


ミッション・ビジョン・バリューズ
Mission Vision Values

より良い未来を拓く「知」は、
一人ひとりの「やりたい」から始まり、

その情熱こそが、真に豊かな未来へ導いてくれることを確信しています。

私たちは、「知」に寄り添い、
培ってきた実務の知見と最先端の技術を融合しながら、

未来を拓く「知」が育まれ、新たな価値が生み出される知財エコシステムを、
知的財産に関わる全ての人たちと協創します。

暮らしの質の向上から社会的課題の解決まで、
一人ひとりが創造力を発揮したくなる社会を実現するため、

イノベーションを促進することに
私たちは、全力で取り組みます。

より良い未来を拓く「知」は、
一人ひとりの「やりたい」から始まり、

その情熱こそが、真に豊かな未来へ導いてくれることを確信しています。

私たちは、「知」に寄り添い、
培ってきた実務の知見と最先端の技術を融合しながら、

未来を拓く「知」が育まれ、新たな価値が生み出される知財エコシステムを、
知的財産に関わる全ての人たちと協創します。

暮らしの質の向上から社会的課題の解決まで、
一人ひとりが創造力を発揮したくなる社会を実現するため、

イノベーションを促進することに
私たちは、全力で取り組みます。

「知」が尊重され、
一人ひとりが創造力を発揮したくなる社会を実現する

ミッション（どのような社会を実現したいのか）

産業財産権を通じて、
未来を拓く「知」が育まれ、新たな価値が生み出される
知財エコシステム＊を協創することで、イノベーション＊を促進する

ビジョン（ミッションのために組織は何を成すのか）

▶ 透明性をもって、公正、公平に実務を行う
▶ ユーザーの立場で考える
▶ 前例にこだわらず、改善を続ける
▶ プロフェッショナルとして主体的に行動する
▶ 特許庁全体の視野に立つ

バリューズ（ビジョンのために職員はどのような指針で行動・判断するのか）

知財エコシステムとは、知的財産を創造し、保護し、活用する循環を示す知的創造サイクルの概念に加え、そこから生まれる知的財
産を基に、人々が互いに、また、社会に対して好影響を及ぼし、自律的に新たな関係が構築され、新たな「知」が育まれ、新たな
価値が生み出される、いわば知的財産の生態系を指します。
イノベーションとは技術革新に限らず、新しいビジネスモデルや社会の仕組みの創出などを含む広義のイノベーションを指します。

＊

＊
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私たちは、日頃から多くの商標に囲まれて暮らしています。

そんな商標の登録の可否を審査する「商標審査官」。

あなたも私たちと一緒に、知的財産行政に携わってみませんか。

“事業者と消費者の橋渡しをする”
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街中にあふれている商標
　商標は、商品やサービスの顔として、他人（他社）の商品、サービス
と区別するために使用されます。街中を意識して見ると、商品の
パッケージ、お店の看板、デジタルサイネージ広告など、様々な商標
であふれています。
　商標は、特許や意匠と違い、その権利を更新することによって、登
録商標として、半永久的にその権利が継続します。現在日本では約
190 万件の登録商標が現存し、その中には登録から 100 年以上経
過している商標もたくさんあります。
　あなたが今見ているその商標、あなたが知っているあの商標は、
ひょっとしたら、100年以上の歴史と伝統のある商標かもしれません。

商標制度のあゆみ
　日本の商標制度は、明治 17（1884）年６月７日に「商標条例」が制定
され、同時に「商標登録所」の設置によってスタートしました。100 年
以上の歴史を持つ商標制度は、明治、大正、昭和、平成、そして令和と、
５つ目の時代を迎えることになりました。
　日本の商標制度は、長い歴史の中で、時代のニーズとともに改善さ
れ、日本の経済発展に大きく貢献してきました。
　例えば、商標法条約（平成８年）やマドリッド協定議定書（平成 11
年）など、多くの条約にも加入し、国内は勿論、外国に出願する際の手
続きが改善されました。
　商標の保護対象についても、ユーザーニーズに応える形で、サービ
スマーク（平成 3 年）、立体商標（平成 8 年）、地域団体商標（平成 17
年）、小売等サービスマーク（平成 19 年）、そして音や動きなどの新
しいタイプの商標（平成 26 年）が追加されました。
　令和２年４月からは、店舗等の外観や内装も商標として、適切に保
護することが可能となりました。

「商標を審査する」という仕事
　特許庁に出願された商標を審査するのが商標審査官の仕事です。
　令和 3 年、商標の出願件数は約 18 万件でした。商標の出願件数
はここ数年増加傾向にあります。ビジネスにおける商標の重要性
が益々大きくなっていることがわかります。

　商標審査官は、この出願された商標について、様々な資料・デー
タベース等を利用して事実関係を調査し、商標法の規定や審査基
準に照らして、登録商標として保護すべき商標なのか、保護すべき
でない商標なのかを判断していきます。
　出願した商標が登録されるか否かによって、出願人のビジネスの
計画にも大きな影響を与えますので、非常に責任のある仕事です。

「商標審査官」に求められるもの
　商標審査官は、商標法の規定や審査基準の知識だけが求められる
わけではありません。商標の審査には、高い専門知識のみならず、需
要者の視点にたった考え方や、新しい商品・サービスへの関心、新
しい IT 用語やビジネス用語への理解など、多方面にわたる知識や
興味が重要になってきます。
　そして、商標は生き物です。ブランドの価値は変化しますので、そ
の審査の結果も時代によって変わることがあります。例えば、みな
さんの身の回りにも、当時は登録商標として登録されたものの、今
では一般名称となってしまったものがたくさんありませんか。
　商標審査官には、専門知識がある人、多方面にわたる知識や興味
がある人、時代の変化に柔軟に対応できる人、いろいろな引き出し
を持っている人が求められます。
　商標審査官は少しハードルが高いなと感じた人、商標審査を極め
たいというやる気があれば全く心配はいりません。特許庁には充実
した研修制度がありますし、優しい先輩が指導してくれます。入庁
後に学べば知識は後からついてきます。

多岐にわたる活躍の場
　商標審査官は、商標の審査をしている人ばかりではありません。
時に商標審査官は、商標の審査に関する業務に限らず、知的財産制
度全般に関する業務や一般行政に関する業務も担います。特許庁
の内外部署において、商標に関する政策の企画、法律改正、IT シス
テムの開発に携わる場合や、在外公館、WIPO 等の国際機関などに
勤務する場合もあり、商標審査官の仕事は多岐にわたります。
　
　商標審査官は、「商標」という専門分野をコアにして、活躍してい
ます。自分の専門分野（商標）を持って、それを極めるって、素晴ら
しいと思いませんか。
　商標審査官に興味を持った方、是非、一緒に働きましょう。
　

特許庁審査業務部商標課長
髙野　和行

商標課長からのメッセージ

（略歴）
S62.4 特許庁入庁
H7.4 商標（食品）
H9.4 電子計算機業務課機械化企画室
H11.7 商標（化学）
H12.4 商標審査基準室
H12.7 商標（化学）
H13.4 外務省
 （在トリニダード・トバゴ大使館）
H16.4 商標（国際商標登録出願）
H17.7 海外語学派遣研修
H18.4 商標課商標企画専門官

H21.7 国際課
H23.7 審判部（第 35 部門）
H25.1 審判課審判企画室
H26.10 商標（国際商標登録出願）
H27.1 （独）工業所有権情報・
 研修館活用促進部
H28.4 商標課商標制度企画室
H29.1 商標課商標審査企画官
H31.1 商標（化学）
H31.4 商標課商標審査基準室長
R1.10 商標課長
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特許庁の組織

特許庁の組織
　特許庁は、経済産業省の外局の一つです。
　特許庁には７つの「部」があり、私たち商標審査官が商標
の審査を行う部署（審査室）は、「審査業務部」の中にありま
す。審査室は、主に担当する産業分野に従って、「化学・食品」

「機械」「雑貨繊維」「産業役務・一般役務」の４つの審査室と、
もう１つ、マドリッド協定議定書に基づく出願を担当する

「国際商標登録出願」 という審査室に分かれています。
　「商標審判官」として働いている先輩は、「審判部」に属し
ます（第 35 部門～第 38 部門）。
　また、商標審査官は、審査以外の場でも活躍する機会があ
り、「審査業務部」の中の商標課、「総務部」の中の秘書課、総
務課、企画調査課、普及支援課、国際協力課などにも配属さ
れています。 審査室の風景

 

●調整課 ●特許審査部門
●意匠課 ●意匠審査部門
　特許(発明)・意匠(デザイン)の出願を
　以下の部門に分けて審査しています
審査第一部：主に物理、光学、社会基盤、意匠関係
審査第二部：主に機械関係
審査第三部：主に化学関係
審査第四部：主に情報、通信、電気関係

●審判課
●第１部門～第34部門

●第35部門～第38部門

●審査業務課 ●出願課

●商標課
商標審査基準室 商標国際分類室
商標制度企画室 商標審査機械化企画調整室
商標審査推進室 地域ブランド推進室

●商標審査部門
化学・食品　　機械 雑貨繊維
産業役務・一般役務 国際商標登録出願

経 済 産 業 省

資源エネルギー庁

中 小 企 業 庁

特 許 庁

総 務 部

審 査 業 務 部

審 判 部

審査第一部
～第四部

●秘書課 ●総務課 ●会計課 ●企画調査課
●普及支援課 ●国際政策課 ●国際協力課
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実用新案権
物品の形状、構造、組合せに関する
考案を保護
例／衝撃吸収のための液晶保護フィルム

商標権

使用するマーク（文字、図形など）
を保護
例／電話機メーカーが自社製品の信用保持
のために製品などに表示するマーク

特許権
自然法則を利用した、新規かつ高
度で産業上利用可能な発明を保護
例／長寿命、小型軽量化したリチウムイ

オン電池に関する発明

意匠権
独創的で美感を有する物品の形
状、模様、色彩等のデザインを保護
例／携帯電話機をスマートにした形状の
デザイン

知的財産権

産業財産権

商品・サービスを区別するために

知的財産権？産業財産権？
　「知的財産権」という言葉、最近よく耳にしませんか？
　テレビや新聞等のメディアにおいて、知的財産権に関するニュースが取り上げられることが多くなるなど、近年、「知的
財産権」が注目を集めています。
　知的財産権とは、知的創造活動によって生み出されたものを、財産として保護する権利です。知的財産権には、例えば著
作権や育成者権など、様々な権利が含まれています。
　その中で、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の４つの権利をまとめて「産業財産権」といいます。
　産業財産権制度は、発明、考案、意匠（デザイン）、商標（ブランド）を保護することにより、産業の発展に寄与することを目
的としています。
　この産業財産権を所管している官庁が「特許庁」です。

知的財産権と産業財産権
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知的財産権と産業財産権

商標って何？

JPO

商標はこんなに役に立っています
　商標とは、「事業者が、自分の商品（サービス）と他人の商品（サービス）とを区別するために使用するマーク」のことです。
　企業などは、自社の提供する商品やサービスに商標を付けることによって、「これは“我が社”が作った商品です。」「“我が
社”が提供しているサービスです。」というようにアピールすることができます。
　消費者は、「昨日食べたお菓子と同じお菓子をまた買おう。」「私はこのメーカーの製品が好き。」というように、知らず知
らずのうちに商標を目印に商品を選んでいます。
　また、企業などが高品質な商品に商標を付けて販売し続けた結果、「このマークの商品は品質が良いから欲しいな。」と
いった消費者からの信用が商標に蓄積すれば、企業などは商標をとおして“顧客を引きつける力”を獲得することができま
す。一方、消費者も「この商品なら安心だ。」「この会社の製品は長持ちするんだよね。」というように、商標をとおして商品の
品質をイメージして商品を選ぶこともできます。
　このように、数ある商品（サービス）の中から自分が購入する商品（サービス）を選択する際に、企業などと消費者との橋
渡しをするもの、それこそが「商標」なのです。
　「商標」を保護することによって産業の発展に寄与し、あわせて消費者の利益を保護しているのが「商標制度」であり、こ
れは「商標法」という法律によって定められています。

  

Ａ社の携帯電話 Ｃ社の携帯電話

Ａ社のマーク 

Ｂ社の携帯電話

Ｃ社のマーク Ｂ社のマーク 

のスマートフォンを買いたいな…

商 標

目印になる
品質を伝える
広告塔になる

は我が社の商品です！

は優れた商品です！

の商品を買いたい！

の商品なら安心！

JPO

JPO

これが「商標」 

JPO
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権利を侵害されたら？
　もし、商標権を侵害された場合（商標をまねされた場合）には、
法的手段をとることができます。
　商標をまねされた商品の製造や販売の中止を求めること（差止
請求）、まねされたことにより自分の商品の売り上げが落ちるな
どの損害が発生した場合には、その賠償を求めること（損害賠償
請求）などができます。
　また、近年は海外で模倣品が作られ、それが日本に輸入される
場合があります。このような場合には、税関に申し立てることに
より、空港や港など、模倣品が輸入される水際で阻止することも
できます（輸入差止申立）。

模倣品対策の現場から
　お台場からこんにちは！
　私は現在お台場にある東京税関で、商標権を侵害する貨物の水際取締りの業務に従事
しています。商標権の権利者から申請される偽ブランド品の輸入差止めの申立書類につ
いて、侵害品が本当に商標権を侵害していると言えるか、効果的な取締りを行うことが
できるかといった観点から、申請者へのアドバイスを行っています。
　偽ブランド品が横行すると、正規品を扱う企業に経済的損失が発生します。さらに、薬
や飲食料品、自動車部品の偽ブランド品は、私たち消費者の安全安心を脅かすものです。
税関はそうした偽ブランド品を水際で取り締まるプロフェッショナルです。
　安定した商標制度の確立はその国の国際的な信頼度を高めることにつながると感じ
ます。商標制度が成熟することによりその国で売買される商品の出所が担保されるとと
もに、品質が劣る模倣品の取締りが適切に行われることが期待されます。そうした法的
なインフラの整備は、発展途上国にとっては、他国の企業を誘致するうえでも必要不可
欠な条件と言えます。
　私たち商標審査官はそうした重要な社会的インフラたる商標法の最前線にいます。商
標権という独占権の付与判断（商標審査）を行うことができる、日本で唯一無二の存在で
あるとともに、その経験に基づいた商標政策の立案に携わります。
　さらに、商標制度が未成熟な国々の法律基盤の整備を通じて対象国の経済成長の支援
をしたり、模倣品対策という権利活用の現場で権利者のサポートをしたりと、専門知識
を拠り所として活躍の場を広げることができます。
　皆さんもぜひ、商標審査官として、自分の可能性が広がる喜びを実感してください！

  

  

 

宮川 元 （平成21年入庁）

知的財産権と産業財産権

商標権をもっていると･･･？

「商標権」は、こんな権利
　「商標権」は、商標登録されることによって生じる権利
であり、マーク（商標）と商品又はサービスとがセットに
なって構成されています。特許庁に出願する際に、マーク

（商標）を使用する商品又はサービスをあらかじめ指定し
ます。「商標権」が設定されると、その指定した商品又は
サービスについて、マーク（商標）を独占的に使用するこ
とができ、その効力は日本全国に及びます。権利者以外の
人は、その商標と同じ商標や似た商標を使用することが
できなくなります。
　「商標権」は 10 年間存続し、更新登録申請によって更新
することができます。更新を繰り返すことにより、半永久
的な権利として存続することができます。

H21.4 商標（産業役務）
H24.4 商標（一般役務）
H25.7 総務課情報技術統括室
H27.7 商標（国際商標登録出願）
H28.4 企画調査課
H30.4 商標課商標審査基準室
H31.4 育休
 商標課商標審査基準室
R1.7 財務省東京税関
 総括知的財産調査官

etc.
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知的財産権と産業財産権

出願から登録までの流れ

「商標権」を取得するために
　「商標権」を取得するためには、どのような手続が必要なのでしょうか。
　まずは、所定の様式に従って書類を作成し、特許庁に出願をします。特許庁では、「方式審査」
（書式等の審査）をした後、商標権として登録すべきか否かの「実体審査」（内容の審査）を行い
ます。この「実体審査」が私たち商標審査官の腕の見せ所です。審査の結果、登録すべきとの判
断になった場合には、「登録査定」という行政処分を行います。その後、必要な登録料を支払う
と、商標権を取得することができます。
　商標権が設定されると権利者に「商標登録証」が交付されます。
　「実体審査」がどのようにして行われるのかについては、次のページで︕

インターネットでも出願できます
　特許庁は、産業財産権に関する出願を特許庁１階の受付窓口や郵送により受け付け
るほか、パソコンからインターネットを利用しての電子出願も受け付けています。電
子出願は、世界に先駆けて、1990 年 12 月から特許、実用新案について受付を開始し
ました。また、2000 年１月からは意匠、商標についても受付を開始しました。

見本

商標登録証 

所
判
裁
高
最

登録査定

知
通
由
理
絶
拒

ここが商標審査官
の腕の見せ所

る
き
で
録
登

い
な
き
で
録
登

商標審判官の仕事は
23ページを参照 

■出願人（代理人）
■特許庁内他部署
■商標審査官
■商標審判官
■裁判官

方
式
審
査

実
体
審
査 意

　見

　書

補

　正

　書
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登録できる場合

登録査定

商標が商品・サービスの特徴を 
表したものでないこと。 

ポイント１ 

公益に反する商標でないこと。 

ポイント２ 

他人の登録商標や 
有名な商標（ブランド）と、 
紛らわしくないこと。 

ポイント３ 

まずは出願内容をチェック！ 
 

 
  
 
  

 
 

登録できない場合 

拒絶査定 

少しだけ審査を体験してみよう！少しだけ審査を体験してみよう！

商標はなに？ 
指定商品はなに？ 
出願人はだれ？ 

提出された商標登録願を 
確認します。 

商標審査官の業務

9



商標登録第１号
指定商品「膏薬，丸薬」
出願年月日︓明治17年 10月1日
登録年月日︓明治18年 6月2日

※現在、権利は存続していません。

　登録制度による保護は明治17年（1884年）6月7日に制定された「商標条例」が始まりで、
その後改正を重ね、現在の商標法に至っています。

京都府の売薬業者・平井
祐喜による商標。
　誤って庖丁で指を切って
しまった人の絵です。

平井の軟膏を塗れば怪我
が治る、というアピール!?

これが登録第１号!! 明治時代に登録され、現在も権利存続中。
皆さんもご存知の歴史と伝統ある商標です。

権利者 キッコーマン株式会社
商標登録第50131号

指定商品「しょうゆ，ソース，食酢」
出願年月日︓明治44年 8月15日
登録年月日︓明治45年 1月19日

権利者 キリン株式会社
商標登録第30680号

指定商品「ビール」
出願年月日︓明治40年 6月21日
登録年月日︓明治40年 9月30日

歴　史　あ　る　商　標　制　度

 

　皆さん、こんにちは。私は、商標審査部門にある 7 つの審査室のうち、小売・金融・通信
等のサービス分野に関する商標を主に審査する産業役務審査室に所属して、審査方針の相
談や案件の決裁等を行っています。
　商標審査官の仕事や職場について、将来、皆さんが入庁した際に「すごいな︕」と思っても
らえる点をいくつかご紹介します。
１．自分の名前で審査ができます
　審査官名で登録査定、拒絶査定、拒絶理由等の通知を行います。審査に関する書面は公表
されます。出願についてどのような書面のやりとりがあって、担当審査官がどのような判断
を行ったのかを当事者のみならず誰でも知ることができます。自分の仕事に責任を持つと
いう働きがいがある仕事です。
２．知識を update し続けます
　商標審査官は、商標法に 25 通り以上（さらに組み合わせもあり）ある登録要件等の規定
に該当するか否かを、願書に記載された商標と指定商品・指定役務等との関係から判断し
ます。これが審査です。そのために商標法・判例等の知識や、最新の商品・サービスに関す
る用語等を常に知っておく必要があります。また、語学や法律の研修が充実しています。も
ちろん商品知識等の自己研鑽も必要です。自身の知識量が仕事力に直結する仕事です。
３．審査以外の仕事もします
　出願システムの整備や商標法の改正、外国の専門家との意見交換等に取り組んでいます。
残業など大変な作業もたまにありますが、目的がはっきりしているので各国との意見交換、
制度改正作業等が終了すれば充実感を得ることができる仕事です。
４．商標審査官の仕事は、年々、その必要性が増しています
　現在、約 160 名の商標審査官（補）がいて、年間約 18 万件の商標登録出願の審査を行っ
ています。商標登録出願は、2013 年の 11 万 7 千件から 2020 年の 18 万 1 千件へと約
1.6 倍増加しています。大企業だけではなく個人や中小企業からの出願が増加しています。
　ネット取引の拡大等により、商標権を取得するメリット※1が再認識されているのかと思
います。
　それにより審査量も急増しています。しかし、商標審査の必要性が増加している中で、審
査処理のスピードや審査の品質を落とすことはできません。
　そこで、私たちは、審査期間の短縮化と審査の品質の双方を維持しつつ審査を進めること
ができるように、審査のどの点を効率化できるか等について審査官全員で考え、効率化を実
施しながら、審査処理を進めています。
　このように、商標審査官の仕事はダイナミックで働きがいのある仕事かと思います。そし
て、私たち商標審査官は、皆で目的を認識し、力や意見を出し合って課題を乗り越えて行く
という気風を持った組織です。風通しのよい職場かと思います。
　このパンフレットを読んでいただき、少しでも商標審査官の仕事や私たちの職場に興味
を持ち、“商標審査官っておもしろそうだな”と思っていただけるとうれしいです。

H7.4　　商標（機械）
H9.7　　海外語学派遣研修
H10.5　 商標制度企画室
H10.6　 総務課工業所有権制度改正審議室
H12.4　 商標（役務）
H15.4　 商標（食品）
H18.4　 商標（国際商標登録出願）
H20.7　 審判（第 35 部門）
H20.11 工業所有権審議会試験委員
H23.4　 商標課商標制度企画室
H26.4　 商標（産業役務）
H27.1　 商標課商標審査企画官
H29.1　 先任上席審査官（一般役務）
H30.4　 主任上席審査官（化学）
H31.1　 商標審査室長（食品）
H31.4　 商標審査長（機械）
R4.1　　商標上席審査長（産業役務）

商標審査の専門家集団

商標審査官の業務（審査業務）

※1　例えば、①権利行使を行うことができる、②国際展開が容易となる、③商標を付した商品・サービスの
出所や品質が一定程度保証されるため安心して取引ができる等々があげられます。

旦 克昌 （平成３年入庁）
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官

行政事務行政事務

官
補

新人紹介
p31

商標に関する様々なフィールドで活躍することができる
それが 商標審査官 です

審査業務

「審査業務」と「行政事務」
　商標審査官のベースとなる業務は商標審査です。
　しかし、「審査官」といっても「審査」の仕事だけをしてい
る訳ではありません。商標審査官として培った知識や経験
などの専門性をいかして、企画立案業務、法律改正業務、国
際業務など、商標に関する様々な「行政」分野に携わって働
いています。 
　このように「審査業務」と「行政事務」を両輪とする「商標
行政」全体の中心となって活躍しているのが「商標審査官」
です。
　行政事務を行う際には、商標審査部門から離れ、商標課、
秘書課、総務課、企画調査課、普及支援課、国際協力課や他省
庁などで業務を行います。

商標審査官の業務

審査官補
佐藤 弘樹

p13

研修制度
東 眞歌

p22

制度企画業務
鈴木 駿也

p18

他省庁出向
武谷 逸平

p19

海外留学
齋藤 健太

p22
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商標審査官の業務

管
理
職

審
査
長

審
判
官

審査官
田﨑 麻理恵

p14

国際機関出向
吉田 聡一

p20

上席審査長
旦 克昌

p10

商標課長
髙野 和行

p3

他省庁出向
中島 光

p20
出向

尾茂 康雄
p19

審判官
石塚 利恵

p23
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商標審査官の業務（審査業務）

商標審査業務

一人前の審査官を目指し日々こつこつと
　じっくり調べる、悩み判断する、わかりやすく伝える。これは、商標審査業務を私なりに
シンプルに表したものです。
　商標を審査する上で、商標を構成する文字や図形が世の中でどのように使用されてい
るか、ということは非常に重要です。そのため、商標について、辞書やネット記事、新聞記
事などを参照しつつ、じっくり調べます。家紋から著名人の名前、暗号資産に至るまで、
色々なことを掘り下げます。知らないことの多さを実感する一方で、知識が増えていく楽
しさも感じます。
　商標権を付与することができるか否かは、商標法に基づいて、調べた情報をもとに、過
去の審査なども踏まえて判断します。様々な視点からバランスのとれた審査をするのは
難しく、悩み頭を抱えることもありますが、審査室には相談しやすい雰囲気があり、指導
審査官をはじめ、周囲の先輩や審査長に相談しながら審査を進めています。
　そして、判断した結果を文書で通知しますが、商標権を付与することができないと判断
したときは、その理由を記した文章を併せて通知します。法律に忠実でありながら、商標
法制度に詳しくない方が読んでもわかりやすい文章を書くように心がけています。文章
は指導審査官に確認してもらい、修正が入ることも多くあります。日々文章を書く中で、
日本語の難しさ、面白さ、奥深さを実感しています。
　このように、商標審査官の仕事は、地道な部分も多いです。しかし、一つ一つの調査、判
断、書いた文章が、企業のブランド価値の保護や需要者の安心につながるため、おろそか
にできる作業はありません。責任ある仕事に誇りを持ちつつ、日々こつこつと、楽しみな
がら、一人前の審査官を目指し審査に取り組んでいます。

様々な経験を糧に、新たな分野に挑戦
　審判業務経験を経て、現在、食品審査室に在籍しています。
　「音」や「動き」などの新しいタイプの商標には、タイプ別に審査の方向性などを検討す
るチームが設けられており、私は、位置商標と動きの商標のチームの一員として検討会に
参加しています。ときには想定していなかった構成の商標が出願されることもあり、チー
ムで熱い議論を繰り広げています。
　また、店舗等の外観・内装をより適切に保護するための立体商標の制度・運用の見直
しに伴って令和２年４月から出願可能となった立体商標の審査も担当しています。立体
商標自体はこれまでも保護対象でしたが、立体商標の端が切れているなど、従来にはない
商標が出願されるようになり、新たな視点を加えた審査が求められるため、資料を傍らに
不備のないよう慎重に審査をしています。
　通常の業務は、飲食料品に使用するために出願された商標の審査と審査官補さん２名
の指導が中心です。
　飲食料品業界は老舗メーカーが多い一方で、流行やトレンドに敏感な業界でもあるの
で、誰もが知っている有名な商品の審査を担当して心を踊らせたり、ある時期を境に続々
と出願されてくる同じような言葉の商標を前に、「次のはやりはコレか︕」と時代を先取
りした気分になったり、刺激に満ちた毎日です。
　審査官補さんの担当分も合わせると、自分が関わる出願商標はかなりの数になります。
審査官あるあるですが、日常生活の中で、「あのときの商標」と再会することも多く、その
瞬間はいまだに新鮮で、心にグッときます。
　未来の商標にいち早く出会える商標審査官に少しでも興味がわいたら、ぜひ特許庁へ。
お待ちしています。

松浦 裕紀子 （平成９年入庁）

佐藤 弘樹 （令和３年入庁）

R3.4　商標（機械）

H15.4 商標（化学）
H18.4 商標（役務）
H20.4 商標（産業役務）
H21.4 商標課商標審査機械化企画調整室
H23.4 商標（機械）
H26.4 商標（国際商標登録出願）
H27.4 審判部審判官（第 35 部門）
H30.10 商標（食品）
H30.11 工業所有権審議会試験委員
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商標審査官の業務（審査業務・行政事務）

多様な働き方に寄り添う職場
　私は現在、産業役務審査室で商標審査官として商標の審査業務を行っており、プライベート
では２児の母として子育てを楽しむ、大変ながらも充実した日々を過ごしています。私の場合は、
テレワークやフレックス勤務、育児時間等の制度の取得によって、働くことと家庭での育児を
無理することなく両立できていると思います。また、制度が整っているばかりではなく、職場
の理解や協力があることも大きく、大変な時には周りの先輩審査官の方々に相談に乗っても
らったり、同僚にフォローしてもらったりと、本当に恵まれた環境で仕事をしていると感じて
います。
　また、育児のため時間の制約がある中での勤務ですが、仕事内容は他の審査官と変わること
はなく審査業務を行うことができ、さらにスキルアップのための様々な研修を受ける機会が
あります。そのため、いかに効率的に審査業務を行うか、スキルアップを図るかを常に考える
ようにしながら勤務しています。
　いま将来への道を踏み出そうとしている皆さんには、結婚や出産、育児によるライフステー
ジの変化というものについて、まだ遠いことのように感じるかもしれませんが、特許庁は、個
人の状況の変化にかかわらず、仕事を続けていきたいという想いに応えられる魅力的な職場
だと思います。
　是非、説明会や採用イベントに足を運んで特許庁の雰囲気に触れてみてください。そして、
商標審査官という職業を選んでもらえたら嬉しく思います。

システム開発を通して業務に変革を
　現在、私は商標に関するシステム関係の業務に従事しています。
　審査官なのにシステム関係の業務をするの︖と疑問を持つ方もいると思いますが、
例えば商標の審査を迅速かつ効率的に行うためには、実際に商標審査を担当する人＝
審査官によるシステムの定期的な改良が不可欠となっています。
　そして、私の所属する部署では、審査官を含めた商標に携わる人の働き方から、シス
テムによってサポートできる部分を見つけ出し、業務の効率化を実現するために「ア
ジャイル」という手法を用いてシステム開発を進めています（自らプログラミングをす
るわけではありません）。具体的な仕事内容としては、審査官向けのテレワークシステ
ムや、人工知能（ＡＩ）技術を活用した審査のサポートシステムの企画・調整・開発の
進捗管理を行なっており、これらのシステムをどのように開発すれば最も効率が良く
なるのか、あるいは、ユーザーに沢山使ってもらえるものになるのかを常に考えて業務
に臨んでいます。
　なお、システムというと専門的で難しい単語が飛び交うイメージがあるかと思いま
すが、周りの職員方と気軽に相談ができるほか、システムに関する各種研修が用意され
ており、積極的に受講を勧めてもらえるので、安心して業務に取り組むことができます。
　「商標審査官」は、商標の知識や審査の経験を軸として、様々な分野に挑戦することが
できる、やりがいの大きい仕事だと思います。パンフレットを見て少しでも興味が湧き
ましたら、ぜひ業務説明会に参加してみてください。
　皆さんと一緒に仕事ができる日がくることを楽しみにしております。

山川 達央 （平成28年入庁）

田﨑 麻理恵（平成19年入庁）

H19.4　商標（役務）
H20.4　商標（一般役務）
H22.4　商標（食品）
H23.7　商標課
 商標審査機械化企画調整室
H25.12 育休
H28.1　商標（雑貨繊維）
H28.8　育休
R1.10　商標（産業役務）

H28.4　商標（雑貨繊維）
H31.4　商標（機械）
R2.10　総務課情報技術統括室

商標審査を支える仕事

商標審査官の業務（審査業務）

商標審査業務

一人前の審査官を目指し日々こつこつと
　じっくり調べる、悩み判断する、わかりやすく伝える。これは、商標審査業務を私なりに
シンプルに表したものです。
　商標を審査する上で、商標を構成する文字や図形が世の中でどのように使用されてい
るか、ということは非常に重要です。そのため、商標について、辞書やネット記事、新聞記
事などを参照しつつ、じっくり調べます。家紋から著名人の名前、暗号資産に至るまで、
色々なことを掘り下げます。知らないことの多さを実感する一方で、知識が増えていく楽
しさも感じます。
　商標権を付与することができるか否かは、商標法に基づいて、調べた情報をもとに、過
去の審査なども踏まえて判断します。様々な視点からバランスのとれた審査をするのは
難しく、悩み頭を抱えることもありますが、審査室には相談しやすい雰囲気があり、指導
審査官をはじめ、周囲の先輩や審査長に相談しながら審査を進めています。
　そして、判断した結果を文書で通知しますが、商標権を付与することができないと判断
したときは、その理由を記した文章を併せて通知します。法律に忠実でありながら、商標
法制度に詳しくない方が読んでもわかりやすい文章を書くように心がけています。文章
は指導審査官に確認してもらい、修正が入ることも多くあります。日々文章を書く中で、
日本語の難しさ、面白さ、奥深さを実感しています。
　このように、商標審査官の仕事は、地道な部分も多いです。しかし、一つ一つの調査、判
断、書いた文章が、企業のブランド価値の保護や需要者の安心につながるため、おろそか
にできる作業はありません。責任ある仕事に誇りを持ちつつ、日々こつこつと、楽しみな
がら、一人前の審査官を目指し審査に取り組んでいます。

様々な経験を糧に、新たな分野に挑戦
　審判業務経験を経て、現在、食品審査室に在籍しています。
　「音」や「動き」などの新しいタイプの商標には、タイプ別に審査の方向性などを検討す
るチームが設けられており、私は、位置商標と動きの商標のチームの一員として検討会に
参加しています。ときには想定していなかった構成の商標が出願されることもあり、チー
ムで熱い議論を繰り広げています。
　また、店舗等の外観・内装をより適切に保護するための立体商標の制度・運用の見直
しに伴って令和２年４月から出願可能となった立体商標の審査も担当しています。立体
商標自体はこれまでも保護対象でしたが、立体商標の端が切れているなど、従来にはない
商標が出願されるようになり、新たな視点を加えた審査が求められるため、資料を傍らに
不備のないよう慎重に審査をしています。
　通常の業務は、飲食料品に使用するために出願された商標の審査と審査官補さん２名
の指導が中心です。
　飲食料品業界は老舗メーカーが多い一方で、流行やトレンドに敏感な業界でもあるの
で、誰もが知っている有名な商品の審査を担当して心を踊らせたり、ある時期を境に続々
と出願されてくる同じような言葉の商標を前に、「次のはやりはコレか︕」と時代を先取
りした気分になったり、刺激に満ちた毎日です。
　審査官補さんの担当分も合わせると、自分が関わる出願商標はかなりの数になります。
審査官あるあるですが、日常生活の中で、「あのときの商標」と再会することも多く、その
瞬間はいまだに新鮮で、心にグッときます。
　未来の商標にいち早く出会える商標審査官に少しでも興味がわいたら、ぜひ特許庁へ。
お待ちしています。

松浦 裕紀子 （平成９年入庁）

佐藤 弘樹 （令和３年入庁）

R3.4　商標（機械）

H15.4 商標（化学）
H18.4 商標（役務）
H20.4 商標（産業役務）
H21.4 商標課商標審査機械化企画調整室
H23.4 商標（機械）
H26.4 商標（国際商標登録出願）
H27.4 審判部審判官（第 35 部門）
H30.10 商標（食品）
H30.11 工業所有権審議会試験委員
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　商標法をはじめとした産業財産権制度や審査基準は、時代の変化やユーザーの
ニーズに応じて見直しや改正が必要となります。商標審査官は、こうした見直しや
検討業務にも、商標のスペシャリストとして携わります。

商標制度の改正
　商標行政を担う部署では、産業財産権制度における商標制度についてのニーズや
課題を調査し、より良い制度の実現を目指して検討を進めています。
　これまでも、地域団体商標や著名商標の保護など、商標保護に関する様々なニー
ズに応じて商標制度の在り方の検討や見直しを行ってきました。
　最近では、「音」や「動き」などの新しいタイプの商標を保護対象に追加する法改正
を行いました。

審査基準の改訂
　商標審査基準は、「商標法」における審査に関する規定を適用する際の一般的な指
針をまとめたものです。特許庁では、審査基準を策定・公開することにより、審査が
適切かつ公平に行われるよう担保するとともに、有識者やユーザー等からの意見を
踏まえた改訂も行っています。

商標審査官の業務（行政事務）

時代のニーズに合わせた制度作り

権利者 株式会社ワコール
商標登録第5804316号
指定商品「被服 他」
出願年月日︓平成２７年４月１日
登録年月日︓平成２７年１１月６日

商標には、文字商標、図形商標、立体商標、これらの結合商標などのタイプがありますが、
特許法等の一部を改正する法律（平成26年5月14日法律第36号）により、商標法が改正され、

「動き商標」「ホログラム商標」「色彩のみからなる商標」「音商標」「位置商標」
が、新しいタイプの商標として登録が可能となりました。

平成27年4月1日の出願受付開始から、令和4年3月末までに2,058件の出願があり、
そのうち632件が登録になりました。　※数値には国際商標登録出願を含まない。

権利者 エプソン販売株式会社
商標登録第5813496号

新 し い タ イ プ の 商 標

指定商品「インクジェットプリンター用インキ，プリンター 他」
出願年月日︓平成２７年４月１日
登録年月日︓平成２７年１２月１８日

権利者 株式会社トンボ鉛筆
商標登録第5930334号
指定商品「消しゴム」
出願年月日︓平成２７年４月１日
登録年月日︓平成２９年３月１０日

権利者 株式会社セブンーイレブン・ジャパン
商標登録第5933289号
指定役務「飲食料品の小売又は卸売の業務において

行われる顧客に対する便益の提供 他」
出願年月日︓平成２７年４月１日
登録年月日︓平成２９年３月１７日

色彩のみから
なる商標

色彩のみから
なる商標

動き商標動き商標 音商標音商標
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地域ブランドの保護による地域活性化を支援
　近年、特色ある地域づくりの一環として、地域の産品やサービスを他の地域のものと差別
化するための地域ブランドづくりの取組が全国的に盛んになっています。「地域ブランド」の
ブランド力を高めていくためには、ブランド名について商標登録をし、安心してブランド名
を使用できる環境を整えることが有効です。
　特許庁では、地域ブランドを適切に保護することにより、地域経済の活性化を支援するこ
とを目的として、2006 年 に「地域団体商標制度」を創設しました。地域団体商標制度の創設
により、従来登録のハードルが高かった「地域の名称」と「商品（サービス）名」のみからなる商
標について、より早い段階で商標登録を受けられるようになりました。
　制度創設から約 16 年が経過し、2022 年 1 月末までに、723 件の地域ブランドが地域団
体商標として登録されています。全国 47 都道府県で地域団体商標は活用されていますが、
みなさんは出身地の地域団体商標をご存じでしょうか︖
　地域ブランド推進室では、制度説明会の実施、出願検討団体からの個別相談対応、地域団
体商標の審査支援、制度普及用のガイドブックの作成、地域団体商標を取得した団体の活
動をサポートする事業の実施など、地域団体商標制度の普及啓発と活用促進に関する様々
な業務を行っています。地域団体商標を
取得した団体の方と直接話をすることも
多く、商標を活用している方の生の声を
伺う非常に貴重な機会だと感じていま
す。同時に、どうしたらもっと利用しやす
い制度になるだろうか︖と日々思いを巡
らせています。
　商標の審査という軸を持ちながらも、
審査の枠を超えて地域活性化にまで貢献
できるのは、商標審査官ならではの魅力
です。商標審査官を志望されるみなさん
にも、審査にとどまらない業務の幅広さ
を感じていただけると嬉しいです。

商標制度を見直し、より良いものに
　私の担当業務は、グローバル化・デジタル化等の時代の変化、ユーザーニーズ、ブラン
ド戦略の多様化に合わせて商標制度をより良く、より使いやすいものにすることをミッ
ションとしています。現状の制度に見直すべき点が見つかれば、課題を洗い出し、企業・
弁理士等のユーザーへのヒアリング・アンケート調査を行います。また、諸外国の法令・
制度の調査を行い、国際調和の観点からも日本の商標制度の在るべき姿を検討します。法
律を改正することになれば、有識者会議のための資料作成や改正条文案を考えることも
あります。
　制度を改正するにあたっては、ただ法律の条文を変えればいいというわけではなく、関
連する規定にどういった影響があるか、また、審査システムへの技術的な影響は何か、審
査の手続きや運用への影響は何か等議論すべき事項は大変多岐に渡り、関係部署と相談
しながら、これまで商標制度に携わってきた経験・知識を総動員しながら日々の業務を
行っています。
　また、マドリッド制度等の商標に関する国際的な業務も担当しており、ＷＩＰＯ本部が
主催する会合に日本政府代表として出席し、各締約国の代表とともに国際調和に向けた
議論をすることもあります。
　多様化する世の中に合わせて商標制度もより使いやすくすべく、商標審査官としての
専門的な知識を生かし、関係者と協力しながら幅広い視点で制度を見直す業務はとても
やりがいがあり、また、私たちの検討によって見直された制度がユーザーに活用されると
思うと責任も大きく、「商標」という専門軸をもって行政事務経験を積み重ねられる魅力
的な仕事です。

加藤 優紀  （平成 29 年入庁）

H29.4 商標（一般役務）
R2.4 商標（食品）
R3.7 商標課地域ブランド推進室
　　　　普及支援課

神前 博斗 （平成24年入庁）

H24.4 商標（雑貨繊維）
H27.4 商標（国際商標登録出願）
H28.10 商標課企画調査班
H30.4 九州経済産業局知的財産室
R2.4 商標（化学）
R2.8 海外語学派遣研修
R3.4 商標（化学）
R3.7 商標課商標制度企画室

「地域団体商標マーク」
平成30年に策定され、商品の更なるPRや

模倣品の流通防止に役立てられる。

商標審査官の業務（行政事務）
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商標審査官の業務（行政事務）

 

国際的な協力と商標制度の調和に向けて
　インターネットの普及や経済のグローバル化が進み、日本の企業の経済活動は日
本国内だけではなく海外でも行われるようになりました。それに伴い、商標の役割も
国際的になっています。
　一方、商標制度は、その国の歴史、文化、経済状況などに合わせて、国ごとにそれぞ
れ多少異なった制度になっています。また、途上国などでは、商標制度が十分に整備
されていない国もあります。
　このような各国の商標制度やその運用について、国連の一機関である世界知的所
有権機関（WIPO）における会議や、商標五庁（日本国特許庁、米国特許商標庁、欧州連
合知的財産庁、韓国特許庁、中国国家知識産権局）の会合の場において、制度・運用の
調和に向けた議論が盛んに行われています。私たち特許庁は、このような議論をリー
ドし、また、商標制度の整備に向けた途上国への各種支援も行っています。

世界に向けて簡便に商標出願ができる制度
「マドリッド協定議定書」
　外国で商標権を取得するためには、その国に直接出願
する方法と、マドリッド協定議定書という条約に基づい
て出願する方法があります。
　直接出願する場合は、国ごとにその国の法律に従い、
その国の定める言語によって書類を作成し出願する必
要があります。
　一方、マドリッド協定議定書に基づく出願は、統一さ
れた様式で一つの言語（英語、フランス語又はスペイン
語。日本国特許庁を本国官庁とする場合には英語。）によ
り書類を作成すれば、一度に複数の国に対して出願がで
きます。

世界知的所有権機関
（WIPO）

スイス・ジュネーブ

途上国への支援  

世界知的所有権機関（WIPO）
　知的財産保護の国際的な促進及び
　知的財産に関する条約の管理・運営

日本、米国、欧州、韓国、中国が
商標五庁会合（TM5）を実施

マドリッド協定議定書 

グローバルに展開する商標制度

通報 世界知的所有権機関
（WIPO） 

出願 出願書類
日本国特許庁 

世界知的所有権機関

日本国特許庁

欧州連合知的財産庁

米国特許商標庁

韓国特許庁

中国国家知識産権局
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商標という専門性をもって国際業務に携わる
　私は現在、商標審査業務を離れ、国際協力課という部署で商標に関する国際業務を担当
しています。日本企業が海外で知的財産権を取得し活用しやすい環境の実現のため、具体
的には、海外知財庁との会合や協力プロジェクトに向けた連絡・調整、他国の商標制度や
商標問題に関する情報収集等の業務に携わっています。
　海外知財庁との会合は、各国の商標制度や審査実務の施策・実情に関する情報交換や、
抱えている課題について意見交換を行う貴重な場となっています。ここで得られた情報
は、海外進出する企業の支援に欠かせないだけでなく、他国との比較を通した日本の商標
制度の改善にも役立てられます。会合の準備においては、海外知財庁の担当者と直接英語
でやりとりしたり、当日円滑に進められるよう入念な検討を要したりと緊張しますが、こ
のような国際的な観点から、日本企業の支援や商標制度の改善に貢献できることにやり
がいを感じています。また、私自身としても、他国の商標制度を知ることができるのは非
常に興味深く、国際業務においても、商標審査業務で身につけた知識や経験が基礎となっ
て商標に関する理解をより一層深められることは、商標という専門性をもって働くこと
のおもしろさだと感じています。
　また、近年では、有名な地名やブランドなどの商標が海外において無関係な第三者によ
り無断で商標出願・登録される、いわゆる「悪意の商標出願」 が国際的な問題にもなって
きており、その対策のためにも、海外知財庁とのつながりはますます重要なものとなって
います。
　商標審査官という仕事には、商標というバックグラウンドを持って、国際的なフィール
ドでも活躍できるという魅力があります。皆さんがこの仕事に興味を持ってくださり、将
来一緒に働けたら嬉しいです。

時代を反映した商標制度を目指して  
　商標制度は、商標を使用する事業者の業務上の信用の維持を図り、以て産業の発達に寄
与するとともに、その一方で需要者の利益を保護するものです。そして、商標制度の目的
を達成し続けていくためには、時代に即した改良を加えつつ、既存の制度をもとに築かれ
た商取引の秩序に無用の混乱を与えないよう、熟慮が必要です。
　私が所属する商標制度企画室では、商標制度が常に事業者のブランド戦略を助け需要
者を保護できるものであり続けることを目指し、業務に励んでいます。中でも、私は、日米
欧中韓の商標五庁（TM5）をはじめとする諸外国・地域の知財庁との協力の推進等の国際
関係業務を担当しています。
　例えば、TM5 が進める種々の協力プロジェクトの一環として、悪意の商標出願への注
意喚起や対策の周知、商標審査を補助する IT ツールに関する情報交換、諸外国・地域の
ユーザーや知財庁に向けた日本の商標制度に関する情報の発信といった活動に従事して
います。日本の商標制度のアップデートに必要な情報の収集・検討を行う傍ら、諸外国の
知財庁と商標制度に関する共通認識を醸成し、日本のベストプラクティスを共有する取
組によって、日本の事業者が日本国外で活躍できる土壌作りに貢献できればと考えて取
り組んでいます。
　これらの業務は歯応えのあるものですが、必要なのは商標審査官として身につけた知
識と、社会人に必要な情報収集能力、それから一需要者としての感覚です。これらは決し
て特別なものではなく、皆さんが持ち合わせ、あるいは入庁してから磨くことができるも
のですので、まずは一歩踏み出すことを考えてみてください。

阿部 達広 （平成28年入庁）

H28.4　商標（一般役務）　　
H31.4　商標（国際商標登録出願）
R2.10　総務部国際協力課

鈴木 駿也 （平成25年入庁）

H25.4 商標（機械）
H28.4 商標（国際商標登録出願）
H29.4 総務課
H30.5 出願課国際意匠・商標出願室
H31.4 商標（化学）
R1.7 海外大学派遣研修（ワシントン大学）
R.2.10 商標課商標制度企画室

商標審査官の業務（行政事務）
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未来ある学生達とともに
　『知的財産学部』－皆さんは、この学部がどの大学にあるかご存知でしょうか。答え
は、「大阪工業大学」です。ここには、日本で唯一の『知的財産学部』とその『専門職大学
院』があります。私は、大阪工業大学の知的財産学部と専門職大学院において、主として
商標を教える准教授として講義をしたり、ゼミの担当教員として卒論や就職の指導を
行ったりしています。
　このパンフレットを読んでいらっしゃる皆さんは、おそらく大学生や大学院生だと
思いますが、皆さんが最近まで講義やゼミでお世話になった先生の立場に、今、私は
なっているわけです。私が商標審査官を志したのは、審査という実務に携わることで専
門性を身につけたいという思いからでしたが、その専門性が認められて、今こうして大
学の教員となっていることに感慨もひとしおです。
　しかし、商標の審査官は、出願された商標を登録するか否かの審査の仕事をします
が、登録された後に、商標権侵害として訴える裁判の話などは普段の仕事で直接関わる
ことはありません。また、大学では、日本の商標制度だけでなく、アメリカ・ヨーロッパ・
中国・アジアの商標制度も教えなければなりません。このため、入庁から 21 年経った
今でも、書籍や判決を読んだり、セミナーに参加したりと勉強の日々です。
　一方で、学生たちには、身の回りにあふれている商標を身近に感じてもらい、学びを
深めて欲しいという思いから、講義で大人気漫画のキャラクターの着物の柄が商標出
願された話題を取り上げるなどの工夫をしています。
　このように、商標の世界は、身近でありながら専門性があり、また、アカデミックにも
グローバルにも開かれています。
　是非、皆さんも一緒に商標の世界で活躍しませんか。お待ちしています！

他省庁でも活かせる商標審査官の知見
　現在、私は特許庁を離れ、農林水産省知的財産課に出向しています。そこでは、地理的表
示（GI）保護制度の審査・運用に関する取りまとめを担当する班長として、日々様々な業
務を行っています。
　皆さん「地理的表示（GI）」ってご存じでしょうか。日本において制度が発足したのが
2015 年と新しい制度のため、まだまだ知らない人も多いと思います。「地理的表示」（GI : 
Geographical Indication）とは、農林水産物・飲食品等などの名称で、その名称から産地
が特定でき、その特性が地域と結びついている名称のことです。　　
　1900 年代にヨーロッパで創設されたもので、今では世界 100 ヵ国以上で保護されて
いますが、商標と同じ知的財産制度ではありながら、法的な要件や、審査手法、効果などは
異なっています。
　しかし、ブランドを保護するという点で GI 制度と商標は、考え方が近い部分もあり、商
標審査官としての知見が大いに役立ちます。特に、審査の過程では類似の登録商標がない
かの確認も行うため、商標の考え方を担当審査官に説明することも多いです。一方で、地
理的表示の審査手法や実例を共有してもらうことも多く、職場内で双方の知識を高める
良い関係性が築けています。
　また、今までの業務経験を活かして、より便利な審査システムの開発や運用マニュアル
の改善なども行っており、今後の業務がより効果的・効率的になるように、上司・部下一
丸となって取り組んでいます。その他にも省内の商標に関する相談業務や他省庁との制
度調整等でも、商標審査官としての知見が役立っています。
　皆さんも、まずは商標審査官として経験を積んだ上で、その専門性を様々な場所で活か
してください。皆さんと一緒に知的財産制度全体を盛り上げていく仕事ができることを
楽しみにしています。

武谷 逸平 （平成19年入庁）

H19.4　商標（食品）
H22.4　商標（国際商標登録出願）
H24.1　商標課商標審査機械化企画調整室
H25.10 経済産業省製造産業局紙業服飾品課
H28.4　商標課企画調査班
H29.4　商標課商標審査機械化企画調整室
H29.7　商標課審査推進企画班
H30.4　商標課審査支援管理班
H31.1　商標課商標審査推進室
R1.10　商標（化学）
R2.7　  農林水産省食料産業局知的財産課

H18.4　商標（役務）
H20.4　商標（一般役務）
H20.10 総務部情報システム室　　　　　　　　　
H23.10 九州経済産業局特許室
H25.10 商標（国際商標登録出願）
H26.1　商標課商標審査基準室
　　　　商標課地域団体商標・
　　　　小売等役務商標推進室
H28.1　商標（雑貨繊維）
H29.4　審判（第35部門）
H30.1　審判課審判企画室
H31.3　大阪工業大学

尾茂 康雄 （平成12年入庁）

商標審査官の業務（庁外で活躍する先輩たち）

特許庁外にまで広がる活躍の場
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商標審査官の業務（庁外で活躍する先輩たち）

国連の専門機関の一員として
　現在私が勤務する世界知的所有権機関 (WIPO) は、バランスのとれた利用しやすい国際的
な知的財産権制度の発展を担当する国連の専門機関で、スイスのジュネーブに設置されてい
ます。
　しかし、私の人事異動情報を見て「吉田が海外︖ WIPO ︖」と驚いた同僚もいたかもしれま
せん。入庁以来、英語での業務の機会がほとんどなかった私に転機が訪れたのはほんの数年
前。当時担当する商標の IT システム関連の国際会合への出張と、WIPO 日本事務所での勤務
の話をいただきました。経験も少なくさすがに慌てましたが、新しい世界に踏み出すチャンス
だと確信し、猛勉強の末何とか乗り切ることができたのは今となっては良い思い出です。
　その後も国際業務に携わる中で、商標の国際登録制度であるマドリッド制度のさらなる発
展は、商標制度の世界的な課題・挑戦の一つであり、ユーザーの利便性にも直結することを実
感し、商標審査官としてこれに寄与したいと強く思うようになりました。今回、希望が叶い
WIPO 本部に赴任し、現在、開発途上国等へのマドリッド制度への加盟促進と運用能力向上支
援、及びユーザーへの制度利用促進に関する業務を担当しています。多様なバックグラウン
ド・国籍を持つ同僚と国際的な業務を行うことは非常に刺激的でチャレンジングですが、こ
れまで培った商標の専門知識と幅広い業務経験を活かして日々奮闘しています。
　特許庁には、若い間はもちろん、この年になっても新しいチャレンジを受け入れてくれる環
境があります。そしてその中には、私のように国際機関に派遣されるチャンスもあります。商
標という専門性を軸に、多様な業務を経験することができるのも商標審査官の魅力です。
　商標審査官に少しでも興味を持った方、ぜひこの世界に足を踏み入れ一緒に特許庁で働い
てみませんか︖

ブラジルと日本の橋渡しを担う
　こんにちは︕皆さんは「総領事館」をご存じですか︖
　総領事館は世界の主要な都市に置かれ、その地域の在留邦人の保護、政治・経済その
他の情報の収集、日本の広報活動等を行うところです。大使館や総領事館等（在外公館
といいます）は外務省に属していますが、実は世界中の在外公館で様々な省庁の出身者
が、それぞれの得意分野を生かして外交活動を行っています。
　私は現在、ブラジルの在リオデジャネイロ日本国総領事館で経済担当をしています。
具体的には、現地の経済情勢に関する情報の収集・分析（私は主に石油・天然ガス、鉄
鉱石等の資源ビジネスに関する動向・各種規制状況の調査等）、日本企業への支援（情
報提供、関係機関への働きかけ）、病院や慈善団体に対する無償の資金援助を行ってい
ます。また、商標審査官のバックグラウンドを生かし、リオデジャネイロにあるブラジ
ル産業財産権庁や世界知的所有権機関のブラジルオフィスと連絡を取り合い、彼らと
の間で知財情勢についての意見交換や情報収集、政府間交渉の事前折衝等も行ってい
ます。
　近年では情報通信ネットワークのグローバル化が進み、他国のメディアにも容易に
アクセスすることができる世の中となりましたが、だからこそ、外交官であることを生
かして実際に現地で活動している人々と接し、彼らの考え方や生の声を他国に先んじ
て日本へ届けることが、本国での意思決定において重要な役割を果たしていると日々
の業務を通じて実感しています。
　特許庁で得ることができる知財の知識や経験は世界で通用します。これを読んでい
る皆さんが、近い将来、商標審査官として様々なフィールドで活躍する日を心待ちにし
ています。Até mais, tchau!

中島 光 （平成18年入庁）

H21.4 商標(一般役務)
H23.4 商標(機械)
H25.10 九州経済産業局特許室
H27.10 商標(産業役務)
 普及支援課産業財産権専門官
H29.4 工業所有権情報・研修館
 知財戦略部
H30.4 商標(食品)
H31.4 商標(国際商標登録出願)
R1.6 外務省(在リオデジャネイロ
 日本国総領事館)

吉田 聡一 （平成15年入庁）

H22.4 商標（機械）
H24.7 工業所有権情報・
 研修館人材育成部
H26.7 商標(一般役務)
H28.4 商標課
 商標審査機械化企画調整室 
H29.4 世界知的所有権機関
 （日本事務所）
H31.4 商標課商標制度企画室
R2.8 国際協力課
R3.8 世界知的所有権機関
 (WIPO本部)
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まずは「審査官補コース研修」から
　特許庁に採用されると、まず「審査官補コース研修」を受講します。この３か月間の研修で商標審査の基本を学びま
す。その後、「審査官コース研修（前期・後期）」を受講します。
　これらの研修の傍ら、審査官補として先輩の審査官の指導を受け、実際に審査の仕事を行います。審査の経験を積
み、かつ、研修を修了すると、入庁から原則４年後に「審査官」に昇任します。「審査官」になると、先輩の審査官から独
立し、自分の判断で審査を行います。自分で判断すると言っても、難しい案件については、同僚や先輩に気軽に相談で
きます。その後、更に経験を積むと、「審判官」、「管理職」へと昇任していきます。

指導審査官による実務指導

入庁後、商標審査官補の期間（原則４年）は、実務経験豊富な指導審査官による指導を受けながら審査を行います。

　菅沼さんには、日々の審査、調査内容についてご指導いただ
いています。審査結果だけではなく、その判断に至った経緯に
ついても検討する機会を設けていただき、一歩ずつ着実にスキ
ルアップできていることを感じております。
　また、櫻井君とは、審査に関する情報共有を定期的に行うな
ど、互いに一人前の審査官になれるよう日々努めています。

斉藤 康平 （平成31年入庁）

　学生の時は商標についての知識が浅く少し不安もありました
が、入庁するとベテランの指導審査官が丁寧にわかりやすく指
導してくださるのでとても心強いです。また、同じ部署の先輩
からは審査システムの使い方や法令の調べ方を教えていただい
たりしています。指導審査官や年度の近い先輩と席が近く、い
つでも相談できる環境が整っていることが自分にとってはあり
がたいです。

櫻井 亮太 （令和２年入庁）

　審査官は、法令等に照らして適切な審査結果を導き出すだけ
でなく、その結論に至った思考過程を言語化してきちんと説明
できなければなりません。そうした説明能力をしっかり身につ
けてほしいと思い、審査官補の２人とは日々案件について話し
合いをしていますが、そのことによって、自分自身も一緒に研
鑽を積むことができていると感じており、指導審査官を任せて
もらったことに感謝しています。

菅沼 結香子 （平成20年入庁）

【指導審査官】 【商標審査官補】

左から、斉藤 康平、菅沼 結香子、櫻井 亮太 

管理職審判官審査官審査官補（原則４年）入庁

海外大学派遣研修

審査官補
スキルアップ研修

庁内
現場実習

審査官
スキルアップ研修

審査官補
コース研修

審査官コース研修
（前期・後期）

審査応用
能力研修

審判官
コース研修

管理者
研修

民間企業派遣研修

法律研修

語学研修（英語・第二外国語・短期集中型）

大学派遣聴講

キャリアアップと研修
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まずは「審査官補コース研修」から
　特許庁に採用されると、まず「審査官補コース研修」を受講します。この３か月間の研修で商標審査の基本を学びま
す。その後、「審査官コース研修（前期・後期）」を受講します。
　これらの研修の傍ら、審査官補として先輩の審査官の指導を受け、実際に審査の仕事を行います。審査の経験を積
み、かつ、研修を修了すると、入庁から原則４年後に「審査官」に昇任します。「審査官」になると、先輩の審査官から独
立し、自分の判断で審査を行います。自分で判断すると言っても、難しい案件については、同僚や先輩に気軽に相談で
きます。その後、更に経験を積むと、「審判官」、「管理職」へと昇任していきます。

指導審査官による実務指導

入庁後、商標審査官補の期間（原則４年）は、実務経験豊富な指導審査官による指導を受けながら審査を行います。

　菅沼さんには、日々の審査、調査内容についてご指導いただ
いています。審査結果だけではなく、その判断に至った経緯に
ついても検討する機会を設けていただき、一歩ずつ着実にスキ
ルアップできていることを感じております。
　また、櫻井君とは、審査に関する情報共有を定期的に行うな
ど、互いに一人前の審査官になれるよう日々努めています。

斉藤 康平 （平成31年入庁）

　学生の時は商標についての知識が浅く少し不安もありました
が、入庁するとベテランの指導審査官が丁寧にわかりやすく指
導してくださるのでとても心強いです。また、同じ部署の先輩
からは審査システムの使い方や法令の調べ方を教えていただい
たりしています。指導審査官や年度の近い先輩と席が近く、い
つでも相談できる環境が整っていることが自分にとってはあり
がたいです。

櫻井 亮太 （令和２年入庁）

　審査官は、法令等に照らして適切な審査結果を導き出すだけ
でなく、その結論に至った思考過程を言語化してきちんと説明
できなければなりません。そうした説明能力をしっかり身につ
けてほしいと思い、審査官補の２人とは日々案件について話し
合いをしていますが、そのことによって、自分自身も一緒に研
鑽を積むことができていると感じており、指導審査官を任せて
もらったことに感謝しています。

菅沼 結香子 （平成20年入庁）

【指導審査官】 【商標審査官補】

左から、斉藤 康平、菅沼 結香子、櫻井 亮太 

管理職審判官審査官審査官補（原則４年）入庁

海外大学派遣研修

審査官補
スキルアップ研修

庁内
現場実習

審査官
スキルアップ研修

審査官補
コース研修

審査官コース研修
（前期・後期）

審査応用
能力研修

審判官
コース研修

管理者
研修

民間企業派遣研修

法律研修

語学研修（英語・第二外国語・短期集中型）

大学派遣聴講

キャリアアップと研修
  

大学派遣聴講について 
　大学派遣聴講とは、特許庁職員が大学に派遣されて、自分の興味・関心のある分野の科目を聴講
することができる研修です。この研修では、聴講生として、通常の学生と同じように授業を受ける
ことができます。
　私は、昨年の 4 月から 1 年間、東京大学法学部で「行政法」及び「民事訴訟法」の講義を聴講し、勉
強する機会をいただきました。
　これら二つの法律は、商標審査・審判や行政庁としての業務にとても関連が深い法律です。私は
法学部出身のため、学生時代にこれらの科目は受講済みでしたが、特許庁職員として様々な法律を
扱うようになった上で、改めて、法の諸概念や構造、各種手続を学び、多くの判例や学説から考察を
深めていく講義は、私にとって、法的な考え方や感覚をさらに磨ける良い機会となりました。
　研修期間は、週に 2 日、通常の仕事をしながら講義の時間になれば講義を受け、講義後はまた仕
事をすることになるので、頭の切り替えや普段の業務の効率化を求められることが多々ありまし
たが、業務時間内に講義を聴講できるという機会はそうそう得られるものではありませんから、大
変貴重で有意義な研修だったと感じています。
　皆さんも入庁した際には、このような研修の機会をぜひ存分に使って、幅広い見識を深めていっ
ていただけたらと思います。

豊島 幹太 （平成27年入庁）

H27.4 商標（雑貨繊維）
H30.4 商標（機械）
H31.4 商標課品質管理班
R3.7 商標（一般役務）

審査官補＆審査官コース研修について
　商標審査官になるためには、「審査官補コース研修」、「審査官コース研修（前期・後期）」などを修
了する必要があります。
　入庁直後の「審査官補コース研修」では、国家公務員としての倫理、産業財産権法の概要、審査に必
要な審査基準などを学びます。
　これらのほとんどが初めて学ぶ内容でしたが、研修に集中できる環境と、充実した研修内容がそ
ろえられ、学習に打ち込むことができました。
　入庁２年目に行われる「審査官コース研修（前期）」では、商標法のほか、特許法、実用新案法、意匠
法、知的財産に関する条約などについて、より深く学びます。また、審査実務の研修は、聴講だけでな
く、実例に基づいて話し合う演習が行われます。
　この研修に設けられた筆記試験に合格するためには、多くの学習時間が必要でしたが、時に先輩
から助言をいただき、同期と一緒に勉強し、励まし合いながら乗り越えることができました。
　これらの研修によって、商標法及びその関連法に関する理解が深まり、知識の習得が、審査業務を
こなす自信に結びつくと実感しました。
　ほかにも様々な研修制度が用意されており、自身を成長させることができるチャンスに富んだ職
場です。
　皆さんも一人前の商標審査官を目指してみませんか。

東 眞歌 （令和２年入庁）

R2.4　商標（産業役務）

海外大学派遣研修について
　私は2021年9月より、米国のワシントン大学ロースクールに客員研究員として在籍しております。
　大学では、特許法や商標法等、知的財産に関する講義を聴講したり、図書等の大学のリソースを活
用したりして、自分で設定したテーマについて研究をしています。また、生徒や教授、他の客員研究
員と関わる機会も多くあります。そのような国籍や年齢、バックグラウンドが異なる様々な人たち
とコミュニケーションを取ることは自分の視野を広げるとてもいい機会になります。
　商標審査官として審査に必要な知識は庁内での研修や実務を通して学ぶことができます。しか
し、商標審査官の仕事は商標審査だけではありません。行政官として、商標制度の運営等にも関わり
ます。海外の大学で知的財産制度について学ぶことは、より幅広い知識を持つことができるため帰
国後の業務においても必ず役に立つものと思います。
　もちろん、海外での生活は言語や文化の違い、コロナ禍の制約等、思い通りにいかないこともあり
ます。それでも、自分で考え、時には周りの人に助けられて生活することは大変貴重な経験であると
感じております。
　特許庁には成長できる機会がたくさんあります。このパンフレットを読んだみなさんと一緒に働
くことを楽しみにしています。

齋藤 健太 （平成29年入庁）

H29.4 商標（機械）
R2.4 商標（国際商標登録出願）
R3.9 海外大学派遣研修
 （ワシントン大学）

キャリアアップと研修
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審判制度～第一審の重責を担って～

「商標審判官」の仕事
　出願人は、審査官の審査結果に不服がある場合、更なる審理を特許庁に対
して求めることができます。これを「審判請求」といいます。審判請求された
ときに活躍するのが「審判官」です。審判官は、３人（又は５人）で１組の合議
体を構成し、審査官の審査結果の可否について審理し、結論を出します。

訴訟の被告として法廷に立つ︖
　審判官の審理結果について、出願人がなおも不服がある場合には、東京高
等裁判所の中にある「知的財産高等裁判所」へ出訴することができ、最終的に
は「最高裁判所」へ上告することもできます。訴訟になると、担当の審判官は、
特許庁長官の「指定代理人」として、法廷に立つことになります。
　このような業務を行う「審判官」には、十分な審査経験と、所定の研修の修
了など、 より高度の専門性が求められます。

商　標　審　判　官　に　つ　い　て

審判請求 出訴 上告 
所
判
裁
高
最

所
判
裁
等
高
産
財
的
知

審判での合議の様子

特許庁審判廷

法理論を実践する最先端の現場
　このパンフレットを手に取ってくださっている方は、商標審査官に興味がある方だと
思いますが、審査官ではなく「審判官」とは一体どのような業務を行うのでしょうか︖
　私が在籍する審判部は、特許庁の一部門でありながら、知的財産紛争の第一審を担う
準司法的な組織であり、私たち審判官は、審査の上級審として、審査官の拒絶査定の妥当
性を判断する「拒絶査定不服審判」や、瑕疵のある商標権を対世的に無効とする「無効審
判」などにおいて審理を行っています。特に、商標権の有効性を判断する場面では、両当
事者の主張を聞き、提出された証拠等を調べ、公正な判断を示すことが求められること
から、いわば裁判官のような立場で事件に取り組んでいるといえます。
　また、特許庁の判断（審決）に不服がある場合、請求人等は知的財産高等裁判所に出訴
することが可能ですが、特許庁が訴えられた場合には、特許庁側の代理人として審判官
が出廷することになります。私は現在、訴訟手続きを取り扱う部署に所属しており、審決
取消訴訟において、特許庁長官の指定代理人として訴訟事件を担当していますが、裁判
官に対して、審決の正当性を主張する審判官をサポートするという、いわば弁護士のよ
うな仕事を行っています。訴訟では、事件の一当事者として主張立証を尽くすのですが、
審査・審判とはまた違う得がたい経験をすることができます。
　審判官という仕事は、法理論を学ばれた方にとっては、それを実践する絶好の場とい
えるでしょう。でも、学んだことがない、という方も大丈夫。特許庁には充実した研修制
度があり、入庁後に業務を通じてじっくりと学ぶことができます。そして、審判官として
日々審理する事件は多岐にわたりますので、知的好奇心旺盛な方にもピッタリです。仕
事の責任は重いですが、その分、得られる充実感も大きいですよ。
　近い将来、職場で皆さまにお会いできるのを楽しみにしています。

石塚 利恵 （平成12年入庁）

H17.4　商標（雑貨）
H20.1　商標課商標国際分類管理室
H21.12 育休
H23.4　商標（機械）
H23.9　商標課（品質管理）
H24.11 育休
H26.4　商標（機械）
H29.4　商標課商標審査基準室
H30.4　審判部審判官（第 35 部門）
R2.4　  審判部訟務室
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※過去に開催した特許庁主催イベント名

2
出身地域は 出身学部は

学生時代参加してよかったイベント

商標審査官として必要だと思う能力 退庁後、休日の過ごし方

商標審査官を選んだ決め手
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● 商標という専門分野を軸にして審査だけでなく
　商標に関する様々な業務に携われるから
● ここでしかできない仕事だから
● 職員の人柄や説明会の雰囲気が良かったから
● 法令や審査基準に基づいて判断、起案することに
　魅力を感じたから
● 企業の経済活動や地域の活性化に貢献できるから
● 商標審査のプロになることに強い憧れを抱いた
　から
● 高い専門性を身につけることができるから

● 論理的に物事を考え、それをわかりやすい文章で
　伝える力
● コミュニケーション能力
● 様々なことに興味を持つこと（好奇心）
● 学び続ける意欲
● ある物事について深く調査する力
● 多角的な視点を持って物事を捉える力
● 自分の仕事をマネジメントできる能力

● 趣味の時間に充てる
● 読書や映画鑑賞など自宅でゆっくり過ごす
● 友人と食事や買い物に行く
● ジムでトレーニングをする
● カフェ巡りをする
● 英語研修を受けたり、のんびり自分の時間を
　過ごしたりする
● 同僚とボードゲームやオンラインゲームをする

個別業務説明会第1位
第2位 座談会

（商標審査官と語る会）

第3位 女子会・男子会
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－本日は、審査官昇任を目前に控えた
入庁 4 年目の商標審査官補のみなさん
に、受験生が気になる話題について座
談会形式でざっくばらんにお話しいた
だきたいと思います。みなさんどうぞ
よろしくお願いします。まず初めに、
みなさんがなぜ、数ある企業・官公庁
の中から特許庁を選んだのか、教えて
ください。
伊藤　私が商標審査官を志望したの
は、就職後、自分が実際にする仕事の
イメ－ジがしやすかったからです。就
活中、様々な会社や省庁の説明会に参
加しましたが、商標審査官の説明会で
審査デモに参加したときに、自分が入
庁後にどのような仕事をすることにな
るのか、明確なイメージが湧いたこと
が最終的な決め手になりました。

大岩　僕は、その専門性の高さに惹か
れました。「事業者と消費者の橋渡し」
となる「商標」の登録の可否を審査す
る仕事はまさにここでしかできない仕
事であり、商標の審査業務を通じて日
本社会に貢献できる点に魅力を感じま
した。

菊池　私は大学で様々な法律を学ぶ中
で商標法の存在を知り、産業の発展に
寄与することができる点に面白さを感
じました。歴史を守りつつ、商標に込
められた想いを未来に繋いでいくよう
な、素敵な法律だと思いました。また、
商標法を軸に専門性を磨き、日々成長
を感じながら働くことができる点も大
きな魅力に感じました。

飯田　みなさんおっしゃっている通
り、行政職の公務員という一般的には
専門性を培い難い職種でありながら、
商標という専門性を持ちつつ、国際関
係・法律関係・システム関係など、様々
な業務にチャレンジできるという商標
審査官のキャリアに魅力を感じまし
た。

－みなさん、商標審査官の専門性や仕
事のユニークさに惹かれて志望された
のですね。ちなみに、入庁前と入庁後
で感じたギャップはありましたか︖
伊藤　入庁前とイメ－ジが違って困っ
たということはなかったです。むしろ、
黙々と審査をする仕事だと思い込んで
いたので、いい意味で裏切られました。
審査で迷ったり悩んだりしたときは、
同期や先輩の審査官に相談しながら進
めることができるので、安心して仕事
をすることができています。

大岩　僕も同じことを感じました。例
えば、判断に悩む案件の審査を担当し
た際には、周りの審査官に相談（時に
は熱い議論も︕）できる環境が整って
おり、非常に風通しの良い職場だなあ
と実感しました。

菊池　周りの先輩や上司に相談や雑談
（笑）をすると、みなさんの知識量の

豊富さと、知的好奇心の高さにいつも
驚かされ、良い刺激を受けています︕ 
小さな疑問にも正面から向き合い、好
奇心を引き出してくれる素敵な方々ば
かりです。

飯田　あと、商標審査官には、新卒・
既卒、文系・理系など、多様なバック
グラウンドを持つ人が集まっているこ
とにも驚きましたね。

－入庁された後も、良い印象を持たれ
ているようですね。こちらも受験生の
みなさんは気になるところだと思いま
すが、職場の雰囲気はどんな感じです
か︖
飯田　先ほども話が出ましたが、非常
に風通しがよく、相談等がしやすい職
場ですね︕審査の仕事というと、パソ
コンと向き合って黙々と業務をこなす
ようなイメ－ジがあるかもしれません
が、そんなことはなく、指導審査官や
年次の近い先輩等をはじめとした周り
の方に相談等できる環境・雰囲気が
整っています。

伊藤　本当にそう思います。入庁した

若手審査官インタビュー
若手審査官に、志望動機や職場の雰囲気について聞いてみました！

飯田 悠太（平成30年入庁）
H30.4　商標（機械）

若手審査官インタビュー
若手審査官に、志望動機や職場の雰囲気について聞いてみました！

ての１年目のときは特に、先輩
方が親身になって相談に乗って
くださる環境で、分からないこ
とがあってもすぐに先輩に聞く
ことができました。今でも、知
りたいことがあるときは先輩や

菊池 夏未（平成30年入庁）
H30.4　商標（雑貨繊維）
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若手審査官インタビュー

ての１年目のときは特に、先輩方が親
身になって相談に乗ってくださる環境
で、分からないことがあってもすぐに
先輩に聞くことができました。今でも、
知りたいことがあるときは先輩や後輩、
同期に気兼ねなく聞くことができてい
るので、とても有り難いです。

菊池　お昼時にランチに出掛けたりし
て、業務に関する相談だけではなくプ
ライベ－トな相談もできるので、安心
して楽しく働くことができています。

大岩　現在は、新型コロナウィルスの
影響で自宅でテレワークを行うことも
ありますが、各種ツ－ル等をフル活用
して円滑なコミュニケーションが取れ
ていますね。最初のうちは慣れません
でしたが（笑）

－商標審査官のやりがいは何でしょ
う︖
伊藤　審査という仕事をしていなけれ
ば、知ることができなかったようなこ
とに触れることができることです。審
査をしていると、開発されたばかりの
新しい商品やサービスについて調べる
機会が多くあるので、知的好奇心が満
たされて、やりがいを感じます。

飯田　たしかに知らなかった知識が増
えるのは楽しいですよね。僕は今、自
動車・ロボット・コンピュータ等に関
する商標を担当する機械審査室に所属
していますが、今までの人生で関わっ
たことのない専門的な業界についての
知識が増えていくことに楽しさ・面白
さを感じています。

大岩　商標は「生き物」と言われるこ
ともあるように、時代の流れによって
ブランドの価値が変化したり、世間か
らの認識が大きく変わることがありま
す。そんな「商標」の審査はまさにこ
こでしかできない仕事であり、日々大
きなやりがいを感じます。

菊池　それに、自分が審査した商標を
街中で目にすることができるのは大き
な醍醐味ですね。運が良ければ、自分
の好きなブランドの商標の審査を担当

することもあります。自分が大好きな
アーティスト名を商標登録することが
できたことは、一生忘れません︕

－みなさんそれぞれ仕事に様々なやり
がいを見つけてらっしゃいますね︕と
ころで、みなさんは審査官補期間を終
え、これから審査官へ昇任されようと
しているところですが、入庁されてか
らこれまでの約 4 年間で、印象に残っ
た業務や研修はありますか︖
伊藤　私はとくに同期の存在の有り難
さを日々実感しています。入庁後には
多くの研修があるのですが、私は公務
員試験の勉強で初めてちょっとだけ法
律の勉強をして、入庁するまで法律知
識や知的財産に関する知識はほとんど
ない状態だったので、同期の皆がいな
ければ、研修を乗り切ることができな
かったのではないかと思います。審査
官に昇任してからも、同期の縁は大切
にしていきたいです。

菊池　入庁 2 年目に受講した審査官
コース前期研修が印象に残っています。
研修修了のための筆記試験は中々手強
いものでした（笑）。先輩に相談をし
たり、同期達と励まし合ったりしなが
ら乗り越えられたときは、非常に達成
感がありました。また、この研修では、
商標法以外の知識も広く学ぶことがで
きるので、その後の審査業務において
大きな自信に繋げることができました。

大岩　僕は、入庁 4 年目に数週間の庁
内現場実習で商標行政事務に携わった
経験が印象に残っています。当時、実
習先では「商標審査に AI 技術を活用
しよう︕」ということで、外部の方の
知見をお借りする「AI コンペティショ
ン」の開催準備が進められていました。
僕は開催までの外部の方とのやり取り
や広告に使用するバナ－作成を担当さ
せていただき、審査業務を行う中では
経験できない貴重な体験をすることが
できました。今後とも新しい技術や文
化には常に注視したいと思います︕

飯田　僕の印象深い業務経験は、初め
て商標の出願をしたという中小企業の出
願人の方と、拒絶の理由を解消するため
に何度もやり取りを重ねたことです。最
終的に登録となった際には、大変喜んで
いただき、自分にとっても非常に嬉しい
経験になりましたね。常に迅速・的確な
審査を心掛けつつも、１件１件の出願に
込められた出願人の思いに寄りそった審
査ができる審査官になれるよう今後も頑
張っていきたいです。

－皆さん 4 年間で様々な経験をされて
いますね。それでは最後に、商標審査
官を目指して入庁しようか迷っている
人に一言お願いします。
伊藤　「ここでしか経験することがで

きない仕事」というのは商標審査官の
最大の魅力だと思います。それに、商
標審査という仕事をしていなければ、
知ることができなかったような世界に
触れることもできます。こんなにも知
的好奇心が刺激される職場は、他には
なかなかないのではないかと思います。

飯田　長い社会人生活において、何か
１つ自分の専門性が欲しい人には自信
を持っておすすめできる職種です。ま
た、その専門性を培うための環境が
整っており、自分の意欲次第で幅広い
可能性を追求することができます︕

菊池　商標審査官は、商標の専門家と
して幅広い業務に携わることができま
すし、私たちにとってなくてはならな
い存在である商標について学ぶことで、
日常生活においても新たな発見や気付
きを得ることができます。そして、日
常生活での学びを審査に活かすことも
できます。こんなにも知的好奇心を満
たしてくれるような仕事は、唯一無二
であると感じます。

大岩　商標審査官は、商標の専門家と
しての軸を備え、審査業務のみならず、
国内外様々なフィ－ルドで活躍するこ
とができます。是非あなたの特許庁へ
の熱い思いと知的好奇心を生かして一
緒に働きませんか︖お待ちしておりま
す︕︕

－みなさま本日はありがとうございま
した。ということで、これを読み切っ
たそこのあなた、ぜひ特許庁に足を運
んでみてください︕

伊藤 文華（平成30年入庁）

伊藤　本当にそう思います。入庁した

H30.4　商標（機械）
R2.4　  商標（国際商標登録出願）

大岩 優士（平成30年入庁）
H30.4　商標（雑貨繊維）
R2.4　　商標（国際商標登録出願）
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――お二人は商標審査へのAI技術の導
入を担当されています。どのような取組
か具体的に教えてください。

綿貫　商標審査では、商品・サービス
の検索や類似する図形商標の検索など、
様々な調査を行います。そこで使用す
る検索ツールにAI技術を導入し、実際
の審査で利用できるかを検証していま
す。

榊　商標審査へのAI技術の導入という
と、AIで審査判断を行うのかと思う方
もいるかもしれませんが、そうではあ
りません。審査で行っている検索の一
部にAI技術を活用しながら、効率的な
審査や、審査の品質を向上させる取組
です。

――どうして商標審査にAI技術の導入
を検討することになったのですか。

榊　現在の登録商標の件数は約200万件
にも上り、商標の出願件数は年々増加中
しています。一方で、私たち商標審査官
の数には限りがありますので、高い品質
の審査を維持しながら、多くの審査をし
ていくことが課題になっています。

綿貫　例えば、類似する図形商標の調査
では、多くの登録商標の中から類似する
商標を検索するため、かなりの時間を要
しています。そこで、類似する図形商標
の検索に利用するため、AI技術を導入
した検索ツール（イメージサーチツール）
を開発しました。

特許庁初のAIコンペの開催
――「AIコンペ」はどういった経緯で開
催したのですか。

綿貫　先ほど紹介したイメージサーチ
ツールは、現在、商標審査のサポート
ツールとして利用し、審査の品質向上に
役立っています。しかし、導入から月日
が経ち、AI技術の進歩とともに、検索
精度の向上が課題となっていました。例
えば、部分的な類似や、色彩の濃淡が異
なる商標の検索は、従来の技術では難し
いとされていました。そこで、イメー
ジサーチツールの検索精度向上を目指し

て、予測モデルの開発を募集する機械学
習コンペティション（AIコンペ）を開催
しました。

榊　AIコンペの開催は特許庁初の取組
で、政府全体を見ても珍しい取組です。
メディアでも大きく取り上げられまし
た。開会式・表彰式はYouTubeで生配
信するなど、これまでにない挑戦をして
います。

――まさに新たな挑戦ですね。先進的な
取組をするに当たっては課題も多かった
と思います。

綿貫　前例がないため全てが手探りでし
た。似たような事例を調査しつつ、AI
コンペを実施する企業の担当者の方と、
何度もやりとりを重ねながら、自分たち
の実現したいAIコンペの枠組みを作っ
ていきました。

榊　私は庁内の関係者や外部の方々に

商標審査とAI
～AI 技術の導入による「新しい商標審査」とは～

現在、行政のあらゆる分野でデジタルトランスフォーメーション（DX）に向けた取組が進められています。
そこで、商標審査へのAI 技術の導入について検討している職員に、

AI 技術の導入による「新しい商標審査」についてインタビューしました。

商標審査へのAI技術の導入

綿貫 音哉       
平成21年入庁。平成
25年商標審査官昇任。
審査業務課法条約担
当にて、商標法に関
するシンガポール条
約の加入に携わる。
その後、商標課機械
化企画調整室及び情
報技術革新室にて、

商標テレワークシステムや、イメージサー
チツールのアジャイル開発を担当。

受託業者（Nishika株式会社）と開催した
AIコンペ表彰式のシーン
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AIコンペを売り込む機会が多かったの
ですが、技術的・専門的な内容をいかに
分かりやすく説明するか工夫しました。

――「AIコンペ」の結果はどうでしたか。

綿貫　1400件を超える応募件数があ
り、非常に盛り上がりました。応募の
あった予測モデルは、特許庁が提示した
課題に対して高い精度で正解画像を検索
できています。これをイメージサーチ
ツールに搭載することで、従来の倍以上
の検索精度が期待できます。

榊　YouTubeの表彰式も多くの方々に
見ていただきました。YouTuberになっ
た気分です（笑）。

必要な知識とは
――AIというと技術的な知識が必要か
と思いますが、お二人のバックグラウン
ドについて教えてください。

綿貫　私は全くの文系人間です。特許庁
に入庁後、審査官昇任後最初の異動先は
条約の加入に関する業務でした。その
後、商標審査システムを担当する部署に
異動したことでシステム開発の勉強を始
めました。

榊　私も同じ文系出身です。私も商標審
査システムを担当する部署を経験しまし
たが、その後は国際系の部署に異動する
など、必ずしも、ずっとシステム関係に
携わってきた訳ではありません。

綿貫　システムに関する知識はあるに超
したことはありませんが、それ以上に、
商標審査官としての実務経験が重要で
す。開発者と審査官の橋渡しをするのが
我々の役割だと思っています。

「新しい商標審査」に
従事するやりがい

――新規事業に携わることへのやりがい
を教えてください。

綿貫　民間企業の皆様と共同して事業に
取り組める点ですね。例えば、AIコン
ペの開催を委託したスタートアップ企業
の担当者の方は、課題の把握、意思決
定、解決のためのソリューション提示が
非常に早い。世の中の動きに迅速に対応
するためには、こうしたスピード感が重
要だと肌身で感じましたし、とても良い
刺激になりました。

榊　社会に与えるインパクトという点は
大きなやりがいだと感じています。社会
全体でAI技術の活用が検討される中、
優れた技術を有するデータサイエンティ
ストの活躍の場をどう創出するかが課題
となっています。AIコンペは、そうし
た方々が政府のシステム開発に参画する
機会となるため、AI技術に関するイノ
ベーションの促進にも役立つと考えてい
ます。

受験生へのメッセージ
――最後に、受験生へのメッセージをお
願いします。

綿貫　この記事に興味を持ってくれてあ
りがとうございます！ぜひ、自身の経験
したことのないことにも、積極的に挑戦
してみてください。思いがけない発見
や、尊敬できる人との出会いがあると思
います。

榊　特許庁では様々な業務を経験できる
のが魅力の一つです。商標審査官として
の専門性を活かしつつ、新たに身につけ
た知識を活用して社会に還元する、とて
もやりがいのある仕事です。

綿貫・榊　皆様と一緒に働ける日を楽し
みにしています。

商標審査とAI

機械学習コンペティションとは：
近年注目されている機械学習の開発手法。特定の課題及び関連データを公開し、広く一般に
課題解決のためのモデル開発を募り、精度の高いモデルを実際のシステムに搭載する。
優れた技術やアイデアを有する人材を新たに発掘し、政府のシステム開発に参画する機会を
創出することで、効率的なシステム開発及びイノベーションの促進も期待される。

榊　亜耶人     
平成24年入庁。平成
27年商標審査官昇任。
商標課機械化企画調
整室、国際協力課商
標政策班を経た後、
指導審査官として審
査官補の教育・育成
に従事。平成31年よ
り海外派遣留学生と

して英国留学。令和2年から令和4年まで
商標審査推進室にて商標審査の効率化や商
標審査におけるAI技術の導入を担当。
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お昼は職場の同
僚とオフィス近
くでランチ。た
わいもない話で
盛り上がりなが
ら、美味しいお
昼ごはんを食べ、
リフレッシュし
て午後からの仕
事の活力につな
げます！

商標審査官として、機械審査室
に所属し、自動車や家庭用電化
製品といった機械器具に使用さ
れる商標の審査を担当していま
す。
また、指導審査官として、若手
の審査官補への実務指導も担当
しており、商標分野での人材育
成に関する業務にも携わってい
ます。

商標課の中で、商標審査の質の維
持・向上を図っていくための品質
管理に関する業務を担当する品質
管理班に所属しています。商標審
査官の研修や採用に関する業務も
担当しており、幅広い業務に携わ
ることができています。

出勤後、まずはメールチェッ
クをします。業務の内容や締
切りに留意しながら確認し
ます。今日のスケジュールの
確認も欠かさずに行います。

出勤、
メールチェック

時差出勤をしており、早めに登庁。メール
をチェックし、自分が担当している出願
の内容を確認して 1 日のスケジュールを
立てます。また、朝の時間を利用して、直
近の判決や審決の回覧資料にも目を通す
ようにしています。

出勤、 メール・
スケジュールのチェック

目
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　品
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午前中から午後にかけては、3人の審査官補の実
務指導です。登録の可否に関する調査内容や起案
文をチェックして、不備な点を指摘しながら、審
査実務の経験を積んでもらっています。商標審査

は判断に悩むことも多い
ので、できるだけコミュニ
ケーションのとりやすい
環境を心がけています！

審査官補への指導

昼食

午前は大学の学内説明会で商標
審査官の業務説明を行うために
外勤。特許庁の魅力を上手く伝
えられる内容となるよう工夫し
ながら臨んでいます。参加者の
皆様の反応を直接感じることが
できるので業務に対するモチ
ベーションになっています。

業務説明会の対応

7
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慎重な判断が求められる案件
等についての協議を行う定例
会議に出席します。会議では近
時の判例などに議論が及ぶこ
ともあり、一審査官としても大
変勉強になります。商標課での
仕事においても、常に審査の実
務を意識・把握しながら業務
を行うことができます。

定例会議
作業に区切りが
ついたので、本
日の業務は終了
です。明日やる
べき作業を簡単
にメモに残して
退庁します。最
近は、動画配信
サービスで海外
ドラマを見るこ
とにはまってい
ます。リフレッ
シュして明日に
備えます！

帰宅
業務のスケジューリングや進捗状況に
ついて上司に共有・相談します。仕事
の進め方に悩むことも多々ありますが、
些細な点でも相談しやすい雰囲気です。
上司からのアドバイスをもとに方向性
を決めて業務を進めていきます。

上司との相談

審査の質に関する外部
委員会の開催に向けて、
資料の作成を行います。
当該委員会は、審査の
質の維持・向上に向け
た取組について庁外か
らの評価を伺う貴重な
機会です。資料の作成
にあたっては、重要な
部分が分かるように、
簡潔で読みやすい文章
を心がけています。

資料の作成

人材育成委員会という、特に若
手職員の育成に向けた活動の打
ち合わせです。審査官や審査官
補のスキルアップを図るために
数多くの研修を実施しています
ので、その成果が十分に得られ
るように、新たな研修カリキュ
ラムの策定等に向けて話し合い
ます。

委員会活動
実務指導の区切りがついたので、自分が担当
する案件に着手。査定の方向性について、判断
に迷うような場合には、周りの審査官にも相
談しながら、審査の方針をまとめて、審査長に
内容を説明して決裁していただきます。出願
人からの問い合わせがあれば、優先的に対応。
迅速かつ丁寧な対応に努めています！

審査業務・出願人対応
明日以降に着手する案
件を整理して、本日は退
庁。オンライン英会話の
語学研修を選択してい
るので、自宅から繋いで
レッスンを受講します。
研修がない日は、運動不
足の解消のために、近所
のジムに通っています。
今日も一日お疲れ様で
した！

帰宅
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１年目商標審査官補からの１年目商標審査官補からの
メッセージメッセージ

塾講師のアルバイトです。夏休みと年末年始の合宿特訓では、合宿所で生徒た
ちと寝食をともにしながら指導にあたりました。４年間いろいろな生徒と向き
合う中で、人に教えるということは、自分自身が学ぶことであると気づかされ
ました。

１年目商標審査官補からの１年目商標審査官補からの
メッセージメッセージ

Ｑ１. 志望動機は︖

Ｑ２. 出身学部・専攻は︖

Ｑ３. 学生時代に熱中していたことは︖

Ｑ４. 就活中に心がけていたことは︖

Ｑ５. 志望先を迷っている学生に一言

大学の教養科目で、「知財」という、人のアイディアを権利とし
て保護する分野があることを知ったのがきっかけです。とりわ
け、人々の生活に溶け込んでいる商標の身近さに惹かれ、審査
官として沢山の商標に関わっていきたいと思い志望しました。

「なんとかなる」「なるようになる」の精神を大切にしていました。試験や面
接の日が近づくにつれて不安や緊張を感じることもありましたが、あまり深刻
になりすぎず、目の前のやるべきことに集中することを心がけました。

今のうちに沢山悩んでおきましょう︕公務員の仕事は非常に多岐にわたりますか
ら、自分の興味に合った職種や官庁が必ず見つかると思います。できるだけ多く
の選択肢を検討して、自分の最適解と思えるような進路を目指してください。

経営学部経営学科

日本・海外を問わず、今まで行ったことのない場所を訪れることです。その場
所でしか食べることのできない食事を味わったり、そこでしか見ることのでき
ない風景を撮影したりすることは、時間のある大学時代だからこそ出来た貴
重な経験でした。

Ｑ１. 志望動機は︖

Ｑ２. 出身学部・専攻は︖

Ｑ３. 学生時代に熱中していたことは︖

Ｑ４. 就活中に心がけていたことは︖

Ｑ５. 志望先を迷っている学生に一言

私たちの日常生活に密接に関わる商標の審査を通じて、商標
を利用する事業者と消費者の架け橋になりたいと考え、商標
審査官を志望しました。また、商標に関連する政策の立案か
ら執行まで多様な業務に携われる点に魅力を感じました。

筆記試験対策では、教材等手を広げすぎず、自分が持っているものを全力で
仕上げるよう意識しました。面接対策では、説明会などに参加した際の印象な
ど、参加したからこそ得られた情報をメモに残していました。

友人・先輩などいろいろな人に話を聞きつつ、自らの歩んできた道を振り返りながら
自分の強みを分析してみてください。そして様々な説明会に参加する際に、そこで自分
の強みが発揮できるかどうかを考えてみると、後悔の無い選択が出来ると思います︕

法政経学部法政経学科

体育会運動部でのマネージャー活動です。年二度あるリーグ戦に向けて週五
日間、練習を重ねてきました。マネージャーという立場上、直接試合結果に貢
献することは叶いませんでしたが、サポート業務を通じ、間接的に役に立てた
と自負しています。

Ｑ１. 志望動機は︖

Ｑ２. 出身学部・専攻は︖

Ｑ３. 学生時代に熱中していたことは︖

Ｑ４. 就活中に心がけていたことは︖

Ｑ５. 志望先を迷っている学生に一言

服飾販売のアルバイト経験から、ブランドロゴに興味を持っ
たのがきっかけです。素材や製法等、一見してわからない商品
の魅力をロゴが保証しているという実感がありました。また、
説明会に参加して、仕事の専門性の高さに惹かれました。

勉強する時としない時とで、メリハリをつけることです。試験勉強は長期戦というこ
とで、適度な息抜きを心がけていました。遠出はせずとも、家で本を読んだり近所
へ買い物に行ったりする時間が、モチベーション維持に繋がっていたと思います。

説明会や座談会に積極的に参加することをおすすめします。私自身、様々な職員の
方々のお話を伺う中で、就職活動の軸が明確化されたと感じています。今はオンラ
インでのイベントも多いので、気軽な気持ちで参加してみると良いと思います。

社会学部社会学科

卒業研究です。自分が身近な生活の中で興味を持ったことを、学術的な視点に落とし
込んで先行研究を調べ、仮説を立てて実験を行いました。自分で考えたことを先生や
研究室の仲間に積極的に伝えて、客観的な意見を聞くことを心がけていました。

Ｑ１. 志望動機は︖

Ｑ２. 出身学部・専攻は︖

Ｑ３. 学生時代に熱中していたことは︖

Ｑ４. 就活中に心がけていたことは︖

Ｑ５. 志望先を迷っている学生に一言

アイデアを権利として保護することは非常に重要なこと
だと思っています。その中でも特に商品やサービスの商
標を保護する過程に携わることができる商標審査官に
魅力を感じたためです。

事前に準備をしておくこと、過ぎたことはくよくよ考えないことです。事前に準備しておくと、本番
でかなり緊張が和らぎました。また、「うまく答えられなかった」などと考え始めてしまうと次に響
きますので、「今日はこれが一番いい答えだった」「次はこうしよう」と考えるようにしていました。

志望先を迷っている方は、「いくつかの中から選択できる」状態にできるよう、努力を
惜しまないでいただきたいです。説明会に参加したり、実際に面接を受けたりする中
で色々思うところがあるでしょうから、そこで自分にとって一番いいと思う選択ができ
たら最高だと思います。応援しております︕

文学部人文学科行動科学コース認知情報科学専修

所属︓化学

所属︓食品

所属︓食品

所属︓機械
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スポーツ観戦です。特に箱根駅伝などの大学駅伝は同世代の格好良い姿に夢
中になっていました。他には、街歩きに熱中していました。街歩きでは、バス
や電車を使わずに、街の景観を楽しむため、歩いてカフェや雑貨屋さんを
巡っていました。

Ｑ１. 志望動機は︖

Ｑ２. 出身学部・専攻は︖

Ｑ３. 学生時代に熱中していたことは︖

Ｑ４. 就活中に心がけていたことは︖

Ｑ５. 志望先を迷っている学生に一言

業務説明会に参加した際、職員の方の「事業者と消費者の橋
渡しをする業務にやり甲斐を感じている」という言葉が印象
的で、興味をもちました。また、商標審査という高い専門性
を軸に多岐に活躍できる点にも魅力を感じ、志望しました。

隙間時間を有効活用することです。筆記試験対策や面接対策に取り組む中で
時間が足りないと思うことがよくありました。そこで、通学時間、食事中、入浴
中等の時間を試験対策に充てることで隙間時間をフル活用していました。

志望先の雰囲気が自分に合っているか感じてみてください。説明会に参加し
て、実際に話を聞くと新しい発見があるかも知れません。自身の中で一番働
きたいと思った所に挑戦してみてください。応援しています︕

ライフデザイン学部健康スポーツ学科

サークル活動です。弓道サークルでは先生方の指導の下、昇段審査を目指して練
習に励んでいました。法律サークルでは、年に2回行われるOBOG懇親会の運営
に携わりました。OBOGと在学生の交流の場に携わることで、自身の進路を考え
るきっかけになりました。

Ｑ１. 志望動機は︖

Ｑ２. 出身学部・専攻は︖

Ｑ３. 学生時代に熱中していたことは︖

Ｑ４. 就活中に心がけていたことは︖

Ｑ５. 志望先を迷っている学生に一言

大学3年生の夏に参加した座談会で、商標が生活に密接に関わっ
ていることを知り、興味を持ちました。その後の説明会や座談会
にも積極的に参加する中で、業務の専門性の高さ、ユーザーに寄
り添う姿勢、職員の方々の人柄に魅力を感じ、志望しました。

モチベーションの維持です。どんな結果になっても後悔しないよう、筆記の勉強、面接
に向けた情報収集を継続して行っていました。やる気が出ないときは、自習場所を変え
る、息抜きをする、実際に働くイメージをするなどして気持ちを切り替えていました。

説明会や座談会に積極的に参加するとよいと思います。私も興味のある仕事がわか
らない時期がありました。しかし、説明会等に参加して、少しでも興味を持った仕事の
共通点を洗い出したことで、就活の軸が見えてきました。是非やってみてください。

法学部

ランニングとアニメ鑑賞です。ランニングは2日に1回約4km走っていて、今も
続けています。試験勉強中はどうしても運動不足になってしまいますし、いい
息抜きにもなったと思います。また、アニメは1日2本ほど見ていました。

Ｑ１. 志望動機は︖

Ｑ２. 出身学部・専攻は︖

Ｑ３. 学生時代に熱中していたことは︖

Ｑ４. 就活中に心がけていたことは︖

Ｑ５. 志望先を迷っている学生に一言

いとこが弁理士をしていることがきっかけです。自分なり
に商標審査官の仕事について調べるうちに、審査という
一つの軸をもってコツコツと仕事ができるところが自分
に合っていそうで、何より面白そうだと感じたため志望し
ました。

筆記試験の勉強中も面接の対策中も、適度に休憩をはさむことを心がけていまし
た。公務員試験は長期戦ですから、やる気をいかに保ち続けるかが重要だと思い
ます。そのためにも心身のコンディションには細心の注意を払っていました。

友人や予備校の先生など、様々な人の話を聞いてみてください。その上で自分の判
断を信じることが大切だと思います。勉強や自己分析など大変だとは思いますが、
皆様の力を発揮できる職場を見つけることができるよう応援しております。

人間科学部人間情報科学科

学生時代はバレーボールに熱中していました。大学から始めた初心者ではありまし
たが、周りのチームメイトに支えてもらいながら、3年間楽しく真剣に日々の活動に
取り組んでいました。引退試合で点を決めたときの喜びは今でも忘れません。

Ｑ１. 志望動機は︖

Ｑ２. 出身学部・専攻は︖

Ｑ３. 学生時代に熱中していたことは︖

Ｑ４. 就活中に心がけていたことは︖

Ｑ５. 志望先を迷っている学生に一言

物を生み出す人の信用を守りたいと考え志望しました。
商標を審査・登録することは生産者の権利・信用を守る
ことができ、同時に消費者の生活の質・安全を守ること
にも繋がります。生産者に加え、消費者をも守ることが
できる部分に魅力を感じました。

多くの時間をかけることです。多くの時間をかけたからといってうまくいくわけではあり
ません。しかし、多くの時間をかけることで自分の自信に繋がりました。自信があると本
番で少しの余裕を持つことができ、その少しの余裕が大事だったと感じています。

自分が思っていることを紙に書くと良いと思います。そうすると自分が何に迷うの
か、何を大事にするのかがはっきりします。頭の中だけで考えようとすると堂々巡
りを起こすので、自分の思うことを書き起こしてみることをおすすめします。

文学部日本文学専攻

所属︓雑貨繊維

所属︓一般役務

所属︓産業役務

所属︓一般役務

32



【ワークライフバランス支援制度】
仕事と家庭生活の両立を支援する制度が多数あります（一部抜粋）。

【採用実績】
過去５年間の採用実績は以下のとおりです。

採用後の処遇（令和 4 年 4 月 1 日現在）

初任給︓218,640 円（行政 ( 一 )1-25 の場合）
期末手当・勤勉手当（いわゆるボーナス）︓1 年間に俸給等の約 4.3 月分
上記に加え、本府省業務調整手当があわせて支給されます。また、このほか、次のような諸手当が支給されます。
扶養手当︓扶養親族のある者に、配偶者（月額 6,500 円）、子（月額 10,000 ～ 15,000 円※）等
※年齢制限あり（満 22 歳に達する年度の 3 月まで）
住居手当︓借家（賃貸のアパート等）に住んでいる者等に、月額最高 28,000 円
通勤手当︓交通機関を利用している者等に、1 箇月当たり最高 55,000 円

勤務時間は、原則として、1 日 7 時間 45 分で、土・日曜日及び祝日等は休みです。
休暇には、年 20 日の年次休暇（4 月 1 日採用の場合、採用の年は 15 日。）のほか、病気休暇、特別休暇（夏季・結婚・
出産・忌引）及び介護休暇があります。

【給与】

【勤務時間・休暇】

介護育児等
対象

全職員

○

○

○

○

○

○

○

○

各種制度

○フレックスタイム制

○早出遅出勤務
（始業・終業時刻を変更）

詳しくは、人事院ウェブサイト等をご覧ください

令和3年

4 （2）

令和4年

８（3）

平成30年 平成31年（令和1年） 令和2年

12 （6） 10 （5） 7 （3）
（　）内は女性数（内数）

育児短時間勤務、保育／育児時間
（未就学児の養育のために勤務時間を短縮）

介護時間
（介護のために勤務時間を短縮）

配偶者出産休暇
（妻の出産に伴う入退院付添い等のため）

育児参加のための休暇
（妻の産前産後期間中、未就学児の養育のため）

育児休業
（３歳未満の子の養育のため）

子の看護休暇
（未就学児を看護するため）

介護休暇

産前産後休暇

勤
務
時
間
を
柔
軟
に
設
定

両
立
の
た
め
の
休
暇
・
休
業
制
度 
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アクセス

虎ノ門
ヒルズ駅
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