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知的財産支援センター　第２事業部　有馬百子

　2022 年 9 月 15 日～ 17 日にわたって、一般社団法人大学技術移転協議会（以下、「UNITT」と
いいます。）のアニュアル・カンファレンス（UNITT AC）が開催されました。
　今回の日本弁理士会セッションのテーマは「スタートアップの知財経営戦略」でした。9 月 16
日 16：00 に、杉村純子日本弁理士会会長の挨拶より始まり、モデレーターとスピーカーによるプ
レゼンテーションと活発なパネルディスカッションが２時間にわたり展開されました。
 
 

１．日本弁理士会セッションの概要
　　日時：2022 年 9 月 16 日 16:00 ～ 18:00
　　場所：Online ＆ Offline の Hybrid 開催（Offline：東京日本橋の LINK-J ビル）
　　登壇者　モデレーター：五十嵐 義弘会員
　　　　　　スピーカー：佐々木 通孝会員
　　　　　　　　　　　　安高 史朗会員
　　　　　　　　　　　　伊藤 洋介会員
　　参加者：６８名（現地参加　１３名、オンライン参加：５５名）
２．プレゼンテーション
　はじめに、モデレーターの五十嵐会員より今回のテーマについて紹介があり、「スタートアップ」
と「大学知財」について、各スピーカーが独自の視点からプレゼンテーションを行いました。

（１）安高 史朗会員（IPTech 弁理士法人 代表弁理士・公認会計士）
　安高会員は、特許庁及び複数の民間企業を経て、ＩＴ系スタートアップに特化した弁理士法人
を設立して、多数のスタートアップや学生ベンチャーを支援されてきた経験からスタートアップ
の特徴等について講演されました。まず、大企業及び中小企業と異なり、スタートアップでは成
長フェーズに沿って予算及びリソースが変化するため、フェーズごとに事業と知財のマイルストー
ンが必要であることが述べられました。また、スタートアップでは、専門家のいない中で活動を
行うため、最初から完全な知財活動方針を作成する必要はなく、箱（外枠）を作ってから順次埋
めていくことが重要であることが指摘されました。
　起業からＩＰＯまでの期間は早くて５年程度であり、スタートアップにおいても特許の価値は
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分野ごとに異なり、出願の規模も企業によりまちまちであるが、特許出願に対する意識は５年前
と比べて、確実に高くなっていることが報告されました。

 

 

（２）伊藤 洋介会員（名古屋工業大学大学院 社会工学系プログラム准教授、一級建築士）
　名古屋工業大学大学院社会工学系プログラム准教授である伊藤会員は、「大学研究者にとっての
特許とは」というテーマで講演されました。まず、民間企業での開発経験をベースに大学で研究
されてきた建築材料及び知的財産権の主な研究成果が紹介されました。続いて、研究者にとって
の論文と特許の価値について説明され、共同研究で主導権を握るためには、論文だけでは無理で
目的を意識した特許出願が重要であることが力説されました。ここで、建築分野を例に、企業は
余計な支出を望まず、大学特許を避けようとするため、回避できないよう出願を行わなければい
けないこと、そのためには、中途半端に出願するのではなく、目的をもって徹底的に出願する必
要があることが指摘されました。さらに、特許や論文では公開しすぎず、ノウハウを秘匿してお
くことにより、企業が発明者に相談に訪れ、共同研究につながり、お金を稼ぐことにつながるこ
とが示されました。

（３）佐々木 通孝会員（鳥取大学 研究推進機構 先進医療研究センター副センター長・准教授）
　佐々木会員は、「スタートアップへの支援戦略 鳥取大学医学部・医学部附属病院」というテー
マで講演されました。はじめに、「鳥取大学（医学部・医学部附属病院）はなぜ、スタートアップ
を戦略的に支援するのか？」について、鳥取大学の地理的環境、鳥取県の産業（県内総生産４７
都道府県中４７位）及び大学法人の経営という複数の観点から解説され、スタートアップしかな
いという状況が示されました。次に、このような不利な状況で鳥取大学（医学部・医学部附属病院）
の知的財産収入が、令和３年、令和４年と激増している理由が挙げられました。国立大学法人が
苦手なことをスタートアップにお願いすることが重要であるとして、大学発の複数のスタートアッ
プの事例が紹介されました。特に、病院食用の使い捨てお盆は、コロナ下でも需要があり、鳥取
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大学病院で即採用し、大学病院で実績を上げて価値を高め、地元企業に提供した成功事例として
印象的でした。
　最後に地方大学の留意点としてキャピタルとの関係が指摘され、どのような人（企業）と組む
かが重要であることが強調されました。
 

（４）五十嵐 義弘会員（東京共同弁理士法人　パートナー弁理士）
　五十嵐会員は、「経営者と知財専門家（弁理士）に要請されていること」というテーマについて、
これまでの知財 21 年、製薬業界 7 年、金融ビジネス 5 年という経験に基づいて講演されました。
ここで、知財を「ソリッド」と捉える経営者と「ふわふわ」な知財に取り組む知財現場との間に
はギャップがあり、そのギャップはなくならず、なくす必要もないという見解が示されました。
経営者と弁理士の温度差として、上場会社のコーポレートガバナンス・コード対応等が挙げられ
ました。
　「ソリッド」を求める経営者には、「ふわふわ」な知財は受け入れ難いものですが、知財は長期
にわたって事業価値を生み出すドライバーになり、弁理士は知財のリスクを低減することにより、
今ではなく将来を助けるという認識が必要であることが述べられました。そして、テクニカルな
取り組みでは絶対に埋まらない領域 / すき間があるが、コミュニケーション・チャレンジで解決
可能な課題にあふれていること、ルールに「使われる」のか、ルールを「使う」のかが重要であ
ることが指摘されました。
 

３．質疑応答
　参加者からの質問は、①企業に対して侵害訴訟を提起することについての大学関係者の見解、
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②知財に興味のない大学発明者に協力してもらうための方法、③企業が特許を避けられないよう
にするための方法等、大学での知財の取り扱いに関する難しい問題に集中しました。伊藤会員を
はじめ各講師が自らの経験や見解に基づいて丁寧に応答されました。
 

４．まとめ
　モデレーターを中心に４名の講師がそれぞれの経験に裏付けられたたいへん興味深い提言をさ
れ、２時間が短く感じられるほど活発な議論が繰り広げられました。事後アンケートにおいても、
テーマ選定及び講師選定の評価とも最高点の５点が６５％と高い評価が得られました。

特集／ UNITT-AC2022
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11月までの支援活動1
11 月までの支援活動 / 東北会

東 北 会東 北 会

「知的財産授業」八戸市少年少女発明クラブ
１．日　時：令和４年１０月９日（日）１４：００～１６：２０
２．場　所：オンライン開催
３．対　象：２１名（クラブ員１８名、指導員等３名）
４．講　師：三浦誠一会員・坪淳一会員
５．内　容
　本授業の講師は、青森県在住の弁理士２名（主担当：三浦誠一会員、副担当：坪淳一会員）
が担当し、小学３年生から中学２年生までのクラブ員を対象に開催されました。また、本授業は、
コロナ禍を考慮して、クラブ会員が自宅から参加するリモート開催になりました。
　最初に、三浦会員による知的財産全般にわたる講義が行われました。自作の資料を画面共有
する形で特許や意匠などの制度概要を説明しつつ、トッポ（登録商標）やポッキー（登録商標）
などの市販の商品を用いながら、商品のアイデア、デザイン、商品名、キャラクターロゴを用
いて知的財産（発明、意匠、商標、著作物）を具体的にした解説が行われました。
　工作授業「ちりとり」の課題は、ちりとりがゴミ袋やゴミ箱よりも大きいとゴミがちゃんと
入らず、逆に小さ過ぎるとゴミを集めるのが困難になる点です。先ずクラブ会員各人に発明ノー
トや準備した用紙にちりとりのデッサンを描いてもらい、その絵をモニタにかざして課題解決
の特長を説明してもらいました。その後で、予め配布済みの工作用紙、画用紙、紙コップを用
いて、自分自身のアイデアに基づき、ちりとりを作製してもらいました。完成したクラブ員か
ら順次、モニタに作品をかざしながら使い方を説明してもらい、それぞれの作品について、２
名の講師からコメントを行いました。弁理士の視点からみても、各人の作成した作品は、独創
的なアイデアやデザインに富むものが多いという印象を受けました。また、他のクラブ会員の
作品発表をみて自分の作品と被っていることを知って、時間内に新しい作品を作製し発表する
クラブ会員もいました。
　工作を終え、ビデオ教材「パン職人レオ君の物語」を上映しました。時間が押していたため、
特許のライセンスをテーマにした第３章に絞っての上映となりました。
　予定終了時刻を越えましたが、最後に質問タイムが設けられました。特許権の存続期間や、
特許取得の費用についての質問のほか、将来、弁理士になりたいのでどのような進路選択が望
ましいのかといったユニークな質問もありました。
　発明クラブ会長の終了時のコメントとして、各クラブ員にとって大変有益な授業が行われた
旨の謝意と、３年に１度くらいの頻度で今後も弁理士を講師とした知財授業を希望する旨のお
言葉を頂きました。

日本弁理士会東北会　坪淳一



2022 年 11 月号（№ 233）　9

関 東 会関 東 会

11 月までの支援活動 / 関東会

「発明工作授業」江戸川区こども未来館
１．日　時：２０２２年４月１０日（日）１４：００～１６：００
２．会　場：江戸川区子ども未来館
３．対　象：小学４～６年生　１６名
４．講　師：知財教育支援委員会委員　金子彩子、谷島隆士
■授業の概要
　休憩を挟んで、前半４５分で谷島委員が発明者の立場で発明の面白さや発明が生まれる状況、
発明者としての資質について講義を行いました。
　講義資料はオリジナル資料を作成しました。身近な発明を伝えるために「ヒット商品はこう
して生まれた！」を授業開始前に配布し講義で活用しました。昨年委員会内で作成した動画（磁
石ってなぁに）も使用し小学生の発明についても説明しました。
　後半は金子委員がオリジナルマスクケースの発明工作を実施しました。工作前に小学生と一
緒に現在のマスクで困っていることを話し合い課題の共有を行いました。発明工作後は完成し
たオリジナルマスクケースについて工夫した点などを発表してもらいました。

■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。
　「日曜日は講座をありがとうございました。最初の回ということで熱気にあふれていて、子
どもたちのマスクケースも創造性を感じました。
　おふたりの手慣れた進行はさすがでした。ただ、発明者と研究者と弁理士はそれぞれ性格と
役割がちがうこと、弁理士は発明者から発明を受け取ってどのようにして世の中に出すのか、
そのやり甲斐、情報財産の時代への貢献などを子どもたちに伝えてほしい気もしました。」本
発明工作授業は全６回で構成されているため次回の講義担当者へ申し送りしました。

■担当講師の感想
　発明者の立場で発明の楽しさや発明が困っている人を助ける手段になること、世の中が便利
になることを伝えることができたので良かったと思います。弁理士がその発明者の努力を汲み
取り形にしていく仕事であることまで説明できればよかったので今後の講義資料の見直しをし
たいと思います。
　オリジナルマスクケースはみな独自の発想で思っていた以上の種類のものが出来上がりまし

た。発明品を持ち帰れるというのがとても良い
と感じました。
　今回発明工作の時間が４０分程度であったた
め完成までに至らない子もいたので次回以降は
発明工作の時間は１時間ある方がゆとりがあっ
て良いと思います。

知財創造教育支援委員会　委員　谷島隆士
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「発明工作授業」江戸川区こども未来館
１．日　時：２０２２年５月８日（日）１４：００～１６：００
２．会　場：江戸川区子ども未来館
３．対　象：小学 4 ～ 6 年生　１２名
４．講　師：知財教育支援委員会委員　山下滋之　伊藤夏香
５．内　容：
■授業の概要
　江戸川区子ども未来館「子どもアカデミー」前期ゼミ「アイディアをカタチにしよう ― 知
的財産にツヨくなる ―」第 2 回のテーマは、第 1 回に引き続き「特許」です。
カップヌードルを用いて、発明がどこにあるかクイズをしました。そして発明を特許に変える
には何が必要かを、雪見だいふくの特許や椅子を題材として説明しました。
　違う学校から参加しているメンバーが 6 回に渡り一緒に学ぶことになるため、次に、自己紹
介を兼ねて、各自で「こんなものがあったらいいな」「これ、もっと便利にならないかな」と思っ
ていること、そして、得意なこと・これだけは人に負けない（と思っていること）・趣味につ
いて考えてもらい、発表してもらいました。お互いを知るきっかけになりました。
　小学生の特許発明（マスク関連商品（テリッパ）、ハンガー、袋体）と、企業のハンガーの
発明について、実物を用いながら紹介しました。
　さらに、最近特許になった発明について、実物を用いながら、どのようにして従来技術との
差異を持たせつつ発明の範囲を拡げていくか、について説明しました。
　休憩を挟んで、オリジナルのペン立ての発明工作を行い、最後に、互いに投票し、得票数の
高い子にはテリッパ等の賞品が授与されました。

■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。
　「パーフェクト以上にパーフェクトな講義をありがとうございました。おふたりの講座には
わたしもいつも引き込まれています。」「感想カードには「楽しかった」「またつくりたい」な
どポジティブな感想ばかりで大きな成果が得られたようです。今後ともよろしくお願いいたし
ます。」

 ■担当講師の感想
　前回お休みした子もスムーズに打ち解けることができ、和気あいあいとした雰囲気でした。
　発明工作は、設計図作成開始から工作後の投票終了まで 1 時間 10 分の時間を取りました。
　設計図のイラストをしっかり描いて作られた作品、あっという間に完成した作品、消しゴム
や定規など様々なサイズの文房具がコンパクトに収納できる工夫が詰まった作品、完成に至ら
なくても丁寧に作られた美しい作品、持ち運びも考えた便利な作品など、それぞれユニークで、
発想の豊かさと、さらに具体的に実現できる力に驚きました。

11 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　委員　伊藤夏香
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「発明工作授業」江戸川区こども未来館
１．日　時：２０２２年６月１２日（日）　１４：００～１６：００
２．会　場：江戸川区子ども未来館
３．対　象：小学４年生～６年生／計１５名
４．講　師：知財創造教育支援委員会　遠田利明、 高原千鶴子
５．内　容：
■授業の概要
　江戸川区子ども未来館「子どもアカデミー」の前期ゼミ（全 6 回）の第 3 回目のテーマは「意
匠」で、前半は意匠についての知財授業、後半は風車の工作授業をしました。

　知財授業は、意匠権のポイントから始めました。
　格好良いデザインを考えた人が、他の人に真似されて損をしないように守ることが意匠制度
であり、特許と対比して紹介しました。
　次に、具体的な意匠権の例として、①みんなはどのスニーカーが好きかな？と色々なスニー
カーの登録例を紹介し、併せて部分意匠の登録例も紹介しました。また、②ヒット商品を生ん
だ意匠（超立体マスク、フリクションペン）、③自然をモチーフとした意匠バイオミテックス（生
物模倣技術）として（i）カワセミ等の自然の造形に近づいた意匠として新幹線 500 系の紹介（ii）
サメ肌から生まれたスイミングウェアの紹介、④身近な工業デザインとしてカッコいい列車を
紹介しました。更に権利化後の事例として、⑤高額な賠償額の裁判例（「自動二輪車事件」損
害賠償額 約 7 億 6 千万円等）、⑥江戸川区としては初の試みである意匠権の訴訟及び攻防につ
いて、訴訟体験を披露しながら、体重計のデザイン等を例に挙げて紹介しました。
　身の回りにある具体的な事例をもとにしての意匠権の知財授業でしたので、参加者は非常に
興味を示し理解ができました。

工作は、風車「花」を題材にしました。
　風車の工作について、一般的な風車（4 枚、5 枚、八重葉等）の説明をし、更に、このよう
な構造の風車が登録されるならば、自分でもできる！と思ってもらいたいと考えて特許庁で登
録されている 3 種類の最新の風車の例を紹介しました。早速、≪ 3 層に重なり、緑の羽根は左
方向に、青の羽根は右方向に回る「星風車」の登録≫について、江戸川区の参加者らしく、本
当に左方向と右方向に羽根が回るの？という鋭い質問が出されました。工作「花」の風車につ
いては、羽根の部分（ボールペンを使っての穴あけ）、芯の部分（針金、わりばし等を使って
の支柱作り）、羽根と芯の組み立て、参加者による羽根への工夫、装飾、色塗り等に思った以
上に時間がかかったのですが、参加者は飽きることなく没頭していたので、終了時間を告げる
のが大変でした。終了後、部屋の中で、実際に風車を回転させました。回転させるにはコツが
いるため、それぞれが工夫して楽しみました。最後に、コンテストを行い、得票数の多い 1 番
から 3 番の子には特別賞を与えました。

11 月までの支援活動 / 関東会
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■江戸川区子ども未来館様の感想
以下のメールを頂戴いたしました。
　充実した意匠講座をありがとうございました。参加者全員が知財について強く意識づけられ
たようなポジティブなものばかりで担当としてうれしい限りです。知財授業は、いつも小学生
たちに丁寧にしみわたるようにご説明いただき、感謝しております。知財授業により言及され
ましたバイオミテックス（生物模倣技術）により、参加者たちは工業デザインの重要性をよく
理解でき、これから身のまわりの工業製品を興味深くかつ注意深く見るようになるのではない
でしょうか。

■担当講師の感想
　風車を工作するのは初めてであり、また、ペンチ・千枚通し・針金などの怪我につながるも
のを利用するので、心配がありましたが、ボールペンを千枚通しに替えることで安心して工作
に臨めました。怪我をすることなく、和気あいあいと、楽しく取り組んでもらえたので講師と
してたいへんよかったと思います。しかし、生徒の感想については、工作時間がオーバーした
ことにより、感想文を書く時間がなかったので直接のコメントは聞けませんでしたが、帰って
いく顔は皆楽しそうで溌溂としていましたので、満足してもらえたのではないかと思っていま
す。
　今回の様に、工作時間が時として生徒達が熱心なあまり時間超過となってしまいがちなので、
今後の授業時間については考慮の余地がありかと思いました。

知財創造教育支援委員会　委員　高原千鶴子

11 月までの支援活動 / 関東会
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「発明工作授業」江戸川区こども未来館
１．日　時：２０２２年７月１０日（日）１４：００～１６：００
２．会　場：江戸川区子ども未来館
３．対　象：小学４～６年生　１５名
４．講　師：知財教育支援委員会委員　小屋迫利恵、伴久仁彦
５．内　容：
■授業の概要
　今年度の江戸川区子ども未来館の発明工作授業の４回目であり、今回のテーマは「著作権」
でした。前半に著作権に関する授業を行い、後半に発明工作を行いました。

（１）著作権に関する授業
主に以下の３つのテーマについて説明しました。
　①著作権の基礎知識
　　著作権の基礎的な知識について、クイズを交えながら説明しました。
　②インターネットと著作権の問題

　事前に先方から YouTube に関する著作権を取り上げてほしいとの依頼があり、インター
ネットにおける著作権に関する問題について、YouTube 等に動画を投稿する場合の事例を中
心に、クイズ形式で説明しました。

　③タコ滑り台事件の説明
　前回の「意匠」の授業で取り上げられた「タコ滑り台事件」が著作権に関する事件であるため、
今回の授業で判決内容について説明しました。

（２）発明工作
　子どもたちに自分のシンボルマークを作成してもらいました。

①まず、自分らしさを表すものを３つ見つけてもらいました。
②次に、見つけたものを色、形にすることにより、自分のシンボルマークを作成してもらい
ました。
③最後に、作成したシンボルマークについて１人ずつ発表してもらいました。

■ご依頼者様のコメント
　ご依頼者様からは、「今後学校の授業で自分が書いたり描いたりする作品＝著作物に新鮮な
気持ちをもって接するのではないでしょうか。」とのコメントをいただきました。
　また、受講生からは、アンケートにて「著作権はとても大切だと分かりました」「自分が著
作者だってことを知って良かった」「自分のシンボルマークを作って楽しかった」などの感想
が寄せられました。

■担当講師の感想
　著作権は小学生にとって用語も内容も難しすぎるのではと懸念していましたが、一部理解が
難しそうな部分はあったものの、予想以上に興味を持ち、理解してもらえたように思いました。
特に、YouTube 等の事例に関するクイズは、子どもたちにとって身近な話題だったこともあり、

11 月までの支援活動 / 関東会
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みんながとても積極的に参加していました。
　自分のシンボルマーク作成については、最初少しアイディアを出しにくそうな子どももいま
したが、途中からは特に指導の必要もなく、みんな自主的に取り組んで、最終的に全員作成す
ることができました。作品だけでなく、自分で発表する子、講師に代わりに発表してもらう子、
作品を非公開にする子など、発表についても各自の個性が出ていました。自分のシンボルマー
クのコンセプトをみんなの前できちんと言葉で説明できる子がいて、とても感心しました。

知財創造教育支援委員会　委員　伴久仁彦

11 月までの支援活動 / 関東会
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「発明工作授業」江戸川区こども未来館
１．日　時：２０２２年 8 月 14 日（日）１４：００～１６：００
２．会　場：江戸川区子ども未来館
３．対　象：小学 4 ～ 5 年生８名
４．講　師：知財教育支援委員会委員　 伊藤夏香　竹澤誠
５．内　容：
■授業の概要
　江戸川区子ども未来館「子どもアカデミー」の「アイディアをカタチにしよう ― 知的財産
にツヨくなる―」第 4 回のテーマは、「商標」です。
　最初に、フランク三浦事件を題材に、商標の類似について解説しました。
　次に、ゆっくり茶番劇騒動や鬼滅の刃関連の商標登録を題材に、商標の範囲や先願主義、著
作権との違い、そして、識別性についてクイズ形式で説明しました。また、新しいタイプの商
標についても簡単に紹介しました。休憩を挟んで、フライングディスクの飛ぶ仕組みや発明・
商標との関わりなどを学んだ後、フライングディスクの発明工作と作品へのネーミング商標付
けを行いました。一度作成してテスト飛行を行い、再度改良やデコレーションを行い、考えた
商標を作品に書いた後、一人ずつ順番にネーミングの発表と本番の飛行を行い、飛行距離測定
を行いました。

■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。
　「先日は講座をありがとうございました。いつもながら発明工作は楽しいです。
とくにフライングディスクは子どもたちが自由に発想してのびのびと競いながら商標の理解が
身に付くいい素材ですね。」

■担当講師の感想
　お盆真っ最中でお休みの子も多くいましたが、参加した児童は、始まる前から「今日は何や
るの？」「ゆっくり茶番劇、知ってる！」と自ら解説してくれる子もいて知的好奇心の高さを
感じました。クイズも積極的に参加してくれて、講師からの質問にもどんどん答えてくれまし
た。鬼滅の刃関連クイズや色彩のみからなる商標の正答率も高くて驚きました。
　発明工作については、仕組みの説明から授業終了まで 1 時間 15 分の時間を取りました。15
ｍも飛んだ子が優勝し、講師陣は惨敗しました。
　デコレーションの色や柄にちなんだもの、アルファベットを組み合わせたもの、反対文字を
使ったもの等々、悩んだ末に考えた商標はどれも個性的で素敵でした。
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知財創造教育支援委員会　委員　伊藤夏香
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「発明工作授業」江戸川区こども未来館
１．日　時：２０２２年９月１１日（日）１４：００～１６：００ 
２．会　場：江戸川区子ども未来館 
３．対　象：小学４～６年生１３名 
４．講　師：知財教育支援委員会委員 バーナード正子　佐々木克哉 
５．内　容：
■授業の概要 
　今年度の江戸川区子ども未来館の発明工作授業の６回目（最終回）であり、今回のテーマは「総
合」でした。前半に知的財産権全般に関する授業を行い、後半に発明工作を行いました。 

（1）知的財産権全般に関する授業（約 30 分） 
　特許権、意匠権、商標権、著作権の 4 つのテーマについて、それぞれが発明、デザイン、商品名・
マーク等や著作物を保護することについて、具体例を挙げながら説明しました。また、権利を
とるための手続きや弁理士の役割も説明し、各テーマについてクイズ 2 － 3 問を交えながら知
的財産の復習をしました。 

（2）発明工作（約 1 時間） 
　４つのグループに分かれてペーパータワーを作成しました。 

①初めにルールを説明しました。紙 40 枚とテープ・ハサミを使用してタワーを作成して高さ
を競います。一番てっぺんに「おもり」を乗せて 10 秒間耐えられることが条件です。今回は
おもりとしてチップスターを使用しました。 
②工作時間は約 40 分間。講師とオブザーバーがグループに入り、ヒントやアドバイスをしな
がら生徒たちをサポートしました。 
③最後にチームごとに重りを乗せて 10 秒間みんなでカウントして成功したチームの中から最
も高いタワーをつくったチームを優勝としました。終了後に全員に「こども特許証」を授与。
参加賞として全員におもりに使用したチップスターを 1 個配布。優勝チームメンバーには 2
個配布しました。（江戸川区子供未来館様がご用意くださいました） 

■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。 
　「先日は最終講座をありがとうございました。先生方の熱意と創意あふれるご指導で、未来
を担う江戸川区の小学生たちに知的財産の重要性が浸透しつつあるのではないでしょうか。
チームを組んでの共同作業は小学生たちの「自我」がぶつかったり融けあったりしておもしろ
く、これも小学生たちの社会性の訓練になったと思います。」 

■担当講師の感想 
　講義ではテーマの合間にクイズを挟むことで、生徒たちが授業に参加しやすい雰囲気をつく
れたと思います。発明工作ではあえて作品例を見せずに挑戦してもらいました。チームごとに
創意工夫のこだわりポイントが異なり、多様な作品が生まれて良かったと思います。最後に参
加者全員に渡した「こども特許証」では、ご依頼者様が事前に印刷の位置などを念入りに微調
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11 月までの支援活動 / 関東会

整しておられました。生徒に対する思いやりやこの取り組みに対する情熱を感じ、心を打たれ
ました。

知財創造教育支援委員会　委員　佐々木克哉
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「発明工作授業」町田市少年少女発明クラブ
１．日　時：２０２２ 年 ９ 月 ４ 日（日）1 ０：００～ 1 ２：００
２．会　場：町田市子ども創造キャンパスひなた村カリヨンホール
３．対　象：小学３年生～中学２年生 １０名（他　保護者６名　クラブ指導員５名）
４．講　師：知財創造教育支援委員会委員 高原千鶴子、上田精一
５．内　容：
■授業の概要　
　１．知財に関する講義（２５分）
　２．今日の工作のテーマ、「片手でもてるかな」に関する説明（５分）
　３．発明工作（６０分）

・参加者が少なかったこともあり、生徒の保護者・該クラブ指導員にも参加してもらい、
生徒と競ってもらいました。

　４．工作・作品紹介・表彰式・感想文作成（３０分）
・各作品の紹介を（生徒の保護者・該クラブ指導員の作品も含め）しました。
　親子での工作については、親子対決の判定もしてみました。以外と好評だったように

思います。
　　また、「子ども発明体験修了書」も授与しました。時間の関係で、男女代表者 2 名

に授与し、他の生徒には追って該クラブより渡してもらいました。
■生徒のコメント（生徒の感想文より）
　・楽しかった。説明で初めて知ったこともあった。（中１）
　・クイズが楽しかった。（小３）
　・弁理士の方々が気軽に話しかけてくれたので、楽しく受けられた。（中２）
　・発明品を作ってみて勉強になった。これからも発明を頑張りたい。（小３）
　・身近なテーマなのに、色々な発明の仕方があることに気付かされました。（中２）
　・不便なことを解決するために考えることが楽しかった。もっと解決したくなった。（小４）
　・皿の横にガードを設けるなどいろいろと工夫をした。（小４＆小５）
　・色々と工夫して出来たときは嬉しかった。もっと色々発明したくなった。（小５）
　・動物クリップペンもらって嬉しかった。（小３）
■ご依頼者様のコメント
　町田市少年少女発明クラブ事務局長　　近本　明様より、下記のようなメールを頂きました。
　『今日は素晴らしい講座を実施していただきありがとうございます。
コロナ禍の中でこんなにも素晴らしい講座を開いていただけてありがたく思っています。
　会員の参加者は思ったよりも少なかったですが、その分密度の高い講座になったと思います。
ありがとうございました。』
　小泉会長も私に「いい講座だった。またお願いしたい。」と申していました。小泉会長は年
間のクラブの活動を記録するクラブニュースの編集長ですので（1 号から。現在 35 号）次回の
クラブニュースの発行が楽しみです。
　会員の保護者からは「親も一緒に楽しめて楽しい講座でした」との声が上がりました。
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■担当講師の感想
　知財講座並びに工作教室について、生徒たちは工作に真摯な態度で取り組んでいました。
　また、声をかけると保護者・指導員も積極的に参加され、楽しそうに工作をしていました。
　指導員の方々の控えめながら組織だったかつ的確な準備・後片付け時のサポートには大変助
かりました。
 

知財創造教育支援委員会　委員　上田精一

11 月までの支援活動 / 関東会
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「第１回休日パテントセミナー２０２２in 名古屋」

１．日　時：令和４年９月２４日（土）　１４：００～１６：００
２．場　所：名古屋商工会議所　３階第５会議室
３．対　象：一般市民、中小企業者、知財担当者など（２４名）
４．講　師：日本弁理士会東海会　知的財産権制度推進委員会　委員　福嶋亨
　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　委員　野崎洋平
５．内　容：
「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？～」
（前半担当：福嶋亨）
　セミナーの前半では、知的財産制度の全体像と特許制度の概要について説明しました。
　知的財産制度の全体像の講義では、そもそも知的財産とは何か、というところから、知的財
産権制度・産業財産権制度を構成する各権利を紹介し、身近な製品が様々な知的財産権で保護
されていることを説明しました。また、産業財産権の調査方法（J-PlatPat）を紹介しました。
　特許制度の講義では、そもそも特許（特許権）とは、というところから、特許制度の全体像、
特許をうけることができるアイデアの条件、特許を取得する意義、特許出願の流れを説明し、
身近な特許の例をいくつか紹介しました。最後に特許権と実用新案権の違いについて説明し、
講義を終えました。
　それなりにボリュームがありましたので、最後に「ここだけは今日覚えて帰って欲しい」と
いう点を１分ほどでおさらいすれば、よりスッキリと講義を終えられたかなと思っています。
「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？～」
（後半担当：野崎洋平）
　セミナーの後半では、意匠法、商標法、不正競争防止法、著作権法について、それぞれの制
度概要を説明しました。本セミナーは初学者向けであり、かつ、第１回の講義であることを踏
まえて、できるだけ平易な表現で説明するように留意しました。
　意匠法や商標法では、まず、意匠や商標とは何か、どのようなものが保護対象となるのかに
ついて、複数の具体例を挙げて説明しました。その後、意匠権や商標権を取得するとどのよう
なことができるようになるのか、意匠権や商標権を取得するためにはどのような手続きが必要
なのかについて説明しました。
　不正競争防止法では、営業秘密の侵害、限定提供データの不正取得、ドメイン名の不正取得
を中心に、どのような行為が禁止されているのかについて説明しました。
　著作権法では、どのようなものが保護対象となるのかについて、および、登録せずとも著作
物を創作した時に権利が発生することについて説明しました。また、民間業者からの著作権登
録の勧誘は詐欺である可能性があるので注意してほしいことを伝えました。
　第１回の講義ではさまざまな事項を短時間で説明することになるので、初学者に伝えるべき
ことや、初学者が知りたいと思っていることをよく見極めて、これらに焦点を絞った説明とす
ることが重要だと感じました。そのために、アンケートの内容や活用方法について工夫の余地
があると感じました。

11 月までの支援活動 / 東海会

東 海 会東 海 会
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セミナーの様子

 日本弁理士会東海会　知的財産権制度推進委員会
委員　　福嶋亨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員　野崎洋平

11 月までの支援活動 / 東海会
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「週末パテントセミナー２０２２in 静岡（静岡会場第 1回）」
１．日　時：令和４年９月３０日（金）　１８：３０～２０：３０
２．場　所：B-nest 静岡市産学交流センター　プレゼンルーム
３．対　象：一般、中小企業経営者、知財関係者など２０名
４．講　師：日本弁理士会東海会　静岡県委員会　委員　神谷直慈
５．内　容：
　「モノからコトへ」時代の知財戦略～特許からデータ・ノウハウまでのトータル知財戦略～、
というテーマで行われました。講師は元特許庁審査官であり、弁理士、中小企業診断士の神谷
直慈会員です。講演は、知的財産とは何かといったことから始まりました。そして、社会環境
がモノ（製造業、技術）からコト（サービス、仕組み）へと変化していることに対応して、特
許など知的財産権の取得と共に、データ、ノウハウ等の権利化しにくい知的財産についても情
報管理と契約により保護・活用することが重要であると述べられました。
　また、経営の強みである技術力、顧客の満足度、正確な納期、従業員の能力などが自社の知
的資産であることの認識が重要であると述べられました。仮想事例の「金属加工技術を活して

『猫との共生』の実現」を例にとって、経営デザインシートについて、わかりやすく説明して
頂きました。
　その後質疑応答も活発に行なわれ、大変有意義なセミナーとなりました。

セミナーの様子

東海会　静岡県委員会
委員　石垣春樹
委員　石垣達彦

11 月までの支援活動 / 東海会
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「週末パテントセミナー２０２２in 静岡（浜松会場第１回）」
１．日　時：令和４年１０月７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４０１会議室
３．対　象：一般、中小企業経営者、知財関係者など２１名
４．講　師：日本弁理士会東海会静岡県　委員　神谷直慈
５．内　容：
　「特許からデータ・ノウハウまでのトータル知財戦略」と題し、法律上の権利として保護さ
れる知的財産権と権利化しにくい知的財産の保護を合わせた知財戦略について、１．知財戦略
のトレンド、２．そもそも「知的財産」とは？、３．経営資源としての「知的財産」、４．仮
想事例で考える、５．今後の展望、の内容で講義が行われました。
　弁理士であり中小企業診断士でもある講師より、特に企業経営や経営資産としての知的財産
について詳細の解説がありました。参加者からは、知財戦略の新たな切り口を知ることができ
て、有用なセミナーであったとの声が多く聞かれました。
　本セミナーはコロナ禍で開催される３度目のセミナーであり、昨年同様に運営上の心配があ
りました。しかしながら、コロナ禍前と変わらない人数の参加者がリアルに集まり、講師とあ
るいは参加者同士のコミュニケーションを直接取ることができ、有意義なセミナーとなりまし
た。

＜会場風景＞

東海会　静岡県委員会
副委員長　絹川将史
委 員 長　田口滋子

11 月までの支援活動 / 東海会
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11 月までの支援活動 / 関西会

「知的財産特別授業」吹田市立古江台小学校
１．日　時：令和 4年 9月 9日（金）１３：３０～１５：０５
２．場　所：吹田市立古江台小学校
３．対　象：５年生３クラス９５名
４．講　師：古澤寛、小林義周
５．内　容：
　吹田市立古江台小学校を訪問し、知財授業を行って参りました。古江台小学校は、吹田市の
北部に位置し、阪急千里線の北千里駅から徒歩１０分ほどの住宅街の中にあります。広々とし
た同校の敷地では、落ち着いた低層の校舎が長い廊下で繋がっています。
　授業では、はじめに、司会進行役の小林会員が、「発明」と「弁理士」について簡潔に説明
しました。次に、発明品（サラカップル，カタシャンボトル，肩ブレラ）に関する説明では、
各発明が生み出された前提である不自由さ・問題点を具体的に伝えたうえで、その不自由さ等
を解決するための工夫を、先ずは児童たちに考えてもらいました。多数の意見が飛び交いまし
た。皿とその上に位置するカップとが一体化されたものや、シャンプー液が上に飛び出すシャ
ンプーボトル、杖に取り付けられた傘など、様々なアイデアが活発に出されました。
　この後、「サラカップル」を題材とした寸劇では、司会進行役を小林会員が担当し、「サラカッ
プル」を発明したエフ博士役を古澤会員が担当し、「サラカップル」を模倣して安価に販売す
る怪人Ｘ役は、同校の先生に演じていただきました。サラカップルを入手するならエフ博士か
ら本物を買うか、或いは怪人Ｘから安い偽物を買うかという質問には、エフ博士から本物を買
うとの意見が多数でしたが、怪人Ｘから安く買うという意見も少数ながらありました。
　今回の知財授業は、“ いろいろな職業について調べてみよう ” という学校側のテーマの下で
の第１弾の授業のようでした。生活・社会をより良くする営みとして発明など知的財産を創り
出す職業や、知財に関わる職業としての弁理士に、児童たちには触れてもらえたのではないか
と思います。

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　古澤寛

関 西 会関 西 会
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第７０回鹿児島県発明くふう展審査会（発明考案の部）
１．日　時：２０２２年１０月１４日１３：００～１６：００
２．場　所：鹿児島市名山町９番１号鹿児島県産業会館４階大会議室
３．出席者：吉田淳（会員番号 11863）
４．内　容：
　第７０回鹿児島県発明くふう展審査会（発明考案の部）に出席し、鹿児島県知事賞、鹿児島
県発明協会会長賞を１点、鹿児島市長賞を１点、鹿児島商工会議所会頭賞を１点及び鹿児島県
発明協会会長奨励賞を１点の選出を行いました。発明・考案の１３点と意匠の２点が、選出対
象として挙がっていました。
　審査は、発明・考案として価値があるか、地域の産業振興に貢献し得る内容のものか、発明・
考案の奨励に益するものであるか等を考慮することにより行われました。特許出願されている
ものの内、特許権が付与されているものは５点存在しましたが、特許出願しただけのものや、
実用新案権を取得しただけのもの、さらには、未出願の発明・考案も混在しており、どうにか
数をあわせたという印象をぬぐえませんでした。
　短時間内で内容を理解して評価せざるを得ず、かなり悩まされたということと、応募者によ
るプレゼンテーションでもあればもっと評価のしようがあったのにというのが正直な感想でし
た。

審査会場の様子

吉田淳

九 州 会九 州 会

11 月までの支援活動 / 九州会
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支援活動一覧表（12 月から）2
2.　支援活動一覧表（12 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

22.12.14 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

22.12.14 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
22.12.14 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 22.12.12 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
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 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 22.12.14 常設知的財産相談室 北陸会事務所 宮本一浩

関東会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

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

23.02.01 農と食の展示・商談会2023 さいたまスーパーアリーナ
コミュニティアリーナ 埼玉委員会委員

23.02.08～
23.02.09 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
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2.　支援活動一覧表（12 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

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 
9:30～12:30 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

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 

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
23.02.21～
23.02.22 第20回たま工業交流展 東京都立多摩職業能力開発セン

ター 東京委員会委員

23.03.02～
23.03.04 第16回としまMONOづくりメッセ サンシャインシティ展示ホール B 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

22.02.01～
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

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

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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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（12 月から）／相談／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）

宮城
22.12.14

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

23.02.07
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

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
22.12.01 知的財産セミナー2022 オンライン及び成田商工会議所 相田悟

若田充史
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

22.12.02 巣鴨信用金庫職員向けセミナー 巣鴨信用金庫本店よりオンライン
配信

本谷孝夫
塩崎義晃
林郁夫

22.12.12 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

23.01.28 まちだキッズアントレプレナープログラ
ム  発明教室 玉川学園高等部

高原千鶴子
上田精一
山下滋之

23.02.05 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
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2.　支援活動一覧表（12 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

22.12.01
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 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 半田市少年少女発明クラブにおける知的
財産授業 半田市少年少女発明クラブ 榊原毅

村田新也
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 森岡正往

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

23.01.27 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

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

23.01.26 
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

岡田健太郎  
薮田豊 、他

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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2.　支援活動一覧表（12 月から）／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
22.12.14 知的財産特別授業 甲賀市立雲井小学校 渥美元幸

大濱徹
22.12.15 知的財産特別授業 東近江市立市原小学校 岸本忠昭

京都 22.12.02 知的財産特別授業 京都市立竹田小学校 宮崎栄二
赤岡和夫

大阪

22.12.13 知的財産特別授業 高槻市立三箇牧小学校 古澤寛

22.12.19 知的財産特別授業 大阪市立大和田小学校 古田昌稔

22.12.06
知的財産権に関するセミナーin MOBIO-
Cafe（第5回）「経営に活かす「SDGｓと知
的財産戦略」について～「ヤシノミ洗剤」の

「SARAYA」の取組事例をご紹介～」
クリエイション・コア東大阪 濱野辰之

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
22.12.05 知的財産特別授業 明石市立魚住中学校 道坂伸一

柳瀬智之
23.02.07 知的財産特別授業 （学）百合学院　百合学院小学校 中村忠則

奈良 22.12.10 調整中 奈良県立図書情報館 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）

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 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）

愛媛

22.11.25
22.12.09
23.01.13のいずれか

高校生向け知的財産セミナー 愛媛県立八幡浜工業高校 中川勝吾

22.12.13
22.12.16
22.12.19のいずれか

高校生向け知的財産セミナー 愛媛県立北条高校 小笠原宜紀

九州会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

大分

22.11～22.12 知的財産授業 大分県海洋科学高等学校 松本秀治

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

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

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
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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）

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

2.　支援活動一覧表（12 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

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

22.12.01 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

関東会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

栃木 23.04.01～
23.08.31 基盤教育科目「知的財産権概論」 宇都宮大学陽東キャンパス 押久保政彦

須長英男

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

沖縄 22.12.10 第 39 回未来の科学の夢絵画展
（沖縄県内展）表彰式 沖縄県立博物館美術館 松本浩一郎

大久保秀人
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支援活動一覧表（11月分）3
3.　支援活動一覧表（11 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 22.11.09 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

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

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

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

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

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

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 22.11.11 11 の専門家による無料相談会 朱鷺メッセ 北陸会所属弁理士

石川 22.11.09 常設知的財産相談室 北陸会事務所 横井敏弘

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

22.11.05 暮らしと事業のよろず相談会 浦和コルソ 7 階ホール
相川俊彦
赤塚正樹
寺尾康典
川島順

千葉

22.11.01 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

22.11.02 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 砂川恵一 

22.11.02
22.11.16

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 八木田智

高田大輔
22.11.10
22.11.17

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

高松武生

22.11.15 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

22.11.22 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 矢上礼宣 
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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

22.11.29 愛知大学における資格業団体ガイダンス 愛知大学 古田広人
加藤肇

3.　支援活動一覧表（11 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）

滋賀 22.11.20 くらしの一日無料相談所 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）

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

22.11.10 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 澁川喜和夫 

22.11.10 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 高原千鶴子 

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

22.11.15 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 深澤潔

22.11.25 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 徳本浩一 

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

神奈川

22.11.10 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 

22.11.11
22.11.25

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

三宅康雅
高原千鶴子

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
22.11.08 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 望月義時 

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

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
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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 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（11 月分）／相談／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）

宮城 22.11.29
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

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

山形 22.11.12 鶴岡少年少女発明クラブでの知財授業 日本国末端技術研究所 黒沼吉行
阿部博孝

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 PREMIUM 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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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 22.11.25 知的財産セミナー 2022 オンライン 根岸裕一
櫛渕尭彦

千葉
22.11.22 知的財産セミナー 2022 ハイブリッド 大塚章宏

黒田義博

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

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 

22.11.16 知的財産セミナー 2022 オンライン

花田泰秀 
大池俊輔
堀宏光 
吉田信彦
寺尾康典
アナウト㈱
熊頭勇太

（一社）日本医工
ものづくりコモン
ズ　柏野聡彦 

22.11.18 知的財産セミナー 2022 オンライン 本谷孝夫
ジーニー堤

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 

神奈川 22.11.24 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 

3.　支援活動一覧表（11 月分）／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）

長野 22.11.02
けんしんＢＡＮＫとの共催日本弁理士会東
海会絆プロジェクト「長野ハイブリッド知
財座談会」

長野信用組合会議室及び Web 会
議

知財金融対応委
員 
長野県委員

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 菊谷純

22.11.17 名古屋大学における自由業団体ガイダン
ス 名古屋大学

古田広人
和田直斗
工藤洋平

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
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3.　支援活動一覧表（11 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）

京都 22.11.24 知的財産特別授業 京都市立向島藤の木小学校 大濱徹
松山徳子

大阪

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

22.11.18 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

22.11.19
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

22.11.22 知的財産特別授業 大阪市立矢田小学校 齊藤智和
立川伸子

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

兵庫
22.11.08 知的財産特別授業 （学）仁川学院　仁川学院小学校 千原清誠

倉橋和之
22.11.10 知的財産特別授業 西宮市立高木小学校 山田久就

岡本智之
奈良 22.11.02 知的財産特別授業 （学）冬木学園　関西中央高等学校 渥美元幸

三方英美
和歌山 22.11.28 知的財産特別授業 白浜町立白浜第一小学校 齊藤整

野呂亮仁

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 22.11.26 知的財産授業 呉市海事歴史科学館 末次渉
川角栄二

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
22.11.25
22.12.09
23.01.13のいずれか

高校生向け知的財産セミナー 愛媛県立八幡浜工業高校 中川勝吾

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 22.11～22.12 知的財産特別授業 大分県海洋科学高等学校 松本秀治

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 22.11.24
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

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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3.　支援活動一覧表（11 月分）／講演／その他

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
22.11.10 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

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

千葉 22.11.24 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 22.11.10 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

徳島 22.11.21 高専生向け知的財産セミナー(オリジナ
ル） 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 22.11.17 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

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

石川 22.11.15 地域ブランディング研究会
地域ブランディングに関するフリートーク 石川県地場産業振興センター 北陸会所属弁理

士

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

 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）

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

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
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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）

熊本 22.11.07 第５７回熊本県発明工夫展 表彰式 熊本県庁 中嶋和昭

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

沖縄 22.11.25 第39回未来の科学の夢絵画展（沖縄県内
展）審査会 沖縄産業支援センター 松本浩一郎

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

3.　支援活動一覧表（11 月分）／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
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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。

経経営営にに活活かかすす「「SSDDGGｓｓとと知知的的財財産産戦戦略略」」ににつついいてて  

～～「「ヤヤシシノノミミ洗洗剤剤」」のの「「SSAARRAAYYAA」」のの取取組組事事例例ををごご紹紹介介～～  

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            
  

 
 

 

 

 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本セミナー参加申込にかかる個人情報は、主催者間で共有するとともに、当日の受付・連絡、本セミナーの目的及び今後の調査並びに各種セミナー情報の提供の

ために使用し、他の目的には使用しません。（※MOBIOは大阪府・（公財）大阪産業局・（株）コンベンションリンケージの 3者で運営しています。） 

 

★★★ 新新型型ココロロナナ感感染染予予防防ににごご協協力力おお願願いいししまますす ★★★ 

  ・・受受講講時時ににははママススククをを着着用用くくだだささいい。。    ・・会会場場入入口口ににてて手手指指消消毒毒ののううええごご入入場場くくだだささいい。。  

  ・・当当日日発発熱熱ななどど体体調調ががすすぐぐれれなないい場場合合はは、、受受講講ををおお控控ええくくだだささいい。。  ・・「「大大阪阪ココロロナナ追追跡跡シシスステテムム」」ををごご利利用用くくだだささいい。。  

参参加加費費無無料料  

企業にとって、経営に知的財産を戦略的に活用することは、とても重要です。特に新たな取り
組みを行う上では、いかにして差別化を図るかが成功のカギの一つとなり、知的財産を理解し
て、差別化要因を保護することで、競争力を維持することができます。他方、SDGｓの普及に
より、社会課題への取り組みが企業価値を高める時代になっています。 
 
そこで今回は、「サラヤ株式会社」の濱野氏をお招きし、製品開発から販売に至るまで、どの
ように「SDGｓと知財」を経営に取りいれているのか取組事例を交えてお話しいただきます。
ぜひご参加いただき、みなさまの経営力向上にお役立てください！ 

 講師：サラヤ株式会社 商品開発本部 濱野 辰之 氏  

講師プロフィール：濱野 辰之氏 （サラヤ株式会社 商品開発本部） 
 
サラヤ株式会社入社後、メカニカル研究所で機器開発に従事する傍ら特許を担当。 
その後、同所属のまま特許専任となる。 
商品開発本部に統合を機に、知財部門が設立され知的財産権全般を担う。 
そして、現在に至る。 
 

◆日時：令和４年１２月６日(火)    １４：３０～１６：３０ 

◆◆会会場場：：  クリエイション・コア東大阪南館 2階セミナールーム  

（〒577-0001 東大阪市荒本北１－４－１） 

近鉄けいはんな線「荒本駅」下車 5分  

※大大阪阪メメトトロロ中中央央線線とと近近鉄鉄けけいいははんんなな線線はは相相互互乗乗りり入入れれををししてていいまますすののでで、、  

乗乗りり換換ええはは不不要要でですす。。  

◆定員： 会場 30名  ※先着順 

◆申込 「インターネット」よりお申込みください。 

◆お問合せ 

MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）   

（担当：千田・白井） ＴＥＬ：06（6748）1052  

  

  

◆◆問問合合：：公公益益財財団団法法人人大大阪阪産産業業局局MMOOBBIIOO事事業業部部    

担当：技術支援チーム（知財担当）   ＴＥＬ：06（6748）1052  

 



2022 年 11 月号（№ 233）　43

経経営営にに活活かかすす「「SSDDGGｓｓとと知知的的財財産産戦戦略略」」ににつついいてて  

～～「「ヤヤシシノノミミ洗洗剤剤」」のの「「SSAARRAAYYAA」」のの取取組組事事例例ををごご紹紹介介～～  

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            
  

 
 

 

 

 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本セミナー参加申込にかかる個人情報は、主催者間で共有するとともに、当日の受付・連絡、本セミナーの目的及び今後の調査並びに各種セミナー情報の提供の

ために使用し、他の目的には使用しません。（※MOBIOは大阪府・（公財）大阪産業局・（株）コンベンションリンケージの 3者で運営しています。） 

 

★★★ 新新型型ココロロナナ感感染染予予防防ににごご協協力力おお願願いいししまますす ★★★ 

  ・・受受講講時時ににははママススククをを着着用用くくだだささいい。。    ・・会会場場入入口口ににてて手手指指消消毒毒ののううええごご入入場場くくだだささいい。。  

  ・・当当日日発発熱熱ななどど体体調調ががすすぐぐれれなないい場場合合はは、、受受講講ををおお控控ええくくだだささいい。。  ・・「「大大阪阪ココロロナナ追追跡跡シシスステテムム」」ををごご利利用用くくだだささいい。。  

参参加加費費無無料料  

企業にとって、経営に知的財産を戦略的に活用することは、とても重要です。特に新たな取り
組みを行う上では、いかにして差別化を図るかが成功のカギの一つとなり、知的財産を理解し
て、差別化要因を保護することで、競争力を維持することができます。他方、SDGｓの普及に
より、社会課題への取り組みが企業価値を高める時代になっています。 
 
そこで今回は、「サラヤ株式会社」の濱野氏をお招きし、製品開発から販売に至るまで、どの
ように「SDGｓと知財」を経営に取りいれているのか取組事例を交えてお話しいただきます。
ぜひご参加いただき、みなさまの経営力向上にお役立てください！ 

 講師：サラヤ株式会社 商品開発本部 濱野 辰之 氏  

講師プロフィール：濱野 辰之氏 （サラヤ株式会社 商品開発本部） 
 
サラヤ株式会社入社後、メカニカル研究所で機器開発に従事する傍ら特許を担当。 
その後、同所属のまま特許専任となる。 
商品開発本部に統合を機に、知財部門が設立され知的財産権全般を担う。 
そして、現在に至る。 
 

◆日時：令和４年１２月６日(火)    １４：３０～１６：３０ 

◆◆会会場場：：  クリエイション・コア東大阪南館 2階セミナールーム  

（〒577-0001 東大阪市荒本北１－４－１） 

近鉄けいはんな線「荒本駅」下車 5分  

※大大阪阪メメトトロロ中中央央線線とと近近鉄鉄けけいいははんんなな線線はは相相互互乗乗りり入入れれををししてていいまますすののでで、、  

乗乗りり換換ええはは不不要要でですす。。  

◆定員： 会場 30名  ※先着順 

◆申込 「インターネット」よりお申込みください。 

◆お問合せ 

MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）   

（担当：千田・白井） ＴＥＬ：06（6748）1052  

  

  

◆◆問問合合：：公公益益財財団団法法人人大大阪阪産産業業局局MMOOBBIIOO事事業業部部    

担当：技術支援チーム（知財担当）   ＴＥＬ：06（6748）1052  
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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！


