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第２の柱

事業の内容

事業目的・概要
明日の産業人材を輩出する専門高校及び高等専門学校におい

て、生徒・学生が、身の回りのアイデアが社会では知的財産権
として保護されていることや、ビジネスの中で権利として活用
されていることの実態に触れながら、知的財産の保護や権利の
活用についての知識や情意・態度を育んでいくため、これらの
知財学習を行おうとする学校の知財学習の取組を支援し、知財
学習の取組内容を報告書として公表することを通じて、知財学
習の普及と知財人材の育成を推進しています。
（※取組内容は学校側で企画する必要あり。）

①知財学習を推進する学校（専門高校等）と教員の取組を支援
■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

・１学校当たり１件の申請であること（例：工業科と商業科
を有する学校の両科が別々に応募はできません。）

・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（※事業期間・採択は単年度毎）

■支援の内容： 知財学習の実践（学校で実施する取組）に
必要な活動経費（年間５０万円以内）
例：知財学習の創作材料費や研修費、講師謝金 等

■募集予定校数： ５０校程度

②参加した学校と教員の取組の成果を活かし、広く知財学習を
普及させる
■教材例や参考事例の紹介
■教員同士の交流・研鑽の場
■報告書による取組内容の普及

事業イメージ

「知財力開発校支援事業」について（概要）

★事業説明会、研究会、
年次報告会を開催

★ＨＰでの公表

知財学習の実施（各校での取組例）

教員同士の交流・研鑽の場

教材例や参考事例の紹介活動経費
（年間５０万円以内）

開発校を支援

知財学習（注）の実施
（各学校で実施する取組） ・知財学習の定着

・報告書による
取組内容の普及

報

告

公表・普及

（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。（「創造」に関する内容
を含むことを妨げるものではありません。）

・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ついて
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） など

取組例

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）
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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４年１０月３日（月） 募集開始
令和４年１１月７日（月） 募集締切【必着】
令和４年１１月～令和５年２月 審査（有識者等で構成される委員会）
令和５年３月上旬頃 審査結果発表

・事業スケジュール（予定）

令和５年４月～ 令和５年度事業開始
～令和５年５月中旬頃 取組計画書・支出計画書の作成・提出

令和５年５月下旬頃 事業説明会
令和５年５月下旬頃～ 支出計画の承認
令和５年７月下旬～８月下旬頃 研究会
令和５年１２月頃 報告書の提出
令和６年１月中旬～下旬頃 年次報告会
令和６年１月下旬 会計帳簿及び支出証拠書類等の提出
令和６年２月～３月 経費の確定

2



申請方法・お問い合わせ先

・申請書のダウンロード等
https://www.inpit.go.jp/jinzai/educate/coop/kobo/20211001.html
※本紙及び公募要領をよく読んだ上で申請書を作成ください。

・申請書の提出方法
＜電子メール件名＞ 「知財校応募：(提出学校名)」としてください。
＜電子メール送信先＞ ip-jz08@inpit.go.jp

（＠の前は「アイ・ピー・ハイフン・ジェー・ゼット・ゼロハチ）」）
＜あて先＞ 独立行政法人工業所有権情報・研修館

知財人材部 人材育成環境整備担当 あて

※提出に当たっては、必ず学校長の許可を得た上で、御応募ください。
なお、ファイルサイズが8MBを超える場合には、ファイルを分割し、
件名に「当該メールの順番／総メール数」を追記して送信してください。
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・お問い合わせ先
独立行政法人工業所有権情報・研修館 知財人材部 人材育成環境整備担当
電子メール：ip-jz08@inpit.go.jp 件名は「知財校質問：(提出学校名)」
電話：０３－３５８１－１１０１ 内線３９１２
※お問い合わせいただく際は、なるべく電子メールでお願いいたします。

電話は、大代表として特許庁につながりますが、内線で担当部署につながります。



「知財力開発校支援事業」について（詳細１）

活動経費の支援

知財学習の実践（学校で実施する取組）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（※販売し、対価を得るために製造する物品等の原材料費は経費として認められません。）

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。
なお、これらを含みつつ、「創造」に関する内容も含むことを妨げるものではありません。

（詳細は、公募要領「７．補助対象経費」参照）
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「知財力開発校支援事業」について（詳細２）

教員同士の交流や研鑽の場の提供、教材例や参考事例の紹介

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

＜会合の開催時期（予定）＞
①事業説明会（５月下旬頃）
②研究会 （７月下旬～８月下旬頃）
③年次報告会（１月中旬～下旬頃）
※会合は会場開催又はリモート開催のいずれかを予定。

＜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
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取組事例について

6

注）過年度に本事業に参加した学校の知財学習の取組事例を紹介します。
なお事例によっては、知財学習の取組内容と本事業による支援内容とが一致

しない場合があります。（知財学習の取組全体のうち、一部の取組についての
み本事業の支援を活用するケースなど。）

＜参考１＞



＜取組事例＞※支援事業の活動経費を用いた取組以外の取組も含む場合があります。

★課題研究に取り組む中で、芽生えた知財意識！

［令和２年度］静岡県立遠江総合高等学校の取組取組の概要

① 産業財産権制度の学習、弁理士知財セミナー
② アイデア創造活動
③ 課題研究（３年生の高校生活の総まとめとして）

知財活用を念頭に置いたもの作り活動を実施
・LEDイルミネーション装置の設計製作

（１㎡程度の空間壁にLEDを星空風に配置する課題）

・水力発電装置の設計製作
（水路などの少ない水流を電力に変換する簡単内発電

装置を作る課題）

・自転車発電機の設計製作
（廃棄自転車を使った人力発電装置を作る課題） など

芽生えた知財意識など

J-PlatPatなどを使って、空間装飾や小水力発電装置に関
する先行技術を調査・参考にする課程で、知財マインド
が高まり、保護、活用についての理解が深まった。
発電装置を作る過程で、アイデア創造の苦労や試行錯誤
の繰り返しを体験。アイデアのヒントを得るために、J-
PlatPatなどの活用機会が増加。

＜課題風景＞

★地域振興活動を通じた知的創作体験

［令和３年度］石川県立大聖寺実業高等学校の取組
取組の概要

① 「ビジネス基礎」科目で基礎的な知財学習
② 地元企業や観光協会との研修で「知財権が企

業活動に大きな比重を占める」との生の声を
聞き、知財の重要性について理解を深める

③ 地元市内の高速SAの新メニュー開発や地元の
「棒茶」を材料とした新商品開発

④ コロナ禍で観光客が激減している地元の温泉
からの依頼を受けて、温泉地の活性化に資す
る動画の作成 など

活動の成果等

商品開発や地域活性化動画の作成を
通じて、地域の課題に積極的に取り
組み、アイデアを形にするときの課
題や問題を知り、その対応を考える
「知的創作」を体験
「温泉街の飲食店宣伝動画」「温泉街
名所動画」「温泉街の飲食店コロナ感
染対策動画」の作成を通じて、生徒が
主体的に「著作権」や「肖像権」を意識
するようになった

＜飲食店動画作成活動
（ＴＶ取材風景）＞

＜温泉活性化リモート会議＞
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★ビジネスプランや政策立案のコンテスト、課題研究等を通じて知財意識を醸成

［令和３年度］鹿児島県立川内商工高等学校の取組
取組の概要

① 課題研究（以下の企画・制作）を通じた知財制度
の理解と問題解決への取組
・地域の店舗改装のためのテーブル・いすなど（機械科）
・地域イルミネーション行事の展示作品（電気科）
・菓子店喫茶コーナーで使用する陶器（インテリア科）

② コンテストへの応募を通じた知財学習とアイ
デア企画への取組（商業科）
・かごしまを元気にする学生制作アイデアコンテスト
・高校生ビジネスプラングランプリ

など

ビジネスに付随する知財への気づき等

かごしまを元気にする学生政策アイデアコンテスト（鹿
児島県主催）で最終選考進出⇒「データ利活用賞」受賞
高校生ビジネスプラン・グランプリ（日本政策金融公庫
主催）で表彰（3,087作品中、ベスト１00に入賞）
・ビジネスモデルとなる製品のスケッチ・図面作成時に、

独自性の検討として先行意匠事例調査を実施、仮想権
利化等を検討（商業科）

・スケッチを元に試作品の製作（工業科）
・両科を企業に見立てて、製品開発の守秘義務やロイヤ

ルティーなどについても学習

★「模擬企業」「模擬出願」「仮想販売」から経済のしくみと知財の関係を学ぶ

［令和２年度］鹿児島県立川内商工高等学校の取組
取組の概要

学んだ経済の仕組み、芽生えた知財意識など

製造価格（原価）と販売価格の比較を
行い、採算性を知る。
価格の比較と製品の優位性などを
踏まえて、権利化するかしないかの
選択を学ぶ。［販売戦略で知財を意識］
完成品を模倣する業者は、製品企画や
試作費用が不要であるため、低価格での
販売が可能になるしくみを学ぶ。
［権利の尊重・保護の必要性を学ぶ］

商業科

・陶芸商品の市場調査
・製品の原価計算と

仮想販売価格の算出

インテリア科

・調査結果に基づく新商品開発
・材料の数量管理と作業時間を

記録（商業科の助言あり）

インテリア科

・新商品開発
・陶芸製品の意匠出願（模擬）
・材料の数量管理と作業時間を

記録（商業科の助言あり）

ケーススタディ①＜内製型企業＞

商業科

・陶芸商品を仕入れ
・製品の原価計算と

仮想販売価格（意匠権使用
料含む）の算出

ケーススタディ②＜取引型企業＞
比
較 ↑試作した陶芸製品↓

＜取組事例＞※支援事業の活動経費を用いた取組以外の取組も含む場合があります。 8



★キャラクターを活用した知財学習と企業連携からの実践的な学び

［令和２年度］茨城県立那珂湊高等学校の取組
取組の概要

① 登録商標「みなとちゃん」を活用した実践的
な知財学習（著作権譲渡・契約、商品化（商標）、
商標許諾、商標保護活用などを学ぶ）

② 地元企業との連携による地域
貢献、地域の魅力の再発見

③ 知財学習、J-PlatPat検索体験
④ アイデア創造、発想の授業
⑤ デザインパテントコンテスト

への取組 など

地域貢献と実践的な学びの概要等

学校発のキャラクターを地域のキャラクターとし
て展開し（県アンテナショップ、地域イベント、
大手コンビニ等での販売）地域活性化に貢献
企業とのコラボを検討する中で、著作権譲渡・契
約、商品化（商標）、商標許諾、
商標保護活用などを
実践的に学ぶ

＜登録6131272号＞ ＜アイデア創造、発想の授業＞＜みなとちゃん試作品＞

★マグロ解体ショーなどの活動が、商品開発を呼び込み、知財学習にも繋がる

［令和３年度］愛媛県立宇和島水産高等学校の取組
取組の概要

① 岐阜商業高と連携した商品開発を通じた知財
人材の育成

② 新しい養殖技術の研究・開発を通じた知財人
材の育成

③ 登録商標「フィッシュガール（登録6308543）」の活
用を通じた知財人材の育成 など

※フィッシュガールとは、愛媛県産魚ＰＲのために、国内外でマグロ
解体ショーや愛媛県産魚を利用した加工食品の開発、魚食の実演等
を行っている宇和島水産高水産食品研究部に所属している女子生徒
のグループのこと

＜参考＞https://www.pref.ehime.jp/h37100/suisan_okoku_ehime/fishgirl.html

取組の特徴、成果等

「フィッシュガール」の商標権取得の経緯から
権利の保護と尊重について学ぶ
企業からの商品開発依頼への対応を通じて、創
造力、発想力を養う
・マグロ丼の素（和風／洋風、冷凍食品）のレシピ開発

と役割分担による商品化（解体：フィッシュガール、
レシピに基づき加工・販売：企業）

「フィッシュガール」 のブランド力の再認識と
ＴＶや雑誌等の取材対応で、活動意欲の向上

＜取組事例＞※支援事業の活動経費を用いた取組以外の取組も含む場合があります。 9



★地元小学校への出前授業と小学生のアイデアを基にした新製品開発

［令和２年度］秋田県立男鹿海洋高等学校の取組
取組の概要

① アイデア発想法を取り入れた知財学習と課題
研究（実習）を通じた「考える力」の育成

② 知財学習の普及（出前授業）
・海洋環境や海洋資源の大切さ、水産資源の有効利用、

アイデア発想訓練や知財学習などの授業を男鹿海洋
高生が地元小学校で実施

・小学生が地元食材を使った
商品を企画⇒男鹿海洋高生
が製品開発など

取組のPRポイント等

水産資源を有効活用するため、小学生は「アイデア発想
法」などを用いて自由にアイデアを想起⇒男鹿海洋校生
が試作等の製品開発を実施
地元メディアの取材を受け、知財教育の取組を県民にも
認知してもらう
小学校の校長・教員から「キャリア
教育で知財は有効」との評価

＜小学生が考案したパッケージデザイン＞ ＜地元メディアの取材の様子＞

＜完成お披露目会
（新商品発表）の様子＞

★産学官連携ＰＪにより生徒のビジネス感覚を養い、地域にも貢献

［令和３年度］秋田県立男鹿海洋高等学校の取組
取組の概要

① アイデア発想法を取り入れた知財学習と課題
研究（実習）を通じた「考える力」の育成

② 知財を取り入れた製作・研究の実施
③ 知財に関する学習成果発表会
④ 産学官連携（男鹿海洋高×男鹿市×(株)ドリームリンク)

による地域特産品開発
⑤ 高校生ビジネスプラン・

グランプリへの応募
など

取組のPRポイント等

高校生ビジネスプラン・グランプリ（日本政策
金融公庫主催）で表彰（3,087作品中、ベスト
１00に入賞）
産学官連携で、日本一の水産高校を目指す！
・実習の時間を活用して新商品を考える（男鹿海洋高）
・販売戦略やブランディング等の経営の授業でビジネス

感覚を養う( (株)ドリームリンク）
・販売機会の提供、販路拡大に向けたPR活動（男鹿市）

＜産学官連携の詳細＞ http://dreamlink.co.jp/topics/20210422sangakukan/
＜販売された商品パッケージ、

デザインは生徒が作成＞

＜取組事例＞※支援事業の活動経費を用いた取組以外の取組も含む場合があります。10



★地域資源の栽培と商品開発、商標デザインの作成を通じて農家や造園業と交流

［令和２年度］山形県立置賜農業高等学校の取組
取組の概要

① 地域資源植物（町花「ダリア」の高品質栽培
技術の習得と空気浄化力が認められた「ニオ
イ木(クサギ)」）の栽培

② 商品化のためのラベル（商標）デザインの作
成を通じて、ネーミング・デザインの創作と
保護、ブランディング、
知財の重要性を学ぶ など

活動の成果等

「ダリア」「ニオイ木」の栽培と商標づくりを
通じて、地域の農家や造園業の方々と交流し、
様々な知識を得た

＜ダリアの商標＞
＜高品質栽培への挑戦＞ ＜高品質栽培：農水省シンポジウムにて紹介＞

★知財教育定着のために発明クラブを設立し、コロナ対策にも取り組む

［令和２年度］日本文理大学付属高等学校の取組
取組の概要

① 知財セミナーを通じた知財学習
② 発明クラブを設立し、生徒の発明工夫を実用

新案登録
③ 知財学習による地域や

社会の課題発見・解決、
創造力・問題解決能力を
高める取組を学校の特色
としてＰＲ など

活動の成果等

発明クラブでの知財学習として、コロナ対策へ
の取組を実施（ブロックを使った機構制作、プ
ログラミング等での試行錯誤と
問題解決の過程での学び）
生徒が作成した消毒液の自動
噴霧装置は、地元市役所入口
に設置された

＜学校パンフレットに知財学習を掲載＞ ＜市役所入口への設置風景＞

＜取組事例＞※支援事業の活動経費を用いた取組以外の取組も含む場合があります。11



知財学習教材等について

12

知財関係団体等で提供され、本事業の過年度参加校等で活用されている知財学習教材等を
ご紹介します。
注）各教材の作成年の関係で、内容は最新の状況を反映したものではないことがあります。

＜参考２＞



13INPITが提供する知財学習用資料（学生向け抜粋）

資料名 概 要 入手方法、その他

知的創造活動と知的財産
[カラー20頁]

知的財産制度の目的および特許・実用新案、意匠、商標、著作権についての基礎
的な内容をまとめた学習用資料です。
初めて知的財産を学ぶ方の導入用として用いることができるよう、多数の事例を
交えてわかりやすく解説しています。

・学習者用、指導者
用（活用の手引き）
あり

・電子版DL可能

未来をつくるあなたへ
[カラー14頁]

アイデアや創造は、何に価値があり、どうして尊重すべきなのか？未来を担う子
どもたちに創造の喜びや意義を知ってもらい、そこから知的財産の価値を学び、
自然と「尊重」の意識を醸成してほしい。そうした願いが込められた学習用資料
です。

・学習者用、指導者
用（活用の手引き）
あり

・電子版DL可能

MIRAI─未来をつくる
[カラー22頁]

社会や産業の構造が大きく変化しており、未来を担っていく若者や子どもたちに
は、「新たな創造力」が求められています。
本ブックレットでは、「新たな創造力」について一つの提言を示しました。

・学習者用、指導者
用（活用の手引き）
あり

・電子版DL可能

アイデア活かそう未来へ
[カラー64頁]

知的財産制度の目的および特許・実用新案、意匠、商標、著作権についての基礎
的な内容をまとめた学習用資料です。
初めて知的財産を学ぶ方の導入用として用いることができるよう、多数の事例を
交えてわかりやすく解説しています。

・電子版DL可能

産業財産権標準テキスト
特許編
[B5版・カラー208頁]

日頃の課題研究・研究活動の中で生まれるアイデアを特許になる発明として把握
し、これを出願書類にまとめて特許出願と権利化をするまでの基礎的な実務能力
を修得できるように構成されています。

・一般社団法人発明推
進協会から購入可

産業財産権標準テキスト
流通編 [カラー117頁]

技術移転（特許流通）を軸に、産業活性化に至る知的創造サイクルのあり方につ
いて、多くの図表を用いて解説しています。

・電子版DL可能

特許ワークブック
[A4版本冊154頁、別冊
(解答)30頁]

副題：「書いてみよう特許明細書 出してみよう特許出願」
発明の把握、従来技術の把握等の特許出願準備段階の説明から明細書等の特許出
願書類の作成方法等、実践的なプラクティスを解説しています。

・一般社団法人発明推
進協会から購入可

◆詳細情報： https://www.inpit.go.jp/jinzai/educate/kyouzai/index.html

※「産業財産権標準テキスト 総合編」は、一般社団法人発明推進協会が制作・発行しているもの。



14特許庁が提供する知財の教材等（学生向け抜粋）

タイトル 概 要 主な対象者

知財学習のためのサンプル教
材・教材対応表

小学校低学年（国語）、小学校中学年（社会）、小学校高学年（理科）、
中学校（技術）において、各教科に存在する「知的財産に関連する要素」
を教科単元と連動させたサンプル教材と各学校段階における知財教育の教
材対応表（2017年3月作成）

小学生～中学生

マンガ「知財の歴史」 特許・意匠・商標など、産業財産権にまつわる歴史的なエピソードを1ペー
ジマンガのシリーズで紹介する教材（2017年11月作成）

小学生～中学生

発明まるわかり あなたも今
日から発明博士

発明などの知的財産や特許などの知的財産権について、マンガ・クイズな
どによって学ぶことができる教材（2018年3月作成）

小学生～高校生

商標まるわかり あなたも今
日から商標博士

商標などの知的財産について、マンガ・クイズなどによって学ぶことがで
きる教材（2019年5月作成）

小学生～高校生

アイデア活用のヒント手引書
（学生等向け版）

学生等がアイデアを社会で活用する時の、課題や解決のヒントをまとめた
手引書。アイデア商品化における知財の役割を学ぶことができる。（2020
年3月作成）

小学生～大学生

アイデア活用のヒント手引書
（学校向け版）

自分達のアイデアを活用しようとする学生等をサポートする際のヒントや
知財のポイントをまとめた、先生用の手引書（2020年3月作成）

小学校高学年～大学の
先生

知財教材「デザイナーが身に
つけておくべき知財の基本」

デザイナーが円滑にビジネスを行い、社会で活躍するための基礎知識を修
得することができる教材（2017年11月作成）

デザイナー、デザイン
を学ぶ学生、デザイン
の教員、等

新しいモノ・コトを楽しく創
る知財創造教育 未来を創る授
業ガイド

～すべての教科ですぐに始められる学習指導案事例とヒント～
小・中・高等学校の先生に、知財創造教育を理解し、実施してもらうこと
を目的に、学習指導要領と知財創造教育の関係や小学校8教科、中学校6教
科、高校11教科の指導案等を紹介する授業ガイド（2019年3月作成）

小学校～高校の先生

SDGsと価値創造～探究の入口
～（授業で使える知財創造教
育コンテンツ）

SDGsに関連する様々なテーマを題材として、価値創造に向けた資質・能力
を育んでいくことをコンセプトとしたコンテンツ集（教材、ワークシート、
指導案）（2022年3月作成）

高校生、高校の先生

◆詳細情報： https://www.jpo.go.jp/resources/report/kyozai/index.html



15日本弁理士会が提供する知財教育教材

タイトル 概 要

先生のための知財の引き出
し

高校・高専の学習指導要領には知的財産権について指導するように規定されて
いますが、知的財産権の正しい理解には、指導者であっても時間がかかってし
まいます。
この度、知的財産に関する専門家である弁理士が、高校・高専の授業のイント
ロダクション（導入）として使える知的財産権エピソード（知財ネタ）を、
様々な教科に対応した知的財産権エピソードを作りました。
いろいろなニュースから、大人でも思わずひきこまれるおもしろい知財ネタを
厳選し、専門家としてのコメントをつけ、区切りよく１ページずつにまとめま
した、おもしろ知財ネタ集です。授業のネタとしてお役立てください。

「国語」「地理歴史」
「公民」「数学」「理
科」「芸術」「英語」
「家庭」「保健体育」
「経済」編

ビデオ教材 ・知的財産ってなんだろう ・どうすれば特許を取れるの？
・商標ってなんだろう？ 編 ・知的財産ドラマ ～社長、初めての特許～
・商標の機能と商標登録 編

高校生向け
・指導手引
・配布用資料（一部）

知的学習動画（意匠編） ・意匠の保護対象1 ・出願から登録まで
・意匠の保護対象2 ・意匠登録出願に必要な書類
・権利をとるメリット ・特許と意匠の違い
・新規性ってなんだろう？ ・法改正

工作授業 発明品を作業時間内で作製することで、発明を身近なものとして感じてもらう
為の教材です。発明品を作製する(アイデアを生み出す)体験を通じて、アイデ
アを尊重する意識を高め、知的財産権によるアイデアの保護の重要性を理解し
ます。
・片手でもてるかな（おおむね小学校４～６年生）
・ペーパータワー（おおむね中学生以上）
・はっぴょんをわたらせよう（おおむね小学校５～６年生）
・ちりとり（おおむね小学校３～６年生）
・スマートフォンをおく台（おおむね小学校４～６年生）
・汚さずに流せるかな（おおむね小学校４～６年生）

・指導手引
・配布用資料

◆詳細情報： https://www.jpaa.or.jp/activity/teaching/

※このほか「ヒット商品を支えた知的財産権（季刊誌パテント・アトーニー連載記事）」「ヒット商品はこうして生まれた！」など



＜参考３＞令和４年度知財力開発校支援事業参加校

［近畿地区］７校
福井県立科学技術高等学校
兵庫県立相生産業高等学校
兵庫県立加古川南高等学校
大阪府立園芸高等学校

○奈良県立磯城野高等学校
京都府立海洋高等学校
奈良工業高等専門学校

［北海道地区］１校
旭川工業高等専門学校

［東北地区］３校
秋田県立増田高等学校
山形県立置賜農業高等学校
秋田県立男鹿海洋高等学校

［中国地区］２校
山口県立下関工科高等学校
山口県立田布施農工高等学校

［九州地区］10校
福岡市立博多工業高等学校
大分県立宇佐産業科学高等学校

○大分県立大分工業高等学校
○大分県立情報科学高等学校

鹿児島県立川内商工高等学校
鹿児島県立薩南工業高等学校

○熊本県立熊本商業高等学校
○熊本県立熊本農業高等学校

宮崎県立宮崎海洋高等学校
日本文理大学附属高等学校

［四国地区］１校
愛媛県立宇和島水産高等学校

［中部地区］４校
○岐阜県立岐阜工業高等学校
○岐阜県立岐南工業高等学校

三重県立四日市商業高等学校
愛知県立三谷水産高等学校

［関東地区］10校
○東京都立多摩科学技術高等学校

神奈川県立神奈川工業高等学校
長野県上田千曲高等学校
静岡県立遠江総合高等学校

○静岡県立藤枝北高等学校
茨城県立那珂湊高等学校
神奈川県立平塚農商高等学校

○山梨県立塩山高等学校
サレジオ工業高等専門学校
沼津工業高等専門学校

工業高校：17校 商業高校：6校
農業高校：5校 水産高校：5校
情報：1校 高等専門学校：4校

計：38校
○印は、令和4年度新規参加校
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