始めました。
　司会進行役兼弁理士役は村上会員、ユメノ社長役は柳瀬会員、マネタ社長役は西村会員が務
めました。生徒達の関心も私が予想したよりは良く、質問に活発に挙手などの応答がありまし
た。服の裾を汚さずに椅子にスーツの上着を掛ける方法について質問したところ、背もたれを
高くすれば良いという核心をついた回答がありました。オリジナルと模倣品でどちらを買うか
との質問には、ほぼ半数ずつ挙手があったように思います。寸劇は、ほぼ台本通り進行しまし
たが、模倣品はオリジナル（発明品）よりも安価で販売できる傾向があること、そのため発明
品は特許で守られないと模倣品に価格競争で負け、発明をする動機を失いがちになること、特
許権で発明を保護することにより事業をより安全に進められることなどを、理解してもらえた
のではないかと思います。
　最後に村上会員が、クイズを交えながら日本発の発明について説明をしました。また、日本
弁理士会は、２０２５年大阪・関西万博の共創パートナーであることを紹介して授業を終えま
した。その後、ご担当の先生が、アップル社の商標問題や、動画配信サービスにおけるＢＧＭ
の著作権の問題について、質疑応答形式で生徒達に紹介されました。
 　 

興味津々の生徒達に講義を行う講師

関西会知財授業担当　西村弘昭

8 月までの支援活動 / 関西会
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「第３回知的財産権に関するセミナー in MOBIO-Café」クリエイション・コア東大阪
１．日　時：令和４年７月１日（金）午後２時３０分～４時３０分
２．場　所：クリエイション・コア東大阪、オンライン
３．対　象：４４名（会場１０名、Web ３４名）
４．講　師：石田博樹会員
５．内　容：
　講義では、創業から 380 年を超える月桂冠株式会社の歴史、設立後 100 年を超える研究所の
歩みと戦前からの海外事業、業界をリードする戦後の発明、酒以外に拡がる新規事業と特許、
保有の特許群と知的財産、社員の人材育成と知財教育、海外市場への展開と商標、新製品への
アプローチ等について説明がされました。
　機器トラブルのため、講義の開始時刻が遅れましたが、予定時刻までに上記の内容が盛り込
まれ、質疑応答の 30 分を確保できました。受講者の関心が高かったためか、会場からの質問
及び事前質問でその後予定終了時刻まで質疑応答が続きました。

関西会　知財普及・支援委員会　川瀬直樹

8 月までの支援活動 / 関西会
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「知的財産特別授業」明石市立高丘中学校
１．日　時：令和４年７月５日（火）　１４：２０～１５：２０
２．場　所：明石市立高丘中学校
３．対　象：2 年生　１２８名
４．講　師：水田慎一、冨田光治、倉橋和之
５．内　容：
　今回、私達が知的財産特別授業で伺ったのは明石市立高丘中学校です。校内では、すれ違う
生徒の皆さんが元気よく挨拶してくれるアットホームな学校でした。
　授業では、椅子に取り付け可能なスーツ用ハンガー「服の神」のコンテンツを用いて、寸劇
を交えながら、知的財産の保護の重要性と弁理士の役割について紹介しました。４クラス約
120 名の生徒さんの前で授業を行いましたが、最初から最後まで皆さんとても集中して聞いて
くれていたように思います。
　寸劇の途中で行ったアンケートでは、「苦労して発明した商品を購入するか」「安い模倣品を
購入するか」の問いかけに対して、安い模倣品を購入するという意見も多くみられましたが、
寸劇を通じて発明品保護の大切さや、特許権を持っていない場合と持っている場合とでどのよ
うに運命が分かれるのか等について伝えることができたと感じます。
　次にクイズタイムを行い、どれが日本の発明品か生徒の皆さんに手を挙げてもらいました。
カップラーメンや回転寿司は、ほとんどの生徒さんが日本の発明品であることを知っていまし
たが、一方でシャープペンシルやカッターナイフなどは日本の発明であることを知らない生徒
も多かったようで驚いていました。身近なところにも日本の発明があることに気づいてもらえ
たのではないでしょうか。また、知財授業後に校長先生との会話の中で「クイズタイムで話し
ていたように、発明に至った経緯・ストーリーを教えてもらったことでその発明に興味が沸き
ました」というお話があり、機会があればできるだけ発明ストーリーなども加えて伝えるよう
にしたいと思いました。
　今回の授業を通して、特許といった知的財産権や、弁理士という存在に少しでも興味を持っ
てもらえたならば幸いです。
 

興味津々の生徒達に講義を行う講師
※「服の神」は株式会社日乃本錠前の登録商標です。

関西会知財授業担当　倉橋和之

8 月までの支援活動 / 関西会
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支援活動一覧表（９月から）2
2.　支援活動一覧表（９月から）／相談

※緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の適用により中止または延期になっている場合がご
ざいます。

 相　談
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）

岩手

22.09.14 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 盛岡商工会議所 村雨圭介

22.10.12 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 盛岡商工会議所 丸岡裕作

22.11.09 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 盛岡商工会議所 東田潔

22.12.14 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 盛岡商工会議所 村雨圭介

23.01.18 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 盛岡商工会議所 野崎俊剛

23.02.08 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 盛岡商工会議所 船越巧子

23.03.08 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 盛岡商工会議所 丸岡裕作

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

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 22.09.15 めぶきFGものづくり企業フォーラム2022 つくば国際会議場 茨城委員会委員

群馬 22.09.08 ～
22.09.09 群馬ものづくりフェア2022 Ｇメッセ群馬　展示ホール 群馬委員会委員

埼玉
22.04.01 ～
23.03.31

埼玉県農業経営・就農支援センター（埼
玉県農業経営相談所）専門家候補者

（公社）埼玉県農林公社・各農林振
興センター（８か所）、農業者宅等、
またはオンライン

飯塚道夫
石塚勝久

22.04.01 ～
23.03.31

士業専門家による無料相談会（埼玉県産
業振興公社）

創業・ベンチャー支援センター埼
玉 埼玉委員会委員

千葉

毎月第 1 水曜日 
13:00 ～ 16:00

2022度(一社)千葉県発明協会相談室(市
川商工会議所) 市川商工会議所 千葉委員会委員

毎月第 4 火曜日 
13:00 ～ 16:00

2022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 千葉委員会委員

毎月第1・第3水曜日 
13:00～16:00

2022年度(一社)千葉県発明協会相談室
(佐倉商工会議所) 佐倉商工会議所 千葉委員会委員

毎月第 3 火曜日 
13:00 ～ 16:00

2022年度(一社)千葉県発明協会相談室
(習志野商工会議所) 習志野商工会議所 千葉委員会委員

偶数月第 2 火曜日 
13:00 ～ 16:00

2022年度(一社)千葉県発明協会相談室
(成田商工会議所) 成田商工会議所 千葉委員会委員

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
22.09.07 常設知的財産相談室 北陸会事務所 村田健誠

22.09.28 常設知的財産相談室 北陸会事務所 海野徹
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2.　支援活動一覧表（９月から）／相談

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・第3木曜日 
13:00～16:00

2022年度(一社)千葉県発明協会相談室
(船橋商工会議所) 船橋商工会議所 千葉委員会委員

毎月第 1 火曜日 
13:00 ～ 16:00

2022年度(一社)千葉県発明協会相談室
(木更津商工会議所) 木更津商工会議所 千葉委員会委員

東京

毎週月～金 
10:00 ～ 12:00 
14:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室 弁理士会館 関東会所属弁理
士

毎月第 2 木曜日 
9:30 ～ 12:30 2022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 東京委員会委員

22.04.01 ～
23.03.31 令和 4 年度台東区商工相談 台東区中小企業振興センター

竹澤誠  
吉田信彦  
澁川喜和夫  
藤岡茂 

22.09.03 第3回暮らしと事業の無料相談会IN杉並 杉並区立産業商工会館　展示場 東京委員会委員

22.09.08 2022年度上期知財無料相談会（町田） 町田新産業創造センター又はオンラ
イン 保坂俊 

22.09.17 第27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
木村薫  
篠原淳司  
黒瀬泰之  
折居章

22.09.20 2022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）又はオンライン 三原秀子 

22.09.23 第8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

22.09.30 2022年度上期BusiNest無料知的財産相
談会 BusiNest 内会議室又はオンライン 本谷孝夫 

22.10.01 第32回豊島区事業と暮らしの無料相談会 IKE Biz　としま産業振興プラザ 東京委員会委員
22.10.19 ～
22.10.21 産業交流展2022 東京ビッグサイト南展示棟（リアル展

示会＋オンライン展示会） 東京委員会委員
22.10.28 
23.02.27 
23.03.24

2022年度豊島区専門家合同相談室 豊島区役所本庁舎 4 階東側　面接・
相談室 東京委員会委員

22.11.26 第11回事業と暮らしの無料相談会
(武蔵野三鷹) 武蔵野スイングホール 東京委員会委員

委員
22.11.10 ～
22.11.11

第26回いたばし産業見本市　製造と加工
技術展2022(ハイブリッド開催)

植村記念加賀スポーツセンター ＆  
オンライン 東京委員会委員

神奈川

毎月第2・第4金曜日  
13:00～16:00

神奈川県立川崎図書館令和 4 年度知的財
産相談事業

神奈川県立川崎図書館　知財スポ
ット

神奈川委員会委
員

毎月第 2 木曜日 
13:30 ～ 16:30 令和4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 青木充 
22.11.17 ～
22.11.18 第15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
山梨 毎月第 2 火曜日 

13:00 ～ 16:00
令和 4 年度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 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
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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 ) 徳島県立工業技術センター 四国会所属弁理士

香川
第 2 水曜日
13:00 ～ 15:00

知的財産相談室
( 要予約・個人面談方式 ) 日本弁理士会四国会 四国会所属弁理士

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 )

丸亀市市民交流活動センター「マ
ルタス」 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 ) 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

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 ) 四国中央商工会議所 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）
※状況により相談方式の変更あり

九州会事務所 九州会所属弁理士

2.　支援活動一覧表（９月から）／相談

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

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



2022 年 8 月号（№ 230）　21

 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）

秋田
22.09.10 秋田市少年少女発明クラブでの知財授業 秋田市東部市民サービスセンター 佐々百合子

佐々健太郎
22.11.19 大館少年少女発明クラブでの知財授業 大館郷土博物館 齋藤昭彦

野崎俊剛

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）

群馬 22.09.08 群馬ものづくりフェア2022　併催セミ
ナー Ｇメッセ群馬

島崎俊英
前原久美
羽鳥慎也

埼玉

22.09.26、09.29、 
09.30 の
いずれか 1 日

知財戦略セミナー 大宮駅周辺の会議室（予定） 飯塚道夫 

22.10.29、11.05、
12.03 の
いずれか 1 日

さいたま市少年少女発明クラブ さいたま市少年少女発明クラブ 赤塚正樹
雨宮三千代

千葉

22.09 ～ 22.12 千葉工業大学寄附講座 千葉工業大学

浅井淳
相田悟
堀宏光
角田朗
山川啓

22.10.08
または 22.10.09 千葉市科学フェスタ2022 きぼーる 千葉委員会委員

23.01.12 知的財産特別授業 東海大学付属市原望洋高等学校 高橋洋平
金子正彦

東京

22.09 ～ 23.02 東京農業大学(世田谷キャンパス) 東京農業大学（世田谷キャンパス）森山朗 

22.09.04 町田市少年少女発明クラブ 町田市少年少女発明クラブ 高原千鶴子
上田精一

22.09.11 発明工作授業 江戸川区子ども未来館 バーナード正子
佐々木克哉

22.09.29 発明工作授業 世田谷区立中里小学校 小屋迫利恵
原田潤子

22.10 月以降 ( 公財 ) 台東区産業振興事業団 台東区中小企業振興センター（オ
ンライン） 斎藤理絵 

22.12.12 ～
22.12.22 の
いずれか 1 日

知的財産特別授業 東京都立工芸高等学校 鈴木康介
岩崎孝治

23.02.05 または
23.02.11 台東区少年少女発明クラブ 台東区少年少女発明クラブ

伊藤夏香  
金子彩子  
丸山輝

神奈川

22.10.27 
22.12.22 
23.02.16

図書館で学ぶ知的財産講座 神奈川県立川崎図書館カンファレ
ンスルーム

山口康明  
佐藤高信  
西山恵三  
鈴木健治  
高木康志  
岩永勇二

22.12.17 発明工作授業 横浜市立平沼小学校
美川公司  
金子正彦  
丸山輝

2.　支援活動一覧表（９月から）／講演
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2.　支援活動一覧表（９月から）／講演

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 22.09.09 週末パテントセミナー in 岐阜 みんなの森 ぎふメディアコスモス
中小企業経営者
岐阜県委員会委
員

静岡

22.09.30 週末パテントセミナー in 静岡 ペガサート７階プレゼンルーム 神谷直慈

22.10.07 週末パテントセミナー in 浜松 アクトシティ浜松研修交流セン
ター 神谷直慈

22.10.14 週末パテントセミナー in 静岡 ペガサート７階プレゼンルーム 静岡県委員会委
員

22.10.21 静岡県立富士宮北高等学校における知財
授業「知財活用について」 静岡県立富士宮北高等学校 東山裕樹

22.10.21 週末パテントセミナー in 浜松 アクトシティ浜松研修交流セン
ター

静岡県委員会委
員

22.10.28 週末パテントセミナー in 静岡 ペガサート７階プレゼンルーム 坂野史子

22.11.04 週末パテントセミナー in 浜松 アクトシティ浜松研修交流セン
ター 坂野史子

22.11.25 静岡県立富士宮北高等学校における知財
授業「知財活用について」 静岡県立富士宮北高等学校 東山裕樹

愛知

22.09.15 中小企業のための知財経営サロン 東海会事務所 知的財産支援委
員

22.09.24 休日パテントセミナー in 名古屋 名古屋商工会議所 福嶋亨 
野崎洋平

22.09.29
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 瀧川彰人

22.10.06
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 塩谷尚人

22.10.13
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 榊原靖

22.10.20
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 杉田一直
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2.　支援活動一覧表（９月から）／講演

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

22.10.22 休日パテントセミナー in 名古屋 名古屋商工会議所 3F 第 5 会議室 木村圭一 
立石克彦

22.10.27
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 伊藤正典

22.11.10
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 伊藤正典

22.11.17
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 教育機関支援機
構運営委員

22.11.19 休日パテントセミナー in 名古屋 名古屋商工会議所 3F 第 5 会議室 前田祥吾
二宮佳亮

22.11.24
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 教育機関支援機
構運営委員

22.12.01
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 教育機関支援機
構運営委員

22.12.08
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 教育機関支援機
構運営委員

22.12.15
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 教育機関支援機
構運営委員

22.12.15 中小企業のための知財経営サロン in 春日
井 春日井商工会議所 知的財産支援委

員会
22.12.17 休日パテントセミナー in 名古屋 名古屋商工会議所 3F 第 5 会議室 岡田康一 

柴田浩貴

22.12.22
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 菊谷純

23.01.12
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 教育機関支援機
構運営委員

23.01.14 休日パテントセミナー in 名古屋 名古屋商工会議所 3F 第 5 会議室 今井邦博 
朝倉美知

23.01.19
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 寺本諭史

23.01.19 中小企業のための知財経営サロン 東海会事務所 知的財産支援委
員

23.01.26
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 岡浩喜

23.02.02
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 教育機関支援機
構運営委員

23.03.16 中小企業のための知財経営サロン 東海会事務所 知的財産支援委
員

三重 22.11.11 知財広め隊事業「週末パテントセミナー
in 津」 アスト津 中小企業経営者
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2.　支援活動一覧表（９月から）／講演

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）

岡山 22.10.22 知的財産特別授業 西大寺公民館 伊藤俊一郎
福森隆志

広島 調整中 知的財産セミナー 呉市海事歴史科学館 末次渉
川角栄二

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

22.10.06 令和４年度知的財産実務者育成セミナー
第 7 回 福岡県中小企業振興センター 布施哲也

22.10.20 令和４年度知的財産実務者育成セミナー
第 8 回 福岡県中小企業振興センター 山野有希子

22.11.02 令和４年度知的財産実務者育成セミナー
第 9 回 福岡県中小企業振興センター 小木智彦

未定 くるめ少年少女発明クラブ 知的財産授業 えーるピア久留米 松原正美
隅田俊隆

大分
未定 きつき少年少女発明クラブ 知的財産授業 杵築市役所　山香庁舎 松本秀治

宇野智也
未定 別府少年少女発明クラブ 知的財産授業 大分県別府市鶴見小学校 ･ 幼稚園 松本秀治

宇野智也
宮崎 未定 宮崎少年少女発明クラブ 知的財産授業 宮崎科学技術館 小木智彦

園田康弘

支援センター
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 22.9.30 高専生向け知的財産セミナー（概要編） 香川高等専門学校　高松キャンパ
ス 村上武栄

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
22.10.28 知的財産特別授業 滋賀県立瀬田工業高等学校 岸本忠昭

道坂伸一
22.12.14 知的財産特別授業 甲賀市立雲井小学校 岸本忠昭

大濱徹

大阪

22.09.09 知的財産特別授業 吹田市立古江台小学校 古澤寛
小林義周

22.10.19 知的財産特別授業 木津川市立南加茂台小学校 大西正夫
大濱徹

22.10.25 知的財産特別授業 泉南市立新家小学校 飯田淳也
向林伸啓

奈良
22.10.08 調整中 奈良県立図書情報館 中西康文

22.12.10 調整中 奈良県立図書情報館 小野敦史
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 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 22.10.19 令和 4 年度地方発明表彰 ( 表彰式） アートホテル旭川 大窪智行

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 22.11.16 令和４年度地方発明表彰式 ホテルメトロポリタン山形 黒沼吉行

福島
22.09.21 第７４回郡山市発明工夫展審査会 郡山市役所 鈴木俊二

22.10.25 第７４回郡山市発明工夫展表彰式 郡山市役所 鈴木俊二

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
22.09.08 ～
22.09.09 群馬ものづくりフェア2022（後援） Ｇメッセ群馬　展示ホール
22.10.15 ～
22.10.16

第33回全国高等専門学校プログラミング
コンテスト（後援） G メッセ群馬

千葉
22.10.03 ～
22.11.11 千葉県児童生徒・教職員科学作品展（後援）千葉県総合教育センター

22.10.05 千葉県児童生徒・教職員科学作品展審査会 千葉県総合教育センター 吉田信彦 

東京

22.04.01 ～
22.12.31 第20回多摩ブルー・グリーン賞 多摩信用金庫 本谷孝夫

22.05.09 ～
22.09.05

令和4年度板橋製品技術大賞知的財産調
査

川崎仁
吉田信彦
須藤修三

神奈川

22.09.22
22.11.24
23.01.26
23.03.10

令和4年度企業関係者と弁理士の知財研
究会

神奈川県立川崎図書館カンファレン
スルーム

神奈川委員会委
員

未定 かながわビジネスオーディション2023
（後援）

山梨
22.8 月下旬～ 9 月 令和４年度やまなしイノベーション創出事

業費補助金審査 堀内正優 

22.9 月 令和4年度中小企業等外国出願支援事業
審査委員会 (公財)やまなし産業支援機構 久保雅裕 

2.　支援活動一覧表（９月から）／その他
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2.　支援活動一覧表（９月から）／その他

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
22.10 長野県発明くふう展 長野県発明協会 河合徹

22.10.22 長野県発明くふう展 長野市ビックハット 河合徹

岐阜

22.10.19 2022 岐阜県発明くふう展（学生の部） マーサ 21 岡本茂樹

22.10.22 2022 岐阜県発明くふう展（一般の部・
女性の部） マーサ 21 神谷英昭

22.10.23 2022 岐阜県発明くふう展（学生の部） マーサ 21 井上敬也

22.10.24 2022 岐阜県発明くふう展（一般の部・
女性の部） マーサ 21 村瀬裕昭

静岡
22.10.18 静岡県学生児童発明くふう展 静岡県産業経済会館 長谷川和家

22.11.13 静岡県学生児童発明くふう展 静岡県庁 田口滋子

愛知

22.11.04 あいち少年少女創意くふう展 2022 産業技術記念館 寺本諭史

22.11.25 令和４年度中部地方発明表彰（愛知） ANA クラウンプラザホテルグラン
コート名古屋 三浦高広

22.12.03 あいち少年少女創意くふう展 2022 産業技術記念館 三浦高広

三重 22.09.29 令和４年度三重県発明くふう展（学生） 津リージョンプラザ 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）

京都 22.10.22 第 46 回　京都府内小・中・高校創造性
コンクール 表彰式 京都リサーチパーク 宮澤岳史

大阪
22.10.04 第 51 回大阪府生徒・児童教職員発明くふ

う展 審査会 ATC エイジレスセンター 塚本真由子

22.11.06 第 51 回大阪府生徒・児童教職員発明くふ
う展　表彰式 ATC エイジレスセンター 田中達也

兵庫
22.10.19 令和 4 年度兵庫県学生児童発明くふう展　

審査会 バンドー神戸青少年科学館 小林恵

22.10.30 令和 4 年度兵庫県学生児童発明くふう展　
表彰式 兵庫県立工業技術センター　 楠屋宏行

和歌山
22.10.25 第 54 回私たちのくふう展 審査会 フォルテワジマ 久保田静男

22.10.29 第 54 回私たちのくふう展 表彰式 フォルテワジマ 久保田静男
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支援活動一覧表（8 月分）3
3.　支援活動一覧表（８月分）／相談

 相　談
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 22.08.17 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 盛岡商工会議所 野崎俊剛

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

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
22.04.01 ～
23.03.31

埼玉県農業経営・就農支援センター（埼玉
県農業経営相談所）専門家候補者

（公社）埼玉県農林公社・各農林振
興センター（８か所）、農業者宅等、
またはオンライン

飯塚道夫
石塚勝久

22.04.01 ～
23.03.31

士業専門家による無料相談会（埼玉県産
業振興公社）

創業・ベンチャー支援センター埼
玉 埼玉委員会委員

千葉

22.08.02 2022年度(一社)千葉県発明協会相談室
(木更津商工会議所) 木更津商工会議所 高橋昌義 

22.08.03 2022度(一社)千葉県発明協会相談室(市
川商工会議所) 市川商工会議所 若田充史 

22.08.03
22.08.17

2022年度(一社)千葉県発明協会相談室
(佐倉商工会議所) 佐倉商工会議所 山川啓

浅井淳
22.08.04
22.08.18

2022年度(一社)千葉県発明協会相談室
(船橋商工会議所) 船橋商工会議所 日向麻里

浅井淳

22.08.09 2022年度(一社)千葉県発明協会相談室
(成田商工会議所) 成田商工会議所 相田悟

22.08.16 2022年度(一社)千葉県発明協会相談室
(習志野商工会議所) 習志野商工会議所 中村裕行 

22.08.23 2022年度弁理士による特許無料相談会
(東葛テクノプラザ）

弁理士による特許無料相談会（東
葛テクノプラザ） 高橋昌義 

東京

22.04.01～
23.03.31 令和4年度台東区商工相談 台東区中小企業振興センター

竹澤誠
吉田信彦
澁川喜和夫
藤岡茂

22.08.04 2022年度上期知財無料相談会（町田） 町田新産業創造センター又はオン
ライン 本谷孝夫

22.08.16 2022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）又はオンライン 本谷孝夫 

22.08.26 2022年度上期BusiNest無料知的財産相
談会 BusiNest 内会議室又はオンライン 深澤潔 

神奈川

22.08.10
22.08.26

神奈川県立川崎図書館令和4年度知的財
産相談事業

神奈川県立川崎図書館　知財ス
ポット

青木充
鈴木健治

22.08.18 令和4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 青木充 

山梨 22.08.09 令和4年度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 堀内正優 

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
22.08.03 常設知的財産相談室 北陸会事務所 宮田誠心

22.08.24 常設知的財産相談室 北陸会事務所 木森有平
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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

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

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）
※状況により相談方式の変更あり

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

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

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

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 ) 徳島県立工業技術センター 四国会所属弁理士

香川
第 2 水曜日
13:00 ～ 15:00

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

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 )

丸亀市市民交流活動センター「マ
ルタス」 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 ) 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

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 ) 四国中央商工会議所 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
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3.　支援活動一覧表（８月分）／講演

 講　演

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
22.08.06
22.08.07
22.08.20
22.08.21

ひたちなか少年少女発明クラブ ひたちなか少年少女発明クラブ 岩永勇二
荻弥生

東京

22.08.14 発明工作授業 江戸川区子ども未来館 伊藤夏香 
竹澤誠

22.08.16 板橋区起業支援フォーラム有限責任事業
組合講師派遣 オンライン開催 松本公一 

22.08.19 知的財産特別授業 タイドーム明石
根岸宏子
藁科えりか
谷島隆士

22.08.28 まちだキッズアントレプレナープログラ
ム  発明教室

町田新産業創造センター１階イベ
ントスペース

三原秀子
徳本浩一
遠田利明

神奈川

22.08.08または
22.08.17 知的財産特別授業 神奈川県立柏陽高等学校 川嶋聡

22.08.18～
22.08.31
のいずれか1日

発明工作授業 横浜市泉区民文化センター 美川公司
太田努

22.08.20 発明工作授業 横浜市市民活動支援センター「み
どりーむ」 遠田利明 

22.08.25 図書館で学ぶ知的財産講座 神奈川県立川崎図書館カンファレ
ンスルーム

金子正彦 
石塚良一 

山梨 22.08.10 令和4年度生涯学習セミナー 山梨県生涯学習推進センター交流
室　および　ライブ配信 牛久健司 

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 22.08.26 令和４年度いわて知的財産権セミナー 岩手県釜石市内（岩手県沿岸広域
振興局内） 東田潔
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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

22.08.02
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「デザイン情報関連法規－知的財産
権制度のしくみと活用－」

名古屋市立大学北千種キャンパス 名市大側

22.08.03 碧南市ものづくりセンターにおける知的
財産授業 碧南ものづくりセンター

榊原靖 
塩谷尚人 
榊原毅 
久米早江子 
八神真由

22.08.04
十六銀行との連携協定に基づく東海会知
財金融対応委員会による「十六銀行愛知
県営業本部向け知財セミナー」

Web 会議 奥田誠

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 ８月下旬 知的財産セミナー（デジタル×知財） Zoom オンライン 上羽秀敏

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
22.08.10 令和４年度知的財産実務者育成セミナー

第 3 回 福岡県中小企業振興センター 山下滋之

22.08.25 令和４年度知的財産実務者育成セミナー
第 4 回 博多駅周辺の会議室 山野有希子

3.　支援活動一覧表（８月分）／講演
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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）

東京

22.04.01 ～
22.12.31 第20回多摩ブルー・グリーン賞 多摩信用金庫 本谷孝夫

22.05.09 ～
22.09.05

令和4年度板橋製品技術大賞知的財産調
査

川崎仁
吉田信彦
須藤修三

22.08.04 ～
22.08.05

令和4年度板橋製品技術大賞知的財産審
査 竹澤誠 

神奈川
22.07.06 ～
22.08.03

令和４年度かわさき知的財産スクール（後
援） 川崎産業振興会館

22.08.02 東京農業大学（厚木キャンパス） 東京農業大学（厚木キャンパス） 美川公司 

 その他

3.　支援活動一覧表（８月分）／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

22.07.19 ～
22.08.31 サイエンスパーク・オンライン ウェブ開催 なし（データ提

供のみ）
22.08.04 サイエンスパーク・体験教室 札幌エルプラザ 北海道会所属弁

理士
22.08.30 令和 4 年度地方発明表彰（選考会） ウェブ開催 大窪智行

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 22.08.24 令和４年度地方発明表彰地方選考委員会 ホテルメトロポリタン山形 佐藤司

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 22.08.23 令和４年度中部地方発明表彰（愛知） 名古屋商工会議所 石田正己

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 22.08.27 夏休み工作教室 奈良県立図書情報館
光明寺大道
奈良地区会運営
委員

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）

佐賀 22.08.26 令和４年度地方発明表彰
九州ブロック（佐賀） グランデはがくれ 下井功介
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☎ 
URL： https://jpaa-hokkaido.jp/
相談時間：

／ 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：https://www.jpaa-tokai.jp/
相談時間：月～金曜日／ 13：00 ～ 16：00

☎ ０６-６４５３- ８２００
URL：https://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：https://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

毎週火曜日・金曜日

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。

知財を経営に活かすコンサルティングスキルをもった弁理士が
最大３回訪問して、共に課題を解決し業績アップを目指します。

●Point！
・費用は無料（日本弁理士会が負担します）。
・これまで１５０社以上の中小企業に対して支援を実施しています。

詳細はコチラ➤
問い合わせ先：日本弁理士会 弁理士知財キャラバン 担当
E-mail：caravan@jpaa.or.jp https://www.jpaa.or.jp/activity/caravan

中小企業の知財を活かして成長を支援します！


