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知的財産学習への期待

知財立国を支える人材

● 技術でも事業でも勝る日本へ

（アイデアの価値の最大化）

● 権利や契約を重視する文化へ

社会（企業）が求める人材

● 出願意欲、職務発明への権利意識

● 他社との知財権の競争への意識

● 自社製品に対する権利意識

● 法律や制度への意識・知識（リテラ

シー）

技術者やデザイナーとして
（個 → 社会へ）

● （個人の技能）＋ 社会で活かす知恵

● 創造の成果 ＝「財産」の認識をもつ

● 創造の成果 ＋ 社会での「力」を持つ
という認識や意欲

人としての成長

● 知識・技能
（社会の実態や仕組みへの意識）

● 思考力・判断力・表現力
（社会の問題を発見し対応する力）
例：模倣品

● 学びに向かう力・人間性
例：他人のアイデアの尊重
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創造したアイデアの価値を最大限に発揮させるには、それを財産として保
護し、それを権利として状況に応じて適切に活用することが必要。
これからの産業人材には、アイデアを創造するとともに、そのアイデア

を財産として保護し、権利として社会で活かすことで、ビジネスにおいて
様々な価値を発揮させる能力が求められている。
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アイデアを
創造

アイデアを
財産として保護し
権利として社会で活かす

様々な価値の発揮

アイデアの価値の最大化

社会
（製品・サービス等）

個

創造性学習 知財学習

知財力

社会実装

経済的 信用 公益的 …

※別紙１参照
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知的財産に関する資質・能力のイメージ

出典：文部科学省初等中等教育局教育課程課, 初等中等教育における創造性の涵養と
知的財産の意義の理解に向けて, 平成27年12月

新学習指導要領において、知的財産に関わる「育成すべき資質・能力」と
して以下の２項目が示され、発達の段階に応じて育成することとされている。
・新たな発見や科学的な思考力の源泉となる創造性の涵養
・知的財産の意義（保護・活用の重要性）の理解等の増進
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アイデアから、価値へ

アイデアを活用した「ものづくり」や「商品開発」の実践は、専
門高校等における特色ある取組の１つ。

こうした専門高校等の特色ある取組の中で、アイデアの保護、権
利としての活用についても扱うことにより、アイデアを権利として
社会で活かす意識を育む知的財産学習へ。

知的財産の創造
(創造性の涵養）

アイデアを権利として社会で活かす
（知的財産の意義の理解）

これまで これから
（アイデアを生み出すための創造性学習） （価値を発揮させるための知財学習）
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育成すべき生徒・学生像

アイデアの価値は、知的財産として保護され、権利として活用され
ることを通じて社会において最大限に発揮されること（アイデアが
価値を発揮する仕組み）を理解し、その仕組みの根幹である知的財
産権制度の意義に気づく。

？

・価値を発揮する仕組みの理解
・知財制度の意義への気づき

アイデアを創造

本事業

アイデアを
権利として
社会で活かす意識育成すべき

生徒・学生像



教員同士の交流・研鑽の場
（研修、研究授業、交流会）

教材例や参考事例の紹介

知財学習（注）の実施
（各学校で実施する取組）

報告書による
取組内容の

普及

活動経費

知財力開発校支援事業の概要
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開発校への支援

（注）本事業における「知財学習」とは、「知的財産の保護や権利の活用に
ついての知識や情意、態度を育む学習」です



知財学習の実施（各学校で実施する取組例）

生徒・学生の知的財産に関する学習進捗度、及び、自校及び担
当教員の経験段階に応じた知財学習の取組を実施する。

①有識者による校内セミナーなど、外
部能力を活用した取組を実施する段階

②既存の教材等を活用し、教員自らが
主体的に取組を実施する段階

③自校の専門性や生徒・学生の学習進
捗度に応じて教員自らが作成した教材
や資料を活用するなど、各学校の特色
を活かした取組を実施する段階

取
組
の
段
階

自校及び担当教員の経験段階（経験年数）

・弁理士による校内セミナーを開催し、模倣品とその影響に関して学ぶ（①）
・アイデアの創作活動の中で、産業財産権標準テキスト等を利用して、そのアイデアを
法的に保護する社会の仕組みについて学ぶ（②）

・既存の教科の授業の中で身近な商品に関連する知的財産権を紹介することにより、
１つの商品が様々な知的財産権で守られていることを理解する（②③） 等

取組例
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開発校への支援（活動経費の支援）

知財学習の実践（学校での実施する取組）に必要な活動経費を支援
（所定の費目に限る。年間５０万円以内）

＜活動経費の例＞
・知財学習（注）に利用、又は、生徒・学生の出願経験（模擬を含む）
に利用する資料や書籍等の購入費用

・知財学習（注）に関する校内セミナーやクラス単位の特別授業等を開
催するための講師の旅費、謝金、及び、講演資料等の印刷複写費

・知財学習（注）に関する知識を習得するための校内教員及び生徒・学
生の研修・講習会・説明会・セミナーへの参加及び企業訪問の旅費

・学校の授業（課題研究等）やクラブ活動において創作を行う際に、教
員が知財学習（注）の内容を扱う場合の、生徒・学生が実際に創作
（研究、商品開発）に用いる材料費及び運搬費

・本事業の取組内容に関して、本事業のアドバイザーから助言を受ける
場合のアドバイザーの旅費、謝金 等

（注）本事業における「知財学習」とは、「知的財産の保護や権利の活
用についての知識や情意、態度を育む学習」です

（詳細は、公募要領「７．補助対象経費」参照） 8



＜会合の開催時期（予定）＞
①事業説明会（４月下旬）
②研究会 （７月下旬～８月下旬）
③年次報告会（１月中旬～２月上旬）
※会合は会場開催又はリモート開催のいずれかを予定。また事業説明会は他会合と同時開催の可能性があります。

＜会合の内容（予定）＞
・研修
知財の専門家による講演、知財学習の経験のある教員による模擬授業

などを通じ、教員自身が知財及び知財学習についての知見を深める

・研究授業
グループに分かれて教員各々が知財に関する授業（数分程度）を実施

し、その内容、方法等について意見交換を行う

・教員の交流の機会の提供
具体的なテーマを設定するなどして、教員同士が情報交換・意見交換

を行う

開発校への支援（教員同士の交流や研鑽の場の提供）

開発校における知財学習に関する取組を支援するため、教員同士の
交流・研鑽の場として、以下の会合を開催
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開発校への支援（教材例や参考事例の紹介）

アドバイザー等の協力の下、教員が授業に活用可能な教材例や解
説・指導のポイント等を提供するとともに、会合（教員同士の交
流・研鑽の場）において、当該教材例を用いた模擬授業等を実施

５分授業用１時間授業用

解説
このスライドで
は、･･･

指導のポイント
・･･･
・･･･

解説
このページでは、･･･

指導のポイント
・ブランドが身近なも
のであること
・商標の機能「出所表
示機能」
・商標の３大機能がそ
れぞれどのようなもの
か
・･･･
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教材のイメージ

※別紙２参照

解説
このスライドでは、
○○を紹介すること
を通じ･･･

指導のポイント
・○○
・○○
・･･･



報告書による取組成果の普及

各参加校は、実施した取組について、ねらい、内容の概要、扱った
「知的財産の要素」、資料等をまとめた「報告書」を作成し、ＩＮ
ＰＩＴがホームページ等を通じて広く公開

＜報告内容の例＞
・セミナーを実施した場合にはセミナーのタイトル・日時・講師名・受
講者数等・ねらい・内容の概要・扱った「知的財産の要素」・講演資
料

・授業等で知財学習を実施した場合は科目・教員名・対象の生徒数等・
授業内容（ねらい・時間数・題材とした事例・内容の概要・扱った
「知的財産の要素」など）・使用した教材類

・企業訪問を実施した場合には、訪問先・日時・訪問先対応者・学校側
参加者（教員名及び生徒数等）・ねらい・内容の概要・扱った「知的
財産の要素」・資料 等
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応募条件（抜粋）
・農業、工業、商業、水産、家庭、看護、情報、福祉の専門学科を有する
高等学校（専攻科を含む）又は高等専門学校（専攻科を除く）であること。
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応募条件・募集予定校数・事業期間

・応募の時点で「知的財産に関する創造力・実践力・活用力開発事業」の
「展開型」に採択中でないこと（ただし、令和２年度が展開型の最終年度
である学校は応募することが可能です。）

⇒家庭、看護、情報、福祉の専門学科を有する高等学校も
応募可能です。

・本事業に参加実績がある場合、学校単位で通算４年目までの応募であること。

⇒最大４年間、参加することが可能です。

⇒過去に「知的財産に関する創造力・実践力・活用力開発事業」に
採択された学校も応募可能です。

募集予定校数
・５０校程度

事業期間
・１年間（令和３年４月～令和４年３月）
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公募・事業スケジュール

公募スケジュール（予定）
令和２年１０月 １日（木） 募集開始
令和２年１１月 ６日（金） 募集締切【メール、郵送物共に必着】
令和２年１１月～令和３年２月 審査
令和３年２月中旬頃 審査結果発表

事業スケジュール（予定）
令和３年 ４月 １日（木） 令和３年度事業開始
令和３年 ４月下旬 事業説明会

～令和３年 ５月中旬 取組計画書・支出計画書の作成・提出
令和３年 ５月下旬 支出計画の承認
令和３年 ７月下旬～ ８月下旬 研究会
令和３年１２月 報告書の提出
令和４年 １月下旬 会計帳簿及び支出証拠書類等の提出
令和４年 １月中旬～ ２月上旬 年次報告会
令和４年 ２月 ～ ３月 経費の確定
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公募の詳細はＩＮＰＩＴホームページをご覧ください

ＩＮＰＩＴ 知財力開発校

知財力開発校支援事業 ～アイデアを 権利で守り 社会で活かす～

知財立国を支える人材として…

社会（企業）が求める人材として…

技術者やデザイナーとして…

人としての成長のために…

「知財力開発校」になりませんか？

お問い合わせ先

独立行政法人 工業所有権情報・研修館（ＩＮＰＩＴ）

知財人材部 人材育成環境整備担当

〒105-6008 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー８階

電話：03-5512-1202 E-MAIL：ip-jz08@inpit.go.jp



もし、知的財産権制度がなかったら…
ペニシリン（抗菌薬）

１９２９年（英国）
フレミングが発見

特許 を 取らなかった

資金回収 が 望めない
として 研究費 を 出さな

かった

英国企業

第２次大戦中
（米国）

米国企業

製品化されて
世界に広まり

多くの命が救われた

製造 の 特許 を 取る

製造技術 を 研究

製品化されず

権利が発揮する様々な価値の例
別紙１

経済的価値 公益的価値

信用

経済的価値 公益的価値

信用



アイデアの「保護」
権利の「活用」の学習

－ 教材例・指導例 －

別紙２



【教材例１】公報について理解しよう

発明者、企業、弁理士の名前

公報から読み取れること

図面の書き方（斜視図など）
出願日、登録日

ひと や会社

どんなアイデア か

課題の背景と解決方法
デザインやブランドの内容

手続（内容や方法）

技術 デザイン ブランド



（解説）公報をきっかけとした知財学習の展開

「工業技術基礎」や「情報処理」などの教科の授業の中で、先行技術
調査の目的で生徒・学生がJ-PlatPatを用いて公報を検索する場合に、
抽出した公報の内容から読み取れる事項だけでなく、さまざまな知財の
観点に関する学習へと発展させることができる。

➀

➁

➀について
「出願人」「代理人」「発明者」の欄に記
載された企業名や発明者に加えて、弁理士
の存在についても触れ、その役割について
教員は説明することができる。

➁について
意匠公報に掲載される図面の種類や書き方
について教員が説明することで、図面の役
割について学習することができる。
出願日と登録日の違いについて教員が説明
したり、各権利の保存期間について説明す
ることができる。

また、生徒・学生が検討するアイデアに関する先行技術について特許権が存在する場合、
その特許技術を利用するには、権利者の許諾が必要であり、ライセンス料を支払うことが
あることに触れ、ライセンスを受ける、あるいはその技術を回避し別の技術を開発する等
の選択肢があることを、標準テキスト等や事例集を用いて学習することができる。



・公報 ・分類体系

（解説）公報をきっかけとした知財学習の展開

例えば課題研究で、先行技術調査やニーズ調査の目的で生徒が公報を検索することや、又は、教
員があらかじめ関連する公報を用意して知財学習をすすめることがあります。

こうした公報を起点（きっかけ）にして、技術・意匠・商標の情報を読み取るだけでなく、学習
において様々な観点への展開ができます。そしてまた、公報を起点にして、標準テキスト等に解説
された制度や仕組みの学習に進むことや、事例集などを交えた学習で社会の実態に触れさせること
もできます。

公報

事例、ニュース

・身近な商品例
・社会の背景
・ストーリー

テキスト、解説書

・制度、手続き
・体系的整理
・考え方
・事例、演習

統計

特許行政年次報告書
など

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage


【教材例２】権利の活用（意匠権）

【 動画の内容 】

ヒント１．世界中で、2,０００万匹？以上

ヒント２．商品の説明書には、こんな風に書いてあります

「強く引っ張らないで…僕たち、死にたくない…」

ヒント３．「よじれたら、２～３回やさしく引っ張って。僕た
ち、元気にもどるから～」

ヒント４．「プレゼントのラッピングに使って。開けるときに、
すごく喜んでもらえるから！」



（解説）授業での説明例
（商品を当てるクイズを出題）

答えは「アニマル・ラバー・バンド」という商品で、動物の形をした輪ゴ

ムです。この写真は、恐竜セットです。このほかにも、ペット、動物園、

牧場の４セットがあるそうです。

これも、あるデザイナーが考えたアイデアです。それを見た、そのデザイ

ナーの友達が「こんなに楽しいデザインを眠らせておくのはもったいない。

みんなに使ってもらえるように、ぜひ商品化しましょう」となって、商品

化のプロジェクトが始まったそうです。

商品化する段階でプロジェクトでは、身近なものなので小さな子供が口に

しても大丈夫なように、そして電子レンジでも大丈夫なように、特別なシ

リコーンゴムを使うことを決めたそうです。ここでも、アイデアの商品化

には多くの苦労、そして資金が必要なことがわかります。どんなにデザイ

ンが良くても、商品化には、やっぱり多くの資金が必要です。

そして、やっぱりここでも、知的財産の「権利」の力が役に立ちました。

商品を販売したのは、アッシュコンセプトという会社ですが、この会社で

はアニマル・ラバー・バンドのデザインの権利、つまり意匠権の権利で、

日本政策投資銀行という銀行から融資、つまりお金を借りることができま

した。ちなみに、この会社は「カップメン」というカップラーメンの蓋を

押さえる商品も作っていて、これも、デザイナーが考えたアイデアをもと

に、意匠権の権利を取って、その権利で銀行からお金を借りることができ

たものです。



【教材例３】（特許出願）技術の本質の把握

（課題授業：自動ポップコーン製造機）
「コーンの自動計量技術」の開発

（生徒からの説明）

コーンを誘導筒から落下させ、計量容器内に

コーンを一定量入れる仕組み。一定量のコーン

を計り取るために計量容器の円筒部分に誘導筒

より少し大きい□形の投入口を設けた（写真

４）。計量容器はモータにより、一定速度で回

転させ、誘導筒の口と投入口が一致した時に

コーンを計量容器に落下させる（写真５）。ま

た、誘導筒の口と投入口が一致しなければコー

ンは落下しない（写真４）。定量のコーンを計

り取るためにコンピュータを用いて計量容器の

回転速度で調整している。その後、定量を計り

取ったコーンは、発熱窯に落下させる（写真

６）。

アイデアの本質を考えさせる

写真４

投入口計量容器

写真５ 写真６



（教員からの指導）

教員から、いろいろな変形例を提示して、誘導しながら、アイデアの本質を考えさせた

○ ポップコーン以外に、どんなものに適用できそうか？ 気体や液体でも適用できるか？

（計測対象が「粒体」に一般化できることを気づかせる）

○ 「□形の投入口」は、他の形（丸形など）を含まないが良いか？

○ 「誘導筒」は「筒」でなければいけないのか？

○ 「円筒」の形は必須か？

○ 「投入口」から発熱窯に落下させる必要があるか？

○ 「計量容器の回転速度で調整」としているが、これを、「計量容器の回転速度を一定」として

「□形の投入口の大きさや形状を調整」とすることはできないか？

（測定する量の調整に「回転速度の調整」が必須ではないことに気づかせる）

（解説）授業での説明例

（アイデアの本質として次の要約が考えられる → 特許の「権利範囲」の考え方）

粒状物を誘導路から落下させて計量容器内に一定量ずつ入れる仕組みであって、計量容器に投入口

を設けて、この投入口が誘導路に対して移動するように計量容器を回転または移動させる駆動部を

設けて、誘導路と投入口が対向している間に粒状物が計量容器に落下することで、一定量の粒状物

を計り取る仕組み



【教材例４】関心を持たせる

出典：https://whill.jp/



この杉江さん、内藤さん、福岡さんは３人で、ある「夢」を目指すことに
なります。その夢は、ある製品に関係しています。その「製品」は何で
しょうか？
（商品を当てるクイズを出題）

正解は「電動車椅子」です。

彼ら３人の「物語」を、話します。

あるとき出会った一人の車椅子ユーザーから、３人は、こんな話を聞きま
す。

「１００m先のコンビニに行くのをあきらめる」

この本来の意味がわかりにくいので、説明します。

例えば、皆さんが将来、自動車に乗るとしたら、どんな車を選びますか？
スポーツタイプ？ それとも大きなワゴンタイプ？ そして、どんな色を
選びますか？ そのとき皆さんは、自分の個性に合った自動車を選んで
「自分らしさ」をアピールすることでしょう。

でも、車椅子には、そんなバリエーションはありません。そして、車椅子
の人たちは、周りの人から「車椅子の人」としか見てもらえません。だか
ら「外出したくない」と思ってしまうのだそうです。

そんな話を聞いて、あの３人は、誰もが乗りたくなる、かっこいい電動車
椅子を作ろう。そんな夢を持ったのです。

そして、彼らは、こんなプロトタイプ（試作品）を完成させたのです。こ
のプロトタイプは、実際に東京モーターショーに出展され、たいへんな注
目を集めました。

（解説）授業での説明例



しかし、あるとき、別の車椅子ユーザーから、こんな風に言われます。

「夢を見させることが、どんなに残酷か、わかっているのか！」

この言葉も、すぐには意味がわかりにくいと思います。

例えば、僕が講演で「弱者を助ける」とカッコイイことを言っても、実際
に障碍者の方が困っている場面に出会ったときには、なかなか手を差し伸
べなかったりします。実際の場面で障碍者の人たちは、そういう辛い思い
をたくさんしているのだと思います。

だから、その車椅子ユーザーの人は、カッコイイことを言うだけならやめ
てくれ。カッコいいプロトタイプを見れば、車椅子ユーザーの人たちも期
待をしてしまう。でも、その先、製品化するつもりがないなら、「また
か･･･」「やっぱりか･･･」とガッカリさせるだけだ。それなら今すぐやめ
ろ、残酷なだけだと言いたかったのです。

そんな話を聞いて、３人は本気になりました。製品化を決意したのです。
３人のアイデアや試作品（プロトタイプ）は、まだ「芽」なのです。アイ
デアという「芽」を育てて、それを製品にして、車椅子ユーザーの人たち
の手に届いて、それで初めて本当の「夢」が叶ったことになるのです。

３人は、その「夢」をかなえるため、米国に向かいました。米国は電動車
椅子の世界最大の市場で、その規模は日本の数十倍だからです。それに、
資金を貸してくれる投資家も日本よりはたくさんいます。だから３人は、
米国に向かったのです。
しかし、そんな米国でも資金を出してくれる投資家は見つかりませんでし
た。そして、試作を繰り返しているうちに3人の手元の資金はだんだん少な
くなっていきました。

（解説）授業での説明例



３人は、ベンチャー企業向けの共同作業場にあるポップコーンを栄養源に
して、生活費を切り詰めながら、資金を貸してもらうために投資家の訪問
にはげんでいました。

ただ、そんな中でも彼らは、きちんと手続きをして、電動車椅子の技術に
ついては特許権を、デザインについては意匠権を、商品名については商標
権を、しっかり取っていたのです。彼らは「権利」の大切さを知っていま
した。

結果としては、それが、彼らの夢をかなえる「鍵」となったのです。

その後、特許、意匠、商標という知的財産権、つまり、彼らがしっかりと
「権利」を持っているということが評価されて、ある米国の投資会社（ベ
ンチャーキャピタル）から、やっと資金を獲得することができました。そ
の後、日本の大企業などからも、資金を獲得することができました。

この写真は、彼らの会社のホームページに載っている実際のお客さん、
ユーザーの写真です。こうして本当に、車椅子ユーザーの人たちに製品を
届けることができたのです。たくさんの車椅子ユーザーを喜ばせたいとい
う彼らの「本当の夢」が叶ったのです。

３人の電動車椅子のアイデアは、そのプロトタイプ（試作品）が東京モー
タショウで注目を集めましたが、それはアイデアの「本当の素敵な姿」で
はありません。この写真のように車椅子ユーザーの人たちを笑顔にしてい
る姿が、アイデアが社会で活躍している姿が、アイデアの「本当の素敵な
姿」なのです。

（解説）授業での説明例


