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１．１１月までの支援活動　

知的財産支援センター
・宮城県知的財産セミナー「共同研究から出願までの産学連携基礎知識セミナー
　～よりよい共同研究を推し進めるために～」
 知的財産支援センター第 3 事業部 大久保秀人 9

東北大学の共同研究、共同出願等について解説した。

北陸支部
・知的財産セミナーｉｎ福井
 北陸支部　副支部長 増田　恵美 10

ご当地キャラクター、マスコットキャラクターの保護について講演した。

東海支部
・知的財産特別授業　愛知県立知立高等学校
 東海支部教育機関支援機構 神野　健太 11

知財の基本的な講義及びパテントコンテスト応募作品の講評を行った。

・知的財産特別授業　愛知県立岡崎工業高等学校
 東海支部教育機関支援機構 古田　広人 12

機械デザイン科の３年生３７名を対象に知的財産授業を行った。

・第２回休日パテントセミナー２０１４in 名古屋
 東海支部知的財産権制度推進委員会 久保　壮央
  和田　直斗 

13

特許権を取得した際の効果及び特許出願の手続き等について講演した。

・第３回休日パテントセミナー２０１４in 名古屋
 東海支部知的財産権制度推進委員会 木崎　誠司
  岡田伸一郎 

14

活きた特許権を獲得するためにすべきことなどを解説した。

近畿支部
・平成 26 年度知的財産権に関するセミナー in MOBIO-Café（第 1 回）
 知財普及・支援委員会　第 1 事業部　委員 田中　　聡 15

模倣による被害や対策について講演した。
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・知的財産特別授業　一般社団法人滋賀県発明協会「子ども発明教室」
 近畿支部知財授業担当 岸本　忠昭 16

小学４～６年生を対象に発明工作授業を行った。 

・知的財産特別授業　青少年のための科学の祭典大阪大会
 近畿支部知財授業担当 山田　淳一 17

電子紙芝居及び発明工作授業を行った。

２．支援活動予定表（12 月から）       
　　 相　談           18

　　 講　演           20

　　 その他           22

３．支援活動一覧表 11 月分        
　　 相　談           23

　　 講　演           24

　　 その他           27

表紙写真　
　UNITT Annual Conference 2014
　平成 26 年 9 月 5 日 -9 月 6 日 関西学院大学西宮上ヶ原キャンパスにて

知的財産支援活動だよりは Web でも閲覧できます。
　　　　　日本弁理士会ホームページ（http://www.jpaa.or.jp/）
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UNITT Annual Conference 2014

知的財産支援センター　副センター長　吉竹　英俊
第２事業部　部員　三宅　康雅

　平成２６年９月５日（金）と６日（土）の２日間にわたり、兵庫県の関西学院大学西宮上ヶ
原キャンパスにおいて、一般社団法人大学技術移転協議会（ＵＮＩＴＴ）主催の「ＵＮＩＴ
Ｔ　アニュアル・カンファレンス　２０１４」が開催されました。このＵＮＩＴＴ アニュアル・
カンファレンスでは、大学・ＴＬＯ や公的研究機関の技術移転における諸課題について講師
と会場が一体となって討議をします。これまでも、全国の産学連携関係者が集まって、お互
いにスキルアップを図り、情報交換し、ネットワーク作りの場を形成してきました。今年は、
日本弁理士会から４１名の会員が参加し、全体として４３０名の出席者が２０のセッション
に参加する盛況なセミナーとなりました。

　以下、「ＵＮＩＴＴ　アニュアル・カンファレンス　２０１４」で設けられた各セッション
のタイトルと概要を紹介します。

（１日目）
【全体セッション】何のための産学連携

　Ａ１ バイオ分野の技術移転−企業は大学技術の何をいつ求めるか？・・ 優れた論文成果
であっても必ずしも技術移転にはつながらない。企業が求める大学のバイオ技術・知見、
および時期について、ニーズベースで議論を深める。
　Ｂ１ 研究推進組織における先進的な取組事例・・国際連携強化、産学連携活性化など大学
が掲げる目標を達成するために、研究推進組織が実行する先進的な取組み事例を紹介します。
事例を基に会場と議論し、類似ケースの参考になる知識や情報の共有化を目指します。
　Ｃ１ 文系出身こそできる産学連携・技術移転・・産学連携・技術移転業界は、理系出身
者が多くを占めるなか、文系出身者でも高いパフォーマンスを発揮する人材は少なからず
存在しています。本セッションでは、常に高いパフォーマンスを発揮する文系出身の産学
連携・技術移転実務者をお招きし、どのような考え方や行動特性で高い成果を生み出して
いるのか、その真実に迫ります。文系出身者だけでなく、全ての産学連携・技術移転実務
者に必見のセッションです。
　Ｄ１ 基礎講座 知的財産（日本弁理士会協賛セッション）・・大学の産学連携本部やＴＬＯ
において、知的財産を取り扱う業務に携わる方々にとって、必須な知的財産の基礎知識を学
ぶセッションです。
　Ｅ１ 平成２６年特許法等の改正について（日本弁理士会協賛セッション）・・本年、特許法、
意匠法、商標法等について広範な改正がなされた。本セッションでは、実務に与える影響
も考慮しつつ、改正の要点について紹介させていただく。
　Ａ２ 産学連携のキーパーソン（お客さん）勢ぞろい・・オープンイノベーションを実践
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してきたキーパーソンから①産学連携事例と、②「うちの企業はこういう技術やサービス
が欲しい！」といった企業側“ニーズ“をご紹介します。
　Ｂ２ 技術移転のプロフェッショナルとは？求められるもの、目指すもの・・技術移転の
プロとして、どう学び、成長すべきか。またプロをどう育て、活かしていけばよいのか。
悩みも決意も、熱く自由に語れる場にします！
　Ｃ２ 国プロとバイ・ドール・・国プロの成果の事業化推進のため、再委託先にはバイ・ドー
ルが適用されない場合がある。バイ・ドールの目的である研究の活性化、事業における成
果の活用の両面から、国プロとバイ・ドールの関係を考える。
　Ｄ２ 基礎講座 共同研究・・今年で７年目になる“基礎”講座です。共同研究契約につ
いて分かりやすく説明します。産学連携関係の経験が浅い方向けの講座です。
　Ｅ２ アカデミアの成果を生かすオープンイノベーションの取り組み紹介・・大学等の研
究成果を活かすために国内外の製薬企業そして公的機関から外部アライアンス担当者がそ
れぞれの取り組みをご紹介させていただきます。

（２日目）
　Ａ３ 科学技術の商業化を促進するＰＢＬ・・・科学技術の商業化とそれを担う人材育成
を同時に行うＰＢＬ について、先進的な取組み事例を紹介するとともに、効果的なプログ
ラム企画運営のポイントを明らかにする。
　Ｂ３ 英文契約＆海外ライセンス・・本セッションでは、国内アカデミックから海外への
ライセンス上で必須となる英文ライセンス契約について、英文契約の典型条項とその背景
及び海外ライセンス特有の留意点について解説します。
　Ｃ３ 大学間で協調した技術移転は進むのか・・大学ごとの技術移転は着実に成果を上げ
ているが更なる飛躍のため個別の大学の枠を超えて、複数大学で連携する、或いは、複数
大学の知的財産を纏めて技術移転する取組が始まっている。先進的な取組を紹介頂き、今
後の方向を探る。
　Ｄ３ 基礎講座 大学発ベンチャー支援・・昨年から起業環境が好転してきているが、大
半の大学はベンチャー支援体制が未整備である。本セッションでは、これからベンチャー
支援に取組む産学連携実務者を対象に、考え方や実務について議論する。
　Ｅ３ 基礎講座 リサーチ・アドミニストレーション・・Ｈ２５ 年度に完成したＵＲＡ ス
キル標準、教育研修プログラムを参考に、リサーチ・アドミニストレーション機能を概観し、
各参加者の現在の業務を通じ、最終的に大学のどのような役割を期待されているか、を理
解することを目指す。
　Ａ４ ケース・メソッドによるマネジメント・トレーニング・・ビジネス・スクールで多
用されるケース・メソッド法を活用し、ケース（実例）を用いた多角的なディスカッショ
ンを体験するとともに、ケース作成のポイントについて学ぶ。
　Ｂ４ 大学・公的研究機関におけるシーズ育成とＧａｐ ファンドの活用～リスクが大
きく時間もかかるがポテンシャルの高い科学技術をいかにして技術移転・事業化に導く
か？・・欧米では、研究と事業を結びつけるＧＡＰ ファンドが数多く設立され、活用され
ている。本セッションでは、大学・公的研究機関・ベンチャーキャピタルのキーパーソン
を招き、効果的なシーズ育成とＧＡＰ ファンドの活用法について議論する。
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　Ｃ４ 大学における利益相反（ＣＯＩ）に係るリスクマネジメント・・大学教職員および
臨床研究におけるＣＯＩ マネジメントの先進的な取り組み，社会的および法的観点からＣ
ＯＩ マネジメントのリスク等について紹介し，今後のマネジメントシステムの改善に繋が
る課題や対策について議論を行う。
　Ｄ４ 基礎講座 ライセンス・・本セッションでは、これから技術移転を始める方や基礎
をもう一度おさらいしたい方などを対象にしております。通常の業務だけでなく、ライセ
ンス活動を始める際の心がけや仕事のモチベーションをどこに置くかなど、各スピーカー
の実務紹介を通じて議論を深めます。

　日本弁理士会は、２つの協賛セッションを提供しました。以下にその内容を詳しく紹介し
ます。

＜協賛セッション１＞

　協賛セッション１では、基礎講座（知的財産）と題して、産学連携の現場において役立つ
主に特許の基礎知識について解説が行われました。モデレータ：上條由紀子会員（金沢工業
大学大学院知的創造システム専攻准教授）、スピーカー：久保浩三会員（奈良先端科学技術大
学院大学産官学連携本部副本部長）、今智司会員、藤掛宗則会員の４名で、パネルディスカッ
ションの形で講演及び質疑応答がなされました。
　まず最初に、上條由紀子会員が、産学連携と知的財産の全体像について概略的に話されま
した。すなわち、大学で生まれた知的財産の創造・保護・活用にはサイクルがあり、このサ
イクルを有効に活用することにより、大学の研究者が生み出した知的財産が将来の大きな事
業の種となる可能性があるということについて説明されました。その中で、次の６つの点に
ついて、すなわち、無形資産・知的資産・知的財産・知的財産権の概念の階層について、身
近にある知的財産権の具体的一例や知的財産権の種類について、大学の知財業務としての発
明の完成から出願までの流れについて、同じく出願から権利取得までの流れについて、大学
で生まれた知的財産権の活用について、および知的財産マネジメントの必要性について論及
されました。
　次に、久保浩三会員が、産学官連携と知的財産というテーマを俯瞰するとき、知的財産をどの
ような位置づけで考えればよいのかということについて話されました。具体的には、大学研究成
果の技術移転や大学発ベンチャー創出を有効に行うためには、ビジネスの独占化や投資の誘因の
ための知的財産権化が必須であり、それによって新産業創出・雇用創出を通じて社会発展に寄与
できると論じられれました。知的財産権化のためには、発明がどのような要素から成り立ってい
るのかを的確に把握すること、それに基づく
特許調査を的確に行うこと、また市場性を
的確に評価することが必要であると説明さ
れました。また、技術移転人財育成のため
のＯＪＴプログラムや、現在のＴＬＯ等の出
願状況の概略についても言及されました。
　次に、今智司会員が、出願から特許権成
立までの留意点について話されました。具
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体的には、特許出願から権利取得までの流れを、出願書類および出願の種類、方式審査から審査
請求、実体審査、意見書・補正書の留意点、特許査定・拒絶査定の項目に分けて説明されました。
また、学会発表などのためによく利用される新規性喪失の例外について、必ずしも新規性喪失の
例外は万能ではないということについて説明されました。さらに、外国出願については、パリルー
ト・ＰＣＴルートについて、共同研究については権利の共有について、それぞれ説明されました。
　最後に、藤掛宗則会員が、大学の知財業務における発明の完成から出願までを、異なった
切り口で話されました。まず、発明の特定について、発明とは何かということを特許法の定
義に基づいて説明されました。次に、発明者の特定について、大学の研究現場で誰が発明者
になれるのかということを、詳しく説明されました。これに関連して、共同研究で留意すべ
き点についても言及されました。そして、特許を受ける権利は移転できるということと、当
該権利に基づく出願が特許されるためには、様々な特許要件をクリアしなければならないこ
とについても説明されました。
　その後のパネルディスカッション及び質疑応答では、講師会員が日ごろの実務で経験し感
じている生の事例を交えて意見交換がなされ、参加者にとっては非常に興味深い話も聞くこ
とができるよい機会だったと思います。膨大なテーマを２時間に圧縮した駆け足のセッショ
ンではありましたが、必要な全体像をうまく浮かび上がらせたよいセッッションでした。

＜協賛セッション２＞

　協賛セッション２では、松井宏記会員（意匠委員会）、平田晴洋会員（特許委員会）、及び
松本康伸会員（商標委員会）の３名によって、概ね３０分ずつ、意匠法、特許法、及び商標
法の改正について解説された後、パネルディスカッションの形を取りながら、補足説明や質
疑応答がなされました。
　意匠法の改正については、まず、主要な改正の背景となるハーグ協定について解説された後、
日本での取扱いに関する意匠法の改正内容が条文に沿って解説されました。ハーグ協定につ
いては、国際事務局段階、国際公表、国際登録保護期間、国際意匠公報、指定国による実体
審査、及び拒絶通報の取扱いなどについて詳しく説明されました。また、国際意匠公報の実
例や、欧州での意匠登録の対象の例なども紹介されました。併せて、欧州では意匠登録の対
象が広いので、幅広い意匠権の取得が容易になるというアドバイスもなされました。さらに、
日本での取扱いについては、審査主義国であることに関連して想定されるデメリットや注意
点なども説明されました。
　特許法の改正については、救済措置の拡充と特許異議申立て制度について解説されました。
救済措置については、国際的な法制度に倣って、制度ユーザにやむを得ない事由（災害等）
が生じた場合に、各種手続期間の延長を可能とする規定を網羅的に整備するという趣旨が説
明されるとともに、具体的な救済措置の拡充内容について説明されました。併せて、不責自
由や、正当な理由などといった用語の意味も丁寧に説明されました。特許異議申し立てにつ
いては、制度創設の背景や手続の流れが具体的に説明されるとともに、異議申し立てと無効
審判との違いが対比されて説明され、以前の異議申立て制度に馴染みのない関係者などにも
解りやすい解説だったと思います。
　商標法の改正については、まず、保護対象の拡充について、その趣旨が説明されるととも
に、新しいタイプの商標の例として、音の商標、輪郭のない色彩の商標、動きの商標、ホロ
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グラムの商標、位置の商標などが、それぞれ具体例を挙げて説明されました。また、留意事
項に関して、本来的な識別力の有無に係わる自他商品・役務識別力に関する規定（第３条ほ
か）、出願審査や、権利範囲に係わる商標の同一・類似性に関する規定（第４条ほか）、商標
の特定の仕方に係わる出願方法に関する規定（第５条ほか）の説明もなされました。併せて、
平成２７年３月には、特許電子図書館（ＩＰＤＬ）が刷新され、「色彩」や「音」等の新しい
タイプの商標にも対応した「特許情報プラットフォーム」サービスが提供される予定である
ことなども紹介されました。さらに、その他の改正点である、地域団体商標の登録主体の拡充、
国際機関の標章と同一・類似の商標の適切な保護、商標的使用についての明文化などについ
ても説明されました。
　パネルディスカッション及び質疑応答では、意匠法改正に関して、特許についての国際出
願との対比が採り上げられ、移行手続は必要ないことや、拒絶査定になる場合でも出願意匠
は公開されることになるので注意が必要であることなども補足説明されました。特許法改正
に関しては、特許異議の申し立てと無効審判との使い分けについて質問され、両制度の違い
から想定される使い分けの例が説明されました。商標法改正に関しては、経過措置や、動き
の商標における動き全体と各動作姿態との関係、登録対象となる音の長さの制約の有無、メ
ロディーと、そのメロディーを一部に含む一連の音との関係などについて質問され、今回の
法改正では経過措置はないことや、新しいタイプの商標でも、基本的には、文字商標の要部
認定などに準じて考えることができるであろうことなどが説明されました。
　以上のように、今回の法改正について、詳しい内容を含みながらも、改正の背景や具体例
などを含み、幅広い参加者に解りやすい解説がなされたセッションだったと思います。
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11 月までの支援活動１

１．日　　時：平成２６年１０月９日（木）　１３：３０～１６：３０
２．主 催 者：宮城県
３．場　　所：宮城県庁みやぎ広報室
４．セミナー講師：木下 忠 会員
５．対　　象：一般
６．参加人数：２１名

７．内　　容：
　大学の産学連携活動の意義や概況を説明され、東北大学の特許出願状況、民間企業と
の共同出願に対する方針、問題点、および、知的財産に関する契約について詳細に解説
されました。

知的財産支援センター第 3 事業部　大久保　秀人

宮城県知的財産セミナー「共同研究から出願までの産学連携基礎知識セミナー
～よりよい共同研究を推し進めるために～」

セミナーの様子
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１．日　　時：平成２６年１０月２２日（水）　１５：００～１９：００
２．主　　催：日本弁理士会北陸支部
３．場　　所：ホテルフジタ福井
４．テ ー マ：「失敗事例から学ぶキャラクターの法的保護」
５．講　　師：田中 聡 会員
６．出 席 者：（１）講演会：参加者　合計　２８名（一般１５名、弁理士１３名）
　　　　　　　（２）交流会：参加者　合計　１７名（一般　４名、弁理士１３名）

７．内　　容：
　ご当地キャラクター、マスコットキャラクターの保護につき、裁判例を交えながら具体的に
説明され、大変参考になる講演となりました。また、会場からは多数の質問をいただき、充実
したセミナーとなりました。

北陸支部　副支部長　増田　恵美

知的財産セミナーｉｎ 福井

講演会・交流会の様子
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１．日　　時：平成２６年９月１０日（水）　９：５０～１２：４０
２．場　　所：愛知県立知立高等学校
３．実 施 者：主催・運営／愛知県立知立高等学校
４．内　　容：意匠法を中心とした知的財産権の概要についての講義とデザイン
　　　　　　　パテントコンテストに向けて生徒さんが作成した作品の講評
５．対　　象：第１学年約８０名（１クラス４０名×２回）
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　神野　健太
８．コメント：
　当初、商業科の１年生４クラスに対し講義を行いました。
　講義の中身につきましては、授業の前半で一般的な知財に関する授業を行い、後半で生徒さ
んの作品についての講評を行いました。担当の先生との打ち合わせでは、ある程度、知財に関
する授業は行ったので、作品の講評をメインにやって欲しいとのことでありましたが、生徒さ
んの作品をみる限り、意匠権の保護対象についてあまり理解されていない、という印象を受け
ました。
　そこで、前半の講義では、各知的財産権の保護対象の違いを説明し、意匠法で保護されるも
のとされないものをある程度理解してもらった上で、作品の講評を行う、という流れで講義を
行いました。
　できれば、各作品について、生徒さんからコメントを聞きながら進めたいところでしたが、
講義内で１０作品の講評を行う必要があり、授業を延長するわけにもいかないので、ほぼ一方
的にこちらが話し続ける展開となりました。
　生徒さんからすると、体育祭の翌日ということもあり、少しつらかったかもしれませんが、
そんな中でも興味を持って耳を傾けている生徒さんもいましたことが大変印象的でした。

東海支部教育機関支援機構　神野　健太

知的財産特別授業　愛知県立知立高等学校
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１．日　　時：平成２６年１０月２２日（水）　９：５０～１１：４０
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：教育機関支援キャラバン隊　隊員　古田　広人

８．コメント
　機械デザイン科の３年生３７名を対象に知的財産授業を行いました。今回は第２回目として
第１回目の知的財産全般に引き続き、特許権についての授業を行いました。
　授業は電子紙芝居（パン職人レオ君の物語、「第１章　「発明」ってなあに？」、「第２章　「特
許」ってなあに？」、「第３章　「特許」を使う？」）を使用し、各章ごとにまず導入説明をし、
その後に電子紙芝居を上映して、最後に上映内容について解説するという流れで行いました。
　堅苦しい話が続くと眠くなってしまう生徒が多いと事前に伺っていましたが、電子紙芝居を
使用したこともあり、ほとんどの生徒に興味を持って聞いていただけたと感じました。

東海支部教育機関支援機構　古田　広人

知的財産特別授業　愛知県立岡崎工業高等学校

授業の風景
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１．日　　時：平成２６年１０月４日（土）　１３：３０～１６：００
２．場　　所：名古屋商工会議所　３階第５会議室
３．実 施 者：主催・運営：日本弁理士会東海支部
４．内　　容：特許権取得の必要性～発明から特許出願まで～
５．対 象 者：一般市民、中小企業者、知財担当者など（５５名）
６．担当部署：日本弁理士会東海支部　知的財産権制度推進委員会
７．講　　師：日本弁理士会東海支部　知的財産権制度推進委員会　委員　久保　壮央
　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　委員　和田　直斗

８．コメント：
前半：「特許権取得の目的及び効果、発明の発掘」について（担当：和田）
　前半は、事業収益向上の観点から「特許権取得の目的」を大きく５つに分け、それぞれの目
的に応じて特許権を取得した場合にどのような効果が得られるのか、その効果をどのように事
業収益につなげていけばよいのか、ところどころ実例や体験談を盛り込みながら説明しました。
また、創出された発明の発掘の流れ、発明の見える化についても説明しました。あまり多く取
り上げられるテーマではないため、少々チャレンジという部分がありましたが、出願前の段階
で考慮すべき事項やその重要性をお伝えできたのではないかと思います。特に、中小企業の方
やこれから出願を考えている方には参考になったのではないでしょうか。実際に「実態がつか
みやすかった」、「発明の発掘について興味深かった」などのご意見、ご感想を頂きました。

後半：「発明・考案の保護態様、出願手続、審査請求等」について（担当：久保）
　後半は、発掘・抽出した発明を保護するための手段と、特許出願の手続を説明しました。次
回（第３回）のテーマが中間処理に関するものであるため、出願後から出願審査請求までにつ
いても説明しました。説明する項目が多めであったため、具体例をあまり盛り込むことができ
ず、一部の受講者からは不満があったようです。一方で、国内優先出願や分割出願などの出願
形態の説明には、「知識の整理に役立った」、「勉強になった」などの意見が複数ありました。
すべての受講者の要望を満足させるものではなかったかもしれませんが、期待に応えられた部
分もあったと思います。講義後には複数の受講者から質問があり、特許への関心が高いことが
感じられました。

東海支部知的財産権制度推進委員会　久保　壮央
和田　直斗

第２回休日パテントセミナー２０１４ in 名古屋

セミナーの様子
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１．日　　時：平成２６年１０月１８日（土）　１３：３０～１６：００
２．場　　所：名古屋商工会議所　３階第５会議室
３．実 施 者：主催・運営：日本弁理士会東海支部
４．内　　容：活きた権利取得のための実務～中間対応、早期審査の活用等～
５．対 象 者：一般市民、中小企業者、知財担当者など（７２名）
６．担当部署：日本弁理士会東海支部　知的財産権制度推進委員会
７．講　　師：日本弁理士会東海支部　知的財産権制度推進委員会　委員　木崎　誠司
　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　　　　委員　岡田伸一郎

８．コメント：
前半：「早期審査、面接審査、分割出願の活用等」について（担当：岡田）
　前半は、活きた特許権とは何かについて解説し、活きた特許権を獲得することがなぜ難しいかを
説明しました。その上で、活きた特許権を獲得するためにしたいこととして、出願時に行ってほし
いこと、審査前に行ってほしいこと、を説明しました。また、早期審査、面接審査、分割出願の利
点を説明し、これらをうまく使うことで活きた特許権が獲得できることを説明いたしました。今回
は、裁判例や私の経験を多く取り上げ、実務としてどうすべきかを具体的に説明しました。この点、
アンケートでは「とても分かりやすかった」、「具体的な実務例が役立つ」、「実際の情報が聞けて良
かった」等のご感想を頂きました。また、質問時間を多く確保できたため丁寧に回答することができ、
この点も聴講者の皆様に好評だったようです。一方、初心者の方には用語についていけないところ
もあったようです。本セミナーは様々な方が参加されますので、今後、初心者の方にも分かりやす
く且つ知識の深い方にも退屈して頂かないような説明の工夫が必要であると感じました。

後半：「拒絶理由の対応について」（担当：木崎）
　前半で、拒絶理由の対応の具体例として、進歩性拒絶に対する応答について説明し、後半で、
平成２７年から新たに施行される特許異議申立ての制度について説明しました。事前告知では、
発明の単一性について説明する事をアナウンスしていたため、初めに、発明の単一性の説明を
しないで、後半では特許異議申立てについて説明する事を話した後、中間対応と特許異議申立
てとを関連付けて説明するようにしました。
　前半の拒絶理由の対応については、複数の文献の組み合わせによる進歩性拒絶の対応（具体
例１）と、選択発明を絡めた進歩性拒絶の対応（具体例２）とについて説明し、おまけとして、
大発明をした場合の出願対応（具体例３）について説明しました。後半の特許異議申立て制度
については、新制度が導入される経緯と、導入される事によるメリットおよびデメリットと、
導入された後の実務での新たに発生する業務とについて説明しました。
　休日パテントセミナーの講師をして思ったことは、想像していたよりも実務経験者や今後実
務を経験する参加者が多かったことが意外でありました。参加者の感想として、わかりやすい
や勉強になったとの好意的な意見があるものの、早口に対する指摘や内容の難易度についての
指摘もあり、今後、このような指摘を受けない説明を行いたいと思います。

東海支部知的財産権制度推進委員会　木崎　誠司
岡田伸一郎

第３回休日パテントセミナー２０１４ in 名古屋

セミナーの様子
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１. 日　　時：平成２６年９月１０日（水）　１８：３０～２０：００
２. 会　　場：ものつくりビジネスセンター大阪
３. 主　　催：日本弁理士会近畿支部、ものつくりビジネスセンター大阪（ＭＯＢＩＯ）
４. テ ー マ：「ニセモノを封じ込める６つの魔法」
５. 対 象 者：ものづくり中小企業、支援機関など１７名
６. 講　　師：知財普及・支援委員会 第１事業部　委員　田中　聡

７. 内　　容：
　①　セミナー概要
 （１）模倣例
 （２）模倣による被害
 （３）特許等の模倣品から守ってくれる魔法
 （４）模倣品対策
　②　交流会
 セミナー終了後（午後８時～９時）、交流会を開催
 参加者は約１０名

知財普及・支援委員会　第 1 事業部　委員　田中 聡

平成 26 年度知的財産権に関するセミナー in MOBIO-Café（第 1 回）

セミナー風景
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１．日　　時：平成２６年８月６日（水）　１０：００～１２：００
２．場　　所：一般社団法人滋賀県発明協会
３．内　　容：発明工作授業（回転台）
４．対　　象：４～６学年２０名
５．担当部署：日本弁理士会近畿支部　知財普及・支援委員会
　　　　　　　　（岸本　忠昭、村上　太郎　各会員）

６．コメント：
　今回の発明工作授業は、一般社団法人滋賀県発明協会が主催する子どもたちの夏休みの企
画「子ども発明教室」としての工作授業でした。滋賀県発明協会では子どもたち（４～６学年）
を対象に毎年夏休みに「子ども発明教室」を行っており、近畿支部が発明工作授業を行ってい
ることを知って申込みがありました。
　夏休みの企画ということで、親子で参加した人が多く、発明工作自体は子どもたちが行うの
ですが、親からのアドバイスなどがあり、親子での楽しい発明工作となりました。滋賀県発明
協会の夏休みの企画は、発明工作を行う趣旨で募集を行っていることから、工作の好きな子ど
もがほとんどであり、２時間の工作授業中に、歩き回ったり、飽きて遊んだりする子どもはほ
とんどいなく、小学校で行う通常の発明工作授業とは雰囲気が少し違っていて担当者も楽しい
授業となりました。
　近畿の各府県に発明協会があり、また発明協会が一部支援する団体として少年少女発明クラ
ブがあり、これらの団体などで行われる発明教室、クラブ活動は、工作（発明）が好きな子ど
もたちが多く、このような子どもたちに発明工作授業を拡げていくのも一策と思いました。ち
なみに、滋賀県では少年少女発明クラブが６つあり、各クラブとも１０回／年程度の割合で活
動を行っているようです。
　最後に、滋賀県発明協会の「子ども発明教室」と連携して滋賀県工業技術センターの展示コー
ナーも設けられ、「子ども発明教室」の機会を利用して工業技術センターのＰＲも行われ、参
加した子どもたちはこちらでも楽しんでいたようでした。

近畿支部知財授業担当　岸本　忠昭

知的財産特別授業 一般社団法人滋賀県発明協会「子ども発明教室」

発想力豊な児童達と工作を行う講師
（右写真　村上　太郎　会員）
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１．日　　時：平成２６年８月２３日（土）、２４日（日）　１０：００～１７：３０
２．場　　所：梅田ハービスホール
３．内　　容：知財授業・発明工作授業
４．対　　象：一般　約１４０名
５．担当部署：日本弁理士会近畿支部　知財普及・支援委員会
６．講　　師：（１日目）立川　伸子、中塚　雅也、小林　義周　各会員
　　　　　　　（２日目）光明寺　大道、永井　秀男、山田　淳一　各会員

７．コメント：
　青少年のための科学の祭典大阪大会（サイエンス・フェスタ）は、関西最大規模で開かれる
ファミリー向け科学イベントであり、今年で２４回目だそうです。会場は「ブース」「ステージ」

「工作教室」の３つに分かれ、中学／高校／大学の科学部・民間の科学サークル・企業などによっ
て理科実験・工作教室が行われました。
　日本弁理士会近畿支部知財普及・支援委員会も数年前から参加しており、２３日、２４日の
両日ともに、ステージでの知財授業「君も今日からエジソン」と、工作教室での発明工作授業「き
みだけのオリジナル回転台を発明しよう！！」を実施しました。
　私が担当した２日目の知財授業は、開場して間もない１０時２０分の開始でした。１０時の
開場と同時に会場はいっぱいになりましたが、みんなブースの方へ向かっていきます。「ステー
ジに人が集まらなかったらどうしよう…。」と心配になりましたが、最終的には多くの方に参
加していただきました。知財授業の途中、お手伝いのためにステージに上がってもらう機会が
あるのですが、小さいお子さんからも積極的に手が挙がり、大いに盛り上がりました。
　工作授業では、抽選で選ばれた４０人の子どもたちに、ビー玉・丸皿・画用紙を使ってオリ
ジナルの回転台を作ることに挑戦してもらいました。こちらが何も言わなくてもすぐに作り始
める子ども、少しヒントを言うとアイデアを思い付く子ども、なかなか手が動かない子ども等、
子どもたちの反応は様々でしたが、みんな一生懸命考えてくれたのではないかと思います。
　今年は何かと科学が注目されていますが、今回のようなイベントを通じて、多くの子どもた
ちが科学について興味を持つようになれば大変うれしく思います。

近畿支部知財授業担当　山田　淳一

知的財産特別授業　青少年のための科学の祭典大阪大会

サイエンスフェスタでの講師陣の様子
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支援活動予定表（12 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。

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

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
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

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

14.12.11 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

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

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

14.04.01～15.03.31 法人推進化スペシャリスト 農林振興センター 伊賀誠司、
寺田雅弘

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
14.12.04 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
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
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

14.12.09 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

支部所属弁理士弁理士会館１階 相談室
月～金
(10:00～12:00、
14:00～16:00)

北海道支部

常設特許無料相談室

北海道

青森

岩手

秋田

埼玉

千葉

東京

山梨

支援活動予定表　相談
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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 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

隔週水曜日 産業財産権相談会 一般社団法人京都発明協会 京都地区会所属
弁理士

予約制 専門相談会 京都商工会議所 京都地区会所属
弁理士

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 京都地区会所属

弁理士

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

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

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

毎月第２火曜日 無料相談 豊中商工会議所 大島 一宏

14.12.02 第10回 専門家による合同市民無料相談会 大阪市立大淀コミュニティセンター

柳野嘉秀
古田昌稔
中山  聡
立川伸子
村上太郎
藤田勝利
山口慎太郎
平田  緑
鴨みどり
佐原隆一
大池聞平
南   力
田中成幸
小野敦史
田中 聡
松下 正

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

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

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

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

14.12.03
 (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

14.12.10
 (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

14.12.17
 (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

14.12.24
 (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

広島 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

京都

大阪

山口

支援活動予定表　相談
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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

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

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

14.12.01 知財総合支援窓口 香川県発明協会 中井博
14.12.15 知財総合支援窓口 香川県発明協会 岡本茂樹
14.12.22 知財総合支援窓口 香川県発明協会 中井博
14.12.18 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

14.12.03 知財総合支援窓口 愛媛県発明協会 相原正
14.12.10 知財総合支援窓口 愛媛県発明協会 眞田恵子
14.12.17 知財総合支援窓口 愛媛県発明協会 田中幹人
14.12.24 知財総合支援窓口 愛媛県発明協会 壬生優子

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

愛媛

徳島

香川

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 15.02.27 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

石川 14.12.15 機密情報（ノウハウ）流出対策 未定 田中 聡

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 14.12.05 高等専門学校へのエンターテイメントセミ
ナー 函館工業高等専門学校 富田尊彦

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

秋田 14.12.03 高等専門学校へのエンターテイメントセミ
ナー 秋田工業高等専門学校 角谷 浩

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）

静岡 15.02.13

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セミナー

沼津工業高等専門学校 阿出川 豊

高原 千鶴子
松本 直子
尾関 眞里子

知的財産支援センター 第3事業部

北海道支部

東京 14.12.19 知的財産特別授業 東京都立工芸高等学校

講　演

支援活動予定表　相談　講演
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14.12.06 休日パテントセミナーin名古屋「商標の使い
方～あなたのブランド守りませんか～」 名古屋商工会議所 水野　祐啓

木村　群司

14.12.16 愛知県立刈谷工業高等学校における知財授業
「知的財産権全般について」 愛知県立刈谷工業高等学校 奧田　誠

14.12.17 愛知県立刈谷工業高等学校における知財授業
「知的財産権全般について」 愛知県立刈谷工業高等学校 奧田　誠

14.12.20 休日パテントセミナーin名古屋「外国での権
利取得～特許権、商標権の取得を中心に～」 名古屋商工会議所 小早川　俊一郎

河崎　大輔

15.01.17
休日パテントセミナーin名古屋「アジア各国
の特許制度～中国、東南アジアの制度を俯瞰
的に～」

名古屋商工会議所 佐藤　大輔
木村　誠司

三重 14.12.18

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
く鈴鹿工業高等専門学校での知財セミナー

鈴鹿工業高等専門学校 花田 久丸

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）

14.12.06

パテントセミナー2014
寸劇で学ぶ特許の基礎
～特許権の取得から特許権侵害を巡る攻防ま
で～

京都商工会議所

立川伸子
佐々木達也
柳瀬智之
淡路俊作

14.12.06 パテントセミナー2014
特許翻訳入門 京都商工会議所 田中達也

14.12.19 知的財産特別授業 舞鶴市立明倫小学校 大野義也
15.01.27 知的財産特別授業 京都市立朱雀第八小学校 中山 聡

14.12.13 パテントセミナー2014
外国特許入門 日本弁理士会近畿支部室 山田淳一

14.12.20 パテントセミナー2014
新しいタイプの商標 ＴＫＰガーデンシティ大阪梅田 齊藤整

14.12.01 知的財産特別授業 大阪市立桃陽小学校 古田 昌稔

14.12.08 知的財産特別授業 大東市立北条中学校 小林 義周
立川 伸子

14.12.16 知的財産特別授業 松原市立三宅小学校 小林 義周
15.01.13 知的財産特別授業 堺市立東百舌鳥小学校 未定
15.02.03 知的財産特別授業 大阪市立九条北小学校 未定
15.02.10 知的財産特別授業 忠岡町立東忠岡小学校 未定
15.02.16 知的財産特別授業 東大阪市立楠根小学校 未定

15.02.17 知的財産特別授業 聖母被昇天学院中学校 五郎丸 正巳
光明寺 大道

15.02.20 知的財産特別授業 高石市立清高小学校 小林 義周
植本 隆在

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
15.03.02 知的財産特別授業 木津川市立山城中学校 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

兵庫 14.12.15 知的財産特別授業 神戸市立福住小学校 五郎丸 正巳
山田 淳一

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

山口 15.01.19 高等専門学校へのエンターテイメントセミ
ナー 大島商船高等専門学校 木村 正彦

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）

14.12.02 高等専門学校へのエンターテイメントセミ
ナー 弓削商船高等専門学校 壬生優子

未定 愛媛県高校生向け知財授業 松山工業高校 大西正夫

愛知

京都

大阪

愛媛

支援活動予定表　講演
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14.12.09 愛媛県高校生向け知財授業 東温高校
湯口文丸
須永浩子
安藤直代

14.12.15 愛媛県高校生向け知財授業 八幡浜工業高校 大西正夫

15.02.17 愛媛県高校生向け知財授業 大洲高校 日向麻里
相原正

高知 14.12.11 企業技術者等活用プログラム 高知工業高等専門学校 中越貴宣

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）

福岡 15.01.26 高等専門学校へのエンターテイメントセミ
ナー 北九州工業高等専門学校 山口浩一

愛媛

東北支部
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）

宮城 14.12.11 第２７回みやぎ発明くふう展及び第１８階み
やぎ未来の科学の夢絵画展 その他 ホテル白萩 梅森 嘉匡

関東支部
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）

14.05.01～15.03.31 横浜市知的財産活用促進事業助成金交付審査
会 審査会 横浜市経済局会議室等 神原 貞昭

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 14.12.06 あいち少年少女創意くふう展２０１４表彰式 その他 産業技術記念館 尾崎　隆弘

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）

大阪 未定 第34回優秀発明賞　表彰式 その他 未定 稲岡　耕作
15.01.21 第13 回奈良県アイデアくふう作品展 その他 奈良市美術館 田嶋 諭
15.01.25 第13 回奈良県アイデアくふう作品展 その他 奈良市美術館 松村 直都

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）

愛媛 14.12.03 知的財産セミナー 講師派遣 東京第1ホテル松山 相原正

横浜市内審査会

高原 千鶴子
坂田 ゆかり
三田 康成
高木 康志
渡部 仁
松嶋 芳弘
岩永 勇二
神原 貞昭

木下 茂
坂野 博行
和泉 順一

川崎市内その他

奈良

14.07.24～15.03.31 川崎市中小企業外国出願支援事業

14.06～15.03.31 横浜市中小企業外国出願支援事業神奈川

その他

支援活動予定表　講演　その他
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支援活動一覧表 11 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。

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

14.11.06～07 無料相談会 アクセスサッポロ 支部所属弁理士

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
青森 14.11.17 青森県庁内無料相談会 青森県庁 鈴木 壯兵衛
岩手 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

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

秋田 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

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

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

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

岐阜 14.11.13 郡上市商工会主催「郡上ビジネスマッチン
グ」における発明・特許無料相談会 やまと総合センター 松井　勝義

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

隔週水曜日 産業財産権相談会 一般社団法人京都発明協会 京都地区会所属
弁理士

予約制 専門相談会 京都商工会議所 京都地区会所属
弁理士

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 京都地区会所属

弁理士

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

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

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

毎月第２火曜日 無料相談 豊中商工会議所 大島 一宏

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

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

北海道支部

常設特許無料相談室

埼玉

北海道

東京
支部所属弁理士弁理士会館１階 相談室

月～金
(10:00～12:00、
14:00～16:00)

伊賀誠司
寺田雅弘14.04.01～15.03.31 法人推進化スペシャリスト 農林振興センター

京都

大阪

支援活動一覧表　相談
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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

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

14.11.18 知財総合支援窓口 岡山県発明協会 笠原英俊
14.11.25 知財総合支援窓口 岡山県発明協会 森寿夫
14.11.04 知財総合支援窓口 島根県発明協会 田辺　義博
14.11.12 知財総合支援窓口 益田商工会議所 田辺　義博
14.11.13 知財総合支援窓口 松江商工会議所 河野　生吾
14.11.14 知財総合支援窓口 島根県発明協会 河野　生吾
14.11.18 知財総合支援窓口 出雲商工会議所 永田　貴久
14.11.18 知財総合支援窓口 島根県発明協会 田辺　義博
14.11.19 知財総合支援窓口 江津商工会議所 永田　貴久
14.11.25 知財総合支援窓口 島根県発明協会 田辺　義博
14.11.28 知財総合支援窓口 島根県発明協会 河野　誠
14.11.05
 (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

14.11.12
  (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

14.11.19
  (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

14.11.26
  (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

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

14.11.14 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
14.11.28 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

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

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

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

14.11.17 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

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

14.11.05 知財総合支援窓口 愛媛県発明協会 相原正
14.11.12 知財総合支援窓口 愛媛県発明協会 眞田恵子
14.11.19 知財総合支援窓口 愛媛県発明協会 田中幹人
14.11.26 知財総合支援窓口 愛媛県発明協会 壬生優子

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

島根

愛媛

山口

広島

徳島

香川

開催県 日　付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

岩手 14.11.07 復興支援セミナー「食品開発と知財戦略」 一関市図書館 橋本 京子

宮城 14.11.20 侵害対応に関する基礎知識
～その時どうするか～ 宮城県庁みやぎ広報室 岩崎 孝治

石川 14.11.04 中小企業の知財活用 石川県地場産業振興センター新館 開口 宗昭

知的財産支援センター 第3事業部

講　演

支援活動一覧表　相談　講演
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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）

北海道 14.11.17 知的財産フォーラムin札幌 ホテル札幌ガーデンパレス

菊池康久氏
（サッポロホー
ルディングス株
式会社）
池田 光司氏
（池田食品株式
会社）
山本 勝博氏
（中札内村農業
協同組合）
寺内 伊久郎氏
（北海道大学産
学連携本部）
小林 基子

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

山形 14.11.05 高等専門学校へのエンターテイメントセミナー 鶴岡工業高等専門学校 齋藤 昭彦
福島 14.11.19 高等専門学校へのエンターテイメントセミナー 福島工業高等専門学校 佐藤 辰彦

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）

14.11.07
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

14.11.01 休日パテントセミナーin名古屋「特許裁判例
の紹介～特許紛争最前線～」 名古屋商工会議所 奥村　徹

鈴木　和政

14.11.05 メッセナゴヤにおけるブース出展、ミニセミ
ナー及び無料特許相談会の実施 ポートメッセナゴヤ

知的財産支援委員
会
日本知的財産仲裁
センター名古屋支
部
支部活動応援委員
会
正副支部長

14.11.06 メッセナゴヤにおけるブース出展、ミニセミ
ナー及び無料特許相談会の実施 ポートメッセナゴヤ

知的財産支援委員
会
日本知的財産仲裁
センター名古屋支
部
支部活動応援委員
会
正副支部長

14.11.07 メッセナゴヤにおけるブース出展、ミニセミ
ナー及び無料特許相談会の実施 ポートメッセナゴヤ

知的財産支援委員
会
日本知的財産仲裁
センター名古屋支
部
支部活動応援委員
会
正副支部長

14.11.08 メッセナゴヤにおけるブース出展、ミニセミ
ナー及び無料特許相談会の実施 ポートメッセナゴヤ

知的財産支援委員
会
日本知的財産仲裁
センター名古屋支
部
支部活動応援委員
会
正副支部長

14.11.10 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

14.11.15 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
神戸　真澄
加藤　雅博

14.11.18 知的財産仲裁センターシンポジウム「知財の
紛争解決は勝訴を目指すだけじゃない!!」 名古屋商工会議所

丸島　儀一
森　泰比古
中山　千里
外部講師

愛知

北海道支部

静岡

支援活動一覧表　講演
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愛知 14.11.22 休日パテントセミナーin名古屋「意匠制度入
門～ゼロから始める意匠～」 名古屋商工会議所 吉田　元治

池田　俊達

三重 14.11.05

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
く鈴鹿工業高等専門学校での知財授業

鈴鹿工業高等専門学校

高田　珠美
藤谷　修
榊原　靖
北　裕介
山内　健吾
菊谷　純
阪下　典子

岐阜 14.11.15
休日パテントセミナーin各務原「アジア各国
の特許制度
～中国、東南アジアの制度を俯瞰的に～」

テクノプラザ 西尾　務
吉田　哲基

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）

14.11.09
パテントセミナー2014
EPOにおける補正の制限及びそれを考慮した
明細書ドラフト戦略

コラボしが２１ 稲積朋子

14.11.09
パテントセミナー2014
特許庁で１０年間特許の審査をしてきたプロ
が教える賢い特許のとり方

コラボしが２１ 奥村一正

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
繁 雅裕

14.11.29 知的財産特別授業 京田辺市立薪小学校 小林 義周
大西 正夫

14.11.13

知的財産権に関するセミナー（第3回）意匠
出願のすすめ 「あなたのデザインを真似さ
れない、早い、安い、上手い、たった一つの
方法！」

ものづくりビジネスセンター大阪
（MOBIO) 山崎理恵

14.11.29

三会（弁護士・公認会計士・弁理士）による
専門家講座「企業活動と経営戦略～事業戦
略・研究開発戦略・知的財産戦略の三位一体
戦略に関する事例研究～」

関西大学 千里山キャンパス

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）
小野 敦史 氏（北辰
特許事務所 弁理
士）

14.11.01

パテントセミナー2014
特許法・意匠法・商標法・弁理士法の改正点
について ～特許法と商標法、具体的にどう
変わるの？～

東洋ビル 五郎丸正巳

14.11.15 パテントセミナー2014
間接侵害を巡る最新の実務 ＴＫＰガーデンシティ大阪梅田 岩坪哲

14.11.22
パテントセミナー2014
意匠・商標入門
～権利取得までの道のり～

日本弁理士会近畿支部室 川本篤

14.11.29
パテントセミナー2014
効果的な意匠権の取得方法
～関連意匠と部分意匠の戦略的利用方法～

ＴＫＰガーデンシティ大阪梅田 松井宏記

14.11.08 パテントセミナー2014
米国特許制度と英文明細書入門 姫路商工会議所 水田慎一

14.11.10 知的財産特別授業 兵庫県立須磨東高等学校

立川 伸子
佐々木 達也
柳瀬 智之
淡路 俊作

14.11.14 知的財産特別授業 養父市立建屋小学校 大野 義也
柴尾 猛

14.11.28 知的財産特別授業 洲本市立堺小学校 柳瀬 智之

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

14.11.08 知的財産特別授業 奈良県智辯学園奈良カレッジ中等部 光明寺 大道
淡路 俊作

14.11.22 知的財産特別授業 奈良教育大学
大西 正夫
上田 康之
植本 隆在

滋賀

大阪

奈良

京都

兵庫

支援活動一覧表　講演
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14.11.08 パテントセミナー2014
地域起こしにおけるブランドの活用 和歌山商工会議所 杉本勝徳

14.11.17 知的財産特別授業 和歌山市立貴志小学校 立川 伸子
赤岡 和夫

14.11.20 知的財産特別授業 串本町立串本中学校
淡路 俊作
千原 清誠
小林 義周

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）

14.11.13 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

福岡

和歌山

東北支部
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）

青森 14.11.01 第５６回青森県発明くふう展及び2014子ど
もの「科学の夢」絵画展 その他 イトーヨーカ堂青森店 三浦 誠一

秋田 14.11.06 第６３回秋田県発明くふう展 その他 イオンモール秋田 齋藤 昭彦

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）

富山 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
石川 14.11.12 常設特許無料相談室 その他 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 開催形式 会　場 講師（弁理士、他）

14.05.01～15.03.31 横浜市知的財産活用促進事業助成金交付審査会 その他 横浜市経済局会議室等 神原 貞昭

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）

静岡 14.11.09 静岡県学生児童発明くふう展表彰式 その他 静岡市こどもクリエイティブタウン 石垣　達彦
岐阜 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）

14.11.11 講師派遣　「税関知的財産セミナー
～輸入(出)差止申立制度の利用について～」 その他 大阪税関（大阪合同庁舎4号館） 両部 奈穂子

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

兵庫 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 奥村 茂樹

奈良 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 稲岡 耕作

和歌山 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 岡田 充浩

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）

香川 14.11.01 第71回香川の発明くふう展 その他 香川大学 中井博

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 講師（弁理士、他）

14.11.12 第49回熊本県発明工夫展 その他 崇城大学ギャラリー 高宮章
14.11.20 第49回熊本県発明工夫展 その他 メルパルク熊本 高宮章

大分 14.11.15 第73回大分県発明くふう展 その他 iichiko総合文化センター1階アトリウ
ムプラザ 井上元廣

宮崎 14.11.15 第73回宮崎県学校発明くふう展 その他 ひまわり荘 小木智彦

木下 茂
坂野 博行
和泉 順一

高原 千鶴子
坂田 ゆかり
三田 康成
高木 康志
渡部 仁
松嶋 芳弘
岩永 勇二
坂野 博行
神原 貞昭

川崎市内その他

14.06～15.03.31 横浜市中小企業外国出願支援事業
神奈川

横浜市内その他

大阪

熊本

14.07.24～15.03.31 川崎市中小企業外国出願支援事業

その他

支援活動一覧表　講演　その他
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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/


