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 日本弁理士会支部の支援活動について

知的財産支援センター　副センター長　川村　武

１．はじめに

　日本弁理士会では、知的財産支援センター（以下、「支援センター」という。）のみならず、

各支部（北海道、東北、北陸、関東、東海、近畿、中国、四国、九州）と支援センターと

が協同して、また各支部が独自に様々な支援事業を行っております。今回は、平成１８

年度～平成２５年度の各支部における支援事業ごとの件数を示すデータを提示して、各

支部における支援事業の活動状況をご紹介いたします。

２．表及びグラフにおけるデータの説明

　以下に示す表及びグラフにおいては、支援事業を「講演」、「相談会」、「教育機関支援」、

「公的委員等」、「その他（審査員・表彰）」の項目に分類しております。「講演」は講師を派

遣した知財セミナー等の回数を示しています。「相談会」は相談員を派遣した無料相談会の

回数を示しています。「教育機関支援」は小学校、中学校、高等学校、大学及び高等専門学

校（いわゆる高専）等で開催した出張授業の回数を示しています。「公的委員等」は地方自

治体（都道府県、市町村等）などにおける委員等の派遣回数を示しています。「その他（審

査員・表彰）」は各種審査会（例えば補助金等の審査会）の審査員や表彰などの派遣回数

を示しています。なお、これらのデータは各支部の支部活動報告書から抽出したものです。

３．平成１８年度～平成２５年度の各支部における支援事業のデータ

　下記の表１～表８において、縦のマスに各支部を記入し、横のマスに支援事業の項目

を記入しています。

　表１～表８の「大計」に示すように、各年度において「相談会」つまり無料相談会の

実施が最も多く、「公的委員等」つまり地方自治体などにおける委員等の派遣が最も少な

いようです。また、表１～表８の「支援件数全体」に示すように、各年度によって増減

があるものの、各支部に属する会員数の多少にかかわらず、各支部が多くの支援事業を

実施していることがわかります。項目別に見ていくと、「講演」つまり知財セミナー等へ

の講師の派遣については東海支部が最も頑張っているようです。また、「教育機関支援」

つまり出張授業については東海支部及び近畿支部が頑張っている印象です。
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４．平成１８年度～平成２５年度の全支部における支援事業の合計データ

　下記の表９において、縦のマスに各年度を記入し、横のマスに支援事業の項目を記入

しています。また、下記のグラフ１において、横軸は各年度を示し、縦軸は各年度にお

ける全支部の合計の支援件数を示しています。また、下記のグラフ１において、青色は「講

演」、黄色は「相談会」、オレンジ色は「教育機関支援」、赤色は「公的委員等」、緑色は「そ

の他」を示しています。

　表９及びグラフ１に示すように、全支部の合計支援件数は、平成１８年度から徐々に増

加し、平成２２年度でピークとなり、平成２３年度からは徐々に減少しております。全

支部の合計支援件数の減少は、相談会の件数の減少が大きな原因のようです。
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５．最後に
　上記のような統計的なデータを分析してみたところ、あらためて各支部で数多くの支

援事業が実施されていることを実感いたしました。支援事業の実施は社会的な貢献だけ

でなく知的財産制度の普及に資することとなり、延いては出願件数の増加につながるも

のと考えております。従いまして、各支部において、今後も支援事業の積極的な活動を

行い、日本弁理士会全体の利益につなげていきたいと思います。

（副センター長　川村武）
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８月までの支援活動１

１．日　　時：平成２６年７月８日（火）　１０：４５～１２：３５
２．テ ー マ：アントレプレナーシップ教育での知的財産権について
３．主　　催：日本弁理士会東北支部
４．場　　所：山形県米沢市立第二中学校（山形県米沢市林泉寺２丁目２−５）
５．出 席 者：第二学年の生徒全員（１４５名）

６．内　　容：
　米沢第二中学校では、週２回の「総合的な学習の時間」で、アントレプレナー育成の授業を
行っています。何人かのグループで会社を模擬的に設立し、あたかも実際の会社のように、社長、
副社長を置き、事業計画を立て、資金繰りを検討し、商品開発を行っています。とても実践的
な取り組みで、本物の銀行員に事業計画をプレゼンして資金を調達する大変さを学び、今回の
授業のように知的財産権の専門的な知識を身につけ、最終的には、実際に商品を自分たちで製
作して地域で販売します。
　２時間の授業のうち、最初の１時間は、知的財産制度全般、特に、著作権、特許権、意匠権、
商標権制度の解説を行いました。できるだけ身近で具体的な事例をあげて、どのようなものが
保護対象になるか、権利はどのように発生するのか、保護期間はそれぞれどうなっているのか
など説明しました。著作権は普段から国語の授業でも取り扱っているとのこと、私的利用や引
用について正しく理解している生徒が多く感銘を受けました。「２次著作物を創作したい場合
は、どのようにしたらいいのか？」といったさらに専門的な質問もありました。
　２時間目は、経営者として知っておきたいビジネスモデルと知財戦略マネジメントについて
解説しました。まず、ビジネスモデルキャンバスというビジネスモデルの見える化ツールを使っ
て生徒の各会社のビジネスモデルをどのように記述するのか？どのように人に説明するのか？
について説明しました。そして、知的財産がビジネスモデルにおいて、どのような役割を果た
しているのかを把握し、どのように知的財産を管理・運用していくのか概略を説明しました。
少し難しい内容でありましたが、会社経営においては、ビジネスモデルの枠組みのなかで知的
財産を考えることの重要さは伝わったと思います。
　また、担当の先生の要望により、ＩＰＤＬを使って、生徒の各会社で開発中の商品のネーミ
ングが他人の商標権に抵触していないかを調べました。残念ながら同じ登録商標が見つかって
しまった子、かろうじて逃れた子（※商標同一、指定商品非類似など）、みんなの悲喜こもご
もが印象的でありました。
　生徒は自分で会社を経営しているつもりで授業を聞いてくれたのでとても反応がよく、授業
後１０名以上の生徒から質問やコメントを返してもらえました。また、担当の先生には大変喜
んでいただき、来年また是非来て欲しいとおっしゃって頂けたのは大変光栄でした。

東北支部　木下　忠

「知的財産特別授業」米沢市立第二中学校
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１．日　　時：平成２６年７月７日（月）　８：５５～１１：４５
２．主 催 者：群馬県立前橋工業高等学校
３．場　　所：群馬県立前橋工業高等学校
４．テ ー マ：知的財産授業
５．対 象 者：高校１年生（機械科）
６．参加人数：８０名
７．講　　師：日本弁理士会関東支部　会員　満田　顕
　　　　　　　日本弁理士会関東支部知財教育支援委員会　村上　哲功

８．内　　容：
　３コマの時間を使用して、座学形式での特許の解説と、ゼムクリップを題材に既存のゼムク
リップの製作とオリジナルゼムクリップの製作を行いました。
　１コマ目は、特許とは、特許を取得する要件は、勝手に他人の特許を使ったらどうなるか等
について解説した後、比較的簡単な技術で構成された商品の事例を用いて、従来商品の不便さ・
不具合点を解消するチョットした工夫でも特許になることを説明しました。
　２コマ目は、ゼムクリップの歴史と関連特許、および、ゼムクリップの機能と構造について
解説した後、生徒達自身によって既存のゼムクリップの製作を行い、３コマ目では、アイデア
の発想として、既存のゼムクリップに不便な点がないか、良い点は何か、新たな機能が付加で
きないか等について説明した後、生徒達自身によってオリジナルゼムクリップの製作を行いま
した。最後に、生徒達が製作したオリジナルゼムクリップについてグループ毎に発表を行い、
各グループのオリジナルゼムクリップについて講評を行いました。

関東支部　会員　満田　顕

「知的財産特別授業」群馬県立前橋工業高等学校
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１．日　　時：平成２６年７月９日（水）　９：４５～１１：２５
２．場　　所：愛知県立岡崎工業高等学校
３．実 施 者：主催／運営　愛知県立岡崎工業高等学校
４．内　　容：知的財産入門
５．対 象 者：第３学年３７名
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：東海支部教育機関支援キャラバン隊　隊員　前田　大輔

８．コメント：
　高校３年生３７名を対象に知的財産権の基礎を解説しました。学校側からの意匠関連の話し
を入れて欲しいとの事前のご希望により、意匠についての説明も特許・商標を同じ程度の分量
で行いました。
　今回は第一回目であり、知財全般の基本的事項、登録の実例、生徒さんが興味を持ちそうな
判例の紹介に終始しましたが、授業の最初から終わりまで生徒さんのほとんどが興味を持って
聞いていただいたと感じました。
　なお、第３回目まで講義を予定しており、２回目、３回目では実習形式の箇所を設けて欲し
いとの要望がありますので、以後は出来る限り生徒とコミュニケーションを取りながら授業を
進める予定です。

東海支部教育機関支援キャラバン隊　隊員　前田　大輔

工業所有権情報・研修館「岡崎工業高等学校における
知的財産に関する創造力・実践力・活用力開発事業」

授業の風景
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１．日　　時：平成２６年７月２５日（金）　１３：５０～１４：３０
２．場　　所：名古屋市科学館
３．実 施 者：主催／運営　名古屋市 市民経済局 産業部 次世代産業振興課
４．内　　容：知的財産権についての初歩的講義
５．対 象 者：名古屋市少年少女発明クラブ会員１５名（小学校５、６年生及び中学生）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     （＋講師６名、事務局４名）
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：東海支部教育機関支援キャラバン隊　隊員　前田　大輔

８．コメント
　最初に自己紹介を兼ねて、「弁理士」はどのような仕事をしているのか、特許や商標などに
関連する簡単な説明を行いました。「特許」や「発明」などこれらが何か分かるか何度か挙手
を求めたところ、しっかり反応をしてくれました。
　続いて、生徒たちに電子紙芝居（パン職人レオ君の物語１章、２章）と講師作成のスライド
を見せて、「発明」及び「特許」とは何かを説明しました。あわせて、生徒たちはこれから発
明クラブで工作をしますので、今から作る工作についてもたくさん考えて工夫をするようお願
いしました。
　今回の講義では、運営側よりデザインに関連する話を含めて欲しいとの要望を受けていまし
たので、意匠も発明と同じように登録ができること、登録できた場合の効果を実際の意匠登録
例を示して説明しました。登録例は、おもちゃ・ゲーム・車・筆記用具の意匠など、生徒に身
近な物とした結果、講師は知らなかったおもちゃの名前を教えてくれたりと、非常に反応よく
興味を持って聞いてくれました。
　最後に、商標に関しても登録例を見せて紹介しました。何も書かれていない箱の絵を見せ、
コンビニエンスストアやスーパーに行ったときに、このような箱だけが並んでいる場合は商品
を選ぶことができないことを説明した上で、その箱に色々な商標を付して見せたところ、商標
が商品やサービスを選択する際の目印であることを理解してもらえたように思います。続けて、
実際に使用される商標とこれに類似する商標を示し、類似の商標が使用されると誤って商品を
購入するおそれがあることと、そのような事を防止するために商標登録の制度があることを説
明しました。商標の登録例についても、生徒に身近な飲料やスポーツ用品などとした結果、興
味を持って聞いてもらえたと感じました。
　講義の最後には、生徒から弁理士の仕事に関する質問を受けました。今回の講義全般での生
徒の様子と最後の質問からして、生徒は皆熱心に話しを聞いてくれたと思います。今回伺った
自由創作教室で知財の講義をするのは初めてと聞きました。来年度以降も要請があれば協力し
ていく必要があると考えます。

東海支部教育機関支援キャラバン隊　隊員　前田　大輔

名古屋市少年少女発明クラブ「自由創作教室」における知的財産講義

講義の様子
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１．日　　時：平成２６年５月２９日（木）　１３：４０～１５：００
２．場　　所：甲賀市立信楽小学校 
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４７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：
　今回は滋賀県甲賀市にある信楽小学校に行って来ました。信楽小学校では４年連続で発明工
作授業が行われていますが、今年は去年に引き続いてＰＴＡ主催の「５年学年活動」の一環と
して発明工作授業が行われました。通常よりも長い８０分授業であったため、工作に取り組ん
でもらう時間を十分に確保することができました。また、親子で参加するタイプの授業であり、
保護者の方が児童を見守っていて下さったため、進行もスムーズでした。司会の伊原会員が、
予め保護者の方に「児童の自主性を尊重して必要以上に手や口を出さないで下さい。」と説明
しておいて下さったので、保護者の方がずっと傍にいる状況下でも、児童らは自分のアイデア
を十分に作品に反映させることができたように思います。岸本会員と私は、保護者の方が欠席
されている児童のところを主に回っていました。私が気にかけていた児童の一人に工作用紙を
円形に切るのが苦手な児童がいたのですが、その児童は工作用紙を何枚使ってもきれいな円形
に切れなかったため（きれいな円形に切らないと回転盤が上手く回転しない。）、遂には嫌になっ
て投げ出してしまいました。私は投げ出す前にその児童が何度もトライする光景を見ており、
その児童に工作意欲があることを十分に承知していたので、なんとか次のステップに進んでも
らいたくて、ちょっとやり過ぎかなとは思いつつも、私が代わりに円形に切ってあげることに
しました。すると、そこからその児童の怒涛の快進撃が始まり、自分でどんどんとアイデアを
出しながら、その後は一人で立派な回転盤を完成させてしまいました。児童の個性は様々で、
手先の器用な児童もいれば、アイデアに富んだ児童もいます。なるべく手は出さないようにす
るべきなのでしょうが、状況によっては思い切って少し余計目に手を出すのも許されるのかな
と思うようになりました。やはり、工作は最後まで完成させた方が楽しい思い出にもなり、発
明に興味を持ってもらえそうな気がするからです。信楽焼の産地というモノづくりの土地柄の
せいか、信楽の児童の物事に粘り強く取り組む姿勢は見事でした。今回授業を受けた児童の中
には、信楽焼の未来を背負って立つ人物がいたのかもしれません。去年の台風による水害の影
響で信楽高原鐡道が動いておらず、信楽までは遠い道のりでしたが、焼き物のまち信楽に、ま
た来年も行ってみたくなりました。

近畿支部知財授業担当　小林　義周

「知的財産特別授業」滋賀県甲賀市立信楽小学校

発想力豊な児童達と工作を行う講師陣
（左写真左から　伊原 節子、小林 義周　各会員、　右写真　岸本 忠昭 会員） 
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１．日　　時：平成２６年５月３１日（土）　９：００～９：５０、９：５５～１０：４５
２．場　　所：大阪府立農芸高等学校
３．名　　称：「知的財産特別授業」
４．内　　容：『特許紛争事件の攻防』ほか
５．対　　象：２, ３学年　２クラス ８０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：
　今回は大阪府堺市内にある大阪府立農芸高等学校を訪問しました。大阪府立農芸高等学校は、
南海難波駅から約２０分の初芝駅が最寄り駅であり、比較的街中にある高等学校なのですが、
敷地面積は約９万㎡もあり、その広大な敷地内で様々な動物や植物を育てている緑豊かな学校
です。校内ではアルパカも飼っているそうなのですが、今回は残念ながら時間の都合上見るこ
とはできませんでした。
　農業系の学校から依頼を戴くのは珍しいことであり、農学部出身の私としてはこの機会を見逃し
たくはなかったので、高等学校での知的財産特別授業の経験が一度もなかった身ですが、他の３人
のベテラン講師陣にお供させて戴くことにしました。大阪府立農芸高等学校には、ハイテク農芸科
と、食品加工科と、資源動物科との３つの学科がありますが、今回の対象は、ハイテク農学科の２
年生４０名と３年生４０名の合計８０名でした。ハイテク農芸科は、バイオテクノロジー、 コンピュー
タなどの最新技術を活用して、園芸分野の基礎から応用までを専門的に学習する学科だそうです。
　１コマ目は、五郎丸会員の司会のもと「おにぎりパック」を題材にした特許紛争事件の攻防
に関する寸劇を４人で行いました。寸劇は見やすく作られたパワーポイントの資料を用いなが
ら進行するものの、内容的には決して簡単ではなく特に後半は難しい内容になっています。難
しすぎないか心配でしたが、生徒の理解度は私が想像していたよりもずっと高く、寸劇の途中
に挟む問題にも大方の生徒が正解していました。ところで、生徒の授業に対する集中度が高かっ
たように思いますが、これは生徒が優秀だったからだけでなく、コンテンツの完成度が高いこ
とも影響しているのではないかと思いました。
　２コマ目は、前半で立川会員が知的財産の基礎について講義され、後半で光明寺会員が『“豊
富な発泡”へのこだわり～「きき湯」の知的財産権～』をテーマに講義されました。生徒らは
武道場の板の間に２コマ連続で体育座りさせられていたにもかかわらず、最後まで辛抱強く講
義に聞き入ってくれました。パイプ椅子に座っていた私は少し申し訳ない気持ちになりました
が、高校生にとって２時間の体育座りはそれほど辛いものではなかったのでしょうか。
　最後に、農業系の高等学校にとって種苗法は比較的身近な法律なのだと思われます。ところ
がこの種苗法は、弁理士が取り扱う法律の範疇に含まれているものの、農学部出身の私にとっ
てでさえ正直あまり関心の高い法律とは言えません。今回の授業では立川会員が種苗法につい
て生徒とのディスカッションを試みられていましたが、私にとっては初めて種苗法を身近に感
じることのできた経験でした。

近畿支部知財授業担当　小林　義周

「知的財産特別授業」大阪府立農芸高等学校

興味津々の生徒達に講義を行う講師陣
（左写真左から　小林 義周、立川 伸子、光明寺 大道、五郎丸 正巳 各会員）
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１．日　　時：平成２６年６月１０日（火）　８：５０～９：３５、９：４５～１０：３０、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １０：５０～１１：３５、１１：４５～１２：３０
２．場　　所：柏原市立堅下南小学校 
３．名　　称：「知的財産特別授業」
４．内　　容：君も今日からエジソン、発明工作授業（回転台）
５．対　　象：６学年３クラス８５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： 
　柏原市立堅下南小学校から初めての知財授業のご依頼を戴き、６年生３クラスの児童たちに
向けて、１限目で３クラス合同の知財授業（君も今日からエジソン）、２～４限目で１クラス
ずつ発明工作授業（回転台）を行いました。
　知財授業では、前に出てもらって発明をしてもらった児童全員が男子生徒。男子生徒が活発
だった一方、女子生徒は少し大人しかったような印象でした。
　工作授業では、ビー玉を工作用紙の中心に半分ぐらい突き出すようにして、その上に皿を被
せて「コマ」のようにして回る回転台を作製した児童がおり、その他にも私が今までに何度か
工作授業を行った中でも初めて出会うアイデアがありました。
　児童たちは、「出前授業」のノートを持参して授業に臨んでおり、「特許権」の説明になると
一斉に記録を取り始めました。今回の知財授業で学んだ内容がノートに残って、自分で作った
回転台が一人一人の手元に残ることで、弁理士が学校に来て授業をしてくれたということが記
憶に残るのではないかと思います。
　校長先生によると、柏原市では知財授業がされているのを聞いたことが無いとのことでした
が、これを機に柏原市の他の学校からも授業の依頼が届くことを期待したいと思います。

近畿支部知財授業担当　佐々木　達也

「知的財産特別授業」大阪府柏原市立堅下南小学校

興味津々の児童達に講義を行う講師陣
（左写真左から　花田 考士、淡路 俊作、佐々木 達也、冨田 光治　各会員）
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１．日　　時：平成２６年６月１８日（水）　１３：４５～１４：２５、１４：３５～１５：１５
２．場　　所：滝川第二中学校 
３．名　　称：「知的財産特別授業」
４．内　　容：発明工作授業（ペーパータワー）、電子紙芝居「きき湯」
５．対　　象：２学年１クラス２５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：
　滝川第二中学校は、西神中央駅からタクシーで１５分、住宅街のど真ん中にありました。同
校の高等学校は、野球、サッカーなどで全国レベルであることもあり、校門をくぐると大きな
野球場とグラウンドがありました。生徒さんも礼儀正しく、大きな声で挨拶をしてくれました。
今回、中学二年生３クラスのうちの特進クラスの２５名に対して授業を行いました。「大人に
対するのと同じ言葉で説明してやって欲しい」との要望もあり、経済用語も法律用語も使いつ
つ、反応を見て、優しい言葉で補充するような形で授業を進めました。
　第一部では、まず、知的財産権が何故必要なのかについて、また、弁理士の仕事について説
明しました。特許を取るためにはアイデアを文章で表現しなければならないことを説明すると、
皆、驚いた様子でした。その後、「きき湯」を題材として、ビジネス環境において知的財産権
は無くてはならないものであることを説明しました。
　第二部では、ペーパータワーの発明工作授業を実施しました。この授業は、Ａ４用紙を使い、
ビッグサイズのカップ麺が載る程度の強度を持ちつつ、高さを競う授業です。４、５名で一組、
合計五組で行いました。生徒たちは、チーム内で協力しながら、様々な形のタワーを作ってく
れました。あるグループが調子よく高くしていき、他のチームを圧倒する高さに到達しました
が、カップ麺を載せると倒れてしまい、結局、高さでは三番目だったグループが優勝をしました。
　生徒たちは、課題に対して、その解決手段は色々あること、また、その課題を読み違えると

（今回のケースでは、高さだけでなく、強さも必要であるという課題を見落とすと）、良いもの
ができないことを学んでくれたと思います。

近畿支部知財授業担当　千原　清誠

「知的財産特別授業」兵庫県滝川第二中学校

興味津々の生徒達に講義を行う講師
（千原 清誠　会員）
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１．日　　時：平成２６年６月２０日（金）　１３：００～１４：００
２．場　　所：第一学院高等学校京都校 
３．名　　称：「知的財産特別授業」
４．内　　容：特許紛争事件の攻防
５．対　　象：２, ３学年クラス４０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、京都は五条烏丸にある第一学院高等学校京都校を訪れました。昨年度の報告書にも記
載されていますように、第一学院高等学校京都校は、「自他肯定感教育」を特徴とする通信制・
単位制の高等学校です。
　授業前、担当の先生からは、昨年度の知財授業がよかったので今年度も申し込みました、今
回の寸劇形式も楽しみにしています、と仰っていただき、いつも以上に緊張してしまいました。
　さて、授業は淡路会員の司会で進み、知的財産・知的財産権とはどのようなものか、弁理士
はどういった仕事をしているかについて説明した後、講師４人で寸劇を行いました。この寸劇
は、「おにぎりパック」を題材にしたもので、二人の経営者とそれぞれの顧問弁理士が登場し、
特許出願、特許権の取得、その後の侵害事件を学んでいきます。話が進むにつれて演者も熱が
入っていき、立ち上がっての演技あり、アドリブありの寸劇となりました。
　寸劇の中には、かなり高度な内容もありましたが、生徒の皆さんは熱心に聴いていましたし、
寸劇の中での質問にもきちんと答えていました。今回の知財授業も満足していただけていれば
嬉しい限りです。

近畿支部知財授業担当　山田　淳一

「知的財産特別授業」京都府第一学院高等学校京都校

興味津々の生徒達に講義を行う講師陣
（左写真左から　淡路 俊作、柳瀬 智之、山田 淳一、中山 聡　各会員）
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１．日　　時：平成２６年６月２３日（月）　１０：４０～１２：３０、１３：１５～１５：０５
２．場　　所：兵庫県立西脇工業高等学校 
３．名　　称：「知的財産特別授業」
４．内　　容：高校知財授業 
５．対　　象：１，２学年２クラス７９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：
　兵庫県立西脇工業高等学校での「知的財産特別授業」は３年目になりました。
　昨年までは１年生を対象にした知的財産権制度の概略と特許出願の難しさを知ってもらう授
業だけだったのですが、今年からは１年生対象の授業と同時に２年生を対象にした新しい授業
も始まりました。
　２年生対象の授業は「パテントコンテストを目指して！」と題し、文部科学省、特許庁、（独
法）工業所有権情報・研修館、日本弁理士会の四者が主催するパテントコンテストでの入賞を
目指すためにはなにが必要かという観点から、発明の発想法や特許電子図書館での検索を体験
してもらいました。
　発明の発想法では、「絡まりにくいイヤホンコード」を例に挙げ、現時点で商品化されてい
るものを知ると同時にその問題点を見つけ出し、その問題点を解決するためにはどのような工
夫が必要かを考えます。そして、考えたアイデアを特許電子図書館で実際に検索してみました。
すでにパテントコンテストに応募する発明を考えている生徒は、自分のアイデアがすでに出願
されていないかと検索しました。
　検索結果に「同じものがあった！」とか、「自分のアイデアよりいいやつがあった！」など
のがっかりした声が上がるなか、「同じようなものはない」とにんまりする生徒も。しかし、
検索キーワードを換えて再検索すると同じようなアイデアがずらっとヒットし、頭を抱えるこ
ともありました。
　徹底的に調査し、自分のアイデアと検索結果とを比較してよりよいアイデアを考え出すこと
がパテントコンテストでの入賞をもたらすことを伝えると、「チャレンジのしがいがあります
ね」との頼もしい応答がありました。
　西脇工業高等学校の今年度のパテントコンテストでの活躍を期待します。

近畿支部知財授業担当　大西　正夫

「知的財産特別授業」兵庫県立西脇工業高等学校

興味津々の生徒達に講義を行う講師（大西 正夫 会員）
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１．日　　時：平成２６年６月１２日（木）８：５０～１０：２０
２．場　　所：神戸大学　工学部
３．名　　称：三士業（弁護士・公認会計士・弁理士）による実務家講座
　　　　　　　　～キヤノン事例を題材として～
４．内　　容：日本において早くから知的財産の重要性を認識し、知財戦略を実行してきた
　　　　　　　　「キヤノン株式会社の事例」を取り上げ、事業戦略に沿った
　　　　　　　　①権利化、②権利の活用、③収益化について、その概要を説明した。
５．主　　催：日本弁理士会近畿支部、大阪弁護士会、日本公認会計士協会近畿会
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．対　　象：工学部　学部生　３年生　８０名
８．講　　師：小野　敦史　氏（北辰特許事務所　弁理士）
　　　　　　　細井　大輔　氏（あらた法律事務所　弁護士）
　　　　　　　海崎　雅子　氏（海崎雅子事務所　公認会計士・税理士）

９．コメント：
　今回の専門家講座は、神戸大学工学部における「工業所有権法」の授業の一コマにおいて開
催したもので、知財の形成、活用、収益構造などについて、公認会計士・税理士の海崎氏、弁
理士の小野氏、弁護士の細井氏にそれぞれの立場から解説していただきました。
　まず、海崎氏が、キヤノンの経営環境について、解説された上で、キヤノンの利益の推移と
分析などを通して、消耗品の独占的販売を堅持する消耗品ビジネスモデルについて解説されま
した。
　続いて、小野氏が、消尽論についてシャチハタ（登録商標）スタンプを例に挙げて、キャッ
プの修理、インクのしみ出すゴムの修理が特許権の侵害になるかなどを解説された上で、キヤ
ノンのインクカートリッジの特許に関して、インクの再充填の特許権侵害成立性について解説
されました。
　次に、細井氏が、インクタンク事件の概要、民事訴訟の流れ、原告被告の主張、裁判所の判
断について解説されました。
　今回の専門家講座について、学生にとっては身近なインクカートリッジの具体例を挙げた説
明がわかりやすかったようであり、また、活発な質疑応答があり、アンケート結果も好評でした。
大学側からも学部生の知財の重要性について認識が深まり、知的財産に係わる基礎的講義と事
例研究を通じて、研究成果の社会的活用とイノベーションについての意欲の涵養を図るのに有
意義であったとの評価をいただきました。

知財普及・支援委員会　佐原　隆一

三士業（弁護士・公認会計士・弁理士）による実務家講座

講座風景（海崎 雅子氏） 講座風景（小野 敦史氏） 講座風景（細井 大輔氏）
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支援活動予定表（９月から）2

開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名
毎週火・金曜日 常設特許無料相談会 日本弁理士会北海道支部 支部所属弁理士

毎月3回 特許アドバイザー
（要予約・個人面談方式） 中小企業基盤整備機構

中村直樹
佐川慎悟
熊野彩

東北支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名

宮城 毎週火曜日
（13:00～16:00） 常設特許無料相談室 日本弁理士会東北支部 支部所属弁理士

14.09.17 岩手県発明協会との共催による無料相談会 （公財）釜石・大槌地域産業育成セ
ンター 丸岡　裕作

14.10.15 岩手県発明協会との共催による無料相談会 北上商工会議所 村雨　圭介
14.11.19 岩手県発明協会との共催による無料相談会 大船渡商工会議所 丸岡　裕作
14.12.17 岩手県発明協会との共催による無料相談会 二戸地区合同庁舎 船越　巧子
15.01.21 岩手県発明協会との共催による無料相談会 花巻商工会議所 船越　巧子
14.09.25 秋田県発明協会との共催による無料相談会 湯沢市役所 佐々　紘造
14.10.16 秋田県発明協会との共催による無料相談会 大館市商工会議所 齋藤　昭彦
14.11.27 秋田県発明協会との共催による無料相談会 由利本荘市役所 熊谷　繁
14.12.11 秋田県発明協会との共催による無料相談会 能代商工会議所 齋藤　博子
15.03.05 秋田県発明協会との共催による無料相談会 大館市商工会議所 佐々　紘造
15.03.19 秋田県発明協会との共催による無料相談会 由利本荘市役所 齋藤　昭彦
14.09.29 青森県庁内無料相談会 青森県庁 鈴木　壯兵衛
14.10.27 青森県庁内無料相談会 青森県庁 三浦　誠一
14.11.17 青森県庁内無料相談会 青森県庁 鈴木　壯兵衛
14.12.22 青森県庁内無料相談会 青森県庁 三浦　誠一
15.01.26 青森県庁内無料相談会 青森県庁 鈴木　壯兵衛
15.02.23 青森県庁内無料相談会 青森県庁 鈴木　壯兵衛
15.03.16 青森県庁内無料相談会 青森県庁 三浦　誠一

北陸支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名
石川 14.09.24 常設特許無料相談室 日本弁理士会北陸支部 支部所属弁理士

関東支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名

月～金
(10:00～12:00、
14:00～16:00)

常設特許無料相談室 弁理士会館１階 相談室 支部所属弁理士

14.09.04 特許に関する相談 東京商工会議所 中小企業相談センター 池田直文
14.09.18 特許に関する相談 東京商工会議所 中小企業相談センター 下村和夫
14.10.02 特許に関する相談 東京商工会議所 中小企業相談センター 清水敬一
14.10.16 特許に関する相談 東京商工会議所 中小企業相談センター 清水敬一
14.11.06 特許に関する相談 東京商工会議所 中小企業相談センター 尾崎光三
14.11.20 特許に関する相談 東京商工会議所 中小企業相談センター 丹羽匡孝
14.12.04 特許に関する相談 東京商工会議所 中小企業相談センター 中原亨
14.12.18 特許に関する相談 東京商工会議所 中小企業相談センター 太田洋子
15.01.15 特許に関する相談 東京商工会議所 中小企業相談センター 星野裕司
15.02.05 特許に関する相談 東京商工会議所 中小企業相談センター 加藤勉
15.02.19 特許に関する相談 東京商工会議所 中小企業相談センター 岩見晶啓
15.03.05 特許に関する相談 東京商工会議所 中小企業相談センター 保坂俊
15.03.19 特許に関する相談 東京商工会議所 中小企業相談センター 小森剛彦
15.03.17 多摩地域　無料知的財産相談 たましん事業支援センター 横川邦明
14.09.16 多摩地域　無料知的財産相談 たましん事業支援センター 水野耕生
14.09.27 板橋区事業と暮らしの相談会 板橋区立文化会館グリーンホール 未定
14.10.18 豊島区事業と暮らしの相談会 豊島区立勤労福祉会館６Ｆ 未定
14.10.14 多摩地域　無料知的財産相談 たましん事業支援センター 保坂俊
14.11.18 多摩地域　無料知的財産相談 たましん事業支援センター 中原亨
14.12.16 多摩地域　無料知的財産相談 たましん事業支援センター 小森剛彦
15.01.20 多摩地域　無料知的財産相談 たましん事業支援センター 井上真一郎
15.02.17 多摩地域　無料知的財産相談 たましん事業支援センター 田辺良徳
14.09.11 士業専門家による無料相談会 創業・ベンチャー支援センター埼玉 亀崎 伸宏
14.10.09 士業専門家による無料相談会 創業・ベンチャー支援センター埼玉 岡崎 廣志

北海道支部

北海道

岩手

秋田

青森

東京

埼玉

支援活動予定表　相談

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」の詳細は、最終頁をご参照ください。
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14.11.13 士業専門家による無料相談会 創業・ベンチャー支援センター埼玉 飯塚 道夫
14.12.11 士業専門家による無料相談会 創業・ベンチャー支援センター埼玉 佐藤 武幸
15.01.08 士業専門家による無料相談会 創業・ベンチャー支援センター埼玉 西脇 民雄
15.02.12 士業専門家による無料相談会 創業・ベンチャー支援センター埼玉 赤塚 正樹
15.03.12 士業専門家による無料相談会 創業・ベンチャー支援センター埼玉 寺田 雅弘
14.09.11 弁理士による特許無料相談会 東葛テクノプラザ1階相談室 高橋 洋平
14.10.09 弁理士による特許無料相談会 東葛テクノプラザ1階相談室 伊藤 信和
14.11.13 弁理士による特許無料相談会 東葛テクノプラザ1階相談室 関根 武彦
14.12.11 弁理士による特許無料相談会 東葛テクノプラザ1階相談室 亀山 夏樹
15.01.08 弁理士による特許無料相談会 東葛テクノプラザ1階相談室 藤松 知久
15.02.12 弁理士による特許無料相談会 東葛テクノプラザ1階相談室 日向 麻里
15.03.12 弁理士による特許無料相談会 東葛テクノプラザ1階相談室 高松 武生
14.09.09 弁理士による特許無料相談会 富士吉田商工会議所2階会議室 浅川 哲
14.09.10 弁理士による特許無料相談会 北杜市商工会1階会議室 志村 正樹
14.09.10 弁理士による特許無料相談会 甲府商工会議所5階会議室 土橋 博司
14.09.24 弁理士による特許無料相談会 甲府商工会議所5階会議室 小林 哲男
14.10.08 弁理士による特許無料相談会 北杜市商工会1階会議室 志村 正樹
14.10.08 弁理士による特許無料相談会 甲府商工会議所5階会議室 志村 正樹
14.10.14 弁理士による特許無料相談会 富士吉田商工会議所2階会議室 土橋 博司
14.10.22 弁理士による特許無料相談会 甲府商工会議所5階会議室 浅川 哲
14.11.11 弁理士による特許無料相談会 富士吉田商工会議所2階会議室 浅川 哲
14.11.12 弁理士による特許無料相談会 北杜市商工会1階会議室 志村 正樹
14.11.12 弁理士による特許無料相談会 甲府商工会議所5階会議室 土橋 博司
14.11.26 弁理士による特許無料相談会 甲府商工会議所5階会議室 小林 哲男
14.12.09 弁理士による特許無料相談会 富士吉田商工会議所2階会議室 土橋 博司
14.12.10 弁理士による特許無料相談会 北杜市商工会1階会議室 志村 正樹
14.12.10 弁理士による特許無料相談会 甲府商工会議所5階会議室 志村 正樹
14.12.24 弁理士による特許無料相談会 甲府商工会議所5階会議室 浅川 哲
15.01.13 弁理士による特許無料相談会 富士吉田商工会議所2階会議室 浅川 哲
15.01.14 弁理士による特許無料相談会 北杜市商工会1階会議室 志村 正樹
15.01.14 弁理士による特許無料相談会 甲府商工会議所5階会議室 土橋 博司
15.01.28 弁理士による特許無料相談会 甲府商工会議所5階会議室 小林 哲男
15.02.10 弁理士による特許無料相談会 富士吉田商工会議所2階会議室 土橋 博司
15.02.12 弁理士による特許無料相談会 北杜市商工会1階会議室 志村 正樹
15.02.12 弁理士による特許無料相談会 甲府商工会議所5階会議室 志村 正樹
15.02.25 弁理士による特許無料相談会 甲府商工会議所5階会議室 浅川 哲
15.03.10 弁理士による特許無料相談会 富士吉田商工会議所2階会議室 浅川 哲
15.03.11 弁理士による特許無料相談会 北杜市商工会1階会議室 志村 正樹
15.03.11 弁理士による特許無料相談会 甲府商工会議所5階会議室 土橋 博司
15.03.25 弁理士による特許無料相談会 甲府商工会議所5階会議室 小林 哲男

東海支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名

愛知 月～金
（13:00～16:00） 常設特許無料相談室 日本弁理士会東海支部 支部所属弁理士

近畿支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名

14.09.03 産業財産権相談会 一般社団法人京都発明協会 河野 修
14.09.10 産業財産権相談会 一般社団法人京都発明協会 上村 喜永
14.09.18 産業財産権相談会 京北町商工会 西村 竜平
14.09.24 産業財産権相談会 一般社団法人京都発明協会 大西 雅直
14.10.16 産業財産権相談会 綾部商工会議所 宮澤 岳志
14.11.13 産業財産権相談会 舞鶴商工会議所 市岡 牧子
14.12.11 産業財産権相談会 福知山商工会議所 大坪　隆司
15.01.15 産業財産権相談会 京都産業２１　けいはんな支所 佐野 禎哉
15.02.05 産業財産権相談会 綾部商工会議所 久留 徹
15.02.26 産業財産権相談会 宇治市産業振興センター 大坪　隆司

毎週木曜日
（13:00～16:30） 知財総合支援窓口 一般社団法人京都発明協会

森脇 正志
奥村 公敏
清水 尚人
山本 真一

毎週火曜日
（10:00～12:00） 無料相談 オフィスワン四条烏丸ビル　会議室

龍竹 史朗
田甫 佐雅博
藤田 剛史
奥村 一正
本庄 武男
小林 良平
廣瀬　峰太郎
大坪　隆司
福本 将彦
中村 泰弘
佐野 禎哉
大西 雅直

埼玉

千葉

山梨

京都

支援活動予定表　相談
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14.09.08 無料相談 豊中商工会議所 大島 一宏

毎週1回
（13:00～16:00） 知財総合支援窓口 一般社団法人大阪発明協会

井内 龍二
盛田 昌宏
北原 宏修
福島 三雄

月～金
(10:00～12:00、
14:00～16:00)

常設特許無料相談室
（要予約・個人面談方式） 日本弁理士会近畿支部 支部所属弁理士

14.10.14 無料相談 豊中商工会議所 大島 一宏
14.11.10 無料相談 豊中商工会議所 大島 一宏
14.12.08 無料相談 豊中商工会議所 大島 一宏
15.01.13 無料相談 豊中商工会議所 大島 一宏
15.02.09 無料相談 豊中商工会議所 大島 一宏
15.03.09 無料相談 豊中商工会議所 大島 一宏

和歌山 毎週水曜日
（13:30～16:30） 知財総合支援窓口 一般社団法人和歌山県発明協会

齋藤 　進
辻　 忠行
阿野 清孝
岡田 充浩

奈良 毎週木曜日
（13:00～16:00） 知財総合支援窓口 一般社団法人奈良県発明協会

西本 泰造
小野 敦史
戸田 俊材
足立　 彰

兵庫 毎週木曜日
（13:00～16:00） 知財総合支援窓口 一般社団法人兵庫県発明協会

小根田一郎
是枝 洋介
鴨 みどり
沖本 周子

滋賀 毎週金曜日
（13:30～16:30） 知財総合支援窓口 一般社団法人滋賀県発明協会

岸本 忠昭
楠本 高義
森 　厚夫
大島 一宏

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

9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 支部所属弁理士

10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 支部所属弁理士

11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 支部所属弁理士

12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 支部所属弁理士

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

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

14.09.01 知財総合支援窓口 香川県発明協会 中井博
14.09.22 知財総合支援窓口 香川県発明協会 岡本茂樹
14.09.29 知財総合支援窓口 香川県発明協会 中井博
14.09.18 知的財産相談会 香川県発明協会 山内康伸

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

14.09.03 知財総合支援窓口 愛媛県発明協会 相原正
14.09.10 知財総合支援窓口 愛媛県発明協会 眞田恵子
14.09.17 知財総合支援窓口 愛媛県発明協会 田中幹人
14.09.24 知財総合支援窓口 愛媛県発明協会 壬生優子

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

14.09.05 知財総合支援窓口 徳島県発明協会 木谷弘行
14.09.19 知財総合支援窓口 徳島県発明協会 豊栖康司

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

大阪

広島

香川

愛媛

徳島

支援活動予定表　相談
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講　演

開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

14.10.09 共同研究から共同出願に至る契約に関する基
礎知識（仮題） 宮城県庁みやぎ広報室 木下 忠

14.11.20 侵害対応に関する基礎知識（仮題） 未定 岩崎 孝治

未定 新しいタイプの商標の戦略的活用セミナー
（仮題） 宮城県庁みやぎ広報室 岩崎 良子

高知 14.09.11
14.09.12 発明抽出スキルアップ研修 高知県工業技術センター 松下 正

関東支部
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 14.12.22 知的財産特別授業 東京都立工芸高等学校
高原 千鶴子
松本 直子
尾関 眞里子

千葉 14.11.22 世界一行きたい科学広場 in 浦安2014 浦安市運動公園総合体育館

日向 麻里
稲穂 健市
小川 潔
美川 公司
松本 直子

栃木 14.11.05 将来の就職を見据えた知的財産法全般
（県内特有の題材があれば活用が望ましい） 佐野日本大学中等教育学校 上吉原 宏

山部 梨菜

山梨 14.10.29 知的財産特別授業 山梨県立韮崎高等学校 志村 正樹

神奈川 14.09.19 知的財産特別授業 神奈川県横浜市立峯小学校
美川 公司
貝塚 亮平
金森 靖宏

東海支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

14.09.06
休日パテントセミナー２０１４in豊橋「特許
を活用しましょう！～特許を取得する目的と
その活用方法～」

豊橋商工会議所 丸山　明夫

14.09.20
休日パテントセミナー２０１４in豊橋「知的
財産契約の基礎知識～秘密保持、共同出願、
ライセンス～」

豊橋商工会議所 山田　稔

14.10.03
弁理士による週末パテントセミナーin静岡
（静岡会場）「知的資産経営とは～知的資産
の定義と活用について～」

ペガサート 森　俊晴

14.10.17
弁理士による週末パテントセミナーin静岡
（静岡会場）「インターネットを巡る法的問
題～営業秘密管理、著作権を中心に～」

ペガサート 宮田　逸江

14.10.31
弁理士による週末パテントセミナーin静岡
（浜松会場）「知的資産経営とは～知的資産
の定義と活用について～」

アクトシティ浜松研修交流センター 森　俊晴

14.11.07
弁理士による週末パテントセミナーin静岡
（静岡会場）「特許の実務と特許検索の実例
～切り餅事件を題材に～」

ペガサート 長谷川　和家

14.11.21
弁理士による週末パテントセミナーin静岡
（浜松会場）「インターネットを巡る法的問
題～営業秘密管理、著作権を中心に～」

アクトシティ浜松研修交流センター 宮田　逸江

14.11.28
弁理士による週末パテントセミナーin静岡
（浜松会場）「特許の実務と特許検索の実例
～切り餅事件を題材に～」

アクトシティ浜松研修交流センター 長谷川　和家

知的財産支援センター 第3事業部

宮城

愛知

静岡

支援活動予定表　講演
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近畿支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

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

14.11.11 知的財産特別授業 向日市立第６向陽小学校 松永 英幸
14.12.19 知的財産特別授業 舞鶴市立明倫小学校 大野義也
14.10.07 知的財産特別授業 東海大学付属仰星高等学校中等部 未定
14.10.23 知的財産特別授業 太子町立磯長小学校 未定
15.01.13 知的財産特別授業 堺市立東百舌鳥小学校 未定
15.02.28 知的財産特別授業 東大阪市少年少女発明クラブ 未定

15.03.14 知的財産特別授業 島本町立図書館 赤岡 和夫
後 利彦

未定 知的財産特別授業 大阪市立四貫島小学校 未定
兵庫 14.11.14 知的財産特別授業 養父市立建屋小学校 柳瀬 智之

九州支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

14.09.04 平成26年度知的財産実務者育成セミナー 福岡県中小企業振興センター 山口浩一
14.09.18 平成26年度知的財産実務者育成セミナー 福岡県中小企業振興センター 山口浩一
14.10.02 平成26年度知的財産実務者育成セミナー 福岡県中小企業振興センター 丹生哲治
14.10.16 平成26年度知的財産実務者育成セミナー 福岡県中小企業振興センター 溝口督生
14.10.30 平成26年度知的財産実務者育成セミナー 福岡県中小企業振興センター 溝口督生
14.11.13 平成26年度知的財産実務者育成セミナー 福岡県中小企業振興センター 久保山隆
14.11.27 平成26年度知的財産実務者育成セミナー 福岡県中小企業振興センター 大坪勤

京都

大阪

福岡

その他
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 講師（弁理士、他）

14.10.21 第78回新潟県発明工夫展・第63回新潟県模
型展審査会 その他 新潟県立自然科学館 松浦　康次

14.10.25 第78回新潟県発明工夫展・第63回新潟県模
型展表彰式 その他 新潟県立自然科学館 黒田　勇治

14.10.17 第52回富山県発明くふう展審査会 その他 富山市民プラザ 小林　陽一
14.11.19 第52回富山県発明くふう展表彰式 その他 富山商工会議所 小林　陽一

14.10.15 第50回石川県発明くふう展審査会 その他 石川県地場産業振興センター本館
木森　有平
宮本　一浩
松田　光代

14.10.25 第50回石川県発明くふう展表彰式 その他 石川県地場産業振興センター新館 海野　徹
14.09.25 第27回福井県発明くふう展審査会 その他 福井県立こども歴史文化館 増田　恵美
14.10.16 第27回福井県発明くふう展表彰式 その他 福井県産業会館 増田　恵美

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 講師（弁理士、他）

愛知 14.11.21 中部地方発明表彰表彰式 その他 岐阜グランドホテル 橋本　清

近畿支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 開催形式 会　場 講師（弁理士、他）

京都 14.10.19 第38回京都府内小・中・高校創造性コン
クール　表彰式 その他 京都リサーチパーク 未定

未定 第34回優秀発明賞　表彰式 その他 未定 稲岡　耕作

14.10.07 第44回大阪府生徒児童発明くふう展
審査会 その他 ＡＴＣエイジレスセンター 未定

14.11.03 第44回大阪府生徒児童発明くふう展
表彰式 その他 ＡＴＣエイジレスセンター 稲岡　耕作

14.10.28 第47回私たちのくふう展　審査会 その他 フォルテワジマ 未定
14.11.01 第47回私たちのくふう展　表彰式 その他 フォルテワジマ 未定

14.10.16 第71回 奈良県児童・生徒発明くふう展
審査会 その他 奈良県産業振興総合センター 未定

14.11.19 第71回 奈良県児童・生徒発明くふう展
表紙式 その他 奈良県産業振興総合センター 未定

14.10.23 平成26年度兵庫県学生児童発明くふう展
審査会 その他 バンドー神戸青少年科学館 未定

14.11.03 平成26年度兵庫県学生児童発明くふう展
表彰式 その他 バンドー神戸青少年科学館 未定

新潟

富山

石川

福井

大阪

和歌山

奈良

兵庫

支援活動予定表　講演　その他
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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
毎週火・金曜日 常設特許無料相談会 日本弁理士会北海道支部 支部所属弁理士

毎月3回 特許アドバイザー
（要予約・個人面談方式） 中小企業基盤整備機構

中村直樹
佐川慎悟
熊野彩

東北支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名

宮城 毎週火曜日
（13:00～16:00） 常設特許無料相談室 日本弁理士会東北支部 支部所属弁理士

14.08.07 秋田県発明協会との共催による無料相談会 能代商工会議所 齋藤　昭彦
14.08.28 秋田県発明協会との共催による無料相談会 横手商工会議所 齋藤　博子

岩手 14.08.20 岩手県発明協会との共催による無料相談会 （公財）岩手県南技術研究センター 村雨　圭介
青森 14.08.25 青森県庁内無料相談会 青森県庁 鈴木　壯兵衛

北陸支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名
石川 14.08.26 常設特許無料相談室 日本弁理士会北陸支部 支部所属弁理士

関東支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名

月～金
（10:00～12:00、
14:00～16:00）

常設特許無料相談室 弁理士会館１階 相談室 支部所属弁理士

14.08.07 特許に関する相談 東京商工会議所 中小企業相談センター 尾関眞里子
14.08.21 特許に関する相談 東京商工会議所 中小企業相談センター 丹羽匡孝
14.08.19 多摩地域　無料知的財産相談 たましん事業支援センター 田辺良徳
14.08.30 府中市事業と暮らしの相談会 府中グリーンプラザ 未定

埼玉 14.08.14 士業専門家による無料相談会 創業・ベンチャー支援センター埼玉 原田 忠則
千葉 14.08.14 弁理士による特許無料相談会 東葛テクノプラザ1階相談室 阪田 俊彦

14.08.12 弁理士による特許無料相談会 富士吉田商工会議所2階会議室 土橋 博司
14.08.13 弁理士による特許無料相談会 北杜市商工会1階会議室 志村 正樹
14.08.13 弁理士による特許無料相談会 甲府商工会議所5階会議室 志村 正樹
14.08.27 弁理士による特許無料相談会 甲府商工会議所5階会議室 浅川 哲

東海支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名

愛知 月～金
（13:00～16:00） 常設特許無料相談室 日本弁理士会東海支部 支部所属弁理士

近畿支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 担当弁理士名

滋賀 毎週金曜日
（13:30～16:30） 知財総合支援窓口 一般社団法人滋賀県発明協会

岸本 忠昭
楠本 高義
森 　厚夫
大島 一宏

14.08.06 産業財産権相談会 一般社団法人京都発明協会 佐野 禎哉
14.08.13 産業財産権相談会 一般社団法人京都発明協会 齊藤 真大
14.08.21 産業財産権相談会 京都産業２１　けいはんな支所 大西 雅直
14.08.27 産業財産権相談会 一般社団法人京都発明協会 久留 徹

毎週木曜日
（13:00～16:30） 知財総合支援窓口 一般社団法人京都発明協会

森脇 正志
奥村 公敏
清水 尚人
山本 真一

毎週1回
（13:00～16:00） 知財総合支援窓口 一般社団法人大阪発明協会

井内 龍二
盛田 昌宏
北原 宏修
福島 三雄

月～金
（10:00～12:00、
14:00～16:00)

常設特許無料相談室
（要予約・個人面談方式） 日本弁理士会近畿支部 支部所属弁理士

北海道支部

北海道

秋田

東京

山梨

京都

大阪

毎週火曜日
（10:00～12:00） 無料相談 オフィスワン四条烏丸ビル　会議室

大西 雅直
中村 泰弘
市岡 牧子
河原 哲郎

支援活動一覧表８月分3
支援活動一覧表　相談

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」の詳細は、最終頁をご参照ください。
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大阪 14.08.11 無料相談 豊中商工会議所 大島 一宏

和歌山 毎週水曜日
（13:30～16:30） 知財総合支援窓口 一般社団法人和歌山県発明協会

齋藤 　進
辻　 忠行
阿野 清孝
岡田 充浩

奈良 毎週木曜日
（13:00～16:00） 知財総合支援窓口 一般社団法人奈良県発明協会

西本 泰造
小野 敦史
戸田 俊材
足立　 彰

兵庫 毎週木曜日
（13:00～16:00） 知財総合支援窓口 一般社団法人兵庫県発明協会

小根田一郎
是枝 洋介
鴨 みどり
沖本 周子

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

14.08.05 知財総合支援窓口 岡山県発明協会 笠原英俊
14.08.12 知財総合支援窓口 岡山県発明協会 伊藤俊一郎
14.08.14 無料相談会 岡山県発明協会 森廣三郎
14.08.16 知財総合支援窓口 岡山県発明協会 笠原英俊
14.08.19 無料相談会 児島商工会議所 森廣三郎

14.08.21 知財総合支援窓口 岡山県発明協会 加瀬野忠吉
（弁護士）

14.08.26 知財総合支援窓口 岡山県発明協会 森寿夫
14.08.05 知財総合支援窓口 島根県発明協会 田辺　義博
14.08.07 知財総合支援窓口 松江商工会議所 河野　生吾
14.08.08 知財総合支援窓口 島根県発明協会 河野　生吾
14.08.18 知財総合支援窓口 出雲商工会議所 永田　貴久
14.08.19 知財総合支援窓口 浜田商工会議所 永田　貴久
14.08.19 知財総合支援窓口 島根県発明協会 田辺　義博
14.08.22 知財総合支援窓口 島根県発明協会 河野　誠
14.08.26 知財総合支援窓口 島根県発明協会 田辺　義博
 14.08.06
  (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

 14.08.20
 (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

14.08.27
 (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

8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 支部所属弁理士

14.08.01 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 大石　憲一
14.08.08 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 専徳院　博
14.08.15 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 田中　咲江
14.08.22 知財総合支援窓口 一般社団法人広島県発明協会 田村　善光

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

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

14.08.04 知財総合支援窓口 香川県発明協会 岡本茂樹
14.08.11 知財総合支援窓口 香川県発明協会 中井博
14.08.25 知財総合支援窓口 香川県発明協会 岡本茂樹

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

14.08.06 知財総合支援窓口 愛媛県発明協会 相原正
14.08.13 知財総合支援窓口 愛媛県発明協会 眞田恵子
14.08.20 知財総合支援窓口 愛媛県発明協会 田中幹人
14.08.27 知財総合支援窓口 愛媛県発明協会 壬生優子

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

14.08.08 知財総合支援窓口 徳島県発明協会 木谷弘行
14.08.22 知財総合支援窓口 徳島県発明協会 豊栖康司

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

岡山

愛媛

徳島

島根

山口

広島

香川

支援活動一覧表　相談
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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 14.08.21 海外からの偽ブランド流入を防ぐ
～模倣品の発生から対策まで～ 石川県地場産業振興センター新館 田中 聡

愛媛 14.08.08 知的財産セミナー 愛媛県総合科学博物館 相原 正

開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

14.08.12 知的財産権講習会 札幌弁護士会館5階 一入章夫
富田尊彦

14.08.13 知的財産権講習会 札幌弁護士会館6階 一入章夫
富田尊彦

東海支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

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

14.08.05
愛知県総合教育センターにおける教職員向け
知財講義「商品開発と知的財産権、種苗法に
おける育成者権と知的財産権、」

愛知県総合教育センター 太田　直矢

14.08.23
休日パテントセミナー２０１４in豊橋「知っ
ていますか？知的財産権～知的財産権の基礎
（特許中心）～」

豊橋商工会議所 本多　正生

近畿支部
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 14.08.06 知的財産特別授業 滋賀県工業技術総合センター別館 岸本 忠昭

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

大阪市教育委員会 辻村 和彦

14.08.23 青少年のための科学の祭典 大阪大会 梅田ハービスHALL
立川 伸子
中塚 雅也
小林 義周

14.08.24 青少年のための科学の祭典 大阪大会 梅田ハービスHALL
光明寺 大道
山田 淳一
永井 秀男

四国支部
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 14.08.08 愛媛県との協定に基づくセミナー「知的財産
セミナー」 愛媛県総合科学博物館 相原正

14.08.26 集中講義「知的財産の基礎と活用・知的財産論」 徳島大学 山内康伸
14.08.27 集中講義「知的財産の基礎と活用・知的財産論」 徳島大学 安藤直代
14.08.27 集中講義「知的財産の基礎と活用・知的財産論」 徳島大学 阿出川豊
14.08.29 集中講義「知的財産の基礎と活用・知的財産論」 徳島大学 壬生優子

九州支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

14.08.19 平成26年度知的財産経営者育成セミナー 久留米ビジネスプラザ 羽立幸司
14.08.21 平成26年度知的財産経営者育成セミナー 福岡銀行北九州本店研修室 加藤久
14.08.28 平成26年度知的財産実務者育成セミナー 福岡県中小企業振興センター 大坪勤

大阪

徳島

福岡

知的財産支援センター 第3事業部

北海道支部

北海道

愛知

講　演

その他
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 講師（弁理士、他）

14.08.02 サイエンスショーにおける「自然科学体験」 その他 なごやサイエンスひろば
知的財産権制度
推進委員会
正副支部長

14.08.25 中部地方発明表彰選考委員会 その他 じゅうろくプラザ 三浦　高広

近畿支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 開催形式 会　場 講師（弁理士、他）

滋賀 14.08.04 近江八幡市教育委員会
学校支援メニューフェア その他 近江八幡市立金田小学校 立川 伸子

柳瀬 智之

四国支部
開催県 日　付 イベント・セミナー名等 開催形式 会　場 講師（弁理士、他）

高知 14.08.23 高知県中小企業診断協会法定研修「中小企業
の知財戦略支援」 その他 高知市サンピアセリーズ 中越貴宣

愛知

支援活動一覧表　講演　その他
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東海支部
休日パテントセミナー 2014 in 豊橋のご案内
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東海支部
週末パテントセミナー 2014 in 静岡
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お問い合わせは、日本弁理士会　第３事業部　広報・支援室まで
　　　　　　　　　電 話　（０３）３５１９−２７０９
　　　　　　　　　FAX　（０３）３５１９−２７０６
　　　　　　　　　H  P　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/




