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令和元年度事業報告書 

自  平成 31年 4月  1日 

至  令 和 2年 3月 31日 

１．会 員 数 

                 ３８１名 

 （内訳） 

種  別 前年度末 
期 間 中 増 減 

今年度末 
増 減 差引 

法人会員 

個人会員 

賛助会員 

２４７ 

１４５ 

０ 

４ 

５ 

０ 

８ 

１２ 

０ 

△４ 

△７ 

０ 

２４３ 

１３８ 

０ 

合計 ３９２ ９ ２０ △１１ ３８１ 

 

種 別 前年度末 増減 今年度末 

法
人
会
員 

第１種 １５ ０ １５ 

第２種 ４０ △１ ３９ 

第３種 ６３ △１ ６２ 

第４種 １２９ △２ １２７ 

会
員

個
人 

第１種 ２ ０ ２ 

第２種 １４３ △７ １３６ 

会
員

賛
助 

法人（一口） ０ ０ ０ 

個人（一口） ０ ０ ０ 

総  計 ３９２ △１１ ３８１ 

 

２．会   議 

 （１）総 会 

   ①第１０回総会 

    日 時 令和元年６月１９日（水） １３：３０～１５：００ 

    場 所 大阪大学中之島センター ７階 講義室７０３ 

       第１号議案 平成３０年度大阪発明協会事業報告・同収支計算書(案)承認の件 

    第２号議案 ２０１９年度大阪発明協会事業計画・同収支予算(案)承認の件 

    第３号議案 大阪発明協会役員（案）承認の件 

    第４号議案 大阪発明協会役員等報酬並びに費用に関する規則(案)承認の件 

 

(ⅰ) 理 事 選 任                      (順不同・敬称略) 

伊勢 浩文  （日東電工株式会社） ※新任 

上川  徹  （住友化学株式会社） 

上野   亮  （一般社団法人大阪発明協会） ※新任 

上野山 雄  （パナソニック株式会社） 

   海野 雅幸  （積水化学工業株式会社） ※新任 

   門脇 靖司  （日本薬品開発株式会社） 

川下 英盛  （大昭和精機株式会社） 

清田  穣  （清田軌道工業株式会社） 

小嶋 幸次  （サントリーホールディングス株式会社） ※新任 
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小村 隆志  （株式会社コムラ製作所） 

   佐野 裕昭  （住友電気工業株式会社） 

   清水 幹久  （ヤンマー株式会社） 

高崎 充弘  （株式会社エンジニア） 

竹本 一志  （サントリーホールディングス株式会社） 

茶園 成樹  （国立大学法人大阪大学） ※新任 

中西  輝  （特許業務法人深見特許事務所） 

   西尾 雄彦  （大阪ガス株式会社） 

   西脇  太  （関西電力株式会社） 

根木 泰司  （西日本旅客鉄道株式会社） 

野田 康子  （株式会社大阪ソーダ） 

野原 敬司  （株式会社タイキ） 

林  明峰  （株式会社カネカ） 

   樋口 松男  （東洋紡株式会社） 

   福田 克正  （株式会社福田鉄工所） 

松本 宗久  （ダイキン工業株式会社） 

   村井 康司  （新樹グローバル・アイピー特許業務法人） ※新任 

   森本 眞布  （株式会社クボタ） 

行本 直人  （ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ株式会社） 

吉田  修  （音羽電機工業株式会社） 

吉竹 英俊  （日本弁理士会関西会） ※新任 

若代 真吾  （パナソニック株式会社） ※新任 

 

 (ii) 監 事 選 任                                         (順不同・敬称略) 

  梶川 裕次郎 （ジェクス株式会社） 

西口 良二  （上野製薬株式会社） 

 

  （２）理事会 

   ①第３０回理事会 

日 時 令和元年５月２０日（月） １５：３０～１６：３０ 

    場 所 大阪大学中之島センター ９階会議室１、２ 

       第１号議案 平成３０年度事業報告書(案)及び収支計算書(案)の承認の件 

    第２号議案 協会役員（案）承認の件 

    第３号議案 協会顧問・参与（案）承認の件 

    第４号議案 協会評議員（案）承認の件 

 

(ⅰ) 顧 問 (順不同・敬称略) 

【退任】 

森井 清二 関西電力(株) 顧問） 

 

(ⅱ) 参 与 (順不同・敬称略) 
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【新任】 

水越 朋之 （地独）大阪産業技術研究所 理事・和泉センター長 

吉田  豊 大阪商工会議所 理事・中小企業振興部長 

【退任】 

赤井 智幸 （地独）大阪産業技術研究所 理事・和泉センター長 

中野 亮一 大阪商工会議所 経済産業部長 

 

    (ⅲ) 評議員 (順不同・敬称略) 

【新任】 

杉原 正博 (株) 共和 代表取締役社長 

織田 佳明 住友化学(株) 常務執行役員 企画部・知的財産部担当 

【退任】 

加藤 直樹 (株) 共和 相談役 

田中 章裕 内外カーボンインキ(株) 常務取締役 

樋口 武男 大和ハウス工業(株) 代表取締役会長/ＣＥＯ 

水戸 信彰 住友化学(株)  執行役員企画部長 

 

   ②第３１回理事会 

    日 時 令和元年６月１９日（水） １５：００～１５：３０ 

    場 所 大阪大学中之島センター ９階会議室１、２ 

       第１号議案 役付け理事 承認の件 

       第２号議案 令和元年度 工業所有権情報・研修館 請負事業運転資金調達の 

ための銀行融資 承認の件 

 

(ⅰ) 代表理事、会長、役付け役員 

【会長及び代表理事選任結果】                   (敬称略) 

会 長   上野山 雄 パナソニック(株) 客員 

（代表理事） 

（１名） 

 

【役付け役員選任結果】                      (敬称略) 

副会長   清田  穣 清田軌道工業(株) 代表取締役社長 

副会長   小嶋 幸次 サントリーホールディングス(株) 取締役副社長 

副会長   小村 隆志 (株)コムラ製作所 代表取締役社長 

副会長   野田 康子 (株)大阪ソーダ  Ｒ＆Ｄ本部 知的財産部長 

（４名） 

専務理事  上野  亮 (一社)大阪発明協会 事務局長 

（１名） 

常任理事  川下 英盛 大昭和精機(株) 知的財産管理部 参与 

常任理事  佐野 裕昭 住友電気工業(株) 知的財産部長 

常任理事  清水 幹久 ヤンマー(株) 研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部 知的財産部長 
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常任理事  高崎 充弘  (株)エンジニア 代表取締役社長 

常任理事  竹本 一志 サントリーホールディングス(株) 知的財産部長 

常任理事  西尾 雄彦 大阪ガス(株)  ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部 知的財産室長 

常任理事  西脇  太 関西電力(株) 研究開発室 知的財産ｸﾞﾙｰﾌﾟ部長 

常任理事  樋口 松男 東洋紡(株) 知的財産部 マネージャー 

常任理事  行本 直人 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ(株) 知的財産部長 

（９名） 

 

  ④第３２回理事会（電子書面決議） 

    日 時 令和２年３月２５日（水） 

       第１号議案 令和２年度 事業計画書・収支計画書（案） 承認の件 

 

 

３．発明奨励振興事業 

（１）大阪優秀発明表彰 

大阪発の優秀な発明・考案・創作を表彰することにより、大阪の地域活性化・科学技

術の発展を図るとともに、会員の発明活動を奨励することを目的として、同賞を募集し、

学識経験者等からなる選考委員会を構成して、厳正な審査を行い、受賞者を選定した。 

 

 

選考委員会  日 時 令和元年１２月２３日（月） １５：００～１６：３０ 

          場 所 大阪大学中之島センター ９階 会議室１ 

   表 彰 式  日 時 令和２年 １月２３日（木） １５：３０～１６：１５ 

          式 場 大阪大学中之島センター ９階 交流サロン 

 

  受賞者は次の通り。（敬称略） 

 

【大阪優秀発明大賞部門】 

大阪優秀発明大賞 

散薬調剤ロボット               （特許第６３０８３９５号） 

  浅岡 千晴 （株式会社湯山製作所） 

  吉名 克憲 （株式会社湯山製作所） 

  岩谷 高志 （株式会社湯山製作所） 

  小田 智生 （株式会社湯山製作所） 

 

大阪発明奨励賞 

低空気比・低Noｘ燃焼技術（HiLECT®)      （特許第６１１６５４５号） 

古林 通孝 （日立造船株式会社） 

伊藤 華子 （日立造船株式会社） 

安田 俊彦 （日立造船株式会社） 

重政 祥子 （日立造船株式会社） 
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新幹線用レール転倒防止装置          （特許第５５６２７７０号） 

楠田 将之 （西日本旅客鉄道株式会社） 

山口 義信 （西日本旅客鉄道株式会社） 

山根 寛史 （公益財団法人鉄道総合技術研究所） 

若月  修 （公益財団法人鉄道総合技術研究所） 

柳川 秀明 （公益財団法人鉄道総合技術研究所） 

野本 耕一 （公益財団法人鉄道総合技術研究所） 

 

【大阪チャレンジ発明賞部門】 

大阪チャレンジ発明賞 

食品・化粧品用携帯アルコール検知器       （特許第６４１９９９９号） 

  高島  靖 （日本技術活用研究所） 

 

 （２）近畿地方発明表彰 

   優秀な発明・考案・創作、その実施化、また、発明の奨励により近畿地方の産業の発

展・振興に多大の貢献をされた方々を推薦し表彰した。 

  本年度の近畿地方発明表彰は、福井県発明協会が事務を担当し、地方発明表彰選考委

員会の設置ならびに開催、表彰式等を挙行した。 

  そのうち、大阪発明協会より推薦した発明者は２６件８４名。 

近畿経済産業局長賞１件４名、日本弁理士会会長賞１件４名、実施功績賞２件２名、

知事賞１件５名、会長賞３件８名、奨励賞２０件６３名の方々が受賞された。 

 

   近畿地方発明表彰選考委員会 

    日 時  令和元年８月２８日（水） １４：００～１５：００ 

    場 所  福井市地域交流プラザ 研修室６０７ （福井市手寄１－４－１） 

    出席者 関係団体代表者、近畿府県発明奨励事務担当者、近畿地域発明協会担当者 

 

   近畿地方発明表彰式 

    日 時  令和元年１１月１９日（火） １４：００～１５：００ 

    場 所  ザ・グランユアーズフクイ 天山の間（福井市大手３－１２－２０） 

    参加者  約１００名 

 

   主な受賞者（敬称略） 

   近畿経済産業局長賞 

金属合金粒子及びその製造技術          （特許第６４０９２０４号） 

              榎村 眞一 （エム・テクニック株式会社） 

              荒木 和也 （エム・テクニック株式会社） 

              前川 昌輝 （元 エム・テクニック株式会社） 

本田 大介 （元 エム・テクニック株式会社） 
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実施功績賞      石橋 しのぶ（エム・テクニック株式会社 代表取締役社長） 

 

   日本弁理士会会長賞  

多層光ディスクの記録再生装置          （特許第５００２４６５号） 

              山崎 文朝 （パナソニック株式会社） 

              金馬 慶明 （パナソニック株式会社） 

              若林 寛爾 （パナソニック株式会社） 

              田中 俊靖 （パナソニック株式会社） 

 

実施功績賞      津賀 一宏 （パナソニック株式会社 代表取締役社長） 

 

   大阪府知事賞   

携帯用電子計算機接続端子付きキーボード     （意匠第１５５０１５５号） 

              岩本  彰 （パナソニック株式会社） 

              中谷 仁之 （パナソニック株式会社） 

              森   猛 （ﾊﾟｰｿﾙﾊﾟﾅｿﾆｯｸHRﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ株式会社） 

              勝山 雄介 （パナソニック株式会社） 

              北出 克宏 （パナソニック株式会社） 

 

   大阪発明協会会長賞   

陸上設置型フラップゲート式防潮堤        （特許第５７６２８２２号） 

              仲保 京一 （日立造船株式会社） 

              山川 善人 （日立造船株式会社） 

              森井 俊明 （日立造船株式会社） 

              乾  真規 （日立造船株式会社） 

              木村 雄一郎（日立造船株式会社） 

 

鼻水吸引器                   （意匠第１５６０８０６号） 

              平岡 勝之 （ジェクス株式会社） 

              木下 和彦 （ジェクス株式会社） 

 

作業機のアンロードレバー            （特許第６２５９４３２号） 

              西郡 洋一 （株式会社クボタ） 

 

（３）全国発明表彰 

大阪発明協会より７件を推薦した。 

推薦した応募案件のうち、発明賞１件２名、２１世紀発明奨励賞１件１名が受賞し

た。 

 

表彰式 

日 時  令和元年６月１０日（月） １５：１０～１６：１０ 
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式 場  ホテルオークラ東京 

 

  受賞者は次の通り。（敬称略） 

 

【第一表彰区分】発明賞 

想像力と創造力をはぐくむ知育玩具の意匠   （意匠第１４９２９７９号） 

      飯田 吉秋  （有限会社アイ・シー・アイデザイン研究所） 

      黒田 弥生  （有限会社アイ・シー・アイデザイン研究所） 

 

【第二表彰区分】２１世紀発明奨励賞 

近赤外光による液体爆発物等の検査技術の発明 （特許第５２０７４６２号） 

      糸﨑 秀夫  （国立大学法人大阪大学） 

 

（４）叙勲・褒章等への推薦 

   当協会から推薦した３名が受賞した。（敬称略） 

 

     文部科学大臣表彰 

      創意工夫功労者賞  小新 夏美（ダイハツ工業株式会社） 

      創意工夫功労者賞  濱  信久（ダイハツ工業株式会社） 

      創意工夫功労者賞  山内 勝正（ダイハツ工業株式会社） 

 

（５）大阪府発明実施功労者等表彰 

   当協会から推薦した４名が受賞した。 

     大阪府発明実施功労者等表彰式 

      日 時  平成３１年４月１８日（木） １０：３０～１１：３０ 

      式 場  大阪府庁本館（大阪市中央区） 

 

     受賞者（敬称略） 

新技術開発功労者   佐藤 浩司（辰巳工業株式会社）   

技術改善功労者    海野 平太（ダイハツ工業株式会社）   

      技術改善功労者    慶久 卓也（ダイハツ工業株式会社）   

      技術改善功労者    松田 光明（ダイハツ工業株式会社）   

 

 

４．青少年創造性開発育成事業 

（１）大阪府生徒児童発明くふう展 

我国の次代を担う生徒児童が、自身で問題提起を行い、発明に取り組み、工

夫した作品を作り上げることにより、知的創造力を駆使して問題解決を行える

人材を育てることを目的として、開催した。 

 

   主 催  一般社団法人大阪発明協会、毎日新聞社 

   後 援  近畿経済産業局、大阪府、大阪市、大阪商工会議所、 
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大阪市教育委員会、日本弁理士会関西会、 

地方独立行政法人大阪産業技術研究所、公益社団法人発明協会 

   協 賛  大阪府小学校長会、大阪府公立中学校長会、大阪府立学校長協会 

協 力  大阪府教育委員会、ＡＴＣエイジレスセンター 

   会 期  令和元年１１月２日（土）～１１月４日（月）の３日間 

   会 場  ＡＴＣエイジレスセンター Ｈゾーン 

   応募件数 １４０点 

入場者数 ４，８２６名 

   審査委員会 

    日 時  令和元年１０月８日（火） １０：００～１４：３０ 

    場 所  ＡＴＣエイジレスセンター Ｈゾーン 

   表彰式 

    日 時  令和元年１１月４日（月） １４：００～１５：００ 

    式 場  ＡＴＣエイジレスセンター Ｈゾーン 

 

   受賞者（敬称略） 

●生徒児童の部  

    近畿経済産業局長賞    「転リンロボ」 

中村 倫晟（堺市立登美丘中学校１年） 

    大阪府知事賞       「土星のわっかは、どうやってできたの？」 

                  井上 瑠莉（堺市立東百舌鳥小学校２年） 

    発明協会会長奨励賞    「電車とトロリーバスの仕組みについて」 

                  髙橋 一貴（堺市立中百舌鳥中学校３年） 

    大阪市長賞        「ブルブル実験ランド」 

                  中島 奏二朗（大阪市立城東小学校３年） 

                  中島 廉太朗（大阪市立城東小学校６年） 

    大阪商工会議所会頭賞   「虫の声が聞こえ～る」 

                  一谷 侑磨（大阪市立長池小学校３年） 

    大阪府教育委員会賞    「寒くなＷｉｎｄоｗ」 

                  岡本 志優（交野市立第二中学校１年） 

    大阪市教育委員会賞    「プロペラ性能テスト装置」 

                  伊達 晃大（大阪市立北中道小学校５年） 

                  中井 亮佑（大阪市立北中道小学校６年） 

    日本弁理士会関西会長賞  「環境にやさしい水圧ロボットアーム」 

                  福田  遼（四天王寺小学校５年） 

    ＡＴＣエイジレスセンター賞「働く防災ずきん枕（ベア）」 

                  木下 知美（河内長野市立楠小学校５年） 

    大阪産業技術研究所賞   「ヴァンデグラフ演示装置」 

                  早川 成実（大谷中学校３年） 

                  吹田 瑞希（大谷中学校３年） 

                  森本 彩乃（大谷中学校３年） 
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    大阪発明協会会長賞    「きのこ標本の作製方法の新発明といろいろな 

きのこの標本」 

                  荒須 誠一朗（堺市立家原寺小学校５年） 

    毎日新聞社賞       「ロング布団バサミ」 

                  中嶋 陽菜（箕面市立第四中学校１年） 

 

   ●団体の部 

    四天王寺小学校 

東大阪市少年少女発明クラブ 

    箕面市立第四中学校 

    四天王寺学園中学校 

 

（２）少年少女発明クラブ 

① 少年少女発明クラブ企画運営会議 

東大阪市少年少女発明クラブ    

日 時 令和元年５月２４日（金）１６：００～１７：００ 

場 所 東大阪市役所総合庁舎（東大阪市） 

    ② 少年少女発明クラブ全国会議 

日 時 令和元年１１月２９日（金）１４：００～１６：００ 

       会 場 日本消防会館（東京都港区） 

    ③ 大阪府内少年少女発明クラブ合同会議 

日 時 令和元年６月１０日（月）１４：００～１６：００ 

       会 場 日本橋筋商店街振興組合 会議室（大阪市浪速区） 

 

（３）全国少年少女チャレンジ創造コンテスト 

  全国の少年少女に、ものづくりの楽しさ、チームワークの大切さを体験させ、柔軟なア

イデアや豊かな発想力を引き出し、課題に対する問題解決能力を高め、自ら考え行動する

チャレンジ精神を育成するとともに、発明創造に対する関心を高め、その重要性を認識さ

せ次世代を担う青少年の発想力と具現力を育成し、未来を切り開く意識を醸成することを

目的として、全国少年少女チャレンジ創造コンテストの大阪地区予選会を兼ねた大阪大会

を（公社）発明協会と共催のもと開催した。 

なお、大阪大会において表彰された成績優秀者のうち、２チームが選抜され全国大会に

出場した。 

 

    ①第１０回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト大阪大会 

     主 催  公益社団法人発明協会 

共 催  一般社団法人大阪発明協会 

主 管  大阪市森之宮少年少女発明クラブ 

日 時  令和元年８月１９日（月） 

     会 場  大阪市立南港南中学校（大阪市住之江区） 

     参加チーム数 ６チーム 
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     テーマ  「からくりパフォーマンス・カー」 

 

    ★優勝  「おめでとう！百舌鳥・古市古墳群 世界遺産登録」 

（大阪市森之宮少年少女発明クラブ）  

          はにわ姉妹（村上遥・北こころ・ケリーマーガレット杏） 

    ★準優勝 「子どもの手づくりのパレード」（大阪市森之宮少年少女発明クラブ）  

          ＲＫＳ（中島廉太朗・伊達晃大・中島奏二朗） 

    ★第３位 「ついにタッチダウン」（大阪市立南港南中学校）  

          ＫＡ☆ＢＡ☆Ｏ☆君（米田昌司・京師一輝） 

    ★審査員特別賞：「おばけ屋敷」（大阪市日本橋少年少女発明クラブ）  

          もんしゅう（佐々木海修・大下紋示） 

    ★審査員特別賞：「お菓子工場」（大阪市日本橋少年少女発明クラブ）  

          でんでんＷＩＭ（磯田聖・渡部節・森勇登） 

    ★審査員特別賞：「地球を救う小さな生き物たち」 

（大阪市森之宮少年少女発明クラブ）  

          ＲＪＲ（永野仁一朗・市原椋介・高橋遼） 

 

   ②第１０回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト全国大会 

日 時 令和元年１１月３０日（土） 

     会 場 東京工業大学 屋内運動場（東京都目黒区） 

 

    ★出場チーム 

     銅メダル：「おめでとう！百舌鳥・古市古墳群 世界遺産登録」 

（大阪市森之宮少年少女発明クラブ）  

           はにわ姉妹（村上遥・北こころ・ケリーマーガレット杏） 

     銅メダル：「子どもの手づくりのパレード」 

（大阪市森之宮少年少女発明クラブ）  

           ＲＫＳ（中島廉太朗・伊達晃大・中島奏二朗） 

 

（４）青少年創造性開発海外交流派遣団への参加 

  （公社）発明協会主催による「全日本学生児童発明くふう展」「未来の科学の夢絵画展」

「全国少年少女チャレンジ創造コンテスト」において優秀な成績を収めた学生児童の代表

１４名で構成される「青少年創造性開発海外交流派遣団」に大阪市森之宮少年少女発明ク

ラブ所属のクラブ員２名が推薦され派遣団メンバーとして参加、インドネシアで開催され

た「２０１９世界青少年発明工夫展」に参加した。 

 

日 時 令和元年１０月２０日（日）～２７日（日） 

     派遣国 インドネシア 

     参加者（大阪市森之宮少年少女発明クラブのみ） 

         清水 蓮 （大阪市玉津中学校３年） 

         清水 嵐 （大阪市中道小学校５年） 
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        （第８回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト 文部科学大臣賞 

第９回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト 特許庁長官賞） 

    ★２０１９世界青少年発明工夫展 

日 時 令和元年１０月２３日（水）～２５日（金） 

     会 場 インドネシア タンゲンラン市 

     参加国 日本、インドネシア、中国、マカオ、マレーシア、フィリピン、ロシア、 

シンガポール、台湾、タイ、ベトナム 

     結 果 銅メダル・マレーシア特別賞 

清水 蓮・清水 嵐 

作品名：「むかしあそび」 

 

（５）本部展覧会への推薦（本年度推薦件数） 

   ①全日本学生児童発明くふう展 

    大阪発明協会より大阪府生徒児童発明くふう展優秀作品を中心に１９件を推薦し

た結果、入選４点が選出された。 

 

   受賞者（敬称略） 

    ★入選     「寒くなＷｉｎｄоｗ」 

               岡本 志優 （交野市立第二中学校１年） 

            「転リンロボ」 

               中村 倫晟 （堺市立登美丘中学校１年） 

            「ヴァンデグラフ演示装置」 

               早川 成実 （大谷中学校３年） 

               吹田 瑞希 （大谷中学校３年） 

               森本 彩乃 （大谷中学校３年） 

            「二度寝防止目覚まし時計」 

               安田 楓麻 （大阪市立都島工業高等学校２年） 

 

   ②未来の科学の夢絵画展 

    大阪発明協会より４２件を推薦した結果、優秀賞１点が選出された。 

 

   受賞者（敬称略） 

    ★優秀賞    「車が止まる安全道路」 

               西村 茜音 （東大阪市立枚岡東小学校５年） 

                     （東大阪市少年少女発明クラブ） 

 

 

５．知的財産権制度普及事業 

（１）大阪発明協会主催「知的財産セミナー」の開催 

知的財産権に関する専門知識ならびにその実務の習得などを目的として、知的財産 

専門人材の育成に努め、知的財産権制度の普及・啓発を行うため、各種研修・講習会
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を開催した。（３月開催分は新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止） 

 

  １ 知的財産権基礎講座                                    ２７名 

  ２ 最新の裁判例からみた「商標の類似」と商標権侵害の判断基準      １７名 

  ３ 化学分野における明細書作成ワークショップ              ９名 

  ４ 中国知財セミナー【商標編】                    １７名 

  ５ 実務初級～中級のためのケースに学ぶ技術契約入門          ３３名 

  ６ 知的財産権侵害紛争における戦略的な攻防の実務           ２０名 

  ７ 英文契約における知財契約と知財条項・損害賠償条項の基礎実務講座  １２名 

  ８ 知財管理業務ワークショップ「知的財産管理の業務マニュアル作成術」 ２０名 

  ９ 知財情報調査・分析セミナー 

     技術者・研究者のための特許検索手法入門              ８名 

     知財情報分析のデザインと考え方                  １４名 

     MS Excelを用いたパテントマップ作成演習と戦略分析        １５名 

     新規事業・新規企画立案の為の有効なアイデア発想法と 

事業・技術・知財戦略の策定法                  １２名 

  10 契約書作成実践セミナー＜ライセンス契約・売買基本契約編＞     １０名 

  11 企業現場担当者に役立つ知財デューディリジェンスの基礎知識      ７名 

 

（２）シリーズセミナー「理系英語のイロハ  ―特許実務を中心として―」の開催 

理系英語の基礎を習得し、特許明細書に用いられる表現、クレーム英文の読み方、

クレーム英文のドラフティングにつなげることをテーマに、参加者が任意で課題に取

り組み、各々のスキルアップを図ることを目的として、United IP Management株式会

社の協力のもと、５回シリーズのセミナーを開催した。 

 

①  車両にみる"位置関係と方向"                  １８名 

②  洗濯機にみる"状態と動作"                    １９名 

③  除菌システムにみる"因果関係"                  １３名 

④  飲料ディスペンサにみる"部と制御フローチャート"        １５名 

⑤  照明器具にみる"ingとfor"                    １５名 

 

（３）令和元年度知的財産権制度説明会（INPIT・特許庁主催）への実施協力 

（一社）発明推進協会が受託した、これから知的財産権を学びたい方、企業等におい

て知財部門に新しく配属された方などの初心者の方を対象にした知的財産権に関する

基本的な知識の習得を目的として開催する知的財産権制度説明会（初心者向け・実務者

向け）の大阪開催について実施協力を行った。 

 

【初心者向け】 

①開催日：令和元年５月２９日（水）   参加人数：４１４名 

場 所：大阪工業大学 梅田キャンパス 常翔ホール （大阪市北区） 

②開催日：令和元年７月１０日（水）   参加人数：４００名 
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場 所：大阪工業大学 梅田キャンパス 常翔ホール （大阪市北区） 

③開催日：令和元年８月２３日（金）   参加人数：３１９名 

場 所：大阪府立労働センター エルシアター （大阪市中央区） 

 

【実務者向け】 

①開催日：令和元年１０月１７日（木）   参加人数：１１０名 

場 所：ＴＫＰガーデンシティPREMIUM心斎橋 バンケット３Ａ （大阪市中央区） 

②開催日：令和元年１０月２５日（金）   参加人数：３００名 

場 所：ＴＫＰガーデンシティPREMIUM心斎橋 バンケット３Ａ （大阪市中央区） 

③開催日：令和元年１１月 ８日（金）   参加人数：２８６名 

場 所：ＴＫＰガーデンシティPREMIUM心斎橋 バンケット３Ａ （大阪市中央区） 

④開催日：令和元年１１月１４日（木）   参加人数：３０５名 

場 所：ＴＫＰガーデンシティPREMIUM心斎橋 バンケット３Ａ （大阪市中央区） 

⑤開催日：令和元年１１月２０日（水）   参加人数：２３９名 

場 所：ＴＫＰガーデンシティPREMIUM心斎橋 バンケット３Ａ （大阪市中央区） 

⑥開催日：令和元年１２月 ３日（火）   参加人数：３０３名 

場 所：ＴＫＰガーデンシティPREMIUM心斎橋 バンケット３Ａ （大阪市中央区） 

⑦開催日：令和元年１２月１０日（火）   参加人数：２８０名 

場 所：ＴＫＰガーデンシティPREMIUM心斎橋 バンケット３Ａ （大阪市中央区） 

⑧開催日：令和元年１２月１３日（金）   参加人数：２１３名 

場 所：ＴＫＰガーデンシティPREMIUM心斎橋 バンケット３Ａ （大阪市中央区） 

 

（４）IPrism研究会を大阪大学知的基盤総合センターと共催にて実施 

大阪大学知的基盤総合センター（IPrism）が主催するIPrism研究会に対して、日本

弁理士会関西会等と共に共催（一部後援）にて実施した。 

 

①IPrism研究会：「EUにおける革新的戦略－Industry4.0,Big Dataと知財」 

開催日：平成３１年４月１７日（水） １７：００～２０：００ 

場 所：大阪大学中之島センター ５階講義室５０７ （大阪市北区） 

②IPrism研究会：「欧米の革新的戦略」 

開催日：令和元年７月１９日（金） １７：００～２０：００ 

場 所：大阪大学中之島センター ５階講義室５０７ （大阪市北区） 

③IPrism研究会：「竹中俊子教授講演会」 ※後援 

開催日：令和元年１２月１３日（金） １７：３０～１９：３０ 

場 所：大阪大学中之島センター ５階講義室５０７ （大阪市北区） 

 

（５）国際出願制度セミナー「商標・意匠の国際出願制度の利点と実務アドバイス」を 

ＷＩＰО日本事務所との共催にて実施 

ＷＩＰО日本事務所が日本のユーザーのために、商標の国際登録制度（マドリッド

制度）、意匠の国際登録制度（ハーグ制度）のメリットやデメリット、実際にご利用

する際の実務アドバイス、関連する出願ソフトウェアやデータベース、さらに、制度
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を利用しているユーザーの方々からも各制度の活用方法等について講演するセミナ

ーの開催について、ＷＩＰО日本事務所との共催にて実施した。 

 

開催日：令和元年９月３日（火） １３：３０～１５：５５ 

場 所：大阪工業大学梅田キャンパス セミナー室２０３・２０４ （大阪市北区） 

 

（６）一般財団法人大阪デザインセンター主催：経営デザイン・プロデューサー育成講座

「知的財産の権利保護方法 攻めと守りのブランディング ～知的財産権の違いを

理解し味方につける～」への実施協力 

一般財団法人大阪デザインセンターが近畿経済産業局の2019年度中小企業知的財

産活動支援事業費補助金（地域中小企業知的財産支援力強化事業）の交付認定を受け

て行った標記セミナー（３回シリーズ）の開催について、実施協力を行った。 

 

①開催日：令和元年１２月１３日（金） １４：００～１６：３０ 

場 所：京都経済センター ６階 ６-Ｂ （京都市下京区） 

②開催日：令和２年 １月１５日（水） １４：００～１６：３０ 

場 所：大阪産業創造館 ６階 会議室Ｅ （大阪市中央区） 

③開催日：令和２年 １月２９日（水） １４：００～１６：３０ 

場 所：大阪産業創造館 ６階 会議室Ｅ （大阪市中央区） 

 

（７）独立行政法人工業所有権・情報研修館 近畿統括本部・日本貿易振興機構大阪本部

主催：「中小企業のリアルな事例から学ぶ経営のための知財戦略セミナー」への実

施協力 

独立行政法人工業所有権・情報研修館 近畿統括本部ならびに日本貿易振興機構大

阪本部主催のもと、一般社団法人発明推進協会が実施した標記セミナーの開催につい

て、実施協力を行った。 

 

開催日：令和２年１月１４日（火） １０：００～１７：３０ 

場 所：日本貿易振興機構大阪本部 ２９階ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ （大阪市中央区） 

 

 

６．知財総合支援窓口運営業務（独立行政法人工業所有権情報・研修館請負事業） 

 

地域の中小企業等に対する知的財産支援は、利用する中小企業等からは「適切な窓口がわ

かりづらい」、「知的財産は専門性が高く相談に行きにくい」といった声がある。こうした

声を踏まえ、中小企業等が企業経営の中でノウハウも含めた知的財産活動を円滑にできる体

制を整備し、アイデア段階から事業展開までの一貫した支援を行うとともに、知的財産を活

用しきれていない中小企業等の知的財産マインドの発掘や特許情報等の提供・活用を行うた

め、大阪府において「知財総合支援窓口」を設置、専門の人材を配置して、中小企業等が抱

える知的財産権に関する悩みや課題をワンストップで解決できる支援を行うことによって、

より多くの中小企業等の知的財産活用（知的財産の重要性への“気づき”も含む）・事業化
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促進につなげ、地域の活性化、ひいては我が国産業の国際競争力の強化を図ることを目的と

して、標記事業を独立行政法人工業所有権情報・研修館より請け負い、実施した。 

 

（１）窓口を設置した場所及び時間 

【主たる窓口（本部：常設）】 

 国立大学法人大阪大学中之島センター ７階、６階、５階 

  一般社団法人大阪発明協会（大阪市北区中之島４－３－５３） 

   開設時間：９：００～１７：００ 

【従たる窓口（サテライト：常設）】 

 ものづくりビジネスセンター大阪（ＭＯＢＩＯ）内 

  （大阪府東大阪市荒本北１－４－１クリエイション・コア東大阪 北館１階） 

   開設時間：９：３０～１７：３０ 

【臨時窓口】  

豊中商工会議所、堺市産業振興センター、泉佐野商工会議所、りそなグループビジ

ネスプラザおおさか、大阪産業創造館（起業スタートアップフェア２０１９）、豊能

町商工会、柏原市商工会、忠岡町商工会、枚方市立地域活性化支援センター、箕面商

工会議所、高石商工会議所、Garage Taisho、グランフロント大阪(巡回特許庁in KANSAI)、

マイドームおおさか（よろず支援拠点との共同支援） 

 

●知財総合支援窓口（大阪）相談・支援件数実績 

             ６，１４０件 

●知財総合支援窓口（大阪）専門家活用件数実績 

     １，０１２件 

●知財総合支援窓口（大阪）新規相談件数実績 

             １，０６４件 

 

（２）支援機関との連携会議 

[第１回] 

開催日：令和元年８月２６日（月）  

場 所：大阪大学中之島センター ７階講義室７０３（大阪市北区中之島） 

時 間：１４：３０～１７：００ 

出席者：（独）工業所有権情報研修館・近畿経済産業局・大阪府・大阪府よろず支援

拠点・大阪府産業デザインセンター・日本弁理士会関西会・大阪税関・日本

貿易振興機構・三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株）・（地独）大

阪産業技術研究所・（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所・（公財）大

阪産業局・（一財）大阪デザインセンター・八尾市・東大阪市・茨木商工会

議所・岸和田商工会議所・北大阪商工会議所・堺商工会議所・豊中商工会議

所・摂津市商工会・忠岡町商工会・藤井寺市商工会・尼崎信用金庫・池田泉

州銀行・大阪シティ信用金庫・大阪信用金庫・関西アーバン銀行・北おおさ

か信用金庫・商工組合中央金庫・日本政策金融公庫・りそな銀行 
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[第２回] 

開催日：令和２年１月２３日（木）  

場 所：大阪大学中之島センター ３階講義室３０４（大阪市北区中之島） 

時 間：１３：３０～１６：１５ 

出席者：（独）工業所有権情報研修館・近畿経済産業局・大阪府・大阪府よろず支援

拠点・大阪府産業デザインセンター・日本弁理士会関西会・三菱ＵＦＪリサ

ーチ＆コンサルティング（株）・（地独）大阪産業技術研究所・（地独）大

阪府立環境農林水産総合研究所・（公財）大阪産業局・（公財）堺市産業振

興センター・（一財）日本規格協会・GARAGE TAISHO・京都リサーチパーク

（株）・八尾市・泉佐野商工会議所・大阪商工会議所・北大阪商工会議所・

岸和田商工会議所・高石商工会議所・豊中商工会議所・松原商工会議所・藤

井寺市商工会・能勢町商工会・藤井寺市商工会・尼崎信用金庫・池田泉州銀

行・大阪シティ信用金庫・大阪信用金庫・関西みらい銀行・北おおさか信用

金庫・日本政策金融公庫・りそな銀行 

 

（３）中小企業等の知財の裾野を拡大させる普及啓発活動としての講座 

 知財総合支援窓口事業の新企画として、中小企業の知財初心者を対象とした知的財産

権取得のための２回シリーズ講座を２クールで計４回開催した。 

 

[知的財産権取得のための実践セミナー【特許編】] 

第１回：「中小企業のための模倣品対策の留意点」 

「先行技術調査の大切さを学ぶためのJPlatPat活用講座」 

開催日：令和元年６月２５日（火） １３：３０～１６：３０ 

場 所：大阪大学中之島センター ７階会議室７０２ （大阪市北区中之島） 

参加者：１０名 

第２回：「初歩から学ぶインターネット出願手続講座」 

開催日：令和元年８月２９日（木） １４：３０～１６：３０ 

場 所：大阪大学中之島センター ７階会議室７０２ （大阪市北区中之島） 

参加者：４名 

 

 [知的財産権取得のための実践セミナー【商標編】] 

第１回：「商標出願と活用戦略の重要性」 

「先行技術調査の大切さを学ぶためのJPlatPat活用講座」 

開催日：令和元年１２月１７日（火） １４：３０～１６：３０ 

場 所：大阪大学中之島センター ７階会議室７０２ （大阪市北区中之島） 

参加者：１０名 

第２回：「初歩から学ぶインターネット出願手続講座」 

開催日：令和２年２月２０日（木） １４：３０～１６：３０ 

場 所：大阪大学中之島センター ７階会議室７０２ （大阪市北区中之島） 

参加者：４名 
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７．会員サービス事業 

（１）第６期会員交流会 

会員各社が参考になるような情報を無料で得られる機会を提供し、会員同士の親睦と

交流を深めるため、令和元年度より新たに第６期交流会を開始した。交流会は電気機械

グループと化学材料グループに分かれ、それぞれ原則として２ヵ月に１回開催した。（電

気機械グループ２月開催分は新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止） 

 

【電気機械グループ・化学材料グループ】（参加会員数：２３名） 

日 時：令和元年８月６日（火） １４：００～１７：００ 

会 場：大阪大学中之島センター（大阪市北区） 

内 容：「参加者自己紹介・今後のテーマについて」 

 

【電気機械グループ】（参加会員数：１５名） 

①日 時：令和元年１０月２９日（火） １４：００～１７：００ 

会 場：ＯＢＰパナソニックタワー（大阪市中央区） 

内 容：「人材育成・教育」 

②日 時：令和元年１２月２４日（火） １４：００～１７：００ 

会 場：ＯＢＰパナソニックタワー（大阪市中央区） 

内 容：「発明報奨、発明発掘」 

 

【化学材料グループ】（参加会員数：８名） 

①日 時：令和元年１０月２３日（水） １４：００～１７：００ 

会 場：ＯＢＰパナソニックタワー（大阪市中央区） 

内 容：「今後のテーマについて」 

②日 時：令和元年１２月１９日（水） １４：００～１７：００ 

会 場：ＯＢＰパナソニックタワー（大阪市中央区） 

内 容：「人材育成・教育」「中国改正法の現状等」 

講 師：夏 宇 氏（上海金天知識産権代理有限公司 所長弁理士） 

③日 時：令和２年２月１８日（火） １４：００～１７：００ 

会 場：ＯＢＰパナソニックタワー（大阪市中央区） 

内 容：「商標・教育」 

 

（２）会員向け無料セミナー 

会員サービスの一環として、会員のみ無料で参加できるセミナーとして、他団体との

協力・連携のもとに開催した。（３月開催予定分は新型コロナウイルス感染拡大の影響

により次年度に延期） 

 

①日 時：平成３１年４月１８日（木） １５：００～１７：００ 

会 場：大阪大学中之島センター ７階７０３講義室 

内 容：発明の日記念講演会 

「デザインのチカラとその活かし方 
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 ～デザインマネジメントと強いブランドの構築～」 

共 催：関西知的財産協議会（NIPA） 

講 師：山田 繁和 氏 （大阪工業大学大学院知的財産研究科 特任教授） 

参加人数：６９名 

②日 時：令和元年９月９日（月） １３：３０～１７：００ 

会 場：大阪大学中之島センター ５階５０７講義室 

内 容：「事業活動に伴う著作権処理の実務」 

協 力：中之島シティ法律事務所 

講 師：三山 峻司 氏（中之島シティ法律事務所 パートナー弁護士） 

    矢倉 雄太 氏（中之島シティ法律事務所 弁護士） 

参加人数：６３名 

③日 時：令和２年１月２８日（火） １４：００～１７：００ 

会 場：大阪大学中之島センター ５階５０７講義室 

内 容：「知財データの証拠性確保に利用されるタイムスタンプ活用入門セミナー」 

協 力：アマノセキュアジャパン(株) 

講 師： 吉田 昌弘 氏（ (独)工業所有権情報・研修館  

知的活用支援センター 知財戦略部 部長代理） 

山口  学 氏（アマノセキュアジャパン(株) 知的財産推進担当） 

参加人数：３４名 

 

（３）会員向け勉強会「意商道場2019～講義とディスカッションで楽しむ90分～」 

ざっくばらんとした会話・情報交換を通して意匠にかかわる諸問題の理解を目指す初

中級者を対象に、可能な限り実例を取り上げて意匠・商標出願にかかる問題点の解説を

試みるとともに、講師及び参加者によるディスカッションを通して情報交換を行ない、

疑問点の解消に努めることを目的として、特許業務法人深見特許事務所の協力のもと、

意匠と商標をテーマにした勉強会を年４回会員限定無料にて開催した。（第４回は新型

コロナウイルス感染拡大の影響により中止） 

 

■第１回：商標「中間対応としての交渉・当事者系手続について」 

日 時：令和元年６月１２日（水） １８：３０～２０：００ 

会 場：特許業務法人深見特許事務所 会議室（大阪市中央区） 

発表者：原 智典 氏（特許業務法人深見特許事務所：弁理士） 

参加人数：１９名 

■第２回：意匠「特殊な意匠出願(関連、部分、秘密)の活用について」 

日 時：令和元年９月１１日（水） １８：３０～２０：００ 

会 場：特許業務法人深見特許事務所 会議室（大阪市北区） 

発表者：清水 博司 氏（特許業務法人深見特許事務所：弁理士）  

参加人数：１２名 

■第３回：商標「商標の識別力向上メソッド-３条拒絶回避のために」 

日 時：令和元年１１月１３日（水） １８：３０～２０：００ 

会 場：特許業務法人深見特許事務所 会議室（大阪市北区） 
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発表者：瀬川 左英 氏（特許業務法人深見特許事務所：弁理士）  

参加人数：１２名 

 

（４）会員向け勉強会「韓国知財研究会２０１９」 

韓国の知財事情に関心のある初中級者を対象に、毎回テーマを設け、韓国の知的財産

権制度や訴訟制度、係争事例を取り上げながら、参加者の知恵を集約した知財情報のプ

ールと共有の場を提供することを目的として、新樹グローバル・アイピー特許業務法人

の協力のもと、韓国知財に関する勉強会を年２回会員限定無料にて開催した。 

 

■第１回「韓国不正競争防止法の紹介」 

日 時：令和元年１０月３０日（水） １３：３０～１７：００ 

会 場：大阪大学中之島センター ６階６０２講義室 

発表者：曺 豪均 氏（第一特許法人 パートナー韓国弁理士・NY 弁護士） 

金 律利 氏（第一特許法人 パートナー韓国弁理士・日本弁理士） 

参加人数：６名 

■第２回「韓国での医薬品許可特許連携制度の見直しと活用研究会」 

日 時：令和２年２月５日（水） １３：３０～１７：００ 

会 場：サウスホレストビル ５階会議室（大阪市北区） 

発表者：孫 世靖 氏（第一特許法人 パートナー韓国弁理士） 

金 律利 氏（第一特許法人 パートナー韓国弁理士・日本弁理士） 

参加人数：３名 

 

（５）知的財産管理技能検定２級スピード対策講座 

知的財産管理技能検定２級に合格すべく、知的財産分野全般（特許、商標、著作権等）、

及び条約、独占禁止法などの関連法規についての基本的な知識をスピーディに習得する

ことを目的として、大阪大学知的基盤総合センター智適塾との共催のもと、標記講座６

回シリーズを会員限定無料にて開催した。 

 

■第１回「特許法１（法目的、特許要件、特許出願までの手続き等）」 

日 時：令和元年１０月 ３日（木） １８：３０～２０：３０ 

会 場：大阪大学中之島センター ５階５０７講義室 

講 師：向井 秀一 氏（大阪大学知的基盤総合センター 特任研究員：弁理士） 

参加人数：１４名 

■第２回「特許法２（特許出願後の手続き、特許権、実用新案権等）」 

日 時：令和元年１０月１０日（木） １８：３０～２０：３０ 

会 場：大阪大学中之島センター ５階５０７講義室 

講 師：向井 秀一 氏（大阪大学知的基盤総合センター 特任研究員：弁理士） 

参加人数：１２名 

■第３回「商標法（法目的、登録要件、商標権、商標独特の制度等）」 

日 時：令和元年１０月１７日（木） １８：３０～２０：３０ 

会 場：大阪大学中之島センター ５階５０７講義室 
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講 師：向井 秀一 氏（大阪大学知的基盤総合センター 特任研究員：弁理士） 

参加人数：１２名 

■第４回「意匠法（法目的、登録要件、意匠権、意匠独特の制度等）、条約」 

日 時：令和元年１０月２４日（木） １８：３０～２０：３０ 

会 場：大阪大学中之島センター ５階５０７講義室 

講 師：向井 秀一 氏（大阪大学知的基盤総合センター 特任研究員：弁理士） 

参加人数：１１名 

■第５回「著作権法（法目的、著作物、著作者、著作権の内容、権利制限規定等）」 

日 時：令和元年１０月３１日（木） １８：３０～２０：３０ 

会 場：大阪大学中之島センター ５階５０７講義室 

講 師：向井 秀一 氏（大阪大学知的基盤総合センター 特任研究員：弁理士） 

参加人数：１３名 

■第６回「その他の関連法規（不正競争防止法、民法、種苗法、独占禁止法等）」 

日 時：令和元年１１月 ７日（木） １８：３０～２０：３０ 

会 場：大阪大学中之島センター ５階５０７講義室 

講 師：向井 秀一 氏（大阪大学知的基盤総合センター 特任研究員：弁理士） 

参加人数：１４名 

 

（６）会員向け見学会＆講演会 

日 時  令和元年１１月１５日（金） １４:３０～１７:００ 

見学場所 日立造船株式会社堺工場・Hitz防災ソリューションラボラトリー 

（大阪府堺市西区） 

講 演  「日立造船の知財の取組みについて」 

講 師  海老名 呈 氏 （日立造船（株） 業務管理本部 知的財産室長） 

参加人数 ２３名 

 

（７）機関誌の発行 

   知的財産権制度に関する資料およびこれらに類する情報、または技術に関する参考資

料、各種講習会、説明会案内、特許・技術に係わる資料、各種表彰事業など知的財産

権関連事業を豊富に掲載した機関誌「企業と発明Lite」を会員ならびに関係機関に毎

月配布した。 

 

（８）刊行物の頒布 

   会員サービスの一環として、月刊誌「発明」、月報「はつめい」等、（一社）発明推

進協会発行刊行物等の配布を行った。 

 

（９）ホームページおよびメール配信サービス 

   会員サービスの一環として、ホームページのトップページに注目されるイベントのバ

ナーの適宜更新や原則月１回のメルマガ発行等、会員に迅速な知的財産権に関する情

報の提供をより充実した形で実施した。 
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８．産業財産権情報サービス事業 

 産業財産権公報類の複写サービス、Ｖ３システムによる特許情報サービス等の各種サ

ービスを行った。 

 

 （１）公報複写等のサービス 

     各種公報類の複写および複写物・電子媒体の定期継続提供サービス等に努めた。 

 

（２）Ｖ３システムによる情報提供サービス 

   特許庁Ｖ３システムによるオンライン閲覧等による出願書類、原簿等の提供サービス

を実施し、中小企業等の地域格差の解消に努めた。 

 

（３）外国資料の取寄せ 

   産業財産権のグローバル化に対して、ユーザーのニーズに沿い、従来から実施してい

る海外産業財産権関連資料の取寄サービスを行った。 

 

（４）産業財産権関係図書の販売 

   産業財産権情報の一つとして、制度普及を図るために、（一社）発明推進協会発行図

書の販売に努めた。 

 

（５）特許印紙の普及等 

   産業財産権制度普及の一環として、特許印紙等の販売に努めた。 

 

 

９．業務遂行状況 

《平成３１年４月》 

・  ２０１９年度近畿地方表彰応募候補者を（公社）発明協会に推薦。 

・  大阪府発明実施功労者等表彰式に出席。（大阪府庁本館） 

・  「IPrism研究会」を大阪大学知的財産センター等と共催。（大阪大学中之島センター） 

・  発明の日記念講演会「デザインのチカラとその活かし方」開催。（大阪大学中之島セン

ター） 

《令和元年５月》 

・  知的財産セミナー「知的財産権基礎講座」開催。（大阪大学中之島センター） 

・  第３０回理事会を開催。（大阪大学中之島センター） 

・  東大阪市少年少女発明クラブ運営会議出席。（東大阪市役所） 

・  知的財産権制度説明会（初心者向け）開催。＜実施協力＞（大阪工業大学梅田キャンパ

ス） 

《令和元年６月》 

・  知的財産セミナー「最新の裁判例からみた「商標の類似」と商標権侵害の判断基準」開

催。（大阪大学中之島センター） 

・  和歌山県発明協会創立７０周年記念講演会出席。（ホテルアバローム紀の国） 

・  大阪府内少年少女発明クラブ合同会議開催。（日本橋筋商店街振興組合会議室） 
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・  会員向け勉強会「意商道場2019～講義とディスカッションで楽しむ９０分～」第１回開

催。（特許業務法人深見特許事務所） 

・  日本弁理士会関西会支部名称変更記念パーティー出席。（ホテルグランヴィア大阪） 

・  第１０回総会・第３１回理事会を開催。（大阪大学中之島センター） 

・  知財総合支援窓口：知的財産を取得するための実践セミナー特許編第１回「中小企業の

ための模倣品対策の留意点」「先行技術調査の大切さを学ぶためのJ-PlatPat活用講座」

開催。（大阪大学中之島センター） 

・  知的財産セミナー「化学分野における明細書作成ワークショップ」開催。（大阪大学中

之島センター） 

《令和元年７月》 

・  第４９回大阪府生徒児童発明くふう展の作品を府下小･中･高等学校および関係諸官庁、

関係団体に募集周知。 

・  知的財産権制度説明会（初心者向け）開催。＜実施協力＞（大阪工業大学梅田キャンパ

ス） 

・  知的財産セミナー「中国知財セミナー【商標編】～日本発のブランド力は、正しく認識・

保護されていますか？～」開催。（大阪大学中之島センター） 

・  「IPrism研究会」を大阪大学知的財産センター等と共催。（大阪学院大学） 

・  セミナー「理系英語のイロハ～特許実務を中心として～」第１回開催。（大阪大学中之

島センター） 

・  知的財産セミナー「実務初級～中級者のためのケースに学ぶ契約入門」開催。（大阪大

学中之島センター） 

・  令和２年度全国発明表彰の募集を周知。 

《令和元年８月》 

・  第６期会員交流会（第１回）開催。（大阪大学中之島センター） 

・  知的財産セミナー「知的財産権侵害紛争における戦略的な攻防の実務」開催。（大阪大

学中之島センター） 

・  全国少年少女チャレンジ創造コンテスト大阪大会開催。（大阪市立南港南中学校） 

・  セミナー「理系英語のイロハ～特許実務を中心として～」第２回開催。（大阪大学中之

島センター） 

・  知的財産権制度説明会（初心者向け）開催。＜実施協力＞（大阪府立労働センター） 

・  知財総合支援窓口事業第１回連携会議開催。（大阪大学中之島センター） 

・  近畿地方発明表彰選考委員会・ブロック会議（福井市地域交流プラザ：福井市） 

・  知財総合支援窓口：知的財産を取得するための実践セミナー特許編第２回「初歩から学

ぶインターネット出願手続講座」開催。（大阪大学中之島センター） 

・  関西大学より知財インターンシップ生２名を受入。 

《令和元年９月》 

・  ＷＩＰО日本事務所との共催により国際出願制度セミナー「商標・意匠の国際出願制度

の利点と実務アドバイス」開催。（大阪工業大学梅田キャンパス） 

・  会員向け無料セミナー「事業活動に伴う著作権管理の実務」開催。（大阪大学中之島セ

ンター） 

・  会員向け勉強会「意商道場2019～講義とディスカッションで楽しむ９０分～」第２回開
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催。（特許業務法人深見特許事務所） 

・  知的財産セミナー「「英文契約」における知財契約と知財条項・損害賠償条項の基礎実

務講座」開催。（大阪大学中之島センター） 

・  セミナー「理系英語のイロハ～特許実務を中心として～」第３回開催。（大阪大学中之

島センター） 

・  令和２年度全国発明表彰に応募案件を推薦。 

・  令和元年度大阪優秀発明表彰の募集を周知。 

《令和元年１０月》 

・  大阪大学知的基盤総合センター智適塾との共催により会員向け勉強会「知財管理技能検

定２級スピード対策講座」開催（第１回～第５回）。（大阪大学中之島センター） 

・  第４９回大阪府生徒児童発明くふう展審査委員会開催。（ＡＴＣエイジレスセンター） 

・  知財管理業務ワークショップ「知的財産管理の業務マニュアル作成術」開催。（大阪大

学中之島センター） 

・  知的財産権制度説明会（実務者向け）開催（第１回～第２回）。＜実施協力＞（ＴＫＰ

ガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ心斎橋） 

・  巡回特許庁 in KANSAIオープニングイベントに出席。（グランフロント大阪） 

・  セミナー「理系英語のイロハ～特許実務を中心として～」第４回開催。（大阪大学中之

島センター） 

・  会員向け勉強会「韓国知財研究会2019」第１回開催。（大阪大学中之島センター） 

・  第６期会員交流会（第２・３回）開催。（ＯＢＰパナソニックタワー） 

《令和元年１１月》 

・  第４９回大阪府生徒児童発明くふう展開催。（ＡＴＣエイジレスセンター） 

・  第４９回大阪府生徒児童発明くふう展表彰式開催。（ＡＴＣエイジレスセンター） 

・  大阪大学知的基盤総合センター智適塾との共催により会員向け勉強会「知財管理技能検

定２級スピード対策講座」開催（第６回）。（大阪大学中之島センター） 

・  知的財産権制度説明会（実務者向け）開催（第３回～第５回）。＜実施協力＞（ＴＫＰ

ガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ心斎橋） 

・  知財情報調査・分析セミナー第１回「技術者・研究者のための特許検索手法入門」開催。

（大阪大学中之島センター） 

・  会員向け勉強会「意商道場2019～講義とディスカッションで楽しむ９０分～」第３回開

催。（特許業務法人深見特許事務所） 

・  会員向け企業見学会＆講演会開催。（日立造船株式会社堺工場・Hitz防災ソリューショ

ンラボラトリー：大阪府堺市） 

・  令和元年度近畿地方発明表彰式（ザ・グランユアーズフクイ：福井市）を挙行。 

・  知財総合支援窓口運営事業ブロック会議に出席。（ＴＫＰガーデンシティ梅田・グラン

フロント大阪） 

・  知的財産セミナー「契約書作成実践セミナー＜ライセンス契約・売買基本契約編＞」開

催。（大阪大学中之島センター） 

・  セミナー「理系英語のイロハ～特許実務を中心として～」第５回開催。（大阪大学中之

島センター） 

・  少年少女発明クラブ全国会議に出席。（日本消防会館：東京都港区） 
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・  全国少年少女チャレンジ創造コンテスト（東京工業大学：東京都）に、大阪府より２チ

ームが出場。 

・  全日本学生児童発明くふう展に応募案件を推薦。 

・  未来の科学の夢絵画展の募集を周知。 

《令和元年１２月》 

・  知的財産権制度説明会（実務者向け）開催（第６回～第８回）。＜実施協力＞（ＴＫＰ

ガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ心斎橋） 

・  知財情報調査・分析セミナー第２回「知財情報分析のデザインと考え方」開催。（大阪

大学中之島センター） 

・  知財総合支援窓口：知的財産を取得するための実践セミナー商標編第１回「商標出願と

活用戦略の重要性」「先行技術調査の大切さを学ぶためのJ-PlatPat活用講座」開催。（大

阪大学中之島センター） 

・  令和元年度大阪優秀発明表彰選考委員会開催。（大阪大学中之島センター） 

・  第６期会員交流会（第４・５回）開催。（ＯＢＰパナソニックタワー） 

・  未来の科学の夢絵画展に応募案件を推薦。 

・  大阪府実施功労者等表彰に応募案件を推薦。 

・  令和２～３年度知財総合支援窓口運営事業にかかる民間競争入札に企画提案書提出とと

もに入札 

《令和２年１月》 

・  工業所有権情報・研修館、日本貿易振興機構大阪本部主催、発明推進協会実施「中小企

業のリアルな事例から学ぶ経営のための知財戦略セミナー」に実施協力。（日本貿易振

興機構大阪本部） 

・  知財情報調査・分析セミナー第３回「MS Excelを用いたパテントマップ作成演習と戦略

分析」開催。（大阪大学中之島センター） 

・  知財総合支援窓口事業第２回連携会議開催。（大阪大学中之島センター） 

・  令和元年度大阪優秀発明表彰式を開催。（大阪大学中之島センター） 

・  令和２年新年交歓会を開催。（大阪大学中之島センター） 

・  会員向け無料セミナー「知財データの証拠性確保に利用されるタイムスタンプ活用入門

セミナー」開催。（大阪大学中之島センター） 

《令和２年２月》 

・  会員向け勉強会「韓国知財研究会2019」第２回開催。（サウスホレストビル） 

・  知財情報分析セミナー第４回「新規事業・新規企画立案の為の有効なアイデア発想法と

事業・技術・知財戦略の策定法」開催。（大阪大学中之島センター） 

・  知的財産セミナー「企業現場担当者に役立つ知財デューディリジェンスの基礎知識」開

催。（大阪大学中之島センター） 

・  知財総合支援窓口：知的財産を取得するための実践セミナー商標編第２回「初歩から学

ぶインターネット出願手続講座」開催。（大阪大学中之島センター） 

・  第６期会員交流会（第６回）開催。（ＯＢＰパナソニックタワー） 

・  第６期会員交流会第７回の開催を新型コロナウイルス感染拡大の影響のため中止。 

・  令和２年度近畿地方発明表彰の募集を周知。 

・  令和２～３年度知財総合支援窓口運営事業にかかる民間競争入札の開札が行われ、不落
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札が決定。 

《令和２年３月》 

・  知的財産セミナー「中国知財セミナー【契約編】～現地提携・進出の際に、契約は大丈

夫だった？～」の開催を新型コロナウイルス感染拡大の影響のため延期。 

・  会員向けセミナー「ＡＳＥＡＮ特許実務入門」の開催を新型コロナウイルス感染拡大の

影響のため延期。 

・  知的財産セミナー「知的財産ミックスを利用した「ブランド戦略」とリスク」の開催を

新型コロナウイルス感染拡大の影響のため中止。 

・  第３２回理事会を新型コロナウイルス感染拡大の影響のため開催できず、提出議案を電

子書面にて決議。 

 



収　支　計　算　書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
一般社団法人　大阪発明協会

（単位：千円）

科　　目 予　算　額 決　算　額 差　異 備　考

Ⅰ　事業活動収支の部

１. 事業活動収入

(1)  経常収入

（１）　会費収入 25,104 24,440 ▲ 664

（２）　事業収入 17,620 13,853 ▲ 3,767

①　発明奨励振興事業収入 1,050 1,050

②　青少年創造性開発育成事業収入 15 22 7

③　知的財産権制度普及事業収入 4,735 4,179 ▲ 556

④　特許情報サービス事業収入 11,172 7,574 ▲ 3,598

⑤　一般事業収入 648 1,029 381

（３）　INPIT請負事業収入 73,884 73,896 12

事業活動収入合計 116,608 112,189 ▲ 4,419

２．　事業活動支出

（１）　事業費支出 17,208 14,082 ▲ 3,126

①　発明奨励振興事業支出 500 518 18

②　青少年創造性開発育成事業支出 1,469 1,499 30

③　知的財産権制度普及事業支出 4,220 3,414 ▲ 806

④　特許情報サービス事業支出 7,702 5,691 ▲ 2,011

⑤　一般事業支出（会員サービス） 3,117 2,960 ▲ 157

⑥　その他の事業支出（経営対策） 200 ▲ 200

（２）　INPIT請負事業支出 69,082 65,435 ▲ 3,647

（３）　管理費支出 29,537 30,755 1,218

①　人件費支出 19,890 18,787 ▲ 1,103

②　事務費支出 8,579 10,938 2,359

③　その他支出（退職金引当金） 1,068 1,030 ▲ 38

事業活動支出合計 115,827 110,272 ▲ 5,555

事業活動収支差額 781 1,918 1,136

Ⅱ　投資活動収支の部

１. 　投資活動収入

（１）寄付金取崩収入 280 280

２．　投資活動支出

（１）　固定資産支出

投資活動収支差額 280 280

当期収支差額 1,061 2,198 1,136

前期繰越収支差額 60,625 60,625

次期繰越収支差額 61,686 62,823 1,136
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貸　借　対　照　表

令和2年3月31日現在

一般社団法人　大阪発明協会

（単位　：　円）

科　　　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ　資産の部       

　１．流動資産

　　　　現金 4,394,331 3,220,539 1,173,792

　　　　郵便切手類 18,251,109 8,963,249 9,287,860

　　　　普通預金 32,918,393 41,598,777 ▲ 8,680,384

　　　　郵便振替 1,859,024 1,126,786 732,238

　　　　未収入金 41,323,432 40,626,303 697,129

　　　　前払費用 344,920 1,025,310 ▲ 680,390

　　　　仮払金 231,500 50,000 181,500

　　　流動資産合計  99,322,709   96,610,964   2,711,745  

　２．固定資産 0

　　(1) 特定資産 0

　　　　発明奨励等助成金 0

　　　　その他特定資産 560,000 840,000 ▲ 280,000

　　　特定資産合計  560,000   840,000   ▲ 280,000  

　　(2) その他固定資産

　　　　その他固定資産 0 0 0

　　　その他固定資産合計  0   0   0  

　　　固定資産合計  560,000   840,000   ▲ 280,000  

　　　資産合計  99,882,709   97,450,964   2,431,745  

Ⅱ　負債の部      0  

　１．流動負債 0

　　　　未払金 9,659,731 8,957,353 702,378

　　　　前受金 790,160 908,647 ▲ 118,487

　　　　預り金 773,724 755,459 18,265

        仮受金 0 88,000 ▲ 88,000

　　　　短期借入金 30,000,000 30,000,000 0

　　　流動負債合計  41,223,615   40,709,459   514,156  

　　　負債合計  41,223,615   40,709,459   514,156  

Ⅲ　正味財産の部      0  

　１．指定正味財産 0

　　　　発明奨励等助成金 0

　　　　寄付金 560,000 840,000 ▲ 280,000

　　　指定正味財産合計  560,000   840,000   ▲ 280,000  

　　　　（うち基本財産への充当額） ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

　　　　（うち特定資産への充当額） ( ) ( ) ( 0 )

　２．一般正味財産 58,099,094 55,901,505 2,197,589

　　　　（うち基本財産への充当額） ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

　　　　（うち特定資産への充当額） ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

　　　正味財産合計  58,659,094   56,741,505   1,917,589  

　　　負債及び正味財産合計  99,882,709   97,450,964   2,431,745  
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正味財産増減計算書

平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで

一般社団法人　大阪発明協会

（単位：円）

科　　目 当　年　度 前　年　度 増　減

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１. 経常増減の部

(1)  経常収益

①　受取会費 24,440,000 25,095,000 ▲ 655,000

②　事業収益 13,853,493 14,647,195 ▲ 793,702

　　　　発明奨励振興事業収益 1,050,000 1,100,000 ▲ 50,000

　　　　青少年創造性開発育成事業収益 21,552 13,470 8,082

　　　　知的財産権制度普及事業収益 4,204,642 3,838,028 366,614

　　　　特許情報サービス事業収益 7,574,075 9,127,168 ▲ 1,553,093特許印紙売上収益 572,922 572,922

　　　　一般事業収入 1,003,224 568,529 434,695

③　受取補助金等

　　　　INPIT請負事業収益 73,895,607 74,018,370 ▲ 122,763

④　寄付金・協賛金収益 280,000 1,280,000 ▲ 1,000,000

　　　　受取寄付金 1,000,000 ▲ 1,000,000
　　　　受取寄付金振替額 280,000 280,000

 経常収益計 112,469,100 115,040,565 ▲ 2,571,465

(2)  経常費用

①　事業費 14,081,641 15,837,665 ▲ 1,756,024

　　　　発明奨励振興事業支出 518,143 490,444 27,699

　　　　青少年創造性開発育成事業支出 1,498,723 1,471,963 26,760

　　　　知的財産権制度普及事業支出 3,413,878 3,848,974 ▲ 435,096

　　　　特許情報サービス事業支出 5,690,628 6,932,776 ▲ 1,242,148

　　　　一般事業支出（会員サービス） 2,960,269 3,093,508 ▲ 133,239

　　　　その他の事業支出（経営対策）

②　INPIT請負事業支出 65,434,697 73,418,297 ▲ 7,983,600

③　管理費支出 30,755,173 30,349,123 406,050

　　　　人件費支出 18,787,234 20,803,905 ▲ 2,016,671

　　　　事務費支出 10,937,629 8,549,538 2,388,091

　　　　その他支出（退職金引当金） 1,030,310 995,680 34,630

 経常費用計 110,271,511 119,605,085 ▲ 9,333,574

 当期経常増減額 2,197,589 ▲ 4,564,520 6,762,109

２. 経常外増減の部

(1)  経常外収益

　　　　　　　経常外収益計

(2)  経常外費用

　　　　　　　経常外費用計

　　　　　　　　当期経常外増減額

税引前当期一般正味財産増減額 493,175 493,175

　　　　　　　　当期一般正味財産増減額 2,197,589 ▲ 4,564,520 6,762,109

　　　　　　　　一般正味財産期首残高 55,901,505 60,466,025 ▲ 4,564,520

　　　　　　　　一般正味財産期末残高 58,099,094 55,901,505 2,197,589

Ⅱ　指定正味財産増減の部

①　受取発明奨励等助成金

②　受取寄付金

　　　　　　　受取資金寄付金

③　一般正味財産への振替額 280,000 280,000

　　　　　　　寄付金 280,000 280,000

　　　　　　　　当期指定正味財産増減額 ▲ 280,000 ▲ 280,000

　　　　　　　　指定正味財産期首残高 840,000 1,120,000 ▲ 280,000
　　　　　　　　指定正味財産期末残高 560,000 840,000 ▲ 280,000

Ⅲ  正味財産期末残高 58,659,094 56,741,505 1,917,589
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以上のとおり相違ありません。 

 

令和 ２年 ５月１９日 

 

一般社団法人 大阪発明協会 

会長 上野山 雄   印 

 

 

 

以上を監査いたしました結果、その正確かつ適法なることを認めます。 

 

令和 ２年 ５月１９日 

 

監事 梶川 裕次郎  印 

監事 西口 良二   印 
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