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【７】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

  「就きたい職業」 

  日本弁理士会中国会 弁理士 福森 隆志 
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【９】■再掲情報■ 
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２．内 容 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【１】「特許行政年次報告書 2020 年版」発行について（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

本報告書は、知的財産制度に関心を持ち理解を深めていただくために、知的財産 

をめぐる国内外の動向と特許庁における取組について取りまとめたものです。 

別冊の〈統計・資料編〉においては、本報告書中の図表等の基礎となる統計情報 

を含め、知的財産に関する各種統計・資料を紹介しています。 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2020/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【２】「2020 年度 知的財産権制度入門」テキストのご提供について（特許庁） 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

国内の産業財産権を中心に、制度の概要から各制度で用いる主な様式の説明まで 

広範囲にご紹介する入門用テキストです。 

2020 年度『知的財産権制度入門』は PDF 形式で提供しております。 

下記のテキストは社内研修等での利用を目的として、テキストを全部・一部とも 

ダウンロードの上ご利用いただけます。 

※本テキストは、令和 2 年 4 月 1 日時点の情報を掲載しております。 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/2020_nyumon.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【３】「オープンイノベーションポータルサイト」開設について（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

特許庁はオープンイノベーションに関する取組をご紹介するポータルサイトを開 

設しました。 

オープンイノベーションにおける共同研究開発や協業時に必要な契約書のモデル、 

ビジネスマッチングレポート、参考資料等を取り纏めています。 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【４】「第 46 回発明大賞」候補者募集について 

  （日本発明振興協会、日刊工業新聞社） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

「発明大賞」は創設から４６回目を迎えます。中堅・中小企業、研究者や個人の 

発明家を対象に、優秀な発明考案を生み出して成果をあげた企業や個人をこれま 

で表彰してきました。特筆すべきは、発明大賞の歴代受賞者をはじめとする幅広 

い企業や個人のネットワークが、「発明を生み出す環境」を育んでいることです。 

一つの発明が世界を一変させる一方で、さまざまな発明の蓄積、積み重ねが人類 

に英知を与え、幸福を導いたことは大切な歴史の教えです。 

ぜひ、発明を通じて、その未来を切り拓く人々の輪に加わっていただければと願 

っています。応募を心からお待ちしております。 

 

○応募案件：特許・実用新案を登録済み、または公開された発明考案 

○応募資格：中堅・中小企業（資本金１０億円以下）および個人、またはグルー 

プ 

○応募期間：7/1(水)～9/30(水) (当日消印有効) 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://biz.nikkan.co.jp/html/hatsumei/index.html 

■…━…━…━…━…━…━…━イベント情報━…━…━…━…━…━…━…■  

イベント情報については、以下の中国地域知的財産戦略本部 HP のイベントカレン 



ダーを随時更新しておりますので、こちらもご活用ください。 

  

▽中国地域知的財産戦略本部 HP イベントカレンダー▽ 

https://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/event/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【５】「知的財産管理技能検定 第 37 回検定」（知的財産教育協会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

知的財産管理技能検定は、技能検定（働くうえで身につける、または必要とされ 

る技能の習得レベルを評価する国家検定制度）の中の「知的財産管理」という職 

種に関する国家試験です。 

知財マネジメント（知的財産管理）に関する技能（スキル）の習得レベルを測定・ 

評価し、公的に証明するものです。 

合格者には「知的財産管理技能士」という国家資格が与えられます。 

 

○日時：11/14（土） 

○場所：岡山、広島、山口 ※1 級実技試験は東京のみ 

○申込受付：6/29(月)～10/7(水) 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

http://www.kentei-info-ip-edu.org/ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【６】「第 1 回 初級知財人財育成講座」の受講生募集（ひろしま産業振興機構） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

現代社会においては、良いものを作っても売れない時代が到来し、企業経営の中 

に知財を取り入れた知財経営を行う事が重要になってきています。 

但し、知財経営と言ってもよくわからないと考えられる経営者や従業員の方が多 

いのも事実です。 

そこで、この度、企業の中にある程度の知財がわかる人財を育成して頂く事をね 

らいとして、4 講座を 1 シリーズとして人材育成講座を開催させて頂く事にしまし 

た。 

 

○開催概要： 

  9/ 9(水)13:30～14:30 (1)経営/知財戦略講座 

  9/16(水)13:30～14:30 (2)契約講座 

  9/23(水)13:30～14:30 (3)知的財産権基礎講座 

  9/30(水)13:30～14:30 (4)知財活用講座 

○講座形態：ZOOM によるオンライン講座 

（各自 PC もしくはタブレットをご準備ください。できる限りカメラも要） 

○参加費：無料 

○対象者：知財人財を育成したい企業の経営者/従業員、知財経営とは何かを知り  

          たい企業の経営者/従業員、経営の変革を考えている企業の経営者/従  

          業員  



         （初級講座ですので、知財について良くわからない方、大歓迎です。） 

○募集期間：8/5(水)～8/28(金) 

 

▽詳細は以下の HP を参照ください。▽ 

https://www.hiwave.or.jp/event/23134/ 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■  

【７】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・* 

企業や個人の皆様が「知的財産」に対する興味・関心を持つとともに、知識を深 

めるきっかけにしていただくことを目的に、「知的財産」に関するコラムの連載を 

しています。最前線でご活躍される弁理士の方々によるホットな情報をお届けし 

ていますので、お楽しみください。 

（日本弁理士会 中国会にご協力いただき、月 2 回程度配信予定です。） 

*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・* 

■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

□■□ 「就きたい職業」                ┃ 

■□－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┃ 

┃ 日本弁理士会中国会 弁理士 福森 隆志        ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 株式会社クラレが調査した今年の小学 1 年生の将来就きたい職業は、 

男の子が、1 位「スポーツ選手」、2 位「警察官」、3 位「運転士・運転手」、 

女の子が、1 位「ケーキ屋・パン屋」、2 位「芸能人・歌手・モデル」、3 位「看 

護師」だそうです。ちなみに、 

男の子の親が就かせたい職業は、1 位「公務員」、2 位「医師」、3 位「会社員」、 

女の子の親が就かせたい職業は、1 位「看護師」、2 位「公務員」、3 位「薬剤師」 

だそうです。 

 ところで、「弁理士」はというと、なりたいというお子さんをほとんど聞いた 

ことがありません。高校生でも同じです。「発明家になりたい」というお子さん 

は少なくないと思いますし、「大発明をして特許を取って大金持ちになりたい」 

という物知りなお子さんもいるかもしれませんが、なかなか弁理士という職業ま 

ではたどり着きません。 

 なぜなのかと考えると、認知度が低いというのもありますが、新卒で弁理士の 

職に就くことが少ないというのも大きな要因であると思います。法律の知識と技 

術的な知識の両方が必要であることもあり、他の職を経てから弁理士に転身する 

ほうがそれまでの経験を活かせて有利という面があります。転身する理由は様々 

でしょうが。 

 認知度が高まるに越したことはありませんが、今のとこ弁理士は、経験を積ん 

だ者（回り道をした者？）だけが就くことのできる子供には秘密の職業、という 

とこでしょうか。弁理士と出願の打ち合わせなどをした際に、弁理士になった理 

由を尋ねてみると面白い話が聞けるかもしれません。 

 



■…━…━…━…━…━…もうけの花道をいく━…━…━…━…━…━…━…■ 

【８】～デザインが経営再建の鍵に！～ 

    今回のピックアップ企業は、株式会社マルニ木工 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■ 

知財を楽しく学べる Web サイト「もうけの花道」から、おススメの動画情報を 

お届けするコーナー「もうけの花道をいく」！ 

今回は、Apple 社もその美しいデザインを認めた世界的ヒット作「HIROSHIMA」 

を生み出した(株)マルニ木工をご紹介します。 

 

家具づくりを行うには厳しい状況が訪れたあの時に、「デザインプロジェクト」 

を立ち上げ、デザインを経営の中核に置くことで、経営の再建に成功した(株)マ 

ルニ木工。 

世界的な外部デザイナーと職人の技術を融合し、100 年先も使いたい家具を造り 

だす。真似されることはイイモノの証でもあるところ、意匠権を活用し、自らの 

デザイン・従業員・経営を守る姿は一見の価値あり！ 

デザインは、自社技術の証明であり、重要な経営資源になり得るんですね。 

https://www.chugoku.meti.go.jp/ip/contents/107/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【９】■再掲情報■ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

■「2020 年度中小企業等特許情報分析活用支援事業」の第 4 回公募開始(INPIT)  

https://ip-bunseki.inpit.go.jp/ 

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏ 

 本メールサービスの内容等に対するお問合せ、ご意見、ご要望、また本メール 

 サービスの配信の希望、中止及び配信先の変更等はこちらへお願いします。 

 

 中国地域知的財産戦略本部事務局 

 経済産業省 中国経済産業局 地域経済部 産業技術連携課 知的財産室 

 住 所：〒７３０－８５３１ 広島市中区上八丁堀６番３０号 

 TEL：（０８２）２２４－５６８０  FAX：（０８２）２２４－５６４５ 

 E-mail: cgk-tokkyo@meti.go.jp 

 ＵＲＬ：https://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/mail_mz/index.html 

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏ 


