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特 集 ＪＰＡＡ知財塾のご紹介

日本弁理士会　知的財産経営センター　担当副センター長（第１事業部長）　大澤豊

１．はじめに
　知的財産経営センターでは、技術開発、商品開発又は営業開拓に、知的財産を活用した新たな
視点から注力したい中小事業者の知財担当者を対象に、実践的な知財活用スキルを身に付けても
らうための中級者向けセミナーとして、昨年度より「ＪＰＡＡ知財塾」を開催しております。
　このＪＰＡＡ知財塾は、令和１年度に、東日本大震災及び原発事故で大きな被害を受けた福島
県内の中小事業者を支援するための事業として福島プロジェクトワーキンググループ（ＷＧ）に
て始まり、令和３年度から知的財産経営センターに移管されて対象を全国に拡大して実施してい
ます。
　筆者は、福島プロジェクトＷＧ時代から継続して本事業に関わっていますので、その頃の内容
も含めて紹介させて頂きます。

２．事業の特徴
　従来から、当会や各地の地方自治体、知財支援機関などにより、中小事業者の経験の浅い知財
担当者を対象に、知財の制度や調査の方法などを教えるセミナーが多数開催されてきました。し
かし、これらのセミナーを受講し、制度の基本的な内容や簡単な調査の仕方を身に付けたとしても、
自分の会社の業務の中で何をどうしたら「知財を事業の中で活用した」ことになるのかという点は、
分かりにくいのではないかと考えています。
　そこで我々は、主に中小事業者を念頭に、知財制度の基本的な内容を理解した方を対象に、自
分の会社の事業の中でどのような形で「知財を活用」できるのか、をお伝えするためのセミナー
として、「ＪＰＡＡ知財塾」を設計、提案しました。
　「知財を活用」する方法には一つの正解があるわけではありませんので、セミナーの設計はグルー
プディスカッションを中心とました。基本的な考え方を講師が説明した後で、事例を題材に、ど
のようなことを考え実行することが事業の収益向上やリスク軽減につながるのかを、参加者同士
で議論してもらう形にしました。各参加者が、講師の説明を参考にして自身が社内で行っている
業務を念頭に議論することにより、会社に戻った時に実行できる「気づき」を持って帰って頂く
ことを狙ったものです。
　また、当会が行うセミナーとしては珍しいと思いますが、特許等の権利の取得はあくまで知財
活用の一手段であると捉え、もっと早い段階から考えておくべきことを中心に据えた構成として
いる点も、一つの特徴です。

３．事業の経緯
　令和１年度及び令和２年度のＪＰＡＡ知財塾は、コンサルティングの経験が豊富な講師を主講
師に迎えて行いました。
　令和１年度のＪＰＡＡ知財塾は、当会が主催、一般社団法人福島県発明協会様が共催という形
で行い、まだ新型コロナウイルスが蔓延する前でしたので、福島県の郡山市といわき市で、それ
ぞれ３．５時間×３日のセミナーを集合で行うことができました。受講者募集に一般社団法人福島
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県発明協会様のご協力を頂けましたこともあり、概ね定員通りの受講者を得て、アンケートでも、
大半の方からセミナーの内容に「自社の業務にすぐに活かせそうな内容が複数あった」旨の回答
を頂けており、狙い通りの成果を達成できたと考えています。
　令和２年度は、福島県内の中小企業の方を対象としたことは令和１年度と同じですが、新型コ
ロナウイルス蔓延のためオンラインで開催し、これに伴い内容を２時間×６日を１クールとする
ものに再構成しました。しかし、２クール中１クールは中止せざるを得ませんでしたし、オンラ
インでのグループディスカッションの運営に不慣れであったこともあり、運営上苦労することも
ありました。とはいえ、アンケートに回答下さった全員の方から「自社の業務に将来的に活かせ
そうな内容が複数あった」旨の回答を頂けており、オンラインでの開催でも狙った内容をお伝え
できることが分かりました。
　令和３年度は、それまでの２年間の成果を踏まえ、対象を全国に拡大して行いました。この年
は初めからオンラインで準備しました。構成も３．５時間×３日に戻しています。これに際して講
師を新たに弁理士から公募し、３０名近い応募者の中から、大学教授、知財コンサルティング会
社勤務、メーカー開発／知財担当といった様々な立場で知財の活用に取り組む弁理士を主講師に
迎えることができました。
　令和３年度は募集対象を広げたこともあり、募集開始から２週間程度で当初予定していた定員
を超えてしまい、急遽定員枠を増やして実施しました。また、アンケートに回答下さった方の約
９０％から、自社の業務に「すぐ活かせそうな内容があった」、「将来的に活かせそうな内容があっ
た」との回答を頂くことができ、また、約７０％から、同様な研修があったら知人に勧めたい、
との回答が得られ、多くの受講者に満足頂けたことが窺えます。また、講師の先生方からは、「明
るく楽しい雰囲気の中で活発な意見交換ができました」といった報告もありました。オンライン
開催としたことで、全国様々な地域から様々な立場の方に参加頂くことができ、ディスカッショ
ンの幅を広げることができたと考えています。

４．今後の展望について
　本年度のＪＰＡＡ知財塾は、令和３年度よりも定員を増やし、昨年度頂いたご意見も踏まえて
内容を改良して開催予定であり、本稿が掲載される頃にはちょうど受講受付中となっています。
興味を持って頂けましたら、是非「ＪＰＡＡ知財塾」でウェブを検索して下さい。また、ＪＰＡ
Ａ知財塾は、今後とも引き続き、改良を加えながら開催していければと考えております。
　しかし、当会がセミナーを実施するのみでは、予算や人手の制約から可能な定員枠に限りがあ
ります。そこで本事業は、当会がセミナーを実施するのみならず、将来的に個々の弁理士が自身
の収益事業として同種のセミナーを実施できる環境を作ることも目的としています。
　そして、当会が実施するＪＰＡＡ知財塾にテストマーケティングのような意味合いを持たせ、
実施結果を報告書として詳細に弁理士向けに公表することで、意欲のある会員が自身で同種のセ
ミナーを開催する際に参考となる情報を提供することに努めています。
　このため、将来的には同内容のセミナーを無料で開催させて頂くことは難しくなるかもしれま
せんが、有料でも受講したいと思って頂けるセミナーを目指して、内容の改良に努めていく所存
です。
　遠大な目標ではありますが、担当者一同、ＪＰＡＡ知財塾あるいは同種のセミナーの普及を通
じて、事業の中でどのように知財を活用すれば収益につなげられるのかを、権利取得という枠を
超えて多くの方に考え実践して頂き、実際に事業の収益性を高めて頂くことを目指して、本事業
を推進していきたいと考えております。
　皆様のご指導ご鞭撻を賜れますと幸いです。
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10月までの支援活動1
10 月までの支援活動 / 東北会

東 北 会東 北 会

令和４年度いわて知的財産権セミナー及び相談会ｉｎ釜石
１．日　時：令和４年８月２６日（金）１３；３０～１５；５０
２．場　所：（公財）釜石・大槌地域産業育成センター ２階大会議室
　　　　　　（岩手県釜石市平田３－７５－１）
３．参加者：１５名
４．講　師：東田潔（弁理士）
５．内　容：
　本セミナーでは、地域産品のブランド化における商標権侵害リスクとその回避対策について
説明しました。この種のセミナーでは、従来、商標を使用する主体（事業者）向けに説明する
ことが多いのですが、今回は、事業者を支援する自治体、金融機関の方に向けた説明というこ
とで、新たな切り口での説明となりました。事前告知されていたこともあり、参加者のほとん
どが自治体職員、金融機関の方でした。
　昨今、ふるさと納税や金融機関の中小企業支援などが盛んになってきており、上記支援者が
運営するサイトで事業者の商品を紹介するケースも増えています。こうしたサイトに掲載した
商品が他人の商標権を侵害している場合、状況次第では、サイト運営者が侵害の責を負うこと
もあります。また、何よりも、支援している事業者が他人の商標権を侵害していることになれば、
支援そのものが、事業者の侵害行為を加速させることになりかねません。
概して上記支援者の方は、日頃、商標制度に触れる機会が少ないため、まずは、ブランド化の
意義及び商標制度について説明し、次いで、調査の具体的なオペレーションなども含めて侵害
回避の対策を説明しました。
　セミナーの最後には、ご質問もいただきましたが、これを機に、事業者に対するより効果的
な支援ができるようになればと思っております。
　後半の相談会は、セミナーの内容とは一転して権利者からの相談（３件）でしたが、１件は、
金融機関の営業担当が同席し、支援者としての意識が高いと感じました。

写真 セミナーの様子

日本弁理士会東北会　東田潔
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関 東 会関 東 会

10 月までの支援活動 / 関東会

「発明工作授業」世田谷区立深沢小学校　深沢工房運営委員会
１．日　時：２０２２年７月２２日（金）　１４：００～１５：３０
２．場　所：世田谷区立深沢小学校
３．対　象：小学生４０名
　　　　　　（1 年：10 名、2 年：7 名、3 年：6 名、4 年：9 名、5 年：6 名、6 年：2 名）
　　　　　　※当日は、欠席もあり 36 名参加。縦割り班 18 名× 2 クラス
４．講　師：知財創造教育支援委員会　原田潤子、播磨里江子
　　　　　　（オブザーバー：小屋迫利恵、鶴田聡子、竹澤誠）
５．内　容：
■授業の概要
　世田谷区立深沢小学校様では、子供達に工作等の課外体験を提供する深沢工房という小学校
独自の委員会を運営されています。今回は、夏休みのイベントの一つとして、「みんなで発明
家になろう！」をテーマに工作授業を行いました。発明のテーマは空飛ぶおもちゃ。どうやっ
たら遠くまで飛ぶかな？という点を工夫し、最終的には各人が作り上げた発明を一斉に体育館
で飛ばしてみるという授業を行いました。
　今回は、小学 1 年生から 6 年生という幅広い学年が参加する形となりましたが、コロナ禍を
考慮し、工作授業（体育館での飛距離コンテスト前まで）については、各学年混合の 2 つのク
ラスとし、２つの教室（図工室、算数教室）に分かれて生徒間が一定の距離を保てる状態で作
業を行いました。
＜スケジュール概要＞
　(1) 電子紙芝居、発明工作説明 (20 分 )、(2) 工作（工作中、発表をしたい人は工夫したところ
等を発表）(35 分 )、(3) 休憩と体育館へ移動 (10 分 )、(4) 飛距離コンテスト（体育館にて）(15 分 )、
(5) 感想文、特許証など表彰式 (10 分 )

(1) 電子紙芝居、発明工作説明 (20 分 )
電子紙芝居「パン職人とレオ君の物語」の動画を各教室で投影しました。発明とは何か、につ
いて理解をしてもらいました。動画の後、発明工作「空飛ぶおもちゃ」について、用意したパワー
ポイントを用いながら説明しました。動画で学んでもらった「工夫」に着目して、遠くまで飛
ばすための工夫、デザインの工夫、ネーミングの工夫など、様々な工夫の仕方があることを説
明しながら、「特許」「意匠」「商標」という言葉にも触れてもらいました。子ども達は、興味を持っ
た様子で真剣に聞いてくれていました。
(2) 工作（工作中、発表をしたい人は工夫したところ等を発表）(35 分 )
　工作をした後、各人が作った「空飛ぶおもちゃ」を、体育館でどのくらい飛ぶか飛距離コン
テストを行うことを事前に生徒達に伝え、自由に工作をしてもらいました。紙皿２枚、紙コッ
プ２つ、わりばし、方眼紙、はさみ、セロハンテープについては事前に各人の席に配布し、そ
の他の材料（色画用紙、折り紙、シール、モール、風船、ストロー、マスキングテープ、クラ
フトパンチ、のり、ホチキス、定規、クレヨン、マジック等）については自由に取りに使える
ようにまとめて用意をしておきました。工作の途中で飛ばす実験をしたい場合は、教室の外に
出て、廊下で試してよいこととしました（事前に学校側に確認のうえ）。完成したおもちゃには、
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各自、学年と氏名、おもちゃのネーミングを書いてもらいました。最初の 5 － 10 分はどう作
るか迷う子もいましたが、いったん作りたい形が決まると集中して手を動かし、楽しそうに廊
下で試作品を飛ばしては、時間ギリギリまで改良をしていました。
(3) 休憩と体育館へ移動 (10 分 )　
　各人が工作した「空飛ぶおもちゃ」を持って、飛距離コンテストのために体育館へ移動しま
した。廊下にて１年生～６年生の順番に並んでもらい、順番に移動をしました。もともと２つ
の教室に分かれて工作授業を行っていた為、体育館に近い教室から先に移動をし、混乱を避け
るように注意しました。
(4) 飛距離コンテスト（体育館にて）(15 分 )
　各人が工作した「空飛ぶおもちゃ」を、体育館の端から学年ごとに一斉に飛ばして距離を競
い合いました。参加人数や飛ばす力なども考慮し、一年生グループ、二年生グループ、三・四
年生グループ、五・六年生グループの４つのグループに分けて各グループの１位～３位を決定
すべく、一斉に２回ずつ飛ばしました。三年生以上のグループになると予想以上に遠くに飛び、
体育館の横距離では足りずに壁に当たってしまう子も出てきた為、急遽、体育館の縦距離を利
用して測定するように変更しました。時間短縮のため、実際の距離測定はせず、落下点にマー
カーを置くことにより、各グループの上位３位までを記録するようにしました。各自、ルール
を守りながらも、最も楽しそうで盛り上がった時間となりました。
(5) 感想文、特許証など表彰式 (10 分 )
　飛距離コンテストが終わった人から、体育館近くの図工室に戻り、感想文を書いてもらうと
ともに、飛距離コンテストの表彰式授与（上位３名。賞品は動物クリップペン）、子ども特許
証の授与（全員）、参加賞（水平ノート）の贈呈を行いました。感想文は、低学年も多かった
ため、「たのしかったこと」「くふうしたこと」「その他思ったこと」を書いてもらうように事
前に説明しました。子ども特許証や賞品は好評で、嬉しそうに持ち帰ってくれました。

■参加者の感想（一部抜粋しての紹介）
「とにかくかるいものをつくろうとしました。」（１年生）
「２いになれてうれしかったです。ちからをいれたらよくとびました。ブーメランのように
したことがくふうです。」（２年生）

「ふうせんの力を利用するか、ゴムの力を利用するか、まよいました。」（３年生）
「さいしょは何を作ればいいかわからなかった。けど、色々な人にたすけてかわいいのがで
きて楽しかったです。」（４年生）

「楽しかったことは摩さつ力をしらべたり形などを工夫してわりばしのふくろを外側にはっ
て着地したときにすべりやすくしてさらに内側をけずってかるくした。」（５年生）

「色々な物を使って工夫できるのが楽しかったです。短い時間の中で考えて作った物なので、
全然飛ばなかったけれど、面白かったです。来年も（もういないけど）やった方がいいと思
います（何様ｗ）」（６年生）

■ご依頼者様のコメント
「昨日はどうもありがとうございました。無事講座を開催することができ、感謝しております。
空飛ぶおもちゃを作って飛ばす、という子どもが大好きなものが詰まった講座で、様々な形
のおもちゃを一所懸命考えて作る姿がとても印象的でした。そして飛ばした時に思っていた
より飛んだ！と喜んでいる様子が見ていてこちらも嬉しかったです。

10 月までの支援活動 / 関東会



2022 年 10 月号（№ 232）　9

10 月までの支援活動 / 関東会

　本当にありがとうございました。また来年も、子供達の笑顔いっぱいのイベントにてご一
緒させて頂けたら幸いです。」

■担当講師の感想
　コロナの影響で２年ぶりの開催ということもあり、事前打ち合わせの段階から、我々だけで
なく、依頼側のご担当者の方々も久し振りの開催を心待ちにして下さっていることが伝わって
きました。募集においては、オリジナルのポスターも作成し、予想以上に応募していただけま
した。今回、一時間半の中に講義・工作授業・飛距離コンテスト・表彰と凝縮したプログラム
にしたことや、全学年が参加して縦割り班 2 クラスにするという珍しい状況であった為、事前
打ち合わせや事前下見を数回行い、教室からの移動時間等も含めた時間配分のシミュレーショ
ンを行ったうえで当日に挑みました。それでも当日は時間が足りなく、移動や飛距離コンテス
トの際には、やや慌ただしい状況になってしまいましたが、当日は、依頼側のご担当者の方々

（4 名）、高校生（同校卒業生 2 名）、オブザーバーの先生方（3 名）が先回りをして積極的にお
手伝いをして下さったおかげで、無事に全員笑顔で終了することが出来ました。当日は全員が
暑さで汗だくの状態でしたが、一つとして同じではない参加者 36 名分それぞれの「空飛ぶお
もちゃ」が完成し、精一杯の力を込めて遠くに飛ばす子供達の姿を見て、講師の我々の方が元
気をもらえたような気がします。全学年混合の縦割り班 2 クラスでの参加という点は特段問題
もなく、寧ろ低学年の生徒達は、同じテーマで様々な工夫をして遠くに飛ばすお兄さんお姉さ
ん達を見て良い刺激を受けているように見えました。また、依頼側のご担当者の方々が最初か
ら最後まで非常に熱心にご協力下さり、校長先生も当日は終日授業を見守って下さり、とても
ありがたかったです。

知財創造教育支援委員会　播磨里江子



10　2022 年 10 月号（№ 232）

「知的財産特別授業」横浜市十日市場地域ケアプラザ
１．日　時：２０２２年７月２９日（金）１０：００～１１：３０ 
２．場　所：十日市場地域ケアプラザ　多目的ホール 
３．対　象：小学生（1 ～ 6 年生）：１２名　保護者：６名 
４．講　師：知財創造教育支援委員会委員　岩永勇二
５．内　容：
■授業の概要 
１．「パン職人レオ君（第１章）「発明」ってなあに？」の電子紙芝居（約 8 分）
　自動音声で見てもらいました。

２．君も今日からエジソン（発明や特許について。発明練習：約 20 分）
　小学生の発明の紹介と発明練習を中心に、短縮バージョンで行いました。

３．回転台の発明工作（説明 5 分、工作 45 分、片付け・アンケート 10 分）
　ちょっとした不便を解消する発明として回転台を発明工作してもらいました。
　完成したお子さんから順番に何人かに作品を発表してもらいました。
　低学年のお子さんの多くは保護者（母親）と一緒に発明工作していました。

■参加者の感想 
参加者したお子さん（保護者）からのアンケートでは、以下の感想がありました。 
＜お子さん＞

「特許についてよくわかりました。もっと特許について知ってみたいと思いました。また参加
したいです」、「少し難しかったけど作るのは楽しいです」、

「難しかったけど楽しかった。工夫したのは紙コップで安定感を出したことです」
「他にも色々作ってみたかったです。作り方から考えておもしろかったです」
「思ってたのが作れてうれしかったです」、「色々な所が工夫できて楽しかった」
「発明っていまいちよくわかっていなかったけど、最初のビデオでわかりました」
「発明するのが難しかった。いろんな作品があっておもしろかった」
「色々な事を知れたこの時間めっちゃ楽しかった。回転台を作れて楽しかった。
またやりたいです」

＜保護者＞
「一年生なので少し難しそうでしたが、” こうやったら回るかな ” ” どうしたらいいかな ” と一
生懸命考えてとてもいい経験になったと思います」、「親子で向き合いながら時間を過ごす機会
をいただいてとてもありがたいと思います」、

「子どもと一緒に一つの事を考えて同じ時間を過ごす事が暫くなかったので良い時間でした」、
「一緒に参加して色々考えている事がわかりました。
やってみようという気持ちを育てていきたいと思います」

10 月までの支援活動 / 関東会
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■担当講師の感想 
　昨年度とは異なる工作をご要望とのことでしたので、提示したいくつかの候補から「回転台」
をお選びいただきました。
　想定よりも小学１～３年生の申込みが多く（半数ほど）、少々難しいかと心配しましたが、
保護者の方もお子さんと一緒に発明工作していただき、協同作業する良い機会になったようで
良かったです。
　発明、特許、弁理士について初めて知る良い機会になったかと思います。

知財創造教育支援委員会委員　岩永勇二

10 月までの支援活動 / 関東会



12　2022 年 10 月号（№ 232）

「知的財産特別授業」ひたちなか市少年少女発明クラブ
１．日　時：２０２２年 8 月 6 日（土）９：３０～１２：００
２．場　所：ふぁみりこらぼ（子育て支援・多世代交流施設）
３．対　象：小学生（3 ～ 6 年生）２０名程度、　保護者１０名程度
　　　 　　（ひたちなか市少年少女発明クラブ指導員７～８名）
４．講　師：知財教育支援委員会委員　岩永勇二、茨城委員会委員　荻弥生
５．内　容：
■授業の概要
9:00 ～ 9:30            参加者受付
9:30 ～ 9:35            始めの会
9:35 ～ 10:20       　講義
10:20 ～ 10:30         休憩
10:30 ～ 11:20         実習
11:20 ～ 11:30         片付け
11:30 ～ 11:40         アンケート
11:40 ～ 11:45         終わりの会
11:45 ～ 12:00         会場片付け
12:00 ～ 12:15         反省会

　講義の始めに講師の紹介を行いました。次に、「パン職人レオ君の物語第一章」の電子紙芝
居を視聴しました。次に、「君も今日からエジソン」に沿って身近な特許製品および小学生が
発明した特許製品についていくつかの例を紹介しました。特許製品の例として挙げた「飲みこ
む力が弱い人のためのトロミ剤」については、実際に水に溶いてどのようなとろみが出るかを
実験して見ていただきました。次に、具体的な課題を設定し、それを解決するための手段を皆
さんに考えていただきました。発明は、エジソンのしたような大発明だけではなく、身近なと
ころにある「困ったこと」（課題）を解決するための手段であることを説明しました。いずれ
の講義内容においても、問いかけると必ず複数人の挙手があり、参加者の積極性が高いことが
伺えました。
　休憩を挟んだ後、発明工作「片手で持てるかな」の実習をしました。実習は、参加者１人１
人に行っていただき、保護者の皆さんにも実習していただきました。ほとんどの児童がスムー
ズに作品作りを行っていました。実習中は、講師が児童にアドバイスや応援のために声を掛け
ました。作り終えた児童の作品を順番に紹介しました。制作した児童に、作品の工夫点や製作
する上で大変だった点を答えていただきました。
　工作授業の後、アンケートを記入してくれた児童に弁理士会から動物クリップペンを渡しま
した。その他、「ヒット商品はこうして生まれた！」、漫画「特許ってなに？」、「弁理士 Info」
を持ち帰っていただきました。
　終わりの会終了後、発明クラブの指導員の方々と講師で反省会を行いました。

10 月までの支援活動 / 関東会
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■ご依頼者様のコメント
　反省会において、以下のコメントをいただきました。
　・事前準備はメール連絡のやり取りでスムーズに進んだ
　・講義の途中で声掛けをしたことが子供の興味を引き付けて良かった
　・授業の内容は、小学校３年生でも理解できたものと思われる
　・発明と特許の違いが分かりにくかった
　・特許権で損得する金額について、具体的な数値があると良かった
　・発明の語源、特許制度の始まりの話があると良かった
　・各作品について、他の児童が前向きな評価（改善点の提案）をし合う時間があると良かった
　・親子で参加している方には子供から親の作品への意見やアドバイスを言う時間があると良かった

■参加者の感想（一部紹介）
　「楽しかった。作った発明でいっぱいお金を稼いでみたいです。またやりたいです」「特許は
大切なんだと思いました。特許で保護できるのはすごいと思います。学んだことを活かしたい
です」「初めて特許や弁理士などの言葉を聞いたのでとても勉強になりました」「工作が楽しく
てうまくできてよかった」

■担当講師の感想
　ひたちなか少年少女発明クラブ様より昨年度に引き続きご依頼をいただきました。授業の準
備も当日の進行も何も問題が無く済み、発明クラブ様からもご好評をいただけたと思います。
　授業自体について、岩永先生の実験を交える等の子供たちを飽きさせない工夫がとても効果
的であったと思い、大変勉強になりました。
　実習については、なかなか工作が進まない子がいました。その子の話を聞きながらアドバイ
スをしましたが、実習の現場でどのように声掛けをしたら創作意欲が沸くか、考えたいと思い
ます。

 　知財教育支援委員会委員　荻弥生

10 月までの支援活動 / 関東会
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「発明工作授業」　横浜市泉区民文化センター
１．日　時：２０２２年 8 月１９日（金）１０：３０～１１：３０, １４：００～１５：００
２．場　所：横浜市泉区民文化センター　テアトルフォンテ　ギャラリー
３．対　象：小学生１２名（３年生以下：６名、４年生以上：６名）、幼児１名
４．講　師：知財創造教育支援委員会委員　美川公司、太田努
５．内　容：
■授業の概要
　午前と午後で、下記の通り計２回の小学生向け発明工作授業を行いました。いずれの回も、
自己紹介、弁理士の職業紹介、および工作課題の説明（約５分）→工作時間（約４５分）→製
作物の発表（約１０分）の流れで進行しました。授業終了後には、ノベルティとして動物クリッ
プペンを配布しました。

（１）午前の部「片手でできるかな」（進行：美川）
　参加者は小学校高学年２名、小学校低学年５名、幼児１名（保護者５名）。小学校低学年を
対象に募集しましたが、きょうだいで一緒に参加するグループがあったため、上記の学年構成
になりました。当初、幼児には難しい課題ではないかと心配しましたが、保護者の方にフォロー
いただきながら発明品を完成させることができました。また当該幼児には、シールで発明品を
装飾するという課題に別途取り組んでいただくことで、最後まで飽きることなく授業に参加し
ていただくことができました。小学生の参加者においては、すぐに課題に取り組む子や悩みつ
つ試行錯誤を繰り返す子がいましたが、最後は全員が時間内に発明品を完成させることができ
ました。中には、腕に装着可能な作品をつくった子どももおり、全員がとても柔軟で独創的な
アイデアを発揮していました。

（２）午後の部「スマートフォンをおく台」（進行：太田）
　参加者は小学校高学年４名、小学校低学年１名（保護者３名）。小学校高学年を対象に募集
しましたが、こちらもきょうだいで一緒に参加するグループがあったため、上記の学年構成に
なりました。美川委員の発案で、スマートフォンを縦にも横にも斜めにも置ける台を発明して
いただくことにしました。「斜め置き」を可能にする台をつくることは相当難易度の高いもの
でしたが、多くの子どもが工夫を凝らしてなんとかクリアしました。惜しくも「斜め置き」が
できなかった子も、コンパクトに収納可能な台や、極限までシンプルな構造にこだわった台を
つくるなど、各自が創意工夫を凝らしている様子がううかがえました。

■ご依頼者様のコメント
　本日のワークショップにつきまして、多大なるご協力を頂き、ありがとうございました。お
陰様で、大変楽しい思い出に残る事業になりました。今、アンケートを集計しておりますが、
みなさんとてもいい感想を書かれていました。集計ができましたら、お写真とともにお送りさ
せて頂きます。また、弊社他施設でも先生のご尽力を頂戴するかと思いますが、今後とも末永
くよろしくお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました。

10 月までの支援活動 / 関東会
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■担当講師の感想
　参加いただいた生徒の皆さんがとても積極的で、そのうえ保護者の皆さんとご依頼者さまも
非常に協力的だったため、すごくやりやすい環境でした。上述した通り、生徒の皆さんはその
独創的なアイデアをいかんなく発揮されておられました。特に、限られた時間の中で苦悩しな
がらも見事に作品を完成させていく様子は印象的でした。また保護者の皆さんには、生徒の工
作が安全に行われるよう見守りつつ、フォローは最小限の範囲に徹していただき、子どもを主
役とする授業作りにご協力いただきました。ご依頼者さまには、前日までの広報や参加者募集
のほか、当日の会場設営および授業の見守り、さらにアンケート作成・集計までしていただき、
大変お世話になりました。今回の発明工作授業について、アンケートでも高評価をいただきま
したが、ひとえに、この場をご用意いただいた関係者の皆さまのおかげだと思っております。
この場を借りて厚く御礼申し上げます。なお参加者数は、当初募集していた定員（各回２４名）
には満たなかったものの、むしろ講師が一人一人の参加者とじっくり対話できる人数であった
ため、ちょうどよかったと感じています。繰り返しになりますが、とてもやりやすい環境で、
講師にとっても刺激のある授業になりました。本当にありがとうございました。

知財創造教育支援委員会委員　太田努

10 月までの支援活動 / 関東会
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「発明工作授業」　中央区教育委員会指導室
１．日　時：２０２２年８月１９日（金）１４：００～１６：００
２．会　場：中央区立教育センター
３．対　象：小学５年生　３４名
４．講　師：知財教育支援委員会委員　谷島隆士、根岸宏子、藁科えりか
５．内　容：
■授業の概要
概要は以下のとおりです。
１．座学（３０分）
２．移動時間（１５分）
３．工作１（４５分）：「片手で持てるかな？」
４．工作２（２０分）：「フライングディスク」
５．感想文記載、提出、事務連絡など（１０分）

　各詳細は以下のとおりです。
１．座学（３０分）
　視聴覚室で「発明とは？特許とは？」の説明、音声入り紙芝居の視聴、身近な発明の説明を、
担当講師ごとに行いました。特に、谷島委員から「発明とは？特許とは？」「弁理士とは」の説明、
身近な発明として、根岸委員から「泡で出るせっけん」の具体的な構造の紹介、藁科委員からカッ
プヌードル、ハルカちゃんのスコップの説明を行いました。カップヌードルは、実際に縦に切っ
たものを提示しました。
２．移動時間（１５分）
　実験室への移動がてら、廊下に準備された発明協会様の「本物・偽物展」を閲覧しました。
実験室移動後は、座学で紹介した「泡で出るハンドソープ」（ビオレお花・肉球型の泡スタン
プハンドソープ）を試しながら手洗いを行いました。
　座学では指定番号のとおりに着座しておとなしかった子ども達も、この時は友人と固まって

「どこが違うの？」とにぎやかに。実験室でも指定番号のとおりに着座したが、友人とおしゃ
べりして熱を保ったままの子ども達は、「ハンドソープかわいい！」などと徐々に感想を口に
するようになっていました。
３．工作１（４５分）：「片手で持てるかな？」
　実験室で「片手で持てるかな？」の説明、各自実施（感染症予防対策のため、グループでの
工作ではなく各自実施可能な工作を委員内で選択）。紙コップ、紙皿、方眼紙のみを使用して、
ジュースとポップコーンとを同時に片手で持つことのできるものを作成していただきました。
　子ども達は思い思いの工作を行っていました。簡単にさっと完成させてしまう子ども、どう
工作してよいか戸惑う子ども、アーティストさながらの大作を完成させる子ども、工作よりも
名称（商標）やデザイン（意匠）に凝りだす子ども…などなど。講師がフォローしつつ個々の
工作を完成させ、子ども達には「目的や材料は同じでも、実際に完成するものはひとりひとり
違う。発明はひとつではない」ことを体感していただけたかと思います。子ども達の中で希望

10 月までの支援活動 / 関東会
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者のみ作品を発表していただきました。
４．工作２（２０分）：「フライングディスク」
　実験室で「フライングディスク」を各自実施し、廊下で飛行テストしていただいた。飛行テ
ストは、安全配慮のため講師同伴のもと廊下で２名ずつ行いました。講師から指示したわけで
はなかったが、初めに廊下で「なにも手を加えないそのままの紙皿」の状態でテストを行い、
どのぐらい飛行するかを試している子どもが多数見られました。
　子ども達は「片手で持てるかな？」の熱の冷めやらぬ中、思い思いのフライングディスクを
生き生きと作成していました。飛行テストでは体を動かすのがよかったのか、パワフルに飛行
テストを行っていました。
５．感想文記載、提出、事務連絡など（１０分）
　感想文の提出、日本弁理士会から動物ペンのノベルティ贈呈など。最後には「発明家、弁
理士になりたい！」「縦に切ったカップヌードルはもらえますか？面白かったからもっと見た
い！」など前向きな感想が多く聞かれました。
■ご依頼者様のコメント
　とても充実した授業をありがとうございました。特に発明工作では、子ども達も自由な発想
で色々な作品をつくり、時間が足りないほど集中して取り組んでいました。最後には、「将来
は発明家になりたい！」という声もあり、楽しく授業に参加できました。ありがとうございま
した。
■担当講師の感想
　１．の座学ではおとなしかった子ども達も、移動時間で友人とおしゃべりをしたり、工作で
手などを動かしているうちに自然とわいわいと楽しめるように、かつ、自分の意見を出すよう
になっていました。総じて学習意欲も高く、集中して楽しんでくれている印象でした。また、
発明協会様の「本物・偽物展」も、「偽物は時計の竜頭の形が違う」など細かく専門的な見分
け方を教わりつつ、積極的に閲覧していました。
　記載された感想文や、実際に聞かれた感想でも、講義で伝えたかった内容を子ども達が理解
できた様子が理解されました。また、子ども達からは素直に「楽しかった」との意見が多く、
講師だけでなく子ども達にとっても有意義な時間であったと感じました。

知財教育支援委員会委員　藁科えりか

10 月までの支援活動 / 関東会
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「発明工作授業」　横浜市民活動支援センター
１．日　時：２０２２年８月２０日（土）　１０：００～１２：００
２．場　所：横浜市緑区市民活動支援センター　みどりーむ
３．対　象：1、2 年生の親子／計 9 名
４．講　師：知財創造教育支援委員会　遠田利明
５．内　容：
■授業の概要
　横浜市緑区市民活動支援センターみどりーむにて、小学生低学年を対象に、2022 ちょっと先
生の夏休みこども体験講座を行いました。
　体験講座は、新型コロナウィルス感染症の影響により、3 年ぶりの開催となりました。例年（3
年前まで）であれば、午前中 1 時間ごとに 2 回行われ、1 回の開催時間には複数の講座（ブース）
が設けられていました。しかし、今年度は、感染症予防の観点から、午前中に、大部屋にて扉
や窓を解放した状態で、本講座を 1 回のみの開催となりました。また、参加人数も、例年の半
分から 1/3 程度に抑えて、親子を 1 組とする 5 組にて行いました。
　体験講座では、夏休みの自由研究を考慮して、知財工作授業としてペン立て（物入れ）の工
作を行いました。発明（工作）の課題を、「机の上にある様々な大事な物をうまく片付けられ、
そして、みんなにかっこよい（かわいい）とほめてもらえるような、自分だけのペン立て（物
入れ）を作ろう」にして、工作に取り込んでもらいました。手順どおりの工作ではなく、自分
で想像力を働かせて取り組む工作に初めは戸惑いも感じているようでしたが、親子で楽しく話
し合い、イメージを膨らませるうちに、かっこよく（かわいく）装飾を施した個性豊かな自分
だけのペン立て（物入れ）を完成させることができました。子供たちには、出来上がったペン
立て（物入れ）について、工夫点や、意匠性（装飾点）などをそれぞれ発表して頂きましたが、
全員、自信をもって発表することができ、親御さんにもたいへん満足していただけました。子
供たちは、自分の作品（発明）を「家で使うんだ」と言って、手提げ袋に大事に入れて持ち帰っ
てくれました。
■みどりーむ　ちょっと先生方の感想
　主催者側、及びちょっと先生方より以下のコメントを頂戴いたしました。
同じもの（見本）を作らせるのではなく、アイディアで作らせる弁理士会のやり方にたいへん
感心しました。子供たちも親御さんも楽しかったようで、非常によかったです。
■担当講師の感想
　親御さんとの相談や、親御さんからのヒントに基づいて、子供たちからは、親御さんもビッ
クリするようなアィデアが生まれたことについて、改めて、子供の想像力の逞しさに感服しま
した。
　また、ちょっと先生の夏休み子ども体験講座は、みどりーむにおける夏の人気講座ですが、
新型コロナウィルス感染症の影響により 2 年間開催できませんでした。そのため、子供たちが、
久しぶりに楽しく体験講座（発明工作）に参加することができ、そして、子供たち、親御さん、
ちょっと先生、及びみどりーむ相談員方々に大変喜んでいただけたことについては、たいへん
安堵しました。

10 月までの支援活動 / 関東会
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知財創造教育支援委員会　遠田利明

10 月までの支援活動 / 関東会
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「知的財産特別授業」神奈川県立柏陽高等学校
１．日　時：２０２２年８月２３日（火）１０：００～１２：００
２．場　所：神奈川県立柏陽高等学校 教室
３．対　象：高校 1 年生　1 名　、担当教諭　1 名
４．講　師：神奈川委員会委員　川嶋聡
５．内　容：
■授業の概要
　授業の内容は以下である。
(1)　知的財産権に関する概要
(2)　産業財産権に関する概要
(3)　特許、実用新案、意匠、商標に関する基本的な内容
(4)　特許のアイデア出しのワークショップ
(5)　特許の権利範囲についてのワークショップ
(6)　動画（もうけの花道 [ 中国地域知的財産戦略本部 ]）による特許に関する話
　当日は説明資料を画面に映して説明をした。参加者が 1 名のため説明資料に基づいて対話形
式で説明及び質疑応答を行った。
　アイデア出しでは、身近な課題に対して自分の解決策を出してもらった。権利範囲について
はより発明の本質を自ら考えてもらった。動画をみてもらい、製造方法の権利取得と改良した
製品と特許権について理解を深めてもらった。

■ご依頼者様のコメント
　依頼者からは以下のコメントを授業後のメールでいただきました。

「私は、経済や商業関連のことに興味があってこの講義を受けようと思ったけど、弁理士の仕
事に少し興味を持ちました。特許を取ることは自社の製品を守ることだと思っていたけど、特
許得ても技術が公開されて利益にならないこともあることやノウハウとして技術を守る手段も
あることを知れてよかったです。大人になって、私がどんな仕事をしているかは全然想像がつ
かないけど、この話を聞いてさらに視野が広くなったと思います。ありがとうございました。」

■担当講師の感想
　参加者の生徒は、将来は考古学を学びたいと話していたので、初めから知的財産に興味があっ
て参加したのではなかったと思います。そういう生徒の方が新しい世界に興味を持って頂いた
ことはとても良かったです。
　授業は座学で一方的な説明ではなくワークショップを取り入れて対話形式で行ったことは、
参加者が講義に集中できたことに繋がったと思います。
　高校生への知的財産の授業を初めて体験したが、身近なテーマ等を取り入れることでぐっと
興味が増していくと感じました。
　総体的にみて、こちらが伝えたいことは概ね理解して頂いたと感じました。

10 月までの支援活動 / 関東会
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 神奈川委員会委員　川嶋聡

10 月までの支援活動 / 関東会
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「週末パテントセミナー２０２２in 岐阜～知財が岐阜を強くする～」
１．日　時：２０２２年９月９日（金）１４: ００～１５: ５０
２．場　所：みんなの森 ぎふメディアコスモス かんがえるスタジオ
　　（岐阜県岐阜市司町 40 番地 5）
３．講　師：中小・ベンチャー企業関係者、一般等　６３名
４．実施者：主催　日本弁理士会東海会
　　　　　　共催　岐阜新聞社
　　　　　　後　援：岐阜県、（公財）岐阜県産業経済振興センター、岐阜県信用金庫、
　　　　　　　　　　（一社）岐阜県発明協会
５．内　容：○第１部（14:00 ～ 15:00）
　　　　　　　「各務原金属団地発！奮闘する中小企業の逆張り知財戦略～反転投入機能付き
　　　　　　　重量箱「フォークるン」はどのようにして生まれたか！？」
　　　　　　　講師　株式会社津田工業　代表取締役　津田義久　氏
　　　　　　○第２部（15:10 ～ 15:50）
　　　　　　　テーマ①「～知財に無関心だと大変なことに・・・事業を守るための知的財産～」
　　　　　　　テーマ②「知って得する特許・商標に関するおいしい制度の紹介」
　　　　　　　講師　日本弁理士会東海会 岐阜県委員会　所属弁理士　山口 晃志郎・森徳久
コメント
　感染防止対策として、受講者数を会場の定員の約半分まで減らし、マスクの着用、入室時の
検温及び手指の消毒を行った上で、リアル開催としました。参加者は、個人事業主、企業経営者、
企業担当者、公的機関関係者など、受講者数は５０名以上の方が参加され、受講者は熱心に講
義を聴講していました。
　第一部では、岐阜信用金庫様からのご紹介で、株式会社津田工業　代表取締役　津田 義久様
にご講演いただきました。津田工業様は、従業員数名の零細企業ともいえますが、下請けから
の脱却を図るべく、オリジナルの技術、商品を開発し、国内での特許権や商標権の取得のみな
らず、海外での権利化も図ってきました。講義内容は、知財のみならず零細企業の経営そのも
のにも切り込んだ内容であり、経営に直結した知財の在り方について、興味深い内容でした。
　第二部では、日本弁理士会東海会岐阜県委員会委員によるセミナー（２テーマ）を行いました。
今回は、地域知財活性化のための活動の一環として、知的財産に関心をもってもらう、中小企
業ならではの知財に関する支援策を知ってもらうという観点で、テーマを選定しました。
　第一のテーマは、山口晃志郎委員による「～知財に無関心だと大変なことに・・・事業を守
るための知的財産～」でした。第二のテーマは、森 徳久委員による「知って得する特許・商標
に関するおいしい制度の紹介」でした。発表者は「お得度の星マーク表示」など内容をできる
だけ分かりやすく説明したため、受講者の皆様には理解しやすかったと思います。

10 月までの支援活動 / 東海会
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セミナー主催者三浦東海会会長　挨拶

株式会社津田工業　津田代表取締役　ご講演

セミナー全体の様子

東海会岐阜県委員会　委員長　山田強

10 月までの支援活動 / 東海会
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10 月までの支援活動 / 関西会

「知的財産特別授業」神戸市立鹿の子台小学校
１．日　時：２０２２年７月１５日（金）１０：４５～１１：３０
２．場　所：神戸市立鹿の子台小学校 
３．対　象：6 年生 3 クラス１１２名
４．講　師：柳瀬智之、竹内美保
５．内　容：
　今回、知的財産特別授業を実施したのは、神戸市立鹿の子台小学校です。同小学校は、三田
盆地の南端に位置し、美しく整備されたなだらかな丘の上にあります。今回の会場は、ランチ
ルームという５０畳ほどの畳敷きの大広間でした。
　柳瀬会員が司会進行と弁理士役を担当し、竹内会員が進行補助とＦ博士役を担当しました。
まず初めに、柳瀬会員からの「弁理士を知っている人？」という質問に対し、５～６人の手が
挙がりました。経験豊富な柳瀬会員によると、この数は多い方であるとのこと。とても嬉しく
思いました。
　コロナ感染防止に留意しながらの授業だったので、残念ながら、サラカップル、カタシャン
ボトル、肩ブレラ等の発明品を実際に手に触れて見てもらうことはできませんでしたが、児童
の皆さんは、とても熱心に聞いてくれました。また、発明品に至るまでの課題解決の問いかけ
に対して、多くの児童の手が挙がりましたが、時間的な制約のため、手の挙がった児童全員の
発表を聞くことができない程でした。多くの手が挙がった結果、授業時間が５分ほどオーバー
してしまいましたが、児童の皆さんは、クイズコーナーが終わるまで、集中を切らすことなく、
授業に積極的に参加してくれました。
　今回の授業をきっかけにして、新たな発想を大切にする精神を刺激し、さらに発明を権利化
する大切さや、その権利を守る弁理士の仕事に興味を持ってもらうことができれば大変嬉しく
思います。

 　 

興味津々の児童達に講義を行う講師

関西会知財授業担当　竹内美保

関 西 会関 西 会
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支援活動一覧表（11 月から）2
2.　支援活動一覧表（11 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）

青森

22.11.09 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 青森商工会議所 三浦誠一

22.12.14 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 青森商工会議所 坪淳一

23.01.11 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 青森商工会議所 角田世治

23.02.08 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 青森商工会議所 三浦誠一

23.03.08 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 青森商工会議所 角田世治

岩手

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
22.11.16 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 気仙沼商工会議所 梅森嘉匡

22.12.14 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 気仙沼商工会議所 藤田正広

秋田
22.11.21 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 大曲商工会議所 齋藤博子

22.12.12 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 大曲商工会議所 齋藤昭彦

山形

22.11.16 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 山形商工会議所 黒沼吉行

23.01.18 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 山形商工会議所 佐藤司

23.03.15 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 山形商工会議所 黒沼吉行

福島
22.11.30 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 会津若松商工会議所 鈴木俊二

23.01.25 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 会津若松商工会議所 水野博文

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 22.11.09 常設知的財産相談室 北陸会事務所 横井敏弘
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2.　支援活動一覧表（11 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）

茨城 23.01.26 SATテクノロジー・ショーケース2023
つくば国際会議場　 
※オンライン開催に変更する場合
有り

茨城委員会委員

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

23.02.08～
23.02.09 オンライン彩の国ビジネスアリーナ2023

さいたまスーパーアリーナコミュ
ニティアリーナ
※オンライン展示もあり

埼玉委員会委員

千葉

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

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

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

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

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 
9:00～12:30 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

毎月第2木曜日 
13:00～16:00 2022年度下期知財無料相談会（町田） 町田新産業創造センター又はオン

ライン 東京委員会委員

毎月第3火曜日 
13:00～16:00

2022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）又はオンライン 東京委員会委員

毎月第4金曜日 
14:00～16:00

2022年度下期BusiNest無料知的財産相
談会 BusiNest 内会議室又はオンライン 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 

22.11.10 ～
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

川崎仁
吉田信彦
鈴木康介
澁川喜和夫

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

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

神奈川

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

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

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
22.02.01～
22.02.03

第44回工業技術見本市「テクニカルショ
ウヨコハマ2023」

パシフィコ横浜展示ホール A・B・
C、オンライン

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

22.11.23 山梨の10士業による無料なんでも合同相
談会

山梨県地場産業センターかいてら
す 3 階大会議室 山梨委員会委員
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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 ) 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

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（11 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）

滋賀　 22.11.20 くらしの 1 日無料相談所 米原学びあいステーション 真柴俊一郎

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

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
23.01.22 生活お困りごと無料相談会 ナディアパークデザインホール 広報企画委員
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 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）

宮城

調整中 知財マネジメントセミナー 稲穂健一

調整中
宮城県との協定に基づくセミナー「SNS・
DX 時代に必要な著作権に関する知財セ
ミナー」

オンライン講義（Zoom) 坪淳一

調整中
宮城県との協定に基づくセミナー「中小
企業向け研究機関との契約に関する知財
セミナー」

オンライン講義（Zoom) 梅森嘉匡

調整中
宮城県との協定に基づくセミナー「特許
事務所の探し方、依頼の仕方に関するセ
ミナー」

オンライン講義（Zoom) 伊藤夏香

秋田 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）

茨城 22.11.11 知的財産セミナー2022 水戸商工会議所　第１会議室
山崎晃弘
荻弥生
百武幸子

埼玉

22.10.29
22.11.05
22.12.03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

22.11.25 知的財産セミナー2022 オンライン 根岸裕一
櫛渕尭彦

千葉
22.11.26 世界一行きたい科学広場in浦安2022 東海大学付属浦安高等学校 中等部 

松前記念総合体育館
千葉委員会委員 
知財創造教育支
援委員会委員

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

22.11.15 (公財）台東区産業振興事業団知財セミナー 台東区中小企業振興センター（オ
ンライン） 斎藤理絵 

22.11.19 発明工作授業 タワーホール船堀（第 24 回産業
ときめきフェア inEDOGAWA）

金子彩子  
斉藤進  
山下滋之

22.11.30 知的財産セミナー2022 オンライン

相原礼路
高橋一哉
日本政策金融公
庫国民生活事業　
東京広域営業推
進室　佐藤和宏

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 発明工作授業 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
22.11.24 
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

後藤仁志  
岡田健太郎  
薮田豊 、他

2.　支援活動一覧表（11 月から）／講演

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 22.11.08 中小企業のリアルな事例から学ぶ経営の
ための知財戦略セミナー

TKP ガーデンシティ PUREMIUM
札幌大通 富田尊彦

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 22.11.18 知的財産フォーラム in 福井 
～北陸新幹線開業と知財～ 福井県中小企業産業大学校
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2.　支援活動一覧表（11 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）

静岡

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 
藤原康高 
長谷川和家

22.11.11

日本弁理士会と独立行政法人　国立高等
専門学校機構との「知的財産教育の充実
及び知的財産活用のための協力に関する
協定」に基づく沼津工業高等専門学校で
の知財授業

沼津工業高等専門学校

伊藤正典 
高田珠美 
藤田早百合 
榊原靖 
瀧川彰人 
今野佳洋

22.11.21 INPIT 知財力開発校支援事業「静岡県立
藤枝北高等学校における知財授業」 静岡県立藤枝北高等学校 藤原康高

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

22.11.10
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 菊谷純

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 菊谷純

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 今野佳洋

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 今野佳洋

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 阿出川豊

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 杉田一直

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 藤田早百合

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

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）

神奈川

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

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

西山恵三  
鈴木健治  
高木康志  
岩永勇二

23.02.03 知的財産セミナー 2022 パシフィコ横浜展示ホール 2 階　
E24 会議室 河部康弘、他

山梨 22.12.03 知的財産特別授業 アイメッセ山梨((一社)山梨県発明
協会)

三原秀子  
遠田利明
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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）

滋賀 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

22.11.18 知的財産特別授業 阪南市立飯の峯中学校
三方英美
中野賢太
淡路俊作

22.11.05 パテントセミナー２０２２「特許・実用新案入
門」 オンライン 宮本亮史

22.11.05 パテントセミナー２０２２「商標出願、基本の
「キ」！」 オンライン 大野義也

22.11.12 パテントセミナー２０２２「１００分でまるわか
り！意匠入門」 オンライン 五郎丸正巳

22.11.12 パテントセミナー２０２２「ＡＩ／ＩｏＴ／ビジネ
スモデルの特許出願戦略」 オンライン 山内哲文

22.11.19
パテントセミナー２０２２「外国出願戦略～米
国・中国・欧州・アジアにおける外国特許出
願・審査対応の実務～」

オンライン 後利彦

22.11.19 パテントセミナー２０２２「ブランディングと
商標」 オンライン 謝博超

22.11.26 パテントセミナー２０２２「職務発明の概要お
よびその規定の実務と留意点」 オンライン 佐々木健一

22.11.26 パテントセミナー２０２２「産学連携の知的財
産　～大学の「知」の活用法～」 オンライン 今井寛二

22.12.03
パテントセミナー２０２２「IPOを見据えた創
業期からのベンチャー企業の知的財産戦
略」

オンライン 南野研人

22.12.03
パテントセミナー２０２２「知財関係契約の基
礎と実務ポイント～秘密保持、共同開発に
おける権利帰属の留意点～」

オンライン 冨田光治

22.12.10 パテントセミナー２０２２「オープン＆クロー
ズ戦略」 オンライン 栗山祐忠

22.12.10
パテントセミナー２０２２「事例から学ぶ著作
権（実践入門編）こんな相談があったら法務
部としてどう回答する？」

オンライン 松下正

兵庫
22.11.08 知的財産特別授業 学校法人仁川学院　仁川学院小学

校
千原清誠
倉橋和之

23.02.07 知的財産特別授業 学校法人百合学院　百合学院小学
校 中村忠則

奈良 22.11.02 知的財産特別授業 学校法人冬木学園　関西中央高等
学校

渥美元幸
三方英美

2.　支援活動一覧表（11 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 未定 知的財産授業 津山工業高等専門学校 宮崎悟

広島
22.11.26 知的財産授業 呉市海事歴史科学館 末次渉

川角栄二

未定 知的財産授業 呉工業高等専門学校 保坂幸男

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

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

23.01.27 東海会開設日記念「知的財産セミナー
2023」 名古屋観光ホテル 外部講師

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 名市大側

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 外部講師
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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
22.11.02 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

22.11.19 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
23.02.18 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
23.02.05 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 23.01.07 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）

北海道
22.11.14 高専生向け知的財産セミナー（概要編） 函館工業高等専門学校 大窪智行

22.11.10 高専生向け知的財産セミナー（概要編） 旭川工業高等専門学校 大窪智行

栃木 未定 高専生向け知的財産セミナー（概要編） 小山工業高等専門学校 森本敏明

千葉 未定 高専生向け知的財産セミナー（概要編） 木更津工業高等専門学校 渡邉芳則

東京 未定 高専生向け知的財産セミナー（概要編） 東京工業高等専門学校 三原秀子

富山 22.12.09 高専生向け知的財産セミナー（演習編） 富山高等専門学校　射水キャンパ
ス

金森寛
伊藤夏香

三重 未定 高専生向け知的財産セミナー（演習編） 鈴鹿工業高等専門学校 和気光
野呂亮仁

広島 22.12.09 高専生向け知的財産セミナー（概要編） 呉工業高等専門学校 保坂幸男

徳島 22.11.21 高専生向け知的財産セミナー（オリジナ
ル編） 阿南工業高等専門学校

豊栖康司
村上武栄
下田正寛
城田晴栄
西山忠克

長崎 未定 高専生向け知的財産セミナー（調査編） 佐世保工業高等専門学校
丹生哲治
乙部孝
田中真澄
原信海

熊本 22.11.04 高専生向け知的財産セミナー（概要編） 熊本高等専門学校熊本キャンパス 松本秀治

2.　支援活動一覧表（11 月から）／講演／その他

 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）

宮城 22.12.20 第３５回みやぎ発明くふう展 ホテル白萩 藤田正広

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
22.11.01 第６８回福島県発明展 郡山市労働福祉会館 鈴木俊二

22.11.06 第６８回福島県発明展 郡山市労働福祉会館 鈴木俊二
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2.　支援活動一覧表（11 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）

静岡 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

22.12.01 アグリビジネス創出フェア in 東海 ウィンクあいち 知的財産支援委
員

22.12.02 アグリビジネス創出フェア in 東海 ウィンクあいち 知的財産支援委
員

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

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 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

奈良 22.11.16 第 79 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

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 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

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

22.09～23.02 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 

22.10～23.01 東京農工大学　農学部 東京農工大学　府中キャンパス2号
館11番教室 

徳本浩一
深澤潔

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）

長崎 22.12.07 第７０回長崎県発明くふう展 表彰式 長崎県庁
（調整中） 羽立幸司

熊本 22.11.07 第５７回熊本県発明工夫展 表彰式 熊本県庁 宇野智也

宮崎 22.11.19 第８１回宮崎県学校発明くふう展 表彰式 宮崎県庁 園田康弘

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 22.11.21 第６０回富山県発明とくふう展　表彰式 富山県民会館 倉谷達則

福井 22.11.04
第３４回福井県発明くふう展　表彰式 
第３１回福井県未来の科学の夢絵画展
表彰式

エルパ 岡倉誠
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支援活動一覧表（10月分）3
3.　支援活動一覧表（10 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）

青森 22.10.12 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 青森商工会議所 坪淳一

岩手 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

宮城
22.10.18 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 気仙沼商工会議所 藤田正広

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

秋田 22.10.24 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 大曲商工会議所 熊谷繁

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
22.10.26 常設知的財産相談室 北陸会事務所 水野友文

22.10.15 士業団体よろず無料相談会 片町きらら 松田光代

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）

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

22.10.11 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 高橋昌義 

22.10.04 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 

22.10.05 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 

22.10.05
22.10.19

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
22.10.06
22.10.20

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 田久保泰夫

高松武生

22.10.18 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 角田朗 

22.10.25 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 日向麻里 
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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

三重 22.10.09 津まつりにおける「無料知的財産相談会」お城西周辺公園 三重県委員会委員

3.　支援活動一覧表（10 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）

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

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

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

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

22.10.01 第32回豊島区と共催・１０士業＋公証人
合同事業と暮らしの無料相談会 IKE Biz　としま産業振興プラザ 鈴木康介

22.10.13 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 深澤潔 

22.10.13 2022年度下期知財無料相談会（町田） 町田新産業創造センター又はオン
ライン 保坂俊 

22.10.18 2022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）又はオンライン 相原礼路

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）

吉田芳春
留場恒光
岩見晶啓
義村宗洋
高橋一哉
須藤修三

22.10.28 2022年度下期BusiNest無料知的財産相
談会 BusiNest 内会議室又はオンライン 下村和夫 

22.10.28 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 鈴木康介

22.10.29 第20回板橋区と共催・11士業合同事業
と暮らしの無料相談会 板橋区立ハイライフプラザ 2 階 森田昭生

神奈川
22.10.13 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 

22.10.14
22.10.28

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

山口康明
西山恵三

山梨 22.10.11 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 田中正男 
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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

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

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

3.　支援活動一覧表（10 月分）／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）

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

22.10.26 知的財産セミナー 2022 ベンチャープラザ船橋 1 階会議室 砂川恵一
小林克之

東京

22.10.07 知的財産セミナー 2022 オンライン

徳本浩一
日本政策金融公
庫 多 摩 創 業 支 
援センター上席
所長代理　今西
荘介氏

22.10.21 町田市内事業者向け知財セミナー Zoom によるオンライン形式
深澤潔
( 株 ) オンザウェ
イ　照屋直亮氏

22.10.28 知的財産セミナー 2022 オンライン

留場恒光
分部悠介
相川俊彦
大平恵美
( 独 ) 中小企業基
盤整備機構 アド
バイザー平内優  

神奈川 22.10.27 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

3.　支援活動一覧表（10 月分）／講演

 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）

青森 22.10.09 八戸市少年少女発明クラブでの知財授業 八戸市視聴覚センター 三浦誠一
坪淳一

宮城

調整中 知財マネジメントセミナー 稲穂健一

調整中
宮城県との協定に基づくセミナー「SNS・
DX 時代に必要な著作権に関する知財セ
ミナー」

オンライン講義（Zoom) 坪淳一

調整中
宮城県との協定に基づくセミナー「中小
企業向け研究機関との契約に関する知財
セミナー」

オンライン講義（Zoom) 梅森嘉匡

調整中
宮城県との協定に基づくセミナー「特許
事務所の探し方、依頼の仕方に関するセ
ミナー」

オンライン講義（Zoom) 伊藤夏香

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 22.10.21 道内教育機関における知財人材育成事業 とわの森三愛高校 太田清子
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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 22.10.28
（日本弁理士会東海会協力事業）岐阜県
知財セミナー「海外展開のための商標戦
略及び商品・サービスのネーミングと商
標について」

ハートフルスクエアＧ
水野祐啓
知的財産支援委
員
岐阜県委員

静岡

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
絹川将史
田口滋子

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
関谷綾子
東山裕樹
丸山修

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

松本直樹
東山裕樹
丸山修

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
島野美伊智 
鳥居芳光

愛知

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

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

3.　支援活動一覧表（10 月分）／講演
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3.　支援活動一覧表（10 月分）／講演

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

大阪

22.10.14 知的財産特別授業 堺市立南八下小学校 村上太郎
森山彰子

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
22.10.29 知的財産特別授業 (学）智辯学園　智辯学園奈良カレッ

ジ中学部
光明寺大道
寺薗佳江

22.10.08 知的財産講座「特許・実用新案入門」 奈良県立図書情報館 中西康文

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 知的財産授業 西大寺公民館 伊藤俊一郎

福森隆志

未定 知的財産授業 津山工業高等専門学校 宮崎悟

広島 未定 知的財産授業 呉工業高等専門学校 保坂幸男

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 22.10 知的財産セミナー ハイブリッド（会場 & オンライン）橋本京子

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
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

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）

群馬 22.10.21 高専生向け知的財産セミナー（権利行使
編） 群馬工業高等専門学校 高井智之

石川 22.10.17 高専生向け知的財産セミナー（演習編） 石川工業高等専門学校 水野友文
野崎洋平

岡山 22.10.11 高専生向け知的財産セミナー（演習編） 津山工業高等専門学校 宮崎悟
中富雄

福岡 22.10.06 高専生向け知的財産セミナー（概要編） 有明工業高等専門学校 古賀真二

熊本 22.10.04 高専生向け知的財産セミナー（権利行使
編） 熊本高等専門学校八代キャンパス 遠坂啓太
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3.　支援活動一覧表（10 月分）／その他

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
22.10.18 第８６回新潟県発明工夫展

第７１回新潟県模型展 新潟県立新潟自然科学館 高橋知之

22.10.22 第８６回新潟県発明工夫展　表彰式
第７１回新潟県模型展　表彰式 新潟県立新潟自然科学館 高橋知之

富山 22.10.21 第６０回富山県発明とくふう展 富山市民プラザ 倉谷達則

石川
22.10.12 第５８回石川県発明くふう展

（第３８回石川県科学の夢絵画展併催） 石川県地場産業振興センター 木森有平

22.10.29 第５８回石川県発明くふう展　表彰式
（第３８回石川県科学の夢絵画展併催） 石川県地場産業振興センター 松田光代

福井
22.10.06 第３４回福井県発明くふう展

第３１回福井県未来の科学の夢絵画展 福井県工業技術センター 岡倉誠
22.10.20 ～
22.10.21 北陸技術交流テクノフェア 2022　出展 福井県産業会館 北陸会所属弁理

士

 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）

青森 22.10.29 第６４回青森県発明くふう展 イトーヨ－カドー青森店 安保亜衣子

岩手 22.10.22 第５８回岩手県発明くふう展 岩手県工業技術センター 野崎俊剛

宮城 22.10.25 第３５回みやぎ発明くふう展 東北電力グリーンプラザ 藤田正広

秋田
22.10.25 第７１回秋田県発明展 道の駅あきた港ポートタワー・セ

リオン 齋藤昭彦

22.10.30 第７１回秋田県発明展 道の駅あきた港ポートタワー・セ
リオン 齋藤昭彦

山形
22.10.12 第５７回山形県発明くふう展 ナセ BA よねざわ市民ギャラリー 佐藤司

22.10.16 第５７回山形県発明くふう展 米沢市市民文化会館 佐藤司

福島
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

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
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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）

千葉
22.09.01 〜
22.12.31 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

22.10.05 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

22.09〜23.02 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 

22.10〜23.01 東京農工大学　農学部 東京農工大学　府中キャンパス 2
号館 11 番教室 

徳本浩一
深澤潔

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
22.10.22 長野県発明くふう展 長野市ビックハット 河合徹

22.10 長野県発明くふう展 長野県発明協会 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

3.　支援活動一覧表（10 月分）／その他
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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 22.10.13 令和４年度広島県児童生徒発明くふう展 5-Days こども文化科学館 末次渉

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
22.10.13 第６５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

22.10.30 第６５回福岡県児童生徒発明くふう展 表
彰式 福岡県中小企業振興センター 古賀真二

長崎 22.10.06 第７０回長崎県発明くふう展 審査会 長崎県産業振興財団 遠藤聡子

熊本 22.10.26 第５７回熊本県発明工夫展 審査会 旧 熊本市立松尾西小学校 宇野智也

大分
22.10.17 第８１回大分県発明くふう展 審査会 大分県立美術館（OPAM） 松本秀治

22.10.23 第８１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 22.10.13 第８１回宮崎県学校発明くふう展 審査会 宮崎科学技術館 園田康弘

鹿児島 22.10.14 第７０回鹿児島県発明くふう展審査会 鹿児島県産業会館 吉田淳

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
22.10.12
22.10.13 大阪勧業展 2022 マイドームおおさか 知財普及・支援

委員会委員

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

奈良 22.10.14 第 79 回 奈良県児童・生徒発明くふう展　
審査会 イオンモール大和郡山 小野敦史

和歌山

22.10.20 第 37 回和歌山市民発明くふうコンクー
ル　審査会 和歌山城ホール 東山香織

22.10.23 第 37 回和歌山市民発明くふうコンクー
ル　表彰式 和歌山城ホール 向林伸啓

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

経営センター
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

東京

22.10.12 ～
22.10.14 TokyoPack2022 知的財産経営センター意匠委員会

東京委員会

知的財産経営セ
ンター
意匠委員会
東京委員会

22.10.26 ～
22.10.28 アグリビジネス創出フェア 2022

知的財産経営センター
農林水産知財対応委員会
東京委員会

知的財産経営セ
ンター
農林水産知財対
応委員会
東京委員

神奈川 22.10.12 ～ 14 BioJapan2022 パシフィコ横浜

知的財産経営セ
ンター
バイオ・ライフサ
イエンス委員会
神奈川委員会他

3.　支援活動一覧表（10 月分）／その他
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パテント
セミナー

日本弁理士会関西会

お問合わせ先 日本弁理士会関西会　TEL：06-6453-8200　https://www.kjpaa.jp/

主　催 日本弁理士会関西会

申込方法 日本弁理士会関西会ホームページより講座ごとにお申込みください。

後　援 近畿経済産業局、（独）工業所有権情報・研修館 近畿統括本部、（独）中小企業基盤整備機構 近畿本部、（公財）大阪産業局

参加費
無料

定員
各回500名

01 09

10

12

オンライン
セミナー

zoomによる

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、一般の方々に知的財産権へ
の理解を広めていただけるよう
弁理士がわかりやすく説明す
る、特許等に関するセミナーを
開催します。

令和4年11月5日（土） 10：00～11：40
宮本 亮史弁理士

事前
申込制

（先着順）

02

03

04

05

06

07

08

11

令和4年11月19日（土） 10：00～11：40
後 利彦弁理士

令和4年12月3日（土） 10：00～11：40
南野 研人弁理士

令和4年11月5日（土） 14：00～15：40
大野 義也弁理士

令和4年11月19日（土） 14：00～15：40
謝 博超弁理士

令和4年12月3日（土） 14：00～15：40
冨田 光治弁理士

令和4年11月12日（土） 10：00～11：40
五郎丸 正巳弁理士

令和4年11月26日（土） 10：00～11：40
佐々木 健一弁理士

令和4年12月10日（土） 10：00～11：40
栗山 祐忠弁理士

令和4年11月12日（土） 14：00～15：40
山内 哲文弁理士

令和4年11月26日（土） 14：00～15：40
今井 寛二弁理士

令和4年12月10日（土） 14：00～15：40
松下 正弁理士

はっぴょんⒸ
日本弁理士会
公認マスコットキャラクター

日本弁理士会関西会
ホームページ

特許・実用新案入門

100分でまるわかり！
意匠入門

ＡＩ／ＩｏＴ／
ビジネスモデルの
特許出願戦略

商標出願、
基本の「キ」！

外国出願戦略　
～米国・中国・欧州・アジアにおける
外国特許出願・審査対応の実務～

ブランディングと商標

職務発明の概要および
その規定の実務と留意点

産学連携の知的財産
～大学の「知」の活用法～

IPOを見据えた
創業期からのベンチャー
企業の知的財産戦略

知財関係契約の基礎と
実務ポイント

～秘密保持、共同開発における
権利帰属の留意点～

オープン＆
クローズ戦略

事例から学ぶ著作権
（実践入門編）

こんな相談があったら
法務部としてどう回答する？

2022
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申込方法

パテントセミナー 2022

対　　象　 どなたでもご参加可能です。

参 加 費　 無料

申込方法　 日本弁理士会関西会ホームページよりお申込みください。
　　　　　 講座ごとにお申込みください。（各回定員５００名・先着順）

日本弁理士会関西会ホームページ　 https://www.kjpaa.jp/

（zoomによるオンラインセミナー）

テーマ 講　師内　容開催日時

●本セミナーの録画、録音等は禁止します。
●本セミナーの参加には、受講者の責任において、参加に必要なコンピュータ、利用環境、通信機器、通信回線その他設備を保持し、設定および管理するものとします。
●本セミナーは、Zoomウェビナーを利用してインターネットで配信するため、ご利用されるデバイス、インターネットの通信状況等により、参加できない場合があります。
　その場合、主催者は責任を負いません。
●本セミナーの動画や音声等すべての知的財産権は講演者とその所属先及び当会に帰属します。
●私的利用など一定の範囲以外の目的で著作権者の許諾を得ずに複製、公衆送信等を行うことは著作権法などの法律により著作権侵害や著作隣接権侵害などの違法行為となります。
●本セミナーで利用するウェブサービス（Zoomサービス等）の規約に違反する行為は禁止いたします。
●講師が体調不良となった場合には、中止させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

注意事項

宮本 亮史第1回
令和4年11月5日（土）

10：00～11:40

知財の初学者の方々に対して、“特許とは？”“実用新案と
は？”からスタートし、近時の出願傾向等含め、企業が特許権
等を取得する意義というところまで、できるだけ簡単な言葉
を使って解説します。

特許・実用新案入門
弁理士

商標の基本中の基本を、サクっと知りたい方にお届けしま
す。ちまたで話題の商標、どうやって取ればいい？誰に、何を
お願いすればいい？いくらかかる？など、大事なことだけを、
実例も交えて簡単にお伝えする予定です。 大野 義也第2回

令和4年11月5日（土）
14：00～15:40

商標出願、基本の「キ」！
弁理士

意匠の入門講座です。意匠制度の全体を、実務上の留意点
を踏まえながら、１００分で端的に解説します。意匠特有の制
度（部分意匠や関連意匠）や、意匠と特許の知財権ミックス
について、事例問題を交えながら、具体的に解説します。 五郎丸 正巳第3回

令和4年11月12日（土）
10：00～11:40

１００分でまるわかり！意匠入門
弁理士

ＡＩ、ＩｏＴ、その他コンピュータ又はインターネットを用いた事
業を実施する際に、どのようにして、潜在する特許のネタを
見つけ出し、特許出願戦略を決定すればよいかについて、実
務上の観点から説明します。 山内 哲文第4回

令和4年11月12日（土）
14：00～15:40

ＡＩ／ＩｏＴ／ビジネスモデルの
特許出願戦略

弁理士

外国出願・権利化の実務で知財担当者が直面する場面を想定し
て、教科書の知識だけでは分からない具体的事例を取り上げ、
低コスト・短期間で権利獲得できる実践的テクニック・ノウハウ
を経験豊富な講師がQ&A形式で解説します。 後 利彦第5回

令和4年11月19日（土）
10：00～11:40

外国出願戦略
～米国・中国・欧州・アジアにおける
外国特許出願・審査対応の実務～

弁理士

製品・サービスのブランディングを行う過程において商標を保護する
点についてあまり語られません。商標の保護をしていなくてもブラン
ディングには影響は与えないのでしょうか。ブランディングにおける
商標保護の重要性について、商標弁理士が分かりやすく解説します。 謝 博超第6回

令和4年11月19日（土）
14：00～15:40

ブランディングと商標
弁理士

職務発明の前提となる特許を受ける権利や発明者認定等の
基礎的な知識から、職務発明制度の概要、その規定の実務
および留意点について初心者向けに分かりやすく解説しま
す。 佐々木 健一第7回

令和4年11月26日（土）
10：00～11:40

職務発明の概要および
その規定の実務と留意点

弁理士

産学連携による大学の「知」の活用ポイントをお話ししたい
と思います。セミナーでは知的財産を広くとらえ、連携の進
め方やコツ、知的財産の扱い、契約の留意点などなど、お役
に立てる内容をお伝えいたします。 今井 寛二第8回

令和4年11月26日（土）
14：00～15:40

産学連携の知的財産
～大学の「知」の活用法～

弁理士

技術開発型ベンチャー企業では技術開発及び改良だけでな
く、出口である製品開発を見据えた知的財産戦略の構築が
重要です。米国ベンチャー企業を例に取り、創業期からの技
術開発及び知的財産戦略の関係性について解説します。

南野 研人第9回
令和4年12月3日（土）

10：00～11:40
IPOを見据えた創業期からの

ベンチャー企業の知的財産戦略
弁理士

他社との協業を進める上で知財関係契約は重要であり、協
業の第１歩となる「秘密保持契約」とその後開発を共同で行
い権利の帰属を取決める「共同開発契約」について、実務上
の留意点のポイントを解説していきます。

冨田 光治第10回
令和4年12月3日（土）

14：00～15:40
知財関係契約の基礎と実務ポイント

～秘密保持、共同開発における権利帰属の留意点～

弁理士

オープン＆クローズ戦略という用語が使われ始めて久しい
ようであり、日本企業においても検討及び実践がなされて
いるようです。今回は、米国企業等で成功したとされる事例
を中心に紹介及び考察等をします。

栗山 祐忠第11回
令和4年12月10日（土）

10：00～11:40
オープン＆クローズ戦略

弁理士

松下 正

著作権法は、そもそも著作物なのかで紛争が起きます。
また、例示列挙されている例外規定も多く、さらに、カラ
オケ法理というようなわかりにくい裁判例も多くありま
す。本セミナーでは、新人法務部員が、基本的知識を使っ
てどう回答すればよいかについて、事例を用いて説明し
ます。

第12回
令和4年12月10日（土）

14：00～15:40
事例から学ぶ著作権（実践入門編）

こんな相談があったら
法務部としてどう回答する？

弁理士

日本弁理士会関西会
ホームページ

● 個人情報保護の観点から、お申込みの際にご入力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。
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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！


