「知的財産権に関する教育(以下、知財教育と略)
を推奨するのは、なぜか。」
それは、実社会で必要となるからです。

でも、「知財教育とは何なのか。」「何から取り組め
ば良いのか。」「自分たちで出来るのか。」と感じる
先生も多いかと思います。

例えは、学校でこの様な取組みはありませんか？

そういう悩みを解決出来ずに知財教育を諦めるの
は、もったいない。

 アイディアを出し合う
 産業やビジネスを学ぶ
 地元や企業と連携した商品開発をする

そこで沖縄県は、知財教育に関心のある学校を
支援するため、充実したサポート体制を整え、知
財教育を推進しています。

この様な取組みには、実は知的財産権が含まれて
います。つまり、実社会で密接に関わることなので
す。
将来、学生たちが社会人になり様々な分野で働く
上でも必ず役に立つ教育なわけです。

沖縄県の支援を活用し、平成26年度に知財教
育を実施した各学校の取り組みをご紹介します。

沖縄県発明協会では、学生に対する知財教育を推進するため、モデル校となって
いただける高等学校等に、弁理士等の講師派遣などサポートいたします。
※沖縄県委託の平成26年度知的財産活用促進支援事業において実施（平成27年度継続実施予定）

 新学習指導要領に対応した知財教育を実施したい。
 県内の技術開発、商品開発を支える企業の話を聞きたい。
 特許や商標出願等のノウハウを知りたい。

知的財産の専門家・弁理士をはじめ、各分野における高度
な専門的知識を有した講師がサポートします。
学校側の費用負担はありません。
※但し、企業訪問に伴う車両手配・交通費などは学校側の
ご負担となります。

 農林・商業・工業・普通高校、デザイン系の専門学校など

講師は学校にて授業を実施します。授業時間と教室を準備
するだけで大丈夫です。

 学校側と相談の上、内容を設定し専門家と調整後、
2～3回の授業等を実施します。
 知的財産や商品開発の専門家による講義
 アイデアを形にする、デザインする等の実習
 知的財産権を活用している企業訪問 など

担当講師により授業に必要なテキスト・資料は、事前に準
備し、ご提供いたします。

対象：実施4校の参加学生

「内容は理解できた」

「授業は分りやすかった」

「将来社会人になって役立つ」

多少思う
多少思う
45%

そう思う
51%

35%

そう思う

多少思う

そう思う

63%

50%

47%

沖縄県那覇市松川3丁目20番1号
電話：098-832-3831
FAX：098-855-5029
設置学科：電子機械科、情報電子科、建築科、土木科、
工業化学科、 生活情報科

本校・工業化学科における授業「化学情報」におい
て、知的財産に関する理解を進めています。その一環
として、実践的な取組みパテントコンテスト(2年生)、
デザインパテントコンテスト(3年生)への参加を行って
います。コンテストの参加に合わせ、知財専門家・弁
理士の講義、またコンテスト参加作品についてのアド
バイスを得ることを目的とします。

IPDL(特許電子図書館)を活用
して意匠等の検索方法、検索の
ポイントを学習。
 IPDL(特許電子図書館)とは
特許庁の特許や商標等の産業
財産権情報を無料公開している
データベース。
特許や意匠権など検索方法を学ぶ

弁理士による知的財産権に関する講義の実施。
【内容】意匠・特許制度について、コンテスト入賞作品
の紹介など

パテントコンテスト・デザインコンテ
スト応募に向けて申請書類・図
面などの書き方、特許・意匠の
ポイントなど、弁理士から直接指
導・アドバイスを受けてコンテスト
入賞を目指します。
福島弁理士による直接指導

阿部 伸一弁理士
(BS国際特許事務所)

福島 康文弁理士
(福島特許事務所)

阿部弁理士による知的財産権に関する講義

・細かいところも聞いてくれて、アドバイスしてくれた。
・書類の書き方や手直しの必要なところを知った。
・直すべき改善点が分かって良かった。
・新しい課題ができて良かった。
・特許取るのが難しいと思った。
・IPDLで調べる項目を変えると、結果が全然違った。
・何事も一工夫必要と知った。
・知的財産を知らない人が多いと思うので伝えたい。

この事業へ参加させて頂き、今年で
２年になりました。知財の専門家・弁理
士の方から、直に特許や意匠を中心に
学習指導を行ってもらいました。学習
内容に関わるコンテストへ応募するこ
ともでき、生徒達は非常に感心をもち
知財学習を行うことができました。お
世話になった発明協会、弁理士の方々
には大変感謝申し上げます。来年も是
非継続していただきたい事業です！

知念 豊孝
（工業化学科・教諭）

沖縄県県うるま市字田場1570番地
電話：098-973-3578
FAX：098-973-3357
設置学科：熱帯資源科、園芸科学科、食品科学科、
造園科、福祉科

本校食品科学科では、科目「総合実習」「課題研
究」等において、様々な商品開発に関する研究を
行っています。その内容を深化・発展させるため、特
許や商標登録についての知的財産に関する基礎的
な知識を学び、また生産物即売会において生産物を
効果的に販売するために、専門の講師による講座に
て、商品パッケージの製作やデザインの方法について
学ぶことを目的とします。

パッケージデザイン等の企画・制
作を手掛ける専門家・中村講師
による商品パッケージデザインにつ
いての講義とチーム毎の実習。
 日本・世界のパッケージデザイ
ンの事例紹介など
 グループワーク(商品企画→デ
ザイン→キャッチコピー→プレゼ
ン発表)

中村講師によるパッケージデザイン
についての講義と実習

商品開発の専門家・青木講師に
よる商品開発におけるマーケティン
グ・ブランディングについての講義。

弁理士による知的財産権に関する講義の実施。
【内容】特許・商標権などの制度について、身近な発
明品の紹介など

青木講師による商品開発について
の講義

 東村の商品開発事例紹介
 売れる商品開発のポイント
 競合商品の分析方法(事前の
課題取組みに対する解説等)

福島 康文弁理士
(福島特許事務所)
中村 美樹
(ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾌｧｸﾄﾘｰ・ﾊﾟﾊﾟﾗｷﾞ)

青木 元
((株)ノイズ・バリュー社)

福島弁理士による知的財産権についての講義

・パッケージのコンセプトの仕方が分かった。
・パッケージで商品の価値が全然違う事が分かった。
・考える楽しさ難しさを学んだ。
・商品名にも権利があるので気を付けて考えないと思った。
・商標登録は誰でも出来るんだと分かった。
・マーケティングのポイント1つ1つしっかり理解できた。
・売れる、売れないは伝え方によって変わることが分かった。
・実際にマーケティングをやってみたい！

研修会を通して、特許や商標登録に
ついての基礎講座に始まり、パッケー
ジデザインの工夫、キャッチコピー制
作演習等、様々な視点から商品開発
についての知識を深めることができ
ました。受講した生徒達は、加工品の
製造技術に加え、いかに自分たちの
作品をＰＲするかといったプレゼン技
術の向上にも繋がりました。

屋嘉比 仁
（食品科学科・教諭）

沖縄県沖縄市南桃原1丁目10番1号
電話：098-933-9301
FAX：098-933-6212
設置学科：理数科、国際英語科

身近な実用品にある知的財産を
考察するため、選択式クイズを
使って楽しく学ぶ講義を取り入れ
た取組み。

本校は、平成25年度より文科省指定SSH(スー
パーサイエンスハイスクール)となり、科学技術や理科・
数学教育を重点的に行っています。将来、研究者を
目指す本校生徒に欠かすことのできない知財教育を
行うことを目的とします。

【クイズ一例】
Q：交通標識(看板)の字の部分
に穴が開いているのは、なぜか？
生徒全員参加の「もの知りクイズ」

弁理士による知的財産権に関する講義の実施。
【内容】特許制度について、特許製品の事例紹介など

A：逆光対策のため。
(朝夕の逆光の影響で標識の視
認性が悪かった課題を解決するた
めに発明された。特許取得済み)

特許出願中・取得済みの発明品
を紹介し、発明のポイントを探
出願された特許は誰でも見ることが
索。
可能。(特許公報)
 カド消し
 携帯電話の受信レベル表示
 飛べないテントウムシ(高校生の発明)

阿部 伸一弁理士

阿部弁理士による知的財産権に関する講義

52%

内容は理解できた

31%

46%

社会人になって役立つ
0%

そう思う

45%

68%

授業は分りやすかった

多少思う

(BS国際特許事務所)

51%
50%

余り思わない

100%

思わない

本校はSSH指定高ということで、
できるだけ早いうちに知的財産権
の知識を生徒に身につけさせたいと
思い応募しました。講座では、知的
財産権に関するクイズを通して身近
な知的財産権の例について学ぶこ
とができ、実りの多いものとなりまし
永井 秀行
た。生徒の今後の研究活動に活か （理科(地学)・教諭）
していければと思います。

沖縄県名護市字辺野古905番地
電話：0980-55-4003
FAX：0980-55-4012
設置学科：機械システム工学科、情報通信システム工学科、
メディア情報工学科、生物資源工学科、
総合科学科(一般科目)

企業に就職する学生にとって、実社会で直面する
技術に係る知的財産権についての基礎知識を学び、
また実際に知財を活用している企業を訪問し、知財
を保護することの重要性を学ぶ機会を持つことを目的
とします。

知的財産権(特許)を有効活用して
事業展開している株式会社佐喜眞
義肢様(金武町)への企業訪問。
 特許や製品に関する講話
 工場・施設見学
 義肢の装着体験

佐喜眞社長による講話

弁理士による知的財産権に関する講義の実施。
【内容】知財を学ぶ意義、商標・特許等の制度、
知財活用の事例紹介など

工場・施設見学

義肢の装着体験

大久保 秀人弁理士
(えるだ法律特許事務所)
大久保弁理士による講義
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大久保弁理士からの講義、佐
喜眞義肢様への企業訪問を通し
て、学生が、知的財産権を学ぶ
意義、実際に特許がどのように
活用されているのかを知り、知的
財産権を意識するよい機会に
なったと思います。このような貴
伊東 昌章
重な機会をいただいた沖縄県発 地域連携推進センター長
明協会様に感謝申し上げます。 （生物資源工学科・教授）

