第２回ビジョン事業委員会 議事概要
日

時

2022 年 7 月 26 日（火）14:30～16:50

場

所

広島発明会館 4 階研修室（ハイブリッド）

出席者

ビジョン・事業委員会
島田委員長、土田副委員長
鹿嶋・盛生・上甲・白髪・福原・川口・山本委員。Web：桑原委員。
オブザーバー：会館リノベーション委員会
松田委員長、上野副委員長。Web：内山・内田・林委員。
事務局
味能専務理事、熊野事務局長、吉村部長、畑、引地

アジェンダ

Ⅰ．委員会の位置付けと目的の共有
Ⅱ．委員会日程確認と参加者について
Ⅲ．アクションプランについて
Ⅳ．調査経過報告（事務局）
Ⅴ．ＨＰ改訂状況報告（TSS プロダクション）
Ⅵ．次回（9 月 20 日（火）14：30~）までの課題・確認等

確認結果

①

資料②「目的と構想」を再整理する為，必要なアンケート調査を実施する。
アンケートの対象・内容について，島田委員長が案を作成，委員に意見照会し，
次回委員会までにアンケート案を固める。
中小企業の課題・協会が提供すべき価値を把握・検討する為，ひろしま産業振興
機構と意見交換（ヒアリング）を実施する（事務局）。
委員会は，方向性を議論する場として位置付け，アクションプランについては，
再整理される「目的と構想」との整合を取りながら，優先順位を明らかする。

②

青少年の創造性育成事業については，小学校から大学までを一括りにするのでは
なく，対象別に区分して検討する。

③

委員会での検討結果を反映する形で，HP のリニューアルを進める。

次回検討事項

①

アンケート案 他

配付資料

第 2 回ビジョン・事業委員会 資料
①アジェンダ
②目的と構想
③委員会名簿
④委員会 開催予定日
⑤ビジョン・事業委員会 アクションプラン
⑥HP リニューアル案
⑦調査経過報告（事務局資料）

次回委員会

2022 年 9 月 20 日（火）14：30～ 於 広島発明会館 4 階研修室（ハイブリッド）

第 2 回ビジョン・事業委員会（議事メモ）
島田

前回の合同委員会から 2 か月。その間、委員長発信、提案ができなかったのが残念。
当委員会の目的と構想について，土田副委員長とたたき台(資料②「目的と構想」)を作ったので，
検討し、委員の皆様と共有したい。本日はアジェンダに基づいて進めていく。
Ⅰ．委員会の位置付けと目的の共有
Ⅱ．委員会日程確認と参加者について
Ⅲ．アクションプランについて
Ⅳ．調査経過報告（事務局）
Ⅴ．ＨＰ改訂状況報告（TSS プロダクション）
Ⅵ．次回（9 月 20 日（火）14：30~）までの課題・確認等の確認
この委員会では、出席できない場合は代理出席のご協力をお願いしたい。代理出席も難しい場合
は、委員会記録等で情報を共有していただきたい。
Ⅲのアクションプランは桑原委員に案として出していただいている。私からのお願いであるが、
このアクションプランにある WG の位置づけについて、みなさまのご意見、ご協力、また、ご理解
をお願いしたい。
Ⅳについて。本委員会に先行して、行政などすでに行われている事業の例などを事務局に調査を
依頼しているので、調査途中ではあるが現地点での報告をしていだだく。
Ⅴの HP について。TSS プロダクションに HP リニューアルについて案を作っていただいている
ので、現状報告をお聞かせ願いたい。またこのことについて皆様にご意見をいただきたい。

島田 「Ⅰ．委員会の位置付けと目的の共有」
（資料「第２回ビジョン・事業委員会 目的と構想」に基づ
いて説明）
このような考え方で進めていくことでよろしいか。
白髪 当委員会の目的は十分表現ができていると思うが２点質問したい。
１点目、目的の後半部分、
「千田町にある諸施設とのコラボレーション」の背景の説明をお願いし
たい。なぜこれを前提にせねばならないのか。将来これらとコラボレーションを考えて、さらにステ
ップアップするという表現であればしっくりくる。しかし、これを前提に様々な活動を考えるとい
うのならば、いささか本末転倒と感じる。
２点目、目指したい姿について。2 に書かれているお客様も間違いではないが、青少年創造性育成
事業では、それに賛同する会員企業、特に特定会費を納めている企業は青少年育成に貢献してほし
いという思いで会費を支払っているので、一義的に言えば第一のお客様は会員企業であると思う。
発明協会として、会員企業の要望を受けて青少年創造育成事業をするのが本筋。会員企業が今まで
の活動をどのように評価して、これからどのような期待を持ち、どのようにしてほしいのかという
要望を聞かないと、われわれが勝手にこうだろうと推測で物事を進めるのはよくない。一義的なお
客様である会員企業の声を十分に反映していない活動になるのではと感じた。そのあたりをきちん
と定義していろいろな人の声を聞きながら、どのような活動であるべきかをしっかりと検討すべき。

お客様の声を聞くことが大前提になると思う。お客様がだれなのかというところを外さないように
していきたい。
島田

これから提案する WG の中で、具体的に落とし込む場合、協賛企業の思いや希望を汲み上げて方
向性を考える必要がある。今後の活動に活かしたい。私と副委員長が作った「目的」は再構築をす
る。

味能

経緯も含め事務局から補足説明をする。
会費が高額であるという認識はある。会員のメリットが明らかではないことも従前から認識して
いる。どういう形で会員にメリットをもたらすかは大事な視点と考えている。是非、委員会の中で議
論していただきたい。委員会の目的を達成することによって、もたらせるというのが良いストーリ
ーだと思う。
千田町エリアの話。ここにはたくさんの関連施設が集約している。県の情報プラザ、ひろしま産業
振興機構、県立図書館、よろず支援窓口、広島県中小企業診断協会もある。広島大も一部こちらに戻
る計画もある。修道学園もある。毛色が違うが、中区スポーツもある。その中にある会館をどう使っ
ていくかの全体像が描ければ、市、県、国などのご賛同を得ることができるのではないかと考えてい
る。行政の賛同が得られることにより円滑に、なおかつ発展的に進めることができるのではないか
と考えている。このような視点で千田町エリアのコラボレーションを提案した。それは制約ではな
く、そういうことを頭において計画を進めると、より広い方々から賛同を得ることができ、計画に弾
みがつくのではないかという思いで書かせていただいたものである。
特に、発明協会の事業の半分を担っている窓口事業は、ひろしま産業振興機構とのコンソーシア
ムとして遂行されているが、ひろしま産業振興機構も基町に移るのではないかという話が出ている。
その他の関連施設も友連れで移転する可能性を否定できない。関連施設が移転すると、発明協会だ
けが千田町に孤立して残ることになり、窓口事業の先行きが厳しいものなる。そういう動きも十分
に把握しながらやっていく必要がある。発明協会と千田町との諸施設とのコラボレーションにおい
て、どんな施設にするかは柔軟な対応が必要であるし、また、何かしらできるものがあるのではない
かと考えている。要素として、白髪委員の言うところもいれて事務局も相談させていただきたい。

島田 「Ⅱ．委員会日程確認と参加者について」
（資料の確認）
ビジョン・事業委員会と会館リノベーション委員会は相互に補完し合うものなので、お互いが乗
り入れていくように、方向性の共有ということで会館リノベーション委員会の予定も書いている。
ご協力をお願いしたい。
熊野 事務局の紹介。
チーム長は部長の吉村。スタッフは畑と引地。畑は窓口事業の相談対応と情報セキュリティを兼
務している。
味能

連絡、要望は事務局で対応する。情報共有は事務局が責任をもって行う。HP にある専用のサイト
にＩＤパスワードで入ってもらい、情報を共有できるようにする。資料、議事メモが閲覧できるよ
うにする。

島田 「Ⅲアクションプラン」について
ここに６つの WG が提案されている。
一番の大元になっている青少年創造性育成事業は、一番上にある「教育・ワークショップ企画 WG」
になる。今後、協賛企業が何を考え、何を求めているのか、どのように発展させていけばよいのか深

堀できればよいと考えている。
また昨今のデジタルの活用というところで、デジタル産業をどう取り込んでいくかが「デジファ
ブ・プログラム開発 WG」となる。
「アイデア事業化 WG」は様々な企業、発明くふう展などアイデアの事業化の道筋をつくるとい
ったような、ひとつの切り口として考えている。
「広報戦略策定 WG」は現在取り組んでいる HP を始め、発明協会の活動、価値、周知を発信す
るために、さまざまなコンテンツを利用して、
「みんなが知っている発明協会」になるように具体的
に落とし込む WG となる。
「INPIT 連携」
「行政・支援機関連携」について。現在、INPIT の窓口事業は行政とかけ離れてい
る。このまま行政に認知されていないまま進んでいくと、発明協会が孤立してしまうので、「知財」
という切り口から行政とどうつなげるか、どう使っていただくのか考える。
これらを進めていくと、現在 6 つに分かれているものが一つに集約されていくのではないかと考
えている
委員の方々、通常業務で忙しい中、WG までお任せするのは非常に厳しいものであると思うので、
皆様のご意見をお聞かせ願いたい。
白髪

アクションプラン作成の背景について。最初に説明された当委員会の目的は、大きく分けると「青
少年創造性育成事業」「中小企業を対象とした知財啓蒙活動」「知財支援による県内スタートアップ
活性化支援」
「若者の定着化」の 4 つと理解している。アクションプランの 6 つの WG のテーマと
のつながりが分からない。
最初の「青少年創造性育成」はわかるが、2 つ目の「デジタル化」がいきなり出てくる理由が分か
らない。デジタル化をすることが目的となっていて、当委員会の目的の何を達成しようとしている
のか、非常に理解しづらい。先ほどの資料で当委員会の目的が定義されたので、当委員会の目的に沿
って、繋がりのある活動テーマであってほしいと思う。どの目的を達成するための WG なのかをわ
かるようにしてほしい。委員会の中でも正しく理解する必要がある。
また、委員会もあるし、WG もあるとなると、みなさんには本来の業務があるので、業務中にはで
きないと思う。いつやるのか、そしてアクションプランのためにどのくらいの工数をかけるのか決
めていくこと。こういうことを業務外ですることが現実的かどうかも考えていく必要がある。みな
さんはどのように考えるか。

上甲

白髪委員のいうとおり、日常業務をやりながら WG をするのは現実的には難しい。今回の委員会
は活動の定義にあると考えている。今年度の活動は「方針決め」でよいのではないか。冒頭の会員
企業に対する活動については、WG の中に会員企業に対する支援がないので追加で入れるとよいと
思う。

松田

現在行われている業務、後の資料で出てくるものと思われるが、これまでどうことをやっていて、
それがどのようになっていくのかも含めて精査する必要がある。取捨選択が必要。限られた資金や
人的資源でやらねばならないのでその点も検討していただきたい。

島田

確かに言われる通り。時間がとれないところは重々理解している。上甲委員の提案である、
「WG
で方向性を示す」という点と白髪委員の言われるところの「目的の WG の整合性をとる」ことが大
事であろう。実務的な問題、意見の集約、方向性、意見の交換の場が必要なので、これらを次の委員
会までにＷＧで考えることはできないか。役割分担のようなことはできないかと考えていた。
企業向けアンケート、資料作成、青少年育成事業に対する希望など事務局におねがいすることは

可能か。
味能

事務局としてできる。情報収集、周知は行う。委員会は方向性を議論していただく場と考えてい
る。

島田

青少年創造性育成事業に対する協賛企業の考えの意見の収集、目指すべきところやどのような価
値を求められているか調べてもらうところから進めていきたいが、どうか。WG については再編を
したほうがよいか。

味能

この後、事務局の調査状況を報告する予定だが、それを先にさせていただくことを提案したい。
その方がイメージが湧きやすいと思う。報告は 3 つある。1 つ目はいろいろなところがやっている
中小企業支援や事業創出支援について。2 つ目は発明協会が連携してきた事業。件名と連携先を表に
している。3 つめはビジネスプランやものづくりなどのコンテストの一覧。発明くふう展や絵画展は
発明協会が主体的に関わっている事業であるが、発明協会が関わっていないその他のコンテストを
一覧にした。今後、深堀するべきものを議論するための一助になればよいと思う。

畑・引地 「Ⅳ．調査経過報告（事務局）」（収益性の調査、事業連携先一覧、コンテスト一覧）
川口 （収益性の調査）補足説明をする。
レンタルスペース

コワーキングスペースなど場所貸しサービスの収益性は、立地条件がよいと

ころは利用料も多く、ビジネス数も多い。発明会館は立地条件が悪いのでこのビジネスだけでは成
立しない、ということをこの調査結果から読み取れなければいけない。
デジタルものづくりスペースについて。ワールドエリアネットワークが行っている事業がこれに
なる。レーザー加工機、３D プリンターが置かれているが、スペース利用による収益性はない。1 人
当たりコーヒー込みで 500 円から 1000 円程度の売り上げである。では、なぜやるか。それはデジタ
ル人材を集めたいから。ものづくりに還元したいのでそういう仕掛けでやっている。
もうひとつ有名なのがソアラビジネスサポート。こちらはベンチャー支援のサポートコンサルタ
ントで収益上げている。二次的な収益があるといえる。シェアオフィスだけで収益が上がると思っ
てはいけない。
千田町で収益性を上げることが前提だから、それができるようなシェアオフィスを考えなければ
ならない。人が集まらないと意味がないので、情報ハブになるような仕掛けを作る必要がある。そう
いうことを紐解く必要があるので、補足説明をした。
土田

これらの事業を発明協会として見たときに知財の視点がない。そこが軸になる収益事業を考える
べきだろう。そのような事例にはなにがあるか、情報があるか。

味能

調査状況の報告はまだ初期段階状態で、委員会の議論のために深堀するきっかけとなるものを一
次資料として提供している。次ページのベンチャー支援もあるが、方向性を提案するものではない。
一次資料として見ていただきたい。関心を持っていただき、そこから議論をしていただくための資
料であるということをご理解いただきたい。ご質問等についてはそれを基にしていただい。

（資料の説明）
味能

一次資料として事務局から紹介させていただいた。この中から、どんなことを読み取り、委員会
でどういう議論をするか、次のステップになればよいと思う。
川口委員、土田副委員長が言われたように、この資料から様々な団体が様々ことをやっているの
かがわかる。どういう切り口が必要かわかるのではないか。

アクションプランとの関係は、発明協会でやっていないもの、創業支援で出ていないものが、
「デ
ジファブ・プログラム開発」になる。知的財産権にフォーカスされたものがないことが見て取れると
思う。
その他、コンテストは発明協会が関与していないものがたくさんある。発明協会が関われるもの
はなにかというところが議題になるのではないかと思っている。
懸案事項であるひろしま産業振興機構について説明を加えたい。ひろしま産業振興機構とは窓口
事業コンソーシアム組んでいるが、創業支援での役割が非常に大きい。ひろしま産業振興機構がど
のように考え、どのようにしていくのか聞く必要がある。しかしながら、この委員会の中にはひろし
ま産業振興機構の方の参加がない。
「必要があるのではないか」との検討も必要があるのではないか、
というのがこの一次資料の中でわかる。以上、事務局から第一弾の報告をさせていただいた。
島田

知財という切り口が表立っては出ていないことがわかる。商工会議所からの特許等の問い合わせ
は既にあるのか。

味能

商工会議所などと中小企業支援の連携はするようにと言われている。十分にできているかといえ
ば十分ではない。各機関がそれぞれの思いや目的でやっているので、どのいう点で連携をするかは
難しいところ。そこを十分に把握したうえで、何をするかを議論する必要がある。
会館リノベーション委員会に広島商工会議所植野専務理事が参画くださることになっている。商
工会議所の事業と発明協会の事業で重なるところがあるという意見をいただいている。他団体の事
業との重なり度合いはさまざまといえるが、そのような事業はたくさんある。
「１００年プロジェクト」の副題となっている「イノベーション

ひろしまの子どもたちの未来

を拓く」というのは「世代間連携」を表している。小学生から大学生、子どもたちと実業界を結ぶこ
とができるのは発明協会しかない。小学生から大学生の子どもたちが将来何をしたいのか、何を目
指しているのか、また、その中で発明協会が知的財産など、他のところにはない価値を提供すること
によって橋渡しができるのではないかと考えている。そのことを植野専務理事にも話をした。
私の個人的な意見として言わせてもらえば、青少年創造性育成事業の対象である子どもたちに力
点をおく理由は、他のところは大学生がぎりぎりであって、大人向けのものであるからである。
「次
世代産業人材育成」という言葉がいろいろなところで標語のように謳われているが、実際にやって
いるところは他にはない。なので、発明協会がこの役割を担うことができる。具体的に支援対象を考
えるときに、そのような問題意識を持つなど、子どもたちや大学生に思考が向くようにやろうと思
っている。
子どもたちや保護者に関心があるもの、価値のあるものを提供できることが、最終の支援機関で
ある協賛企業にとって大事なことだと思っていただくこと、またそれは広島県発明協会しかできな
いことを皆さんには理解していただきたい。企業が参画したい、一緒にやっていきたいと思っても
らえるようになることが、私の思いである。最初に委員長、副委員長に作っていただいた目的は、そ
ういうことを反映していただいたものと認識している。
広島商工会議所の話に戻るが、広島商工会議所やコンソーシアムを組んでいるひろしま産業振興
機構が基町に移転する話を考えたときにどういう連携をするか、今の段階から考える必要がある。
島田

事務局に資料を依頼する前に、ネットで調べたが、広島県の団体が取り組んでいる事業がたくさ
ん出てきた。発明協会のつよみは、若年層、次世代を担う子どもたちへの支援である。しかし現実
のところ支援しようとしても直接子どもたちに繋がっていない。発明くふう展は夏休みの宿題とし
て出されており、募集は各自治体の教育委員会から学校に周知され、先生から子どもたちに伝わる。

我々が支援したいのは子どもたちだが、枠組みのところをご理解いただかないといけない。ここへ
の関りをどうしていくのか、といったところもある。
ひろしま産業振興機構をはじめ広島県内の産業支援機関が基町に移転する。千田町は基町から離
れているが、通信環境が整えればさまざまなものの提供ができると考えている。具体化のための施
策や発明協会に興味を持ってもらうにはどうしたらよいかは、TSS プロダクションや桑原委員に協
力をお願いしたい。そういうものを集めたのが目的の２番以降になる。
創業希望者の支援も必要なので、どのような取り組み方が効果的なのか、できることは何なのか、
皆様から意見をいただきながら進めていきたい。
知財という切口をどう生かすか。特許取得にもお金がかかる。ご理解いただく必要がある。年金
（維持管理）も費用が掛かる。事務処理も大変なところ。発明協会としてなにができるか模索した
い。
目安として来年の 3 月までにまとめたいが難しいかもしれない。委員の方にはご負担、ご苦労を
おかけすることになるが、是非とも協力をお願いしたい。次回までにご提案などご協力をお願する
ことになる。
土田

進め方の提案について。委員の方のご意見を伺って思ったのが、お客様が何を求めているかわか
らないまま我々だけで議論をしても空論になってしまうので、発明協会のお客様に対して、どうい
うことを期待しているか意見を聞くのがよいと思う。例えば会員企業はなにを期待しているのか、
どう考えているのか。中小企業は何を期待しているのか。教育機関は何を期待するのか。そういっ
た切り口で、本当にやってもらいたいことは何なのかを調べてほしい。そこをやらないと前に進ま
ないように思う。事務局に意見収集をお願いしたいが、どうか。

味能

前にも土田副委員長から同じような意見を聞いているが、どこ向けにどんなことを調べるのか具
体的に委員会で議論していただきたい。漠然と、だれがどう思っているかわからないがそこから始
めましょうというと、そこには事務局に意思が入る。委員会としての調査の方向性を決め、中身と
相手を議論していただきたい。そこが決まれば事務局として対応する。
教育機関について。継続して連携をしているところは広島市教育委員会がある。教育支援で連携
を取っているが小学校課程のみとなっている。今回 INPIT からの話を受けて高校生向けパテントコ
ンテスト支援が新たに加わることになった。
このたび広島市教育委員会中学校課程、広島県教育委員会、学校の先生と話をしたことで感じた
ことであるが、発明協会が主として行っている知的財産に関するものや発明に関わるものは学校に
とって全く縁遠いものであって、想像すらできないという話だった。これは対象をどこまで広げて
も同じことだと思う。想像すらできないのでは「何を期待するか」というところに至らない。そこが
根本的な問題である。
内閣府が国の方針として知的財産推進計画を作り、そのなかに知財創造教育が何年も前から織り
込まれている。内閣府は、学習指導要領の中には創造性を豊かにすることが入っていて、学校教育の
場では当然行われているという大前提に立って進めようとしている。知的財産の概念が子どもたち
や保護者の方に全くないにもかかわらず、それはすでに行われていることになっている。しかもよ
い取り組みを拾い上げて広げていこうという段階が今であると言っている。しかしながら教育委員
会ではそういうことは意識をしたことがないという話になる。教育界の思いやニーズのアンケート
をとっても、得られるものはほとんどなく意味がないものである。
今回のアクションプランにある、パテントコンテストについて。８月３日に広島県立高等学校工

業部会で INPIT と説明をすることになっている。もちろん教育委員会にも話をすることになってい
る。実績を作っている段階である。
現在発明協会は子どもたち向け、先生向け、教育委員会向けの知財教育活動をしていない。この建
物の利用についてもそのような活動は皆無である。少なくてもアイデアをこちらから出さないと、
アイデアがないもの同士で話をしても進むことはない。言われた通り、ニーズを踏まえる必要は分
かるが、現在ニーズが意識されていない状況なのでそこに問いかけても答えがでないだろうという
のが私の実感である。
現在行っている知財総合支援窓口の事業の中で、中小企業の皆様に気づきを持ってもらう活動を
しなさいと言われている。そういうものが事業経営上必要であると思っていない中小企業の人たち
に必要だとアプローチしなさいといっている。ここの相談員は中小企業に行って知財でお困りのと
ころはありませんか、何かニーズはありませんか、という問いかけをしているが効果がないのが現
状。
「私たちはこういうことができます、こういうことをするとこういういいことが生まれてくるの
ですがどうですか。
」というようにアプローチしないと話は進まない。
学校の先生方にも「私たちがこういう支援をするとこういうふうに変わることができます。」と言
わなければいけない。スタートアップやベンチャーの人たちに対しても同じである。発明協会でで
きることと、それによってよくなることを伝えることができなければ話は進まないだろうというの
がわたしの実感である。
が、
「そういうことを聞くべきである」が総意ならば事務局として提供することが役目である。ど
こに対してどんなことを聞くのか議論して提示していただきたい。
白髪

ニーズのないところに、「こういうことができます。こういうことをやろうと思っています。」と
言っても、
「それはなんですか」ということになるのではないか。私が実際に中小企業を回って、知
財について困っていることはありませんかと聞くとたくさんでてくる。そういうところの声を聞く
ことは大事である。何をやればいいのか分からない人に対して、発明協会ができることを提案して
も、提案の中身が一体何なのかとなるであろう。これこそ意味がないことだと思う。むしろ、困っ
ていることはないかと聞いて「ない」と答える企業もあるとは思うが、それなりに困っていること
を言う企業もあるわけで、アンケートを１００社とって５０社回答が戻れば、それで全体の傾向は
掴めるのではないか。
青少年創造性育成事業に関していえば、小学校で知財教育を支援することは目的ではない。理科
離れという課題があり、学校で学んでいることが社会でどういうふうに役立っているかをなかなか
学校の先生には教えることが難しいので、企業の人が直接行って仕事の話も交えながらやってきた。
理科系の人材を育てることがそもそも教育支援事業のスタートだったと思う。
小学生に対して知財を教えることは鼻から考えていないと理解している。小学生に対して知財教
育をする必要はない。特許関係でニーズがあるかと聞くことは無駄だと思う。

桑原

たとえばアンケートの項目でどんなものをいれればニーズがわかるのか。

白髪

これから検討しないとわからない。会員企業、中小企業の声を何らかの形で聞くことが大事であ
る。

桑原

例えばもっと大儲けしたいか、大企業に負けない知財にしたいとか、そういうような質問になる
のか。

白髪

なにか困ったことはないかと聞いてほしい。たとえば知財の人材がいない、発明が現場で生まれ
ていても拾い切れていないなど、そういう悩みを持つ企業が現実にあるので、そういったところか

らうまく聞き出せるように、どのように聞くかをこれから検討してほしい。最低限の知財活動がで
きていない中小企業の現状があるというのが私の意見。
桑原

ＷＧで考えていくとよいと思う。子どもたちの知財教育で知財戦略を教える想定はしていない。
どちらかというとくふうや発明をした時に、どうやったら自分たちの商品を世に出せるかを話して
いきたい。そこに知的財産が必要になるのは明らかである。特許でなくても実用新案や商標でかま
わない。実際に工業高校、商業高校で話をしているが、子どもたちの反応がとてもよく、大人顔負
けの意見が出る。実際にアイデアも出てくる。発明協会は地域の商工団体を支援することが本質で
あり、そういうところに資するような子どものアイデアや発明を商品に移すときに知財が必要にな
る。
味能専務が言っているのは、
「特許法とは」というのではなくて、あくまでもアイデアを拾い上げ
て、地域に貢献し、子どもたちがよくなることを目的としている。

白髪

小学校、中学校など、それぞれで必要な教育の志向が違うということを述べた。工業高校、商業
高校など、ものづくりに関しては特許を含めた教育が必要。レベルを落とした話を小学生にするの
は話が違う。対象別に知財カリキュラムをつくることがこれからの青少年育成の大きな課題である。

桑原

小学生のくふうが商品化する話もいくつか出ているがかならず親がでてきる。親子でいかに盛り
上げていくかというところも小学生向けには重要であろう。
アクションプランについて。青少年育成プログラムのデジタルの部分とアナログの部分は基本的
に同じような内容で考えていることを理解してほしい。デジタルは子どもたちにとって興味がわく
分野であるので一緒にやるのがよい。
PR 関係について説明する。発明協会の事業成果を発表しないと意味がないので、独立したものを
立てた。今年度は企画先行としている。来年度になって企画が具体的なものとなり、一部実施できる
かもしれない。目指すべき 2 年後には、なにか具体的な事業が進むイメージであろう。そういう感
じでたたき台を出させていただいた。
そのほか、INPIT や行政、支援団体などとの連携は、それらと発明協会が上手に取り組むことが
重要と考えている。

島田

青少年育成事業が一括りになっていたが階層別で行う。どう活かすかについては連携の必要があ
るので今後詰めていこうと思う。
特定会費を納めている企業にとっては、発明くふう展などのポスターの下に名前が出るだけなの
で、どういう思いで協賛しているのか、もっと広報した方がよいという意見もあるかもしれない。ど
う考えているのか協賛企業に聞くべきと思う。広報の仕方についても企業に要望を聞き、周知方法
について考え取り入れる必要がある。
協賛企業に限定して発明くふう展、絵画展の成果に対する要望を聞くのはどうか。

鹿嶋

委員長の提案に異議なし。
発明くふう展に代表されるように、発明協会にとって主軸となっているのが「ものづくり」である
が、企業であれば DX が大きな課題となっている。圧倒的に DX 人材が足りない。私はデジタルプ
ログラム開発 WG の観点に違和感はない。知財の観点からも盛り込めるものがあると思う。青少年
の頃からデジタルに興味を持っているたくさんの子どもたちを支援するのは発明協会の新しい視点
である。
調査ではそういうところを熱心にやっているところはあまりないように感じた。そういったアン
ケートも付け加えてもらえるとありがたい。

島田

われわれ早川ゴムはパソコンオタクを募集している。昔のような専用測定器ではなく今はすべて
パソコンで解析等を行っている。

鹿嶋

SF 的な話になるが、もうメタバースの世界がすぐそこに来ていて、そこでの知財はどうなるのか
という話が中央で行われている。そういったことも大事と思われる。

桑原

子どもたち、大学生、社会人からでてきたアイデアを事業化して、地域の産業をよくしていこう
とする思いがあるのが「アイデア事業化 WG」である。マツダの特許を使って中小企業とのマッチ
ングをしたことがあるが、発明協会もそういうものを推進する体制を作る。発明協会は企業が参加
している団体なので、会員企業が市井のアイデアを実際に商品化することができる。発明協会なら
ではのところをこの WG でやりたいと思って組み込んだ。デジタル的なところも含めた話である。

土田

協賛企業へのアンケートは賛成。大きな軸は二つ、青少年と中小企業。中小企業に対して困りご
とを聞き出すことはできないだろうか。中小企業はまずひろしま産業振興機構に相談しに行くだろ
う。ひろしま産業振興機構の知財の方にご協力いただいてヒアリングする。一社一社あたると大変
なので、まずはひろしま産業振興機構に相談に行く企業が何を相談しているのかを聞くのはどうか。

味能

知財の窓口とコンソーシアムを結んでいるので、今年度以降連携について８月 1 日に話をする予
定である。投げかけることはできるが、どんな聞き方をすればよいかをご教示いただきたい。困り
ごとを聞いても一覧表が提示されるだけだろうから、大量なデータをもらうだけになる。それを活
動に繋げていくためにどのような視点で聞くかが必要で、単純に聞いても間口が広すぎて収集つか
なくなる。

川口

ひろしま産業振興機構にできないことを聞くとよいのではないか。そうすれば住み分けができる。
答えは仕組み上のことになると思われるので、ワンマークで済む。言質を取りたいのならこれでよ
い。連携のコンソーシアムを取っていくのであれば、差別化が分かれば進むべき道が見え、発明協
会の今後の姿が見えるだろう。

島田

次の段階のために、青少年創造性育成事業の協賛企業から活動に対する期待、求めることを調査
する。DX については質問が難しいがアンケートに加える。ひろしま産業振興機構への問い合わせの
件も合わせて、アンケート内容については文言を起こす。それに対しご意見をいただくことにする。
対象企業、内容を絞り込みたいので事務局と委員長、副委員長で考える。資料を提供するのでご意
見をいただきたい。

川口

アンケートに入れていただきたい考え方について、デジタルに関してはＤＸ人材が根拠である。
広島工業大学のデジタルデータの先生とコラボレーションしてイノベーションを起こそうとしてい
る。この取り組みを発明協会の取り組みにしてもいいと思っている。
TSS プロダクションと関係があるデータスタジアムという会社は、当初自分たちでコンテンツを
作っていたが、そのコンテンツの在り方に困りデータを売り買いするビジネスから撤退した。現在
はデータを使ったサービスモデルを作れるプレーヤーを求めている。企業が持つ情報はいろいろあ
って、デジタルラボのあり方が大きいと言える。発明くふう展とデジタルラボが併設されるイメー
ジを持っていただけると分かりやすい。デジタルラボで作るものは中小企業からの要望によるもの
になる。地域の企業と連携する取り組みにしたい。それがないと企業は人材を提供しないと絶対言
う。開発部門の種を発明協会がやるといえば、そこには企業メリットが生まれる。企業メリットを考
えた上で出している。
アクションプランを基に、突っ込んだ形でインタビューしてもらわないと本当の具体的な利害関
係が浮き彫りにならない。抽象的な意見をいくらもらったところでどうにもならない。そういうも

のをアンケートの中に入れる必要がある。
アクションプランの枠組みの中で、どういう企業が、どういうことなら参加したいかを具体的に
聞かないと答えられないと思う。具体例がでないと答えにくいと私は思う。それぞれの企業にも事
情があるのでメリット、デメリットを整理して考える必要がある。
今あるサービスモデル中で求められるものもあるだろう。今までの発明協会のイメージがあるか
らそこは出てくるであろう。しかしこれから求めるものはアクションプランをたたき台にして、突
っ込んだ言い方をしないと答えはで出にくい。その言質さえ取れれば委員としても安心して進める
ことができるのではないか。
島田

各企業が将来を見込んだＤＸの関りをどこに求めているかが分かるとよいのか。

川口

デジタルといってもとても広い。が、すべて知財に帰結する話になる。

島田

企業が求めているＤＸの在り方をターゲットと具体例まで開示してもらえるかどうか。求めてい
るＤＸ人材の分野を調べてはどうか。

山本

デジタル知財における現在のトレンドはマイニング技術である。大企業はおそらくそこに進んで
いく。そこの開発で知財を抑えて IT サービスを開発すると思われる。そのようなトレンドの情報を
企業に提供するようなサービスを行う。今後コンサル的な事業を発明協会は持たなければ、人や情
報は集まってこない。ここが輝いてないと未来はないと思う。

島田

各企業が求めていることを提示いただけるかということもあるが、集団が見えてくるようものが
必要でそれが始まりとなるので、アンケートの具体的な文言を考える。メールで送付するのでご協
力お願いしたい。
次回はアンケート具体化のための話を進めたい。意見を集約できればと考えている。できれば発
送できるところまでできるとよいと考えている。階層別取り組みについての協議もしたい。これに
ついてはアンケートの回答が必要と思う。目的とＷG の組み直しをしてブラッシュアップをしたい。

山本

ＨＰについて。これが確定ではなく案として作成した。100 年プロジェクトを立ち上げるにあた
り、発明協会 100 年の歴史やプロジェクトの PR のために全面リニューアルすることとなった。対
外的に情報を発信する環境を構築する必要がある。また、現在の HP は訪れる人が少なく、何がど
こにあるのか分かりづらいという課題があり、こちらの面でもリニューアルが必要である。

資料参照（
【TSS】100 年プロジェクト HP リニューアル案）で説明
発明くふう展について。動画があったほうが、作品を広く見てもらうことができると思われる。現
在は学校のちらしが出発点となっている。初めての参加だとどんな作品が送られているのか興味が
あっても、HP で過去の作品を見ることが簡単にできない状態になっている。見つけたとしても写真
なので分かりにくい。動画を撮って YouTube で投稿することで解消される。動画を使うことにより
効果的に参加者が増えると考えている。現在の HP は静的な感じで動きがないので、動画やコンテ
ンツで活性化させることができるように動的環境を整備することから始める。SNS の活用は今年度
からも実施ができると考えている。活性化の方法は発明協会だけでは難しいので、TSS も含め今回
委員になっておられる企業様を含めて、発明協会が発信したものに対しどうアクションをするか、
どうアクションを増やすかが重要である。今後流入経路を増やしていくことを想定して作ることが
重要と思われる。
（5Ｐ）
「100 年プロジェクト」をＰＲするために、ＨＰのトップにしっかりと打ち立てていく。スクロー

ルしても「100 年プロジェクト」の紹介ページ行けるように、常に右下にバナーリンクがあるように
設計する。
（6P）
既存のサイトが非常に煩雑になっていて整理されていないので、サイトマップを構築して分かり
やすくする。事業内容をしっかりと出していくのが重要であると考える。目的、会員様のメリットと
も HP の構築と関係するので、委員会の結論は反映させていきたい。
（7Ｐ、8Ｐ）
トップページは賑やかに見せていきたい。参考としてマナック様とシーゲートコーポレーション
様の TOP ページを掲載している。このようなイメージで発明協会が発信したいものを押し出すこと
ができると考えている。
（9P,10P）
川口

補足説明をする。発明くふう展の作品紹介はピタゴラスイッチのように動く面白さが分かるよう
にしたい。動画にして面白おかしくし、話題になるように作る。将来的には作品制作者が自ら投稿
できるような提案ができるとよいと考えている。

山本

スマホで見られるもので、ぱっと見たらわかるようなものが動画に関しての最近の傾向となって
いる。10 秒見たら次にいくようなものが主流である。しっかりと発明が伝わるものであればよいの
で、演出を加えずにシンプルな動画を作る予定。

川口

視聴者投稿型のコスパが一番良い。それがうまくいくとよいと考えている。

島田

動けば興味がわくだろう。よりくふうがわき相乗効果が出ると思う。

白髪

すばらしい。動画に人物が移るときの注意点はあるか。

山本

投稿のものにはない。本人が出ることは本人の意向であれば問題ない。たとえば番組に利用する
ときには本人の同意が必要となる。
最初の作品撮影は TSS プロダクションが行う。動画投稿のためのお手本になるように作る。その
あとは子どもたちに遊んでもらう。子どもたちがステップアップしながら投稿できるようになるこ
とが理想。

福原

動画があれば審査にも楽。

川口

審査の様子の動画も面白いかと思う。

山本

保護者も情報発信者になるので意識したい。

川口

TIKTOK のように背景音楽にのせて作品が動くのが今のトレンド。
話題作りの方法が色々あるが、
来年はまた違うと思われる。
お母さんもデジタルメーキングになる。お母さんは子どもを応援したいのでお母さんがアップで
きるようのものがあるとよいかもしれない。盛り上がるのではないかと思う。成果もわかりやすい
のでよいのではないか。

山本

規約を整備していれば問題ない。

味能

発明くふう展の全国大会は動画の撮影が推奨されている。

山本

われわれ TSS プロダクションが関わっている広島大学の「未来博士」というのがあり、動画で審
査していると聞いている。そこでの動画投稿の課題をフィードバックしたい。

上甲 ビジョン委員会の決定に基づき HP を作成する。引き続きよろしくお願いする。
味能 上甲委員は担当理事会で以前から HP 担当をお願いしている。
島田

アンケートについて事務局と検討し案を作るので皆さんにご意見をいただきたい。次回は 9 月 20
日、ご参加をお願いする。
以上

