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［審議会、企業懇談会等］1.

1995.2.6
特許庁・企業首脳懇談会　特許庁

会場の様子

産業財産権行政の課題と出
願等の適正化等に関して、
企業首脳に理解を深めて頂
くと共に、特許庁の施策に
対して企業の協力を得るた
めに開催した。

1995.10.11
特許庁・企業首脳懇談会　大阪（大阪ロイヤルホテル）

清川長官挨拶

産業財産権行政の課題と出願等の適正化等に関して、企業首脳
に理解を深めて頂くと共に、特許庁の施策に対して企業の協力
を得るために開催した。

1996.2.24
第15回工業所有権審議会情報部会　特許庁

会議の様子

「高度情報社会における産業財産権情報のあり方」
を検討するために開催した。

左から森本総務部長、高島長官、油木特許技監

会場の様子

左から清川長官、若杉部会長、清水特許技監
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1997.1.23

1998.12.14

知的所有権懇談会　福岡（ホテルニューオータニ博多）

工業所有権審議会　特許庁

荒井長官挨拶

伊佐山長官挨拶

広く多くの企業経営者と自由な懇談を行い、特許行政を巡る内
外情勢と新しい施策の方向性を説明し、意見交換を通じて幅広
いニーズを吸収することを目的に開催した。

プロパテントの一層の深化に向けて取り組むべきものとし
て、「特許法等の改正に関する答申」が取りまとめられた。

1997.12.16
工業所有権審議会　特許庁

知的財産権侵害に対する救済、意匠制度等
のあり方について、答申として取りまとめ
られた。

会場の様子

堀内通商産業大臣挨拶、右は荒井長官

与謝野通商産業大臣挨拶
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2.［発明の日式典等］

1995.4.18

1997.4.17-4.18

1999.4.16-20

工業所有権制度110周年記念式典　東京（帝国ホテル）

平成9年度発明の日フェア　特許庁

平成11年度発明の日フェア　特許庁

会場の様子

伊佐山長官挨拶

橋本通商産業大臣から表彰状

工業所有権制度110周年を記念して、式典を開催した。

発明の日（4月18日）を記念して、発明の日フェアを開催した。

発明の日（4月18日）を記念して、発明の日フェアを開催した。

1996.4.18

1998.4.17

平成８年度発明の日フェア　特許庁

平成10年度発明の日フェア　特許庁

発明の日（4月18日）を記念して、発明の日フェアを開催した。

発明の日（4月18日）を記念して、発明の日フェアを開催した。

清川長官挨拶

荒井長官挨拶
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発明の日（4月18日）を記念して、表彰式・記念講演を開催した。

2000.4.21-23

2001.4.21.22

平成12年度発明の日フェア
東京（池袋サンシャインシティ噴水広場）

平成13年度発明の日フェア
東京（池袋サンシャインシティ噴水広場）

左から2人目　近藤長官

スポーツと特許をテーマにした発明の日フェアを開催。

2000.4.18

2002.4.18

2001.4.18

平成12年度発明の日表彰式・記念講演
東京（ニッショウホール）

平成14年度知財功労賞表彰式・
発明の日記念シンポジウム　東京（東商ホール）

平成13年度発明の日表彰式・記念講演
東京（東海大学校友会館）

発明の日を記念して、「技術開発が産業の活性化に果たす役割」
をテーマにシンポジウムを開催した。

発明の日を記念して、工業所有権制度の発展等に貢献のあった個人、
企業の方々に表彰を行うとともに、記念講演としてノンフィクショ
ン作家である山根一眞氏による「メタルカラーの時代」をテーマに
した講演を開催した。

人間、家族、子供にとって身近な「食」をテーマにした発明の日フェア
を開催した。

石井特許技監挨拶

左　西川大臣政務官

及川長官により、二足歩行型ロボット（ASIMO）に一日特許庁長官補佐官を任命

食をテーマにしたクイズ等、 会場の様子
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2003.4.18
平成15年度知財功労賞表彰式・
発明の日記念シンポジウム　東京（赤坂プリンスホテル）

発明の日（4月18日）を記念して、「知的財産と産業活性化」をテーマ
にシンポジウムを開催した。

2004.4.16
平成16年度発明の日記念シンポジウム
東京（赤坂プリンスホテル）

発明の日を記念して、「知的財産権の創出と活用による産業の活性化
を目指して」をテーマにシンポジウムを開催した。

2006.4.18

2005.4.18

2004.4.16

平成18年度知財功労賞表彰式・
発明の日記念シンポジウム　東京（赤坂プリンスホテル）

産業財産権制度120周年記念「内閣総理大臣感謝状授与式」
及び平成17年度「知財功労賞表彰式」
東京（赤坂プリンスホテル）

平成16年度発明の日知財功労賞表彰式
特許庁

産業財産権制度120周年を記念して表彰式を行った。

発明の日（4月18日）を記念して表彰式を行った。

発明の日（4月18日）を記念して表彰式を行った。

桜田大臣政務官挨拶

江田大臣政務官より経済産業大臣表彰状授与

片山大臣政務官より経済産業大臣表彰状授与

小泉総理大臣挨拶

パネルディスカッションの様子
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［発明の日式典、研究会等］

発明の日（4月18日）を記念して表彰式を行った。

発明の日（4月18日）を記念して表彰式を行った。

発明の日（4月18日）を記念して表彰式を行った。

2007.4.18

2008.4.18

平成19年度知財功労賞表彰式
東京（グランドプリンスホテル赤坂）

平成20年度知財功労賞表彰式
東京（グランドプリンスホテル赤坂）

知財功労賞表彰者と、右から４人目山本副大臣、中嶋長官

知財功労賞表彰者と、荻原大臣政務官

2007.4.18
平成19年度「発明の日記念シンポジウム」
東京（グランドプリンスホテル赤坂）

発明の日（4月18日）を記念して、「イノベーションを生み出す
知財戦略」をテーマにシンポジウムを開催した。

パネルディスカッションの会場の様子

2008.4.18
意匠制度120周年記念イベント
東京（グランドプリンスホテル赤坂）

トークショウの様子

意匠制度120周年記念イベント、デザインが創る
「遊びと環境」をテーマにトークショウを開催した。

2009.4.17
平成21年度発明の日知財功労賞表彰式
東京（霞山会館・霞ヶ関コモンゲート西館）

知財功労賞表彰者と右から3人目松村大臣政務官、鈴木長官
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［国際特許流通セミナー・
特許ビジネス市］

3.

2006.1.23-25

2008.1.28-29

2007.1.22-23

国際特許流通セミナー　東京（ホテル日航東京）

国際特許流通セミナー　東京（ホテル日航東京）

国際特許流通セミナー　東京（ホテル日航東京）

会場の様子

左から2人目　INPIT清水理事長

ロナルド・グルージェットスキー 国際ライセンス協会会長

会場の様子

「技術移転からビジネスへ」をテーマに
海外で活躍する技術移転のプロフェッショナルの方々や我が国の
第一線で活躍されている方々による基調講演、パネルディスカッ
ション及びワークショップを行った。

「IP市場の創設」をテーマに
海外で活躍する技術移転のプロフェッショナルの方々や我
が国の第一線で活躍されている方々による基調講演、パネ
ルディスカッション及びワークショップを行った。

「IPが拓くグローバルビジネス」をテーマに
海外で活躍する技術移転のプロフェッショナルの方々や我
が国の第一線で活躍されている方々による基調講演、パネ
ルディスカッション及びワークショップを行った。
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2008.11.26

2009.10.9

2008.1.29

特許ビジネス市　大阪（インテックス大阪）

特許ビジネス市　横浜（パシフィコ横浜）

特許ビジネス市　東京（ホテル日航東京）

出席者が技術、ライセンス条件等の発表を行っている様子

発表企業の商品展示

発表技術に対する参加者の評価結果

参加者が、発表技術のアライアンスの可能性を評価し、投票を行っている様子

特許ビジネス市
特許技術等のシーズ保有者が、技術内容・効果に加え、商
品開発のポイントとなるビジネスプラン、ライセンス条件
等を説明し、会場の参加者からライセンスなど各種アライ
アンスの申し出を募る場を提供した。
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［地域知財戦略本部会合］
地域の知財活性化に向けた取組4.

2005.7.8

2007.3.20

北海道知的財産戦略本部会合
札幌（札幌グランドホテル）

中部知的財産戦略本部会合
名古屋（ナチュラルホテルエルセラーン）

中央　高橋北海道知事　右　内山北海道経済産業局長

会合の様子

北海道知的財産戦略本部初の本部会、知財の総合相談窓口
「北海道知的財産情報センター」の設置を決定した。

2009.8.31

2006.3.10

広域関東圏知的財産戦略本部会議
関東経済産業局

近畿知財戦略本部会合　大阪（KKRホテル大阪）

広域関東圏知的財産戦略本部を招集し、22年度推進計
画の方向性を検討した。

「平成17年度近畿知財戦略推進計画」について討議を行った。

会合の様子

会合の様子
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2008.6.24

広域関東圏知的財産戦略本部を招集し、22年度推進計
画の方向性を検討した。

産学金官を招集し、平成20年度知財推進計画策定した。

2005.6.10
四国地域知的財産戦略本部会合
高松（高松商工会議所）

江越四国経済産業局長（中央）

谷九州経済産業局長（右から2人目）

産学官を招集し、平成17年度四国地域知的財産戦略
推進計画を策定した。

2008.3.18
中国地域知的財産戦略本部会合
広島（ホテルグランヴィア広島）

産学金官から委員を招集し、平成20年度推進計画策定
した。

杉田中国経済産業局長（中央）

九州知的財産戦略協議会
福岡（ハイアットリージェンシー福岡）
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地域の知財活性化に向けた取組4.

［地域における知財セミナー等］

2002.9.18

2006.10.12

2008.10.24

平成14年度大学等研究者向けセミナー事業
（大学出張セミナー）　岡山（岡山大学）

金融機関向け知的財産セミナー
高松（高松東急イン）

平成20年度知財教育支援事業
（中学校出張セミナー）岡山（岡山市立上道中学校）

会場の様子

会場の様子

授業の様子

特許の明細書の書き方等についてグループ研究を行った。

金融機関を対象に知財セミナーを開催した。

地域企業が講師をつとめ、知財の出張セミナー（人工臓器の働
きをさぐる）を実施した。

会場の様子

2007.11.16
平成19年度知的財産教育支援事業
高知（高知市立昭和小学校）

教育副読本「あなたが名前をつける本」を用いて授業を実
施した。
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2008.11.14

ビジネスEXPO会場に地域団体商標ブースを設置し、
道内地域団体商標登録案件をPRした。

2009.11.26
模倣品対策普及啓発事業
愛知（中部国際空港）

真正品・偽物の比較展示品

中部国際空港にて真正品・模倣品を展示した。

地域団体商標周知イベント
北海道（アクセスサッポロ）

会場の様子

2009.2.4
知的財産戦略シンポジウム
広島（八丁堀シャンテ）

長尾中国経済産業局長の挨拶

中国経済産業局、日本知的財産仲裁センター、弁護
士知財ネット、日本弁理士会の共催によるシンポジ
ウムを開催した。
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地域の知財活性化に向けた取組4.

［特許流通フェア］

会場の様子

1999.10.22
99 国際・特許流通フェアin九州
北九州市（西日本総合展示場）

1997.10.15
平成9年度特許流通フェアin九州
北九州市（西日本総合展示場）

テープカット（右から2人目麻生福岡県知事、次いで荒井長官）

特許流通フェアは、特許市場活性化のための環境整備をする
事業で、特許シーズ、ニーズの「出会いの場」を提供した。

1999.2.24
平成10年度特許流通フェア
大阪（マイドームおおさか）

佐々木特許技監の挨拶

近藤長官他関係者のテープカット

会場の様子

会場の様子
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太田長官講演

2000.1.19

2002.10.16

特許流通フェア2000in東京
東京（東京ビックサイト）

平成14年度特許流通フェアin沖縄
沖縄宜野湾市（沖縄コンベンションセンター）

特許流通フェア中部2002
名古屋（中小企業振興会館）

近藤長官講演

会場の様子

2002.1.29

会場の様子

会場の様子

テープカット（中央、弘田審査業務部長）
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地域の知財活性化に向けた取組4.

［特許流通アドバイザー等の活動］

特許流通アドバイザーの企業訪問の様子

特許情報活用アドバイザーの講演の様子

2005.8
特許流通アドバイザー／企業との打合せ

2005.12
特許流通アドバイザー／企業との契約締結

特許流通アドバイザーがライセンス契約締結に同席する様子

知的所有権センター等に常駐する特許情報アドバイザーが特許情
報の活用方法等のアドバイスを行った。

2006.11
特許情報活用支援アドバイザーによる講演

特許電子図書館（IPDL）の効率的な検索方法を始め、特許情報
検索に必要な基礎知識から特許情報の活用方法まで、無料講習
会・セミナーを開催した。

特許情報活用支援アドバイザーによる相談対応の様子

2008.1
特許情報活用支援アドバイザーによる
相談対応の様子
徳島（徳島県知的所有権センター）

特許流通アドバイザーは企業訪問において、技術移転に関する
アドバイスを行った。
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5.［サーチャー育成研修、
侵害対策研修等人材育成支援］

2009.10.16

2008.7.31

2009.6.19

登録調査機関の調査業務実施者（サーチャー）
育成研修　INPIT

企業の知的財産担当者等に向けた
特許調査実践研修
大阪（大阪工業大学）

企業の先行技術調査業務従事者に向けた
検索エキスパート研修（上級）
INPIT

研修の様子

研修の様子

研修の様子

特許検索端末（特許審査官が審査に使用する端末
と同一）の操作実習を行った。

特許電子図書館（IPDL）を用いて行った先行技術
調査の結果をもとにグループディスカッションを
行った。

進歩性等の特許要件を考慮しつつ先行技術調査を
行う手法について、特許審査官の有するノウハウ
を織り交ぜながら解説を行った。
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6.［その他の活動］

1995.11.8-9

2002.4.26

一日特許庁（平成7年度工業所有権説明会
及び特許行政普及説明会）新潟

「世界知的所有権の日」を記念して
「審査・審判研究発表会」　特許庁

発表者

講師による意匠制度の説明

一日特許庁は、出願の適正化及び産業財産権制度の普及並びに
同制度の円滑な運用を図ることを目的に全国各地で開催された。

世界知的所有権の日を記念して、審査・審判研究発表会を開催。審査
官、審判官が自ら携わった審査・審判の具体的事例等について、知財
関係社に情報発信をすることによって、審査・審判に関する理解・認
識を高めてもらうことを目的に開催した。

1998.9.11-13

2002.1.30

特許・技術フェア　千葉

PCT国際セミナー
「世界のPCTビッグユーザーが語る知財戦略」東京

「特許から明日が見えてくる」をテーマとして、千葉の幕張で開
催された。

PCTを積極的に活用していくため、世界のPCTビッグユーザー
を招き、各社がPCTを戦略としてどのように具体的に活用して
いるのか等のセミナーを開催した。

会場の様子

及川長官による基調講演

大森特許技監挨拶
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2008.7.6-9.29
産業財産権専門官による初心者向け説明会

東京会場

千葉会場

2005.5.12-22
愛知万博「知的財産が拓く未来の夢展」　愛知

新技術や新製品を広く普及する博覧会と密接な関係を持つ「知
的財産基本法」や「特許制度」にスポットを当てて、その理念
を具体的な展示を通じて表現するとともに、最新技術のロボッ
トの展示・デモ等などを実施した。

2002.9.18
国際知的財産保護フォーラム発足式
東京

発足式の様子（141の団体、企業が参加）

小川長官

産業界が一丸となって、海外での知的財産侵害に対処する
ため「国際知的財産保護フォーラム」の発足式が行われた。

知的財産権を学びたい方や企業等において新しく知財部門に配属
された方など幅広い方々を対象として、知的財産権の概要や各種
支援策等についての説明会を全国47都道府県で計56回開催した。

特許庁ブース、タイムトンネル

クイズショーの様子
ロボットデモの観客




