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全１５回にわたり岐阜大学の全学科全科目共通の１～４年の１０２名の学生を対象に、「知的財産
権法入門」というタイトルで、知的財産権の講義を行った。

近畿支部

・「知的財産特別授業」大阪府大阪市立新東三国小学校
 近畿支部　知財授業担当 淡路　俊作 14

小学６年生を対象に発明工作授業を行った。

・「知的財産特別授業」大阪府堺市立平尾小学校
 近畿支部　知財授業担当 吉永　元貴 15

小学５年生を対象に知財授業を行った。

・「知的財産特別授業」大阪府高石市立清高小学校
 近畿支部　知財授業担当 田中　勝也 16

小学６年生を対象に発明工作授業を行った。
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知的財産支援センター長就任２年目に当たって

知的財産支援センター　センター長　松浦　喜多男

１．はじめに
　本年度は支援センター長就任２年目に当たります。ご承知
のように、支援センターは、日本弁理士会の対外支援事業の
要となる組織であり、その重責を改めて噛みしめているとこ
ろです。
　支援センターは平成１１年４月１日発足で、本年度で満
１５年となりました。
　昨年度は、この１５年の節目を意識し、歴代センター長に
よる座談会を行い、センター設立１５周年のパテント特集号
を発行させて頂き、座談会の内容を紹介すると共に、各支部
からその知財支援の実状と方向性を示して頂きました。これ
を読めば、日本弁理士会の対外支援の有り様を総覧できるも
のと思います。これで、一応、１５周年の整理が終了したと
考えています。
　そして、本年度を、その整理に基づく、新たな活動に向けての再出発の時と位置付けてい
ます。
　一方、ご承知のように、我々の念願であった弁理士法が改正されました。弁理士の業務の
適正を図ることにより、工業所有権の適正な保護及び利用の促進に寄与するという、第１条
の目的規定に代わって弁理士の使命条項が規定され、弁理士は、知的財産権の適正な保護及
び利用の促進に寄与することが、使命とされました。旧法は弁理士を制御することにより産
業の発展に寄与するとしていたのを、弁理士の主体的使命により産業の発展に寄与すると改
正されたものです。この弁理士の使命は、弁理士の強制加盟団体である日本弁理士会の使命
と同義です。日本弁理士会は、組織を上げて、知的財産権制度の利用促進に、主体的に取り
組まなければならないのです。
　そして、これを担う重要な組織が、知的財産権制度の普及のために対外支援を行ってきた
ところの支援センターであることは言を待ちません。支援センターは、知的財産権制度の利
用促進のための中核組織として、今後さらに汗をかいていかなければなりません。
　これらのことに鑑みて、本年度の支援センターの行動スローガンを、以下の通り採択しま
した。

　「創設15年目の今、弁理士の使命の担い手たることを自覚し、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歩をさらに進めよう！」

２．活動の主な柱
　本年度は、上記行動スローガンを結実するために、次の項目を柱として、事業展開したい
と考えています。
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１）　使命条項に記載された「知的財産権の利用の促進」を担保し得る積極的
対外支援活動に向けての再点検と実行

①　教育支援の充実化
　本年度も、前年度に引き続き、教育支援の充実化を図っていきたいと考えています。
　小中学校対策として、従来は、学校へ直接出向く知財教育支援を中心に行ってきましたが、
本年度は、これを継続する一方で、教師向けコンテンツを作成する等、教育者への支援を充
実させる予定です。教師が、そのコンテンツから知財制度について学び、そのコンテンツを
使用して自ら児童／生徒に知財教育をすることを念頭に置いています。これにより知財教育
のインフラを充実させ、より効率的な知財教育を行っていきたいと思っています。
　また、昨年度３月に、日本弁理士会は、国立高等専門学校機構と知財支援協定を締結し、
５１高専に対して、その要望に基づく具体的支援を実行していくこととなりました。これに
伴い、高専向け特許エンターテイメントセミナーを作成し、多くの高専で出前授業を行って
きました。本年度も、これを各支部と共に継続していきたいと考えています。また、新たな
セミナー台本を作成し、高専からの様々なニーズに対応していきたいと考えています。

②　協定を軸とした活動
　本年度初頭に一般社団法人中小企業診断協会と協定を結びました。今後は、同協会との共
催セミナーの実行や、傘下の各都道府県の協会と各支部との覚書締結の促進に尽力していき、
協定を実のあるものにしたいと考えています。
　また、支援センターは、地方自治体（１７道県・４市（３県は満了））と知財支援協定を締結
し、知的財産セミナー等を開催して、当該地方自治体の知財活性化事業に協力してまいりまし
た。この制度は平成１３年の島根県との締結からが始まり、１２年を経過しています。制度の
硬直化が懸念される次期でもあり、新たな息吹を与えたいと思っています。そこで、本年度は、
新たな支援協定の締結を含めて、締結自治体との連携の深化を図っていきたいと考えています。
　このように、上述の高専機構との協定も含めて、様々な団体との協定関係を進めていきます。

③　中小企業支援
　日本弁理士会は、支援センターや各支部を中核として、「知的財産推進計画」策定前から、
中小企業を軸とする地域知財支援を精力的に行なってきました。国に先駆けて、中小企業支
援を行ってきたと言っても過言ではありません。中小企業支援は、支援センターの基幹事業
であり、継続的に推進していきたいと考えています。
　また、一昨年度から、出願援助事業が、予算規模で拡大され、実用新案登録出願、意匠登
録出願についても援助内容に含まれました。法人に対する資力要件も緩和され、援助対象が
広がりました。出願援助事業の充実化が図られたと言うことです。本年度も出願等援助部に
より、質の高い発明等を世に送り出す手伝いをしたいと考えています。

２）　知財総合支援窓口への適正な対応
　本年度から、４７都道府県に置かれた知財総合支援窓口に、弁理士が常駐することとなり、
その推薦を日本弁理士会が行うこととなりました。この常駐弁理士制度が適正に運営される
よう支援センターとしては、必要な対応をしていきたいと考えています。
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5月までの支援活動１

１．日　　時：（第１回）平成２５年　　　４月１２日（金）
　　　　　　　（第２回）平成２５年　　　５月１０日（金）
　　　　　　　（第３回）平成２５年　　　６月１４日（金）
　　　　　　　（第４回）平成２５年　　　７月１２日（金）
　　　　　　　（第５回）平成２５年　　　８月　９日（金）
　　　　　　　（第６回）平成２５年　　　９月１３日（金）
　　　　　　　（第７回）平成２５年　　１０月１１日（金）
　　　　　　　（第８回）平成２５年　　１１月　８日（金）
　　　　　　　（第９回）平成２５年　　１２月１３日（金）
　　　　　　　（第１０回）平成２６年　　１月１０日（金）
　　　　　　　（第１１回）平成２６年　　２月１４日（金）
　　　　　　　（第１２回）平成２６年　　３月１４日（金）
　　　　　　　 時間　全て１６：３０～１７：３０
２．場　　所：岐阜大学
　　　　　　　研究推進・社会連携機構（旧産官学融合本部）　１階　ミーティングルーム
３．実 施 者：主催・運営／岐阜大学　研究推進・社会連携機構
４．対 象 者：岐阜大学　研究推進・社会連携機構職員、一般企業関係者等、約３０名
５．担当部署：日本弁理士会東海支部　岐阜県委員会
６．講　　師：日本弁理士会東海支部教育機関大学支援キャラバン隊
　　　　　　　隊員　廣江　武典（第１、３、５、８、９、１１回　担当）
　　　　　　　隊員　西尾　　務（第２、４、６、７、１０、１２回　担当）

７．テーマ及び内容：
（第１回）「特許権侵害訴訟における損害額の算定に関する知的財産高等裁判所大合議判決」
　平成 23 年に東京地裁は、英国 S 社の紙おむつを包み、臭いを抑えるごみ箱の特許権を侵害
したとして大阪市のアップリカ社に損害賠償として実施料相当額 2100 万円の支払いを命じる
判決を出しました。
　この事件の控訴審で、知的財産高等裁判所は裁判官 5 人の大合議での審理の結果、東京地裁
判決の 7 倍に当たる 1 億 4800 万円の賠償を命じる判決を平成 25 年 2 月 1 日言い渡しました。
特許権侵害における損害賠償の算定について知的財産高等裁判所大合議が示した新たな判断に
ついて分かり易く解説しました。
（第２回）中小企業の活用事例１「大口弘歯科クリニック」
　歯科治療でこれから主流を占めると予測されるインプラント治療法の話です。

岐阜大学知的財産セミナー「事例に学ぶ知的財産権」

廣江講師 西尾講師
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このインプラント治療法は、従来は種々の問題を根本的に解決できず、その普及が滞っていた。
この問題を解決したのが、岐阜駅前にある大口弘歯科クリニックの理事長、大口弘博士であり、
実質的に顎骨の海綿骨を傷つけることなく、無痛で植え込み用の孔を形成できる治療法で、実
践開始から７年に満たない現時点で、インプラント治療医の約３割に採用されるまでに至って
います。
　しかしながら、治療法は日本の特許法では保護されません。そこで、弊所は治療法の保護が
可能な米国での権利化をお勧めし、それが成功しました。
　つまり、この治療法が世界の従来技術に比べて、有効なものと米国で認められたわけです。
その活用法を中心に治療法についてもご説明しました。
（第３回）「エーザイ医薬品カプセル不正競争防止法事件」
　原告エーザイ ( 株 ) が製造・販売する胃潰瘍治療剤「セルベックスカプセル」と被告らの販
売する医薬品のカプセル及び PTP シートの色彩構成（配色）が類似し、需要者において出所
の混同が生じているとして原告が不正競争防止法に基づき、被告らの医薬品の販売差止、廃棄、
損害賠償を求めた裁判の控訴審判決、知財高裁平成１８年（ネ）第１００２２号事件について
解説しました。
（第４回）中小企業の活用事例２「株式会社山辰組」
　土木関連製品と自然環境製品とで特許を活用されている株式会社山辰組の話です。
　この会社は土木・建築関連を生業としながら、その得意分野で自然環境保護、省エネについて、
創意・工夫・たゆまぬ努力を続けられて、２５年間で実に３７件の特許を取得され、その特許
で実際に収益を上げ、自然環境保護にも大きく寄与されています。
　具体的には、コンクリートを用いながら、その環境への影響を極力抑えたブロック、昔の里
山を取り戻そうとする魚道、ダム湖などの水面浄化を図る集塵カゴ、土木排水時の省電力ポン
プ、排水可撓性チューブの脱落の問題を解決した継手などがあります。
　これらの実例からいくつかを、その特許の要点と共にご紹しました。
（第５回）「スマートフォンを巡る米国アップル　VS　韓国サムスンの特許紛争」
　スマートフォンの「iPhone」や「GALAXY」をめぐって米国 Apple と韓国 SAMSUNG が
米国、ヨーロッパ、日本、韓国など世界各国で知的財産権侵害訴訟を繰り広げています。米国
では 1000 億円の損害賠償を SAMSUNG に命ずる判決が出され Apple が勝訴。一方韓国では
SAMSUNG が勝訴するなど訴訟合戦は続いています。
　日本では東京地裁が平成 25 年 2 月 28 日に「FRAND 宣言した SAMSUNG が Apple に
対してライセンス契約の締結交渉を誠実に行うべき信義則上の義務に違反しているとして、
SAMSUNG の特許権に基づく権利行使は権利の濫用に当たる」として Apple 勝訴の判決を言い
渡しました。今回はこの東京地裁判決について初心者向けにして解説すると共に、SAMSUNG
と Apple との日・米・韓における訴訟合戦の概況についても報告しました。
（第６回）中小企業の活用事例３「東神電気株式会社」
　送電関連製品において特許を活用されている東神電気株式会社の話です。
　この会社は送電関連製品のうち巻き付けバインドという製品の特許により成長を遂げられ、
以来、特許を会社存続の重要な要素として特許出願等を継続され、２０年間で４３件の特許を
取得されています。
　今回は、その特許のうちでも、製品としての完成度が高く、進歩性の内容が非常に興味深い、
ある発明（鳥害防止テグス用支持バインド）について、現品を見てもらいながら、その発明の
用途、従来技術との相違点、進歩性の内容について、聴講者の方にまず考えてもらい、徐々に
ヒントを出しながら、その発明の全体像を把握してもらうような方法でご説明しました。進歩
性の内容に、驚かれ、質問が多数ありました。
（第７回）中小企業の活用事例４「中洲電機株式会社」
　下請けから脱却するのに、自社の技術・生産設備を生かした新しい自社製品を開発され、そ
れを特許化することで成功されている中洲電機株式会社の錠剤取出装置に関するお話です。
従来、PTP 包装（凹部に錠剤を入れたプラスチック板をアルミ箔でシールしたもの）された錠
剤から、中の錠剤だけを取出す装置として満足なものがありませんでした。
そこに目を付けられて、薬局や病院向けに簡単な構成で PTP 包装から錠剤だけを取り出す装
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置を開発、権利化され、かなりの収益を上げておられます。今回も装置の実物をお見せしな
がら、特許の要点と活用とについて解りやすくご説明しました。
（第８回）「『あずきバー』　＆　『ほっとレモン』商標事件」
　知的財産高等裁判所は、カルピスの「ほっとレモン」については商標登録を取消すべきと判
決し、井村屋の「あずきバー」については登録すべきと判決しました。２つの審決取消事件を
比較しながら識別力の低い商標がどのような条件を備えれば登録されるかについて初心者向け
に解説しました。
（第９回）「特許請求の範囲の解釈について」
　（１）被告の「本件出願人には、ベローズの内面の凹部が金属粉収集機構に当たるとの認識
がなかったことは明らかであり、これを技術的範囲に含まれると解することは、出願人の出願
時の認識を超えるもので、許されない」との主張。
　（２）出願人は出願当初は付されていなかった符号を付す特許請求の範囲の補正を行った出
願経過に照らせば、本件発明の技術的範囲を符号により特定される実施形態の範囲に意識的に
限定したことが明らかである」との被告の主張。
　（３）「被告製品は使用の際に向ける角度により本件特許権を侵害しない態様で使用される可
能性があるから差止めを認めるのは不当である」との主張。
　などの３つの主張を退けて、被告製品の製造販売等の差止めを認めた東京地裁判決を題材に
特許請求の範囲の解釈手法について解説しました。
（第１０回）中小企業の活用事例５「足立工業株式会社」
　２度目の登場の足立工業株式会社に関するものですが、内容は新しい、内視鏡外科手術用鉗
子に関するお話です。
　医療関係は、今後とも不況の影響を受けにくい業種で、他業種からの参入が非常に多いので
すが、成功している例は少ないです。その数少ない成功例が今回の「鉗子」です。
　内視鏡外科手術に使われる鉗子は、単一の手術孔からできるだけ多くの手術器具を挿入する
必要から、小径化が要請されるのですが、その要請に応え、動作に影響を与えないで世界一の
小径化（外径２ミリ）を達成されました。
　そこには、おどろく技術が・・・。今回も装置の実物をお見せしながら、特許の要点と活用
とについて解りやすくご説明しました。
（第１１回）「著作者人格権について」
　新梅田シティ内の庭園を設計した元大学教授である造園家が、著作権に基づき、建築家 安藤
忠雄が発案した巨大緑化モニュメント「希望の壁」に対して大阪地裁に設置禁止仮処分を申し
立てた事件を題材に取り上げました。
　この事件は著作者の意に反する改変が許されるかどうかについて著作者人格権を巡って争わ
れました。
 　この事件を題材に著作権、著作者人格権について初心者向け解説しました。
（第１２回）中小企業の活用事例６「株式会社ボンフォーム」
　安八郡安八町にある株式会社ボンフォームの自動車用ハンドルカバーのお話です。
この会社は、自動車用アクセサリーであるシートカバー、カーマット、クッション、ハンドル
カバーなどを製造・販売されており、ハンドルカバーでは全国でトップシェアを維持されてい
ます。
　今回、このハンドルカバーについて、顧客ニーズに基づき新たな解決課題を見いだし、その
過程において、その解決手段が追加の作用効果を生じることを発見されて、その点を核心に特
許出願され、特許を取得されました。
　進歩性の程度について興味深い発明であり、実際の製品を見てもらいながら、皆さんにも考
えてもらいます。特許法上の進歩性についてのご説明を少し詳しくさせてもらいました。

以上

東海支部　教育機関支援キャラバン隊　隊員　廣江　武典
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１．日程及び会場：
　（愛知会場）平成２５年１２月２０日（金）１３：３０～１６：４５　刈谷商工会議所
　（岐阜会場）平成２６年　２月１８日（火）１３：３５～１５：０５　じゅうろくプラザ
　（三重会場）平成２６年　２月２１日（金）１３：０５～１４：３５　三重県総合文化センター
２．テ ー マ：「中小企業における知的財産の実例」
３．実 施 者：主催：中部経済産業局・運営：（株）中日アド企画
４．対 象 者：中小企業経営者等
　　　　　　　（愛知会場）１７名（岐阜会場）１８名（三重会場）９名
５．担当部署：日本弁理士会東海支部　知的財産支援委員会
６．講　　師：日本弁理士会東海支部　中小企業支援キャラバン隊　隊員
　　　　　　　（愛知会場）武山　峯和、（岐阜会場）弁理士　西尾　　務
　　　　　　　（三重会場）丸山　明夫

７．コメント
■愛知会場（武山　峯和）
　「知的財産活動を中心とした知的資産経営」というテーマで講演を行いました。来場者は 17
名と少なかったのですが、全員熱心に受講されていました。
　内容としては、持続可能性、知的資産経営及び企業の価値創造メカニズムについて概説し、
知的財産活動を中心とした知的資産経営においては、知的財産活動を定着させ持続させること
が重要であること、知財によって競争力を確保するための、特許によるマーケットコントロー
ル、商標と意匠による企業ブランド・商品ブランドの構築、知的財産の複合的保護と国際的な
権利化、CSR（企業の社会的責任）の観点も含めた企業情報の開示に関する国際的な動向につ
いて講義しました。
■岐阜会場（西尾　　務）
　「岐阜の中小企業における知財の活用例 / 発明品を掲げた３つの具体例」というタイトルで、
岐阜県下の３つの企業の特許を活用して事業的な成功を達成した成功例についてお話しまし
た。
　２件については製品サンプルを実際に手に取って見てもらいながら、どこに発明の特徴があ
るのかを出席者に考えてもらった後に発明の要点をそのサンプルを中心に、拒絶対応等を交え
てお話しました。
　１件は治療方法の特許で、日本では特許が取れないので、米国での権利化を図り、この事実
を日本での宣伝に有効利用される、という例をお話ししました。

中部経済産業局主催「産業財産権制度活用促進講習会」

愛知会場 岐阜会場 三重会場
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　この治療法については、画像によりその手順を分かりやすくご説明しました。質問もあり、
ご満足いただいたとの印象を持ちました。
■三重会場（丸山　明夫）
　実際に扱った案件（特・意・商・著・判；合計１０件）や、ご当地（津市）企業の実例等を挙げて、
知財をどのように役立てるかを解説しました。
　例えば、自社の特許・意匠・商標を連携させ、或いは、自社特許と他社特許を連携させるこ
とにより、相乗効果を得られることを、具体的に解説しました。
　また、知財について正確な知識・理解を持つことが重要であり、それを欠くと、簡単に付け
入れられてしまうことを、具体例を挙げて説明しました。
　さらに、先使用権の確立、不使用取消の回避、不正競争防止法の適用、著作権の主張には、日々
の管理が重要であることも、実例を挙げて説明しました。

東海支部　中小企業支援キャラバン隊　隊員　武山　峯和
　隊員　西尾　　務
　隊員　丸山　明夫

１．日　　時：平成２６年３月４日（火）　１０：００～１１：５０（途中、１０分の休憩）
２．場　　所：愛知県立瀬戸窯業高等学校
３．実 施 者：主催／日本弁理士会東海支部　運営／瀬戸窯業高等学校
４．内　　容：特許権者になろう
５．対 象 者：第２学年１クラス４０名（電気機械科）
６．担当部署：日本弁理士会東海支部　教育機関支援機構
７．講　　師：教育機関支援キャラバン隊　隊員　福田　昌弘
８．コメント：
　４月から就職活動も始まり、かつ、電気機械課の生徒であることから、「特許と製品開発」
というテーマで講義をしました。懇意している顧客（メーカ）の現役技術者にも来て頂きました。
私からは、①保護される発明、②特許制度の概要及びその目的、③特許を取得するメリット及
びその目的、並びに④特許権侵害に対して特許権者が取り得る措置等の概要を説明しました。
技術者の方からは、直接、①他社特許により、一度は市場から撤退を余儀なくされた経緯、及
び②当該他社特許回避した新製品を開発し、再度、市場に参入するまで経緯等を生徒に話して
頂きました。
最後に、知的財産とは、直接的な関係はないものの、①特許権の技術的範囲は、文章（特許請
求の範囲）の記載により確定されることに加え、及び②就職後も見据え、自分の考えを相手に
伝える実習をさせたい、との担当教師（武藤先生）からの強い希望により「昨年、パテントコ
ンテストに出品した作品の問題点、及びその解決手段を文書で表現する実習」を行いました。

以上

東海支部　教育機関支援キャラバン隊　隊員　福田　昌弘

「愛知県立瀬戸窯業高等学校における知的財産授業」愛知県立瀬戸窯業高等学校
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１．日　　時：平成２６年３月２６日（水）　１３：３０～１５：３０
２．内　　容：
　　１）登録特許の活用促進策
　　２）核融合炉のように、現状実現されていない先端的な技術に関する特許明細書の記載要 
　　　　領。いわゆるアイデア特許の権利化方法。
　　３）大学等の公的機関における特許権の有効な活用実績の紹介
３．場　　所：核融合科学研究所　管理棟４階　第１会議室
４．実 施 者：主催・運営　核融合科学研究所
５．対 象 者：同所研究員等３０名
６．担当部署：日本弁理士会東海支部　知的財産支援委員会
７．派遣講師：日本弁理士会東海支部中小企業支援キャラバン隊　加藤　光宏

８．コメント：
　同じテーマで昨年に引き続いての担当である。参加者には、昨年のセミナーに参加いただい
た方も多く含まれるとのことだったので、内容はほぼ全面的に新ネタとしました。特に、特許
の活用については、大学などの公的機関から民間への技術移転について、具体的な取り組みの
例を挙げて説明し、また外国における例として特許オークションの実例を説明しました。アイ
ディア特許の出願については、ｉＰＳ細胞の特許出願戦略を具体例に挙げながら、初期の出願
にできるだけ多くのアイディアを盛り込んでおくことの重要性を説明し、最近、話題のスマー
トウィッグに関する出願を題材に、アイディアの発想例・発想方法を説明しました。
　質疑応答の時間には、①親出願で広い権利が取得できているような場合でも分割出願をする
意義があるのか？、②日本で実施している製品等について外国で他者に特許権を取得される可
能性があるのか？また、他者に特許権を取得されてしまった場合には、どのように対処したら
よいのか？といった質問が出されました。

東海支部　中小企業支援キャラバン隊　隊員　加藤　光宏

大学共同利用機関法人
自然科学研究機構・核融合科学研究所主催「研究員向け研修」

加藤講師
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１．日　　時：
 第１週目 ４月１６日 ガイダンス １４：４５～１６：１５
 第２週目 ４月２３日 著作権法概論（１／４） １４：３０～１６：３０
 第３週目 ４月３０日 著作権法概論（２／４） １４：３０～１６：３０
 第４週目 ５月０７日 著作権法概論（３／４） １４：３０～１６：３０
 第５週目 ５月１４日 著作権法概論（４／４） １４：３０～１６：３０
 第６週目 ５月２１日 意匠法概論 １４：３０～１６：３０
 第７週目 ５月２８日 不正競争防止法概論 １４：３０～１６：３０
 第８週目 ６月０４日 商標法概論 １４：３０～１６：３０
 第９週目 ６月１１日 商標調査・演習 １４：３０～１６：３０
 第１０週目 ６月１８日 特許法概論（１／４） １４：３０～１６：３０
 第１１週目 ６月２５日 特許法概論（２／４） １４：３０～１６：３０
 第１２週目 ７月０２日 特許調査・演習 １４：３０～１６：３０
 第１３週目 ７月０９日 特許法概論（３／４） １４：３０～１６：３０
 第１４週目 ７月１６日 特許法概論（４／４） １４：３０～１６：３０
 第１５週目 ７月２３日 理解度判定（テスト） １４：３０～１６：３０
２．場　　所：岐阜大学
３．実 施 者：岐阜大学
４．内　　容：「知的財産権法入門」
５．対 象 者：岐阜大学　全学科全科目共通　１～４年の学生　１０２名（定員１００名）
６．担当部署：日本弁理士会東海支部岐阜県委員会
７．講　　師：日本弁理士会東海支部教育機関大学支援キャラバン隊
　　　　　　　隊員　廣江　武典、隊員　廣江　政典（第８、９回担当）

８．コメント：
　平成２６年４月１６日から、全１５回にわたり岐阜大学の全学科全科目共通の１～４年の
１０２名の学生を対象に、「知的財産権法入門」というタイトルで、知的財産権の講義を行い
ました。１回の講義が９０分の全１５回の講義を通じて、現在の特許法と著作権法の概要を理
解してもらうことが目的です。
　この講義では、教科書として「知っておきたい特許法」と工業所有権情報・研修館の「特許
電子図書館ガイドブック」を使用して、進めていきます。各回の講義の終了後、理解度をチェッ
クするために、学生にはレポートを提出してもらうことにしています。そして、そのレポート
から補足が必要な事項については、次回の講義の最初に説明を行い、理解を深めてもらうよう
にしています。以下では、各回の講義について簡単に報告します。

＜第１回から第５回＞
　第１回はガイダンスで、本講義の受講を検討している学生に対し、知的財産権の概略を説明
した。第２回～第５回著作権法概論ということで、著作権について広く浅く解説しました。著
作権には、様々な種類のものがあり、著作者人格権、著作権、実演家人格権、著作隣接権等の
権利等があることについて取り上げました。大学生くらいの世代には、音楽や漫画等の著作物

「知的財産権法入門」

講義の様子
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に触れる機会が非常に多いので、これらの著作物がどのように保護されているのかや、これ
らの適切な利用の仕方を解説しました。

＜第６回～第９回＞
　第６回～第７回は、意匠法及び不正競争防止法について解説しました。ある創作物を、形態
として意匠法で保護するのか、技術的思想として特許法で保護するのかという二面性について
取り上げました。第８回は商標法について解説し、第９回では学生１人に１台のパソコンを用
意して、特許電子図書館（IPDL）を使った商標調査演習を行った。

＜第１０回～第１４回＞
　第１０回～第１４回は、特許法概論ということで、特許法についてその目的や出願公開制度
の目的や公開公報、出願審査請求制度などについて解説した。権利化したい技術的思想を請求
項に文言で表現するという形式を採用しており、その表現次第で、他者に真似されない強い権
利になるかどうかが左右されるため、請求項の文言は非常に重要であることを解説しました。
間の第１２回では、特許調査・演習で、特許電子図書館（IPDL）を使った特許調査演習を行った。

＜第１５回＞
　理解度判定テストを行った。

以上

東海支部　教育機関支援キャラバン隊　隊員　廣江　武典
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１．日　　時：平成２６年２月１９日（水）　９：４５～１０：３０、１０：４５～１１：３０
２．場　　所：大阪市立新東三国小学校 
３．名　　称：「知的財産特別授業」
４．内　　容：発明工作授業
５．対　　象：６学年２クラス６３名
６．担当部署：日本弁理士会近畿支部　知財普及・支援委員会

７．コメント：
　今回、発明工作授業を実施したのは、大阪市立新東三国小学校です。同小学校からは、今回
初めて発明工作授業のご依頼をいただきました。授業は２コマあったため、前半の司会をベテ
ランの道坂会員に担当していただき、後半を私が担当しました。
　児童たちのメリハリのある態度にはとても驚かされました。目の前にビー玉や見本の回転台
が置いてあっても決して遊び始めることもなく、こちらに注目してきちんと説明を聞いてくれ
ていました。そしていざ工作が始まると、皆が工作用紙を思い思いの形状に切り、様々なアイ
ディアを出してくれました。また、先生方も児童と一緒になって、とても楽しそうに工作に取
り組んでくださいました。そのため、授業はとても活気のあるものになりました。
　なにより驚かされたのが、先生の児童に対するコミュニケーションの取り方です。先生の児
童に対する語り方は、複数に対する話し方ではなく、児童の個々に話しかけているようでした。
そのため、話を聞く側の児童たちもきちんと話を聞き、頼まれたことは責任を持って果たすと
いう信頼関係に基づいたやり取りができているように感じられました。まるで大人同士の会話
のようで、はしゃいでいる姿を見て、ふと児童たちが小学生であることに気が付くほどでした。
先生と生徒がお互いを尊重しながらコミュニケーションを取ることに慣れているからこそ、私
たちの話にもきちんと耳を傾けてくれるのだなと思いました。
　私たちも知財授業を行うに当たり、児童の集団に対して指導するのではなく、きちんと個人
個人に話しかけ対話を行うという姿勢を忘れてはいけないなと思わされました。今回の知財授
業では、工作の楽しさを知ってもらうつもりでしたが、それ以上に教えられることの多いとて
も実りのある時間になりました。

近畿支部　知財授業担当　淡路　俊作

「知的財産特別授業」大阪府大阪市立新東三国小学校

発想力豊な児童達と工作を行う講師陣
（左写真　道坂 伸一、右写真　淡路 俊作　各会員）
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１．日　　時：平成２６年２月２１日（金）　１３：５０～１４：３５、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １４：４５～１５：３０
２．場　　所：堺市立平尾小学校 
３．名　　称：「知的財産特別授業」
４．内　　容：発明工作授業
５．対　　象：５学年２クラス６４名
６．担当部署：日本弁理士会近畿支部　知財普及・支援委員会

７．コメント：
　堺市美原区にある堺市立平尾小学校を訪れました。授業は５年生２クラスを対象に２コマ行
いました。授業では、ビー玉と、金属製のお皿と、厚紙とを加工してもらい、お皿の上に載っ
たビー玉の上で厚紙が定位置で回転する回転台を作ってもらいました。児童たちは、自ら課題
を見つけ、その課題を解決するための工夫をしておりました。
　授業後、教頭先生や担任の先生とお話をする機会をいただきました。児童たちに普段の授業
では味わうことができない経験をさせてあげることができたと、よい評価をいただきました。
児童たちにとっても、今回の知財授業は楽しかったようです。先生の授業よりも面白いとの感
想もあったそうです。
　平尾小学校での知的財産特別授業は、皆さまに温かく接していただいたことにより、とても
充実したものであったと思います。今回の授業が児童の皆さまの思い出の１コマになってくれ
たらうれしく思います。

近畿支部　知財授業担当　吉永　元貴

「知的財産特別授業」大阪府堺市立平尾小学校

発想力豊な児童達と工作を行う講師陣
（左写真左から　吉永 元貴、佐々木 達也　各会員）
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１．日　　時：平成２６年２月２８日（金）　１３：３５～１４：２０、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １４：３０～１５：１５
２．場　　所：高石市立清高小学校 
３．名　　称：「知的財産特別授業」
４．内　　容：発明工作授業
５．対　　象：６学年２クラス６７名
６．担当部署：日本弁理士会近畿支部　知財普及・支援委員会

７．コメント：
　今回は、大阪の南部、高石市にある清高小学校にお邪魔して、発明工作授業を行ってきました。
清高小学校は、過去数回の発明工作授業をお申込みいただいた実績のある小学校です。今回の
発明工作授業は二週間前に予定されていたのですが、インフルエンザによる学級閉鎖に伴って
延期され、２月２８日に行うことになりました。
　小学校に到着後、授業の準備を行いました。今回は２つのクラスの工作授業を休憩時間１０
分のみの入れ替え時間で行うことから、後のクラス用の準備をある程度先にしておけば円滑に
進行できることをベテラン講師の赤岡会員に教えてもらいました。
　それぞれのクラスは３０人ちょいというところで、比較的授業を行いやすい人数でした。導
入部分での「弁理士」を知っていますか、との質問に対しては、やはり全員が知らないとの返
答でしたが、「弁護士」は聞いたことがありますかと尋ねると、全員が挙手をしたので、やは
り弁理士はまだまだ知名度が低いことを実感しました。
　私は２コマ目の司会進行を担当することになりましたが、１コマ目担当の赤岡会員の特に導
入部分を参考にして、なんとか形にすることができました。授業に関してはやはり、最初から
それなりに手を動かす児童もいれば、ある程度時間が経過したところで、「ところで何をどう
するんですか？」と尋ねてくる児童もいて、なかなか最初から足並みを揃えて工作授業を進行
させるのは難しいな、と感じました。担任の先生のご協力もあって、授業は無事に終了しまし
たが、やはり最後には、子どもたちみんなの笑顔が溢れていて、ホッと一安心。
　授業が終わった後の担任の先生方との懇談では、興味深い話を伺いました。というのは、普段は
前に出て発言をしたり、手を挙げたりすることのないような子どもたちが、素晴らしい工夫をした作
品を作り、私たちがそれを紹介してみんなの脚光を浴びると、少し照れながらも非常に満足気な顔を
していたとのことでした。確かに普段の授業と違い、外部からの先生を呼んで授業をすることは、小
学校側にも新しい発見や意義があるようで、その一役を担えたことに非常に満足感を覚えました。
　私は工作授業についてもまだまだ経験が少なく、後でもう少しこうしておけば良かったとか、
あのポイントを伝えるのを失念してしまったとか、少なからず思ってしまうので、このような
教訓を今後の工作授業にも生かさなければならないと思いました。この思いと共に、子どもた
ちが大きくなって社会人となり、企業に就職して発明を行い、特許に関する打合せ等を弁理士
と行った時に、工作授業の時に弁理士さんと知り合ったなぁ、ビー玉と画用紙で回転台をがん
ばって作ったなぁ、と思い出してくれることを期待しながら帰路につきました。

近畿支部　知財授業担当　田中　勝也

「知的財産特別授業」大阪府高石市立清高小学校

発想力豊な児童達と工作を行う講師陣
（左写真左から　赤岡 和夫、田中 勝也　各会員）
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支援活動予定表（6月から）2
相　談 日本弁理士会が各支部で実施している「常設特許無料相談室」については、最終頁をご参照ください。

支援活動予定表　相談
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２１

２１

支援活動予定表　相談
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14.08.27 無料相談 一般社団法人京都発明協会 久留 徹
14.08.28 無料相談 一般社団法人京都発明協会 清水 尚人
14.09.03 無料相談 一般社団法人京都発明協会 河野 修
14.09.04 無料相談 一般社団法人京都発明協会 森脇 正志
14.09.10 無料相談 一般社団法人京都発明協会 上村 喜永
14.09.11 無料相談 一般社団法人京都発明協会 山本 真一
14.09.18 無料相談 京北町商工会 西村 竜平
14.09.18 無料相談 一般社団法人京都発明協会 奥村 公敏
14.09.24 無料相談 一般社団法人京都発明協会 大西 雅直
14.09.25 無料相談 一般社団法人京都発明協会 森脇 正志
14.10.16 無料相談 綾部商工会議所 宮澤 岳志
14.11.13 無料相談 舞鶴商工会議所 市岡 牧子
14.12.11 無料相談 福知山商工会議所 大坪　隆司
15.01.15 無料相談 京都産業２１　けいはんな支所 佐野 禎哉
15.02.05 無料相談 綾部商工会議所 久留 徹
15.02.26 無料相談 宇治市産業振興センター 大坪　隆司

中国支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名

14.06.04
  (13:00～16:00) 知財総合支援窓口 （財）やまぐち産業振興財団 木村　正彦

14.06.11
  (13:00～16:00) 知財総合支援窓口 （財）やまぐち産業振興財団 河合　典子

14.06.18
  (13:00～16:00) 知財総合支援窓口 （財）やまぐち産業振興財団 井上　浩

14.06.25
  (13:00～16:00) 知財総合支援窓口 （財）やまぐち産業振興財団 今中　崇之

四国支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名

香川 第2.4水曜日
13:00～16:00

常設特許無料相談窓口
（要予約・個人面談方式） 日本弁理士会四国支部 支部所属弁理士

毎月第2木曜日 常設特許無料相談窓口
（要予約・個人面談方式） 愛媛県商工会連合会 支部所属弁理士

奇数月第3木曜日 常設特許無料相談窓口
（要予約・個人面談方式） 八幡浜商工会議所 支部所属弁理士

奇数月第1月曜日 常設特許無料相談窓口
（要予約・個人面談方式） 四国中央商工会議所 支部所属弁理士

徳島 毎月第1水曜日 常設特許無料相談窓口
（要予約・個人面談方式） 工業技術センター 支部所属弁理士

高知 毎月第3木曜日 常設特許無料相談窓口
（要予約・個人面談方式） 高知県発明協会 支部所属弁理士

九州支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名

福岡

14.04～15.03
毎週木曜日
(10:00～12:00、
13:00～15:00)

常設特許無料相談室 日本弁理士会九州支部 支部所属弁理士

京都

山口

愛媛

支援活動予定表　相談
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関東支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師名（弁理士）

東京 14.07.26 知的財産特別授業 発明工作授業 東京都目黒区立鷹番小学校 田中 康子
藤田 貴男

東海支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師名（弁理士）

14.06.03
日本弁理士会東海支部協力講座「デザイン情
報関連法規～知的財産権制度のしくみと活用
～意匠法」

名古屋市立大学北千種キャンパス 永瀬　龍壮

14.06.09 日本弁理士会東海支部協力「発明クラブ」 名古屋市立高蔵小学校 寺坂　真貴子

14.06.10
日本弁理士会東海支部協力講座「デザイン情
報関連法規～知的財産権制度のしくみと活用
～商標法」

名古屋市立大学北千種キャンパス 前田　大輔

14.06.17
日本弁理士会東海支部協力講座「デザイン情
報関連法規～知的財産権制度のしくみと活用
～ＩＰＤＬ実習」

名古屋市立大学北千種キャンパス 花田　久丸

14.06.24
日本弁理士会東海支部協力講座「デザイン情
報関連法規～知的財産権制度のしくみと活用
～不正競争防止法」

名古屋市立大学北千種キャンパス 安井　雅俊

14.06.30 日本弁理士会東海支部協力「発明クラブ」 名古屋市立高蔵小学校 寺坂　真貴子

14.07.01
日本弁理士会東海支部協力講座「デザイン情
報関連法規～知的財産権制度のしくみと活用
～著作権法１」

名古屋市立大学北千種キャンパス 寺坂　真貴子

14.07.08
日本弁理士会東海支部協力講座「デザイン情
報関連法規～知的財産権制度のしくみと活用
～著作権法２」

名古屋市立大学北千種キャンパス 木村　達矢

14.07.15
日本弁理士会東海支部協力講座「デザイン情
報関連法規～知的財産権制度のしくみと活用
～外国特許１」

名古屋市立大学北千種キャンパス 橋本　努

14.07.22
日本弁理士会東海支部協力講座「デザイン情
報関連法規～知的財産権制度のしくみと活用
～外国特許２」

名古屋市立大学北千種キャンパス 橋本　由佳里

14.07.24
日本弁理士会東海支部協力講座「デザイン情
報関連法規～知的財産権制度のしくみと活用
～知的財産関連法規まとめ」

名古屋市立大学北千種キャンパス 和気　光

14.07.29
日本弁理士会東海支部協力講座「デザイン情
報関連法規～知的財産権制度のしくみと活用
～紛争劇」

名古屋市立大学北千種キャンパス

高田　珠美
藤谷　修
榊原　靖
瀧川　彰人

14.08.05
日本弁理士会東海支部協力講座「デザイン情
報関連法規～知的財産権制度のしくみと活用
～試験」

名古屋市立大学北千種キャンパス 寺坂　真貴子

近畿支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師名（弁理士）

14.08.01 講師派遣　法律知識（著作権法）
学校教育現場での著作権 大阪市教育センター

14.06.28 弁理士の日記念講演会 松下ＩＭＰホール 小玉 秀男
生越 由美

14.06.10 知的財産特別授業 柏原市立堅下南小学校 佐々木 達也
淡路 俊作

14.06.18 知的財産特別授業 大阪府立泉陽高等学校 五郎丸 正巳
水田 慎一

14.06.03 講師派遣　「知的財産論Ⅰ」商標法 京都大学吉田キャンパス 丹野 寿典

14.06.10 講師派遣　「知的財産論Ⅰ」著作権法 京都大学吉田キャンパス 垣木 晴彦

14.06.17 講師派遣　「知的財産論Ⅰ」不正競争防止法 京都大学吉田キャンパス 後 利彦

愛知

大阪

京都

講　演

支援活動予定表　講演
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14.06.24 講師派遣　「知的財産論Ⅰ」諸外国の知財制
度 京都大学吉田キャンパス 駒谷 剛志

14.07.01 講師派遣　「知的財産論Ⅰ」先行技術調査 京都大学吉田キャンパス 佐原　隆一

14.07.08 講師派遣
「知的財産論Ⅰ」知的財産権侵害訴訟 京都大学吉田キャンパス 冨田 光治

14.07.15 講師派遣
「知的財産論Ⅰ」知的財産重要判例紹介 京都大学吉田キャンパス 藤田 典彦

14.10.06 講師派遣
「知的財産論Ⅰ」知的財産重要判例紹介 公益社団法人京都工業会 河原哲郎

奈良 14.07.15 講師派遣　知的財産保護について 奈良県農業大学校 小野 敦史

和歌山 14.06.03 知的財産経営戦略セミナー ホテルアバローム紀の国 多田 裕司

兵庫 14.06.23 知的財産特別授業 兵庫県立
西脇工業高等学校 大西 正夫

京都

支援活動予定表　講演
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開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名
毎週 ・金曜日 常設特許無料相談会 日本弁理士会 支部 支部所 弁理士

毎月 特許 イ ー
（ ・ 人 談 ） 中 業

中村直

野

支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名

毎週 曜日
（ ～ ） 常設特許無料相談室 日本弁理士会 支部 支部所 弁理士

森県 無料相談会 森県 三 　誠一
森県 無料相談会 森県 木　

支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名

知財総合支援窓口 県工業 総合 所 支部所 弁理士
知財総合支援窓口 県工業 総合 所 支部所 弁理士
知財総合支援窓口 県工業 総合 所 支部所 弁理士
知財総合支援窓口 県工業 総合 所 支部所 弁理士
知財総合支援窓口 商工会議所 支部所 弁理士
知財総合支援窓口 県工業 総合 所 支部所 弁理士
知財総合支援窓口 県工業 総合 所 支部所 弁理士
知財総合支援窓口 県工業 総合 所 支部所 弁理士
知財総合支援窓口 県工業 総合 所 支部所 弁理士
知財総合支援窓口 商工会議所 支部所 弁理士
知財総合支援窓口 県工業 総合 所 支部所 弁理士
知財総合支援窓口 山県発明協会 支部所 弁理士
知財総合支援窓口 山県総合 センター 支部所 弁理士
常設特許無料相談室 日本弁理士会 支部 支部所 弁理士
常設特許無料相談室 日本弁理士会 支部 支部所 弁理士
常設特許無料相談室 日本弁理士会 支部 支部所 弁理士

支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名

弁理士 特許無料相談会 テ 相談室 日
弁理士 特許無料相談会 テ 相談室 高松 生
弁理士 特許無料相談会 士吉田商工会議所 会議室
弁理士 特許無料相談会 市商工会 会議室 村 正
弁理士 特許無料相談会 商工会議所 会議室 博
弁理士 特許無料相談会 商工会議所 会議室

支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名

知 月～金
（ ～ ） 常設特許無料相談室 日本弁理士会 支部 支部所 弁理士

支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名

無料相談 中 　 上 敏
無料相談 中商工会議所 大島 一宏
無料相談 フ ワン ル　会議室 廣瀬　 太郎
無料相談 フ ワン ル　会議室 大 　
無料相談 フ ワン ル　会議室 久 　
無料相談 フ ワン ル　会議室 森 正
無料相談 一般社団法人京都発明協会 久
無料相談 一般社団法人京都発明協会 奥村 公敏
無料相談 一般社団法人京都発明協会 西村
無料相談 一般社団法人京都発明協会 清水 尚人
無料相談 フ ワン ル　会議室 西村
無料相談 フ ワン ル　会議室 上村 喜永
無料相談 フ ワン ル　会議室 本 彦
無料相談 一般社団法人京都発明協会 野
無料相談 一般社団法人京都発明協会 森 正
無料相談 一般社団法人京都発明協会

支部

森

山

山

大

京都

支援活動一覧表4・5月分3
相　談 日本弁理士会が各支部で実施している「常設特許無料相談室」については、最終頁をご参照ください。

支援活動一覧表　相談
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14.05.15 無料相談 舞鶴商工会議所 上村 喜永
14.05.15 無料相談 一般社団法人京都発明協会 山本 真一
14.05.22 無料相談 一般社団法人京都発明協会 奥村 公敏
14.05.28 無料相談 一般社団法人京都発明協会 齊藤 真大
14.05.29 無料相談  宇治市産業振興センター 河野 修
14.05.29 無料相談 一般社団法人京都発明協会 清水 尚人
14.05.02 無料相談 一般社団法人滋賀県発明協会 岸本 忠昭
14.05.09 無料相談 一般社団法人滋賀県発明協会 森 厚夫
14.05.16 無料相談 一般社団法人滋賀県発明協会 楠本 高義
14.05.19 無料相談 一般社団法人滋賀県発明協会 野嶋 直
14.05.23 無料相談 一般社団法人滋賀県発明協会 大島 一宏
14.05.30 無料相談 一般社団法人滋賀県発明協会 森 厚夫

和歌山 14.04.26 無料相談 フォルテワジマ 玉置 健
岡田 充浩

中国支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名

14.04.10 無料相談会 倉敷商工会議所 森廣三郎
14.04.15 知財総合支援窓口 岡山県発明協会 須田英一
14.04.15 無料相談会 児島商工会議所 森廣三郎

14.04.17 知財総合支援窓口 岡山県発明協会 加瀬野忠吉
（弁護士）

14.04.22 知財総合支援窓口 岡山県発明協会 森寿夫
14.05.08 無料相談会 岡山県発明協会 森廣三郎
14.05.13 知財総合支援窓口 岡山県発明協会 須田英一

14.05.15 知財総合支援窓口 岡山県発明協会 加瀬野忠吉
（弁護士）

14.05.20 知財総合支援窓口 岡山県発明協会 伊藤俊一郎
14.05.20 無料相談会 岡山県発明協会 森廣三郎
14.04.07 知財総合支援窓口 鳥取県発明協会 中西　康裕
14.04.16 知財総合支援窓口 鳥取県発明協会 中西　康裕
14.04.17 知財総合支援窓口 鳥取県発明協会 中西　康裕
14.04.08 知財総合支援窓口 島根県発明協会 田辺　義博
14.04.10 知財総合支援窓口 松江商工会議所 河野　誠
14.04.11 知財総合支援窓口 島根県発明協会 河野　生吾
14.04.15 知財総合支援窓口 島根県発明協会 田辺　義博
14.04.21 知財総合支援窓口 出雲商工会議所 永田　貴久
14.04.22 知財総合支援窓口 島根県発明協会 田辺　義博
14.04.22 知財総合支援窓口 浜田商工会議所 永田　貴久
14.04.23 知財総合支援窓口 太田商工会議所 河野　誠
14.04.24 知財総合支援窓口 松江商工会議所 河野　生吾
14.04.25 知財総合支援窓口 島根県発明協会 河野　誠
14.05.07 知財総合支援窓口 松江商工会議所 河野　生吾
14.05.09 知財総合支援窓口 島根県発明協会 河野　生吾
14.05.14 知財総合支援窓口 益田商工会議所 田辺　義博
14.05.19 知財総合支援窓口 出雲商工会議所 永田　貴久
14.05.20 知財総合支援窓口 島根県発明協会 田辺　義博
14.05.20 知財総合支援窓口 江津商工会議所 永田　貴久
14.05.22 知財総合支援窓口 松江商工会議所 河野　誠
14.05.23 知財総合支援窓口 島根県発明協会 河野　誠
14.05.26 知財総合支援窓口 島根県発明協会 田辺　義博
14.05.27 知財総合支援窓口 島根県発明協会 田辺　義博
14.04.09
(13:00～16:00) 知財総合支援窓口 （財）やまぐち産業振興財団 井上　浩

14.04.16
(13:00～16:00) 知財総合支援窓口 （財）やまぐち産業振興財団 木村　正彦

14.04.23
 (13:00～16:00) 知財総合支援窓口 （財）やまぐち産業振興財団 河合　典子

14.04.30
 (13:00～16:00) 知財総合支援窓口 （財）やまぐち産業振興財団 今中　崇之

14.05.07
  (13:00～16:00) 知財総合支援窓口 （財）やまぐち産業振興財団 木村　正彦

14.05.14
  (13:00～16:00) 知財総合支援窓口 （財）やまぐち産業振興財団 河合　典子

14.05.21
  (13:00～16:00) 知財総合支援窓口 （財）やまぐち産業振興財団 井上　浩

14.05.28
  (13:00～16:00) 知財総合支援窓口 （財）やまぐち産業振興財団 今中　崇之

4月　毎週水曜日
（13:00～15:00） 常設特許相談室 日本弁理士会中国支部室 担当弁理士

4月　毎週金曜日
（8:30～17:30） 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 担当弁理士

京都

滋賀

岡山

鳥取

島根

山口

広島

支援活動一覧表　相談
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支援活動一覧表　相談　講演

東海支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師名（弁理士）

14.04.15
日本弁理士会東海支部協力講座「デザイン情
報関連法規～知的財産権制度のしくみと活用
～知的財産権入門」

名古屋市立大学北千種キャンパス 瀧川　彰人

14.04.21 日本弁理士会東海支部協力「発明クラブ」 名古屋市立高蔵小学校 寺坂　真貴子

14.04.22
日本弁理士会東海支部協力講座「デザイン情
報関連法規～知的財産権制度のしくみと活用
～特許法１発明と特許要件」

名古屋市立大学北千種キャンパス 堀木　克志

14.05.10 高浜少年少女発明クラブ員に対する知財授業
「発明についてのお話」 たかはま夢・未来塾 伊東　正樹

14.05.12 日本弁理士会東海支部協力「発明クラブ」 名古屋市立高蔵小学校
寺坂　真貴子
橋本　由佳里
永瀬　龍壮

14.05.13
日本弁理士会東海支部協力講座「デザイン情
報関連法規～知的財産権制度のしくみと活用
～特許法２権利取得手続」

名古屋市立大学北千種キャンパス 神野　健太

愛知

講　演
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14.05.17
平成２６年度年次大会における会員向け知財
講演会「東南アジア等進出の知財戦略とその
課題」

中部大学名古屋キャンパス 加藤　光宏

14.05.20
日本弁理士会東海支部協力講座「デザイン情
報関連法規～知的財産権制度のしくみと活用
～特許法３特許権の活用」

名古屋市立大学北千種キャンパス 古田　広人

14.05.27
日本弁理士会東海支部協力講座「デザイン情
報関連法規～知的財産権制度のしくみと活用
～特許法４演習」

名古屋市立大学北千種キャンパス 生田　直子

近畿支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師名（弁理士）

14.04.08 講師派遣　「知的財産論Ⅰ」法学概論 京都大学吉田キャンパス 辻村 和彦

14.04.22 講師派遣　「知的財産論Ⅰ」知的財産権概論
（１） 京都大学吉田キャンパス 立川 伸子

14.05.13 講師派遣
「知的財産論Ⅰ」知的財産権概論（２） 京都大学吉田キャンパス 國弘 安俊

14.05.20 講師派遣　「知的財産論Ⅰ」特許法 京都大学吉田キャンパス 上代 哲司

14.05.27 講師派遣　「知的財産論Ⅰ」意匠法 京都大学吉田キャンパス 井内 龍二

14.04.24 中小企業に役立つ知的財産セミナー「企業の
みなさん、特許は必要ですか？」 大阪市西淀川区役所 柳野 嘉秀

14.04.30 知的財産特別授業 池田市立呉服小学校 光明寺 大道
永井 秀男

14.05.08 知的財産特別授業 大阪市立矢田北小学校 柳瀬 智之
淡路 俊作

京都

大阪

愛知

開催県 日　付 イベント・セミナー名等 開催形式 会　場 担当弁理士名

北海道 14.05.23 意匠権セミナー セミナー 芸術の森ｷｬﾝﾊﾟｽ
階段教室 岸尾正博

北陸支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 開催形式 会　場 担当弁理士名
富山 14.04.26 出張授業 授業 クロスランドおやべ 大谷　嘉一

東海支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 開催形式 会　場 担当弁理士名

静岡 14.04.17 富士宮市との知財支援協定に基づく「富士宮
市知的財産権取得事業費補助金」審査会 審査会 富士宮市役所 石垣　達彦

九州支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 開催形式 会　場 担当弁理士名

14.05.07 知的財産専門家派遣 支援 企業会議室 中嶋和昭
14.05.22 知的財産専門家派遣 支援 企業会議室 中嶋和昭

北海道支部

熊本

その他

支援活動一覧表　講演　その他
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近畿支部
平成 26 年度  弁理士の日  記念講演会
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お問い合わせは、日本弁理士会 事務局 広報 ･ 支援 ･ 評価室まで
　　　　　　　　　電 話　（０３）３５１９−２７０９
　　　　　　　　　FAX　（０３）３５１９−２７０６
HP　http://www.jpaa.or.jp/?p=63

常設特許無料相談室
（すべて事前予約制です。詳しくは下記ホームページをご覧ください。）

北海道
〒 060-0807　北海道札幌市北区北七条西 4-1-2
　　　　　　KDX札幌ビル 3階　日本弁理士会北海道支部内
TEL.011-736-9331　毎週火曜日・金曜日／ 14：00 〜 16：00
http://jpaa-hokkaido.jp/
　東　北
〒 980-0014　宮城県仙台市青葉区本町 3-4-18　
　　　　　　太陽生命仙台本町ビル 5階　日本弁理士会東北支部内
TEL.022-215-5477　毎週火曜日／ 13：00 〜 16：00
http://www.jpaa-tohoku.jp/
　北　陸
〒 920-8203　石川県金沢市鞍月 2-2　石川県繊維会館 2階　
　　　　　　日本弁理士会北陸支部内
TEL.076-266-0617　※相談日はホームページをご覧ください。
http://www.jpaa-hokuriku.jp/
　関　東
〒 100-0013　東京都千代田区霞が関 3-4-2　弁理士会館 1階
TEL.03-3519-2707　月〜金曜日／ 10：00 〜 12：00、14：00 〜 16：00
http://www.jpaa-kanto.jp/
　東　海
〒 460-0008　愛知県名古屋市中区栄 2-10-19　名古屋商工会議所ビル 8階
　　　　　　日本弁理士会東海支部内
TEL.052-211-3110　月〜金曜日／ 13：00 〜 16：00
http://www.jpaa-tokai.jp/
　近　畿
〒 530-0001　大阪府大阪市北区梅田 3-3-20　
　　　　　　明治安田生命大阪梅田ビル 25 階　日本弁理士会近畿支部内
TEL.06-6453-8200　月〜金曜日／ 10：00 〜 12：00、14：00 〜 16：00
http://www.kjpaa.jp/
　中　国
〒 730-0016　広島県広島市中区幟町 13-14　新広島ビルディング 4階
　　　　　　日本弁理士会中国支部内　
TEL.082-224-3944　毎週水曜日／ 13：00 〜 15：00
http://www.jpaa.or.jp/chugoku/
　四　国
〒 760-0019　香川県高松市サンポート 2-1　高松シンボルタワー・
　　　　　　サンポートビジネススクエア 2階　日本弁理士会四国支部内
TEL.087-822-9310　※相談日はホームページをご覧ください。
http://jpaa-shikoku.jp/
　九　州	
〒 812-0011　福岡県福岡市博多区博多駅前 2-1-1
　　　　　　福岡朝日ビル 8階　日本弁理士会九州支部内
TEL.092-415-1139　毎週木曜日／ 10：00 〜 12：00、13：00 〜 15：00
http://www.jpaa-kyusyu.jp/


