


担当課室：産業技術課特許室

知財総合支援窓口へお越し下さい！
～知財のお悩み、相談・解決！知財支援のワンストップサービス～

　　　はじめに

　本年４月からスタートした特許庁の 「特許等取得活用支援事業」 により、 近畿経

済産業局は、 管内各府県に 「知財総合支援窓口」 を設置しました。 窓口で、 中

小企業等の知的財産活用の支援を行う事ができる事業者 （以下、 窓口事業者）

を公募により決定し、企業経営の中で抱える知的財産 ( 以下、知財 ) に関する様々

な課題を一元的に受け入れ、 弁理士や知財専門家、 中小企業支援機関等と連携

しながらワンストップでの解決支援を行っています。

　例えば、 出願の方法や、 海外へ事業展開する際の知財運用、 社内の知財管

理体制の整備方法、 知財の活用方法等幅広い相談内容をカバーし、 可能な限り

相談者のニーズに沿うような支援を行うために、 企業の知財部出身者などの知財に

精通した相談員 （以下、 窓口支援担当者） が常駐しています。

　以下に、 その主な活動をご紹介します。
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2 E ! KANSAI  2011 年 11 月号



特集

　　　まずはお越し下さい！知財総合支援窓口の ”窓口 ”

　知財総合支援窓口での相談では、 まず、 訪れた相談者がどのような課題 ・疑問

を持っているのかを確認します。 出願を検討中ということであれば、 類似の技術が

権利化されていないか等を端末を使って調査し、 出願した方がいいのか、 ノウハ

ウとして秘匿した方がいいのか等を考慮しながら、 相談者のニーズに可能な限り適

合するように出願の是非、 出願の形態を探っていきます。

　あるいは、 相談者が出願方法について疑問を持っているのであれば、 特許庁に

提出する書類の作成支援を行います。 明細書に代表される権利範囲に関わる重

要な書類についての相談も少なくなく、 相談者の要望と権利取得の実現の可否と

のバランスを考えながら、 ゼロからの書き方指導や作成済みの書類に対するアドバ

イス ・ 校正を行って、 より良い結果が得られるように支援します。 また、 相談者の

業態 ・身上等を勘案して、 利用可能な手数料の減免などの支援制度を駆使しな

がら、 コストの負担についても可能な限り削減できるように努めています。

　さらに、 権利取得後においては、 権利の活用についての相談にも応じています。

例えば、 実用新案権を取得したものの実際にメーカー等に売り込む際にどうすれ

ばいいかという相談に対しては、 特許庁で受けられる技術評価にて６段階中 「６」

の評価を得ないと、 メーカー側は知財を商品価値として見てくれないなどの、 権利

をうまく活用していくための相談員の豊富な経験と知識に基づいたアドバイスを行い

ます。

　また、相談内容は「自社製品が他者の知的財産権を侵害していないかを知りたい」

などの、 必ずしも権利化を目指

すものばかりではありません。 こ

のような先行技術調査の相談も

比較的多く、 特許電子図書館

（IPDL） を使ったインターネット

検索サービスを紹介し、 その使

い方、 検索する際のポイント等

を、 実際に端末を操作しながら

丁寧に指導します。

（特許電子図書館：http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl）
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　　　ユーザーの課題を発掘！訪問相談

　知財総合支援窓口では、 常設の窓口での相談内容や要望により、 実際に企業

へ出向いての訪問相談も実施しています。 その際には、 必要に応じて弁理士や

知財専門家等と同行し、 より具体的 ・専門的な相談に応じることができるようになっ

ています。

　訪問相談では、 相談者である中小企業等へと出向き、 対象となっている製品 ・

発明品や企業の経営実態等を実際に見ながら、 常設の窓口や電話で受け付けた

相談について、 さらに踏み込んだ支援を行います。

　このように、 これから戦略的に知財を活用しようとしている中小企業等にアプロー

チし、 より多くの中小企業等の知財活用を促進することも知財総合支援窓口のミッ

ションの一つです。 そのために、 窓口支援担当者は精力的に活動しています。

　　　イベントへ出展！出張相談窓口

　知財総合支援窓口は、 まだ知名

度が高いとは言えません。 そのため

窓口事業者は、 中小企業等が一同

に会するイベント ・ フェアに積極的

に参加し、ＰＲに努めるとともに、 出

張相談窓口を置くことによって、 常

設の窓口と同様の支援が行える場を

設けています。

　簡単な内容ならばその場でお答え

し、 さらに深い内容の支援が必要な

場合には、 常設の窓口や訪問相談

の対応へとつなげていきます。

　些細な疑問から経営上の課題ま

で、 知財に関することでお困りでし

たら、 知財総合支援窓口ブースまで

ぜひお越し下さい。

（島屋ベンチャーフェスタ２０１１にて）
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　　　他事業との連携 「知財ビジネスマッチングマート」　

　近畿経済産業局特許室では、 大企業の持つ開放特許を中小企業等の製品開発

ニーズとマッチングさせ、 新たな商品開発 ・新事業展開へと発展させていく 「知財

ビジネスマッチングマート」 事業を実施しています。

　本事業は、 まず、 オープン交流会での公開型プレゼンテーションにより各社の特

許シーズを紹介し、 その後の個別面談会を通してライセンス契約の締結、 製品開

発 ・販売にかかる取り組みを支援します。

　この知財ビジネスマッチングマート事業では、 すでにライセンス契約締結の成功

事例が生まれています。 富士通 ( 株 ) の持つ特許技術を、 京都の中島工業 ( 株 )

が活用し、 新たな付加価値を持った商品開発につなげました。 この成功事例の陰

には、 京都の知財総合支援窓口による、 知財に関するアドバイスがありました。

　知財対応に人やお金などのパワーを割くことのできる大企業とは違い、 中小企業

では専任の担当者を置くことが難しい場合が少なくありません。 弁理士を利用する

にしてもコスト面の問題からタイミングを絞っての効果的な運用が求められます。 本

事例のようなライセンス契約についても、 どのような契約内容であれば不利を被らな

いようにできるか、 今後商品展開を行っていく上で注意すべき点はないかなどの疑

問がつきまといます。

　「知財総合支援窓口があったことで疑問 ・不安を解決することができ、 納得のいく

契約ができました。」 との中島工業の声がありました。 専門的な知識や判断が必要

とされる局面において、 中小企業の目線に立って総合的な相談を行うことのできる

知財総合支援窓口の存在は決して小さいものではなかったようです。

　知財総合支援窓口は、 知財に関わる相談ならば何でも受け付けるという性質上、

このような知財に関わる他事業においての、 ユーザー側のバックアップとしても機能

しているのです。

（北陸技術交流テクノフェア２０１１　知財ビジネスマッチングマートの様子）
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　　　近畿地域の知的財産情勢と知財総合支援窓口の役割

　現在、 全国的に産業財産権の出願件数は減少の一途を辿っており、 これは経

済情勢の悪化による知財投資額の減少等が背景にあると考えられます。 全国的な

知財活動の縮小が見られる一方で、 全国に占める近畿地域の出願件数の割合は、

人口や域内総生産等の産業 ・ 経済規模を表す指標の全国シェア （概ね１７％） を

上回っており、 中でも、 意匠権出願は増加しています。 これらから、 近畿地域に

おける知財活動はむしろ活発化しているということが考えられます。

　であればこそ、 コストを抑えつつ効率的な知財活動を行うことは、 中小企業等に

とって喫緊の課題と言えます。 そして、 知財総合支援窓口は必ずその一助となる

存在です。 知財総合支援窓口で、 出願から権利取得後の管理までを全て自社で

行う際の相談をする、 まずは企業の経営戦略を含めた知財運用の相談を行い効果

的なタイミングで弁理士を利用する等、 利用形態は様々です。

　知財総合支援窓口では、 相談者のニーズを汲み上げ、 ベストな方法を提案し、

知財専門家、 弁理士、 各種支援機関等と緊密な連携をとりながら、 課題 ・ 疑問

の解決を行うべく全力でバックアップをしていきます。

　” 相談無料 ” ” 秘密厳守 ” にて活動している知財総合支援窓口をうまく利用し、

中小企業等の知財活動がより活発になることを願っています。

全国の産業財産権出願件数

（特許行政年次報告書 2011 年版より加工）

特許出願件数 意匠出願件数 商標出願件数 実用新案出願件数
2008 年 2009 年 2010 年 2008 年 2009 年 2010 年 2008 年 2009 年 2010 年 2008 年 2009 年 2010 年

330,110 295,315 290,081 29,621 27,674 28,083 95,674 90,474 92,163 7,717 7,799 6,889

近畿地域の産業財産権の出願件数の全国シェア
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（特許行政年次報告書 2011 年版より加工）
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　　　さいごに

　最後に、 近畿地域の知財総合支援窓口の窓口支援担当者をご紹介します。 知

財のことで課題 ・疑問等がございましたら、 まずは最寄りの知財総合支援窓口にご

相談下さい。 知財のプロたちがいつでもお待ちしています。
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（一社）福井県発明協会
福井県工業技術センター
TEL：0 7 7 6 - 5 5 - 2 1 0 0

（一社）滋賀県発明協会
滋賀県工業技術総合センター別館
TEL：0 7 7 - 5 5 8 - 4 0 4 0

（一社）京都発明協会
京都府産業支援センター
TEL：0 7 5 - 3 2 6 - 0 0 6 6

（一社）大阪発明協会
国立大学法人大阪大学中之島センター
TEL：0 6 - 6 4 7 9 - 3 9 0 1

（公財）新産業創造研究機構
神戸キメックセンタービル
TEL：0 7 8 - 3 0 6 - 6 8 0 8

（一社）兵庫県発明協会
兵庫県立工業技術センター　産業技術センター
TEL：0 7 8 - 7 3 1 - 5 8 4 7

（一社）奈良県発明協会
なら産業活性化プラザ
TEL：0 7 4 2 - 3 5 - 6 0 2 0

（一社）和歌山県発明協会
フォルテワジマ
TEL：0 7 3 - 4 9 9 - 4 1 0 5

（近畿地域の窓口支援担当者一覧）

島田  隆 河村  光 畑部  幸夫 吉井  映滋

佐藤  廣 中野  剛 福本  徹 大澤  真一 今井  由喜夫 大野  健造

孝橋  敦司 島田  一男 熊谷  親徳 日裏  久英

長岡  行夫 寺田  実 湯川  正晃 佐薙  英明
和
歌
山
県



ぼっくりんグッズと松右衛門帆布で地域活性化
～兵庫県高砂市による地域ブランド商品開発促進事業～

「Ｅ！ＫＡＮＳＡＩ」では、管内の特色ある企業や地域の活動を紹介するコーナーを
設けました。今回は高砂市、株式会社井之商をご紹介します。

担当課室：電力事業課

■地域ブランド商品開発促進事業の取り組みに至った経緯
　高砂市は、 兵庫県南部播磨平野の東部に位置し、 古くから白砂青松の風光明

媚な商港として栄えてきました。 兵庫県の景観形成指定地区に指定された堀川地

区など古い町並みが今も残り、 路地キャンドルや町並みをライトアップした 「たかさ

ご万灯祭」 は多くの人が訪れる一大イベントとなっています。

　しかしながら、 観光を地域振興につなげていくためには、 特産品などの消費を促

すことが重要ですが、高砂市には古くから 「高砂染め」 「松右衛門帆布」 「宝殿石」

などの物産品があるものの、 それらを全て取り扱う土産物屋が無く、 どこで販売さ

れているのか、 観光客への案内も出来ない状況でした。

　このため、 平成２１年度に高砂市役所が商工会議所、 観光協会、 商店街連盟、

青年会議所に呼びかけ、 「地域ブランド商品開発促進事業」 の検討を始めました。

検討会では、 地域ブランドの開発と促進、 アンテナショップのオープンも視野に入

れた検討を行う中で、 平成２１年度に採択を受けた国の 「ふるさと雇用再生事業」

を実施する組織についても協議を行った結果、 ブランド商品の開発に積極的であっ

た青年会議所が主体となって 「高砂ブランド協会」 を立ち上げることとなりました。

■地域ブランド商品開発促進事業の概要
　「地域ブランド商品開発促進事業」 は、 国の 「ふるさと雇用再生事業」 を財源に

高砂市から 「高砂ブランド協会」 が委託を受けて実施しています。 同事業では、

①既存の地場産品を使ったブランド開発　②高砂ブランドを活用した特産品づくり③

高砂市のキャラクター 「ぼっくりん」 グッズの開発　④既存の特産物加工技術教室

の開催などの事業を実施しています。
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<企業・地域の取組紹介のコーナー>

灯りの噴水（水の灯り会場） 梅ヶ枝（銭湯）のライトアップ



　オリジナルブランド商品の開発は、 試作品の製作を業者に依頼するなど、 平成２１

年度１１点、 ２２年度６点の商品化を行い、 本年は高砂市出身で近代帆布を創作

した工楽松右衛門の帆布を 200 年の時を経て大学教授や歴史学の先生などの力

を借り完全再現し、 松右衛門ブランドのバッグを販売しています。

　こうして開発された特産品や商品は、 市内のアンテナショップで展示 ・ 販売され

ています。 アンテナショップは、 平成２１年に青年会議所の１階に 「文化屋ちちり」

としてオープンしましたが、 その後、 平成２２年に観光案内所も兼ねた 「駅前観光

案内所ちちり」 としてリニューアルしました。 駅前という大変至便な地に移設し、 土

日も営業という利便性から観光客の利用も伸びています。 なお、 アンテナショップ

の開設に合わせて、 経理担当とデザイン担当の２名の常勤職員を採用しています。

現在、 「ちちり」 で販売しているキャラクター 「ぼっくりん」 のシールやＴシャツ、

松右衛門バッグなどのブランド商品開発のデザインなどに活躍されています。

　 　 

■今後の課題と展望
　高砂青年会議所を中心に 「高砂ブランド協会」 が設立され、 ブランド商品を開発 ・ 販

売する核となる体制ができたことは、 今後の街づくりの面で大きな役割を果たしています。

　しかし 「地域ブランド商品開発促進事業」 は、 雇用促進を目的とした 「ふるさと雇用

再生事業」 の委託事業として実施しているため、 新たなブランド商品の開発や広報活

動に必要な資金が不足しているのが現状です。 また、 委託期間が終了する平成２４年

度以降の運営も大きな課題となっており、 ブランド商品開発による自立化が理想ですが、

市の予算の投入、 国の他の事業の活用、 組織体制なども今後の検討課題となってい

ます。

　なお、 高砂市では市のキャッチフレーズである 「ブライダル都市 ・ 高砂」 に向けて、

結婚式や金婚式等のイベントに併せた新たな企画を検討しています。

お問い合わせ窓口 ： 近畿経済産業局　電力事業課

電話番号 ： ０６－６９６６－６０４６

U    R     L ： http://www.kansai.meti.go.jp/3-9kaihatsu/prdengen/sesaku.html

観光案内所「ちちり」（http://www.takasago-brand.com/）
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町の電気屋さんが地球を救う！
～太陽光を照明に　（株）井之商の取り組み～

担当課室：創業・経営支援課

　左の写真、 一見普通の照明のようですが、 実は 100％太陽
の光で照らされています。 太陽光なので、 もちろん電気代は
ゼロ。 これが今回ご紹介する 「太陽光照明システム　～スカイ
ライトチューブ～」 です。
　「天気の良い日に照明をつけるのはもったいない」 日本には
そのような思いを抱いた人々が存在します。 そんな 「困った声」
を拾い上げ、 本格的に事業に乗り出したのが、 滋賀県大津市
にある “ 町の電気屋さん ” 株式会社井之商です。 モットーは、
「お客さんの困り事を解決」 と井上昇社長。 今後、 日本そして
地球の困り事もきっと解決してくれるはずです。

■新しい明かり「太陽光照明」　～地球にやさしく、人に健康で、家庭を明るく～
　この太陽光照明システム、 一般的な天窓との違いは？と疑問を持つ方も少なくな
いでしょう。 大きな違いは以下の４点です。 同時に、 これら４点は他社にない独自
技術で、 太陽光照明システムの特徴 ・ 強みでもあります。

　当システムは 3 つのプロセス ①採り込む ②導く③拡げる を巧みに組み合わせて、
人に優しく心地よい自然光を居住空間にもたらします。
---------- 採光の技術 ------------
まず屋根に取り付けるのは、 特許技術のドーム型レンズです。 日中の強い太陽光
を和らげ、 逆に低い角度の太陽光は取り込みやすい表面形
状となっており、 一日中効率よく安定的に自然光をキャッチす
ることができます。
---------- 伝導の技術 ------------
キャッチした光を遠く離れた部屋まで導きます。 特殊なアルミ
製チューブ内をプリズム反射させながら光を運び、 最大１５ｍ
先まで延長が可能です。 角度調節も自由自在なので、 様々
な形状の家屋にも適用できます。
---------- 散光の技術 ------------
光の出口、 つまり天井に設置するのは、 特殊な散光カバー。
部屋のすみずみまで自然光を拡散できるように工夫されていま
す。 色やデザイン等ラインナップも豊富です。
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<企業・地域の取組紹介のコーナー>

・「結露」しにくい。
・「熱」をほとんど伝達しない。
・ 有害な「紫外線」をカット。→
・ 光を自由に「曲げて」好きなところに持っていける。
　　　　　　　　　　　　→ 太陽の自然光を２階から１階へ、 南側から北側へ “ 運ぶ ”。

人肌、 家具、 たたみ、 ダンボール等の日焼けを防ぐ。



■用途は家庭用のみならず産業用へ
　家庭用から始まった太陽光照明システム。 現在
は、 企業向けの装置も開発され、 倉庫や工場、
店舗等への導入が着々と進んでいます。 中には、
誰もがその名を知る大企業も。 企業にとって当シス
テムを導入することは、 電気代を節約できるというメ
リットだけではありません。 環境への積極的な取り
組みをアピールでき、 企業イメージの向上にも繋が
るのです。 まさに、 一石二鳥の太陽光照明システ
ムです。

■井之商が描く将来ビジョンとは
　自信に満ちた表情の井上社長。 写真は、 ドーム型レンズのもつ紫外線カット能力を、 測
定器を用いて紹介いただいた際の様子です。 カット率は実に９７％以上です。 「照明の電
気代がゼロの時代を琵琶湖のほとりの小さな電気屋が作ってみせる！！」 井上社長はそう
意気込みます。 家電販売３７年、 これまでに約４０００人ものお客さんとお付き合いしてきた
井之商。 「手探り状態から始めた太陽光照明、 高いコストも顧みず進んで設置してくれた
お客さん達がいたからこそ、 ここまでこれた。」 「改良を重ねることができたのは、 商品の
課題をフィードバックしてくれたお客さんのおかげ。」 とは、 井上社長の弁。 社員は１３人
でも、 まさにお客さんと共に作り上げたのが、 この太陽光照明システムなのです。
　目標は、 売り上げ１０億 ・利益１億 ・税金５千万とおっしゃいます。 税金の部分は、
経済産業省の新連携支援事業で応援をしてもらったお返しだそうです。

　節電が叫ばれた今夏、 通常の２～３倍の声がかかったと伺
いました。 それでも決して販売スタイルを崩さず地に足をつけ
た経営手法を堅持する井之商。 絶対に、 工事が原因で雨漏
りが起こる事のないよう、 責任施工による販売体制の構築を
進めるのもその一例です。 今後の課題は、 照度の安定や明
るさの自動調節と言います。 「まずは、 しっかり技術と実績を
蓄積し、 人材の育成をしなければ。」 と、 井上社長は “ ゼロ
エネルギー社会 ” の実現に向けて琵琶湖のほとりで虎視眈々
と準備を進めています。

最後に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　ショールームでの取材は日も傾いた夕方５時まで及びました。 しかし、 文字の読み書き
には全く支障がないため、 ついつい太陽光照明の存在を忘れてしまっていました。 「気づ
かない光」、これは限りなく「自然光」であることを証明しています。人間にとっても地球にとっ
ても負担が少ないこの 「気づかない光」。 その光を求めて、 日夜、 研究 ・普及にいそし
む井之商の取り組みに、 我々はいま 「気づく」 時にあるのではないでしょうか。

会 社 名：株式会社　井之商
U   R   L：http://www.skylighttube.co.jp/
所 在 地：滋賀県大津市平津１丁目２２番１４号
電話番号：０７７－５３７－３９７６

（執筆担当 ：総務課　中川　宗浩）

 

産業用の設置例①（屋根）

産業用の設置例②（屋内）
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　けいはんな学研都市に立地する （財） 地球環境産業技
術研究機構 （以降、 RITE） は、 「革新的な環境技術の
開発」、 「二酸化炭素 （CO2） 吸収源の拡大」 を国際的
に推進する中枢的研究機関として１９９０年７月に設立され
ました。 今回は、 RITE の 「革新的な環境技術の開発」
について、 山地憲治理事 ・ 研究所長にお話しをお聞きし
ました。

（以下の図の出典は全て RITE）

■RITE の革新的環境技術
　産学官連携のもとで地球温暖化対策における中心課題である CO2 の削減に向け
た研究を進めています。 工場などから排出される CO2 を分離 ・ 回収し、 地中また
は海洋へ貯留 ・ 隔離する 「CO2 回収 ・ 貯留技術」、 非可食バイオマスを原料とし
てバイオ燃料や化学品等を効率的に生産する 「バイオリファイナリー技術」、 シミュ
レーションモデルの構築によって地球温暖化対応戦略の提示を行う 「温暖化対策
のシナリオ策定」 が現在の研究の三本柱です。

■CO2 回収・貯留技術
　CO2 排出量の削減のため注目さ
れ て い る の が、 CCS (Carbon 
dioxide Capture and Storage) と
呼ばれる、 火力発電所や製鉄所
などの大規模排出源から発生す
る CO2 を回収して、 地中や海洋
に貯留 ・ 隔離する技術です。
　CCS コストの６割程度は排出源
からの CO2 回収に要すると試算
されており、 CCS の実用化を進
めるには回収コストの低減が重要です。 RITE では各種 CO2 発生源に適した回収
技術の実用化を目指し、①温度変化で液体への CO2 の吸収 ・ 放散を行う 「化学
吸収法」、②CO2 が通過しやすい膜を利用する 「膜分離法」、  ③圧力変化で CO2

を固体表面に吸着 ・ 脱着させる 「吸着法」 という三つの手法を中心に、 産業界と
連携しながら研究を進めています。
    

財団法人地球環境産業技術研究機構
（Research Institute of Innovative Technology for the Earth / RITE）

担当課室：広報・情報システム室

<関係機関情報>

関西地域では、数多くの優れた研究機関が集積しています。今回は当局と関わりが深
い財団法人地球環境産業技術研究機構をご紹介します。

山地理事・研究所長

12 E ! KANSAI  2011 年 11 月号

http://www.pref.kyoto.jp/bunkaga/
http://www.kansai.meti.go.jp/E_Kansai/pages/201111/rite_1.pdf
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　一方、 回収された CO2 を大気中に排出
せずに貯留する主要な手法が 「地中貯留」
です。 砂岩などの多孔質のすきまに塩水
が入っている 「帯水層」 と、 その上部に
CO2 をシールできる緻密な泥岩などからな
る 「不透水層」 がある場所を選択し、 CO2

を圧入します。 RITEでは新潟県長岡市で、
２００３年７月から２００５年１月にかけて合計
約１万トンの CO2 を貯留する実証実験を行
い、 データを取得しました。 シミュレーショ
ンにより、 １,０００年後も安全に CO2 を貯留できることを確認しています。

■バイオリファイナリー技術
　「コリネ菌」 という微生物を用いた 「RITE
バイオプロセス」 を開発し、 食料と競合し
ない非可食バイオマスを原料とするエタノー
ル、 ブタノール等のバイオ燃料の開発に、
企業と連携して取り組んでいます。 我々の
プロセスは、 従来のバイオプロセスと異なり
微生物が増殖しないため、 栄養や通気が
不要な高生産性 ・省エネルギーである画
期的なものです。 また、 このプロセスを用
いて、 自動車部材、 包装材、 電気製品
部材等、 従来は石油由来であった化学品
を、 石油からの生産と同じコストで非可食
バイオマスから生産するための技術開発についても企業と連携して進めています。
            
■第 11回温室効果ガス制御技術国際会議（GHGT-11）の開催
　CCS を中心にした温室効果ガス制御技術に関する国際会議です。 １０年ぶりの
日本開催となる第１１回会議は、 ２０１２年１１月に RITE が日本側主催者となり京都
で開催します。 CCS 実用化のための課題解決を目指し、 世界中から産官学の関
係者が集まる大きな会議です。 私は会議のプログラム委員会の共同議長ですが、
日本が世界に研究内容や成果を発信できるような場にしたいと考えています。

機 関 名：財団法人地球環境産業技術研究機構
U   R   L：http://www.rite .or . jp/
所 在 地：京都府木津川市木津川台９－２
電話番号：０７７４－７５－２３００

バイオリファイナリー

ＣＯ２の地中貯留

http://www.kansai.meti.go.jp/E_Kansai/pages/201111/rite_2.pdf
http://www.kansai.meti.go.jp/E_Kansai/pages/201111/rite_3.pdf
http://www.rite.or.jp/Japanese/ghgt11/ghgt11.html
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TOPICS

製品安全総点検週間における取り組み

　経済産業省では、 平成１８年度から１１月の１週間を製品安全総点検週間

と定め、 製品を安全に正しく使用する上で注意すべき事項等についての周知

活動を集中的に実施しています。

　今年度は１１月２１日から１週間を 「製品安全総点検週間」 とし、 近畿経

済産業局では、 大阪府消費生活センター （生活情報ぷらざ） においてパネ

ルや事故品を展示するとともに、 政府広報 「暖房器具の事故を防ぎましょう」

を放映し消費者啓発を図ります。

　お近くへお越しの際は、 お立ち寄りいただければ幸いです。

１． 製品安全に関するパネル展示及び事故品の展示
　　 大阪府消費生活センター （生活情報ぷらざ） において、 「使い捨てライターの  
   規制について」 や 「長期使用製品安全点検 ・ 表示制度」 等のパネルや事故品
  を展示するとともに、 政府広報 「暖房器具の事故を防ぎましょう」 を放映し消費
   者啓発を図る。

   【展示会場】
   　　期　間 ： 平成２３年１１月２１日 （月） ～２５日 （金） （２３日を除く。）
   　　            ９ ： ３０～１７ ： ３０ （２５日は１６ ： ００まで）
   　　会　場 ： 大阪府消費生活センター （生活情報ぷらざ）
   　　住　所 ： 大阪市中央区大手前１－７－３１
     　　          大阪マーチャンダイズ ・ マート （ＯＭＭビル） １階
     　　         （地下鉄谷町線 ・ 京阪電車　天満橋駅下車１号出口すぐ）

２． 製品安全に関する啓発
　　　近畿経済産業局ホームページ上にて、 「製品安全総点検週間」 に係る周知を
   行うとともに、 製品事故に対する注意喚起や事故事例等を掲載し啓発を図る。

３． 大阪合同庁舎１号館１階西側ロビーの電子掲示板において、 「製品安全総点   
  検週間」 のお知らせを掲示。
　 　　期　間 ： 平成２３年１１月２１日（月） ～　２５日（金）

（お問い合わせ先）
　近畿経済産業局　消費経済課製品安全室
　電　話：０６ｰ６９６６ｰ６０９８

皆さまにおかれましても、 「製品安全総点検週間」 を契機として身の回りにある

製品を点検していただき、製品を安全に使用していただくようお願いいたします。
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TOPICS 

知的資産経営WEEK

～「資金調達手段の一つ」という観点から見た知的資産の活用～

日　 時 ： 平成２３年１１月２４日 （木） 13:30-16:00 （開場 13:00）

会　　場 ： 梅田センタービルＨ会議室 （大阪市北区中崎西 2-4-12）

内　　容 ： 施策説明　近畿経済産業局　産学官連携推進室長　高橋俊之

　　　　　　講演　『知的資産レポーティングの機能と効果』

　　　　　　　　　　   龍谷大学政策学部　教授　中森孝文　氏　　　　　　　　　

　　　　　　事例紹介

　　　　　　　　『将来キャッシュフローを担保する知的資産』

　　　　　　　　　つくば未来経営コンサルティング事務所　代表　横田透　氏　　　　　　　　　

　　 　　　　　 『～地域に届け！！緊急情報～　知的資産経営報告書から見えてくる

　　　　　　　　　コミュニティ FM 放送局が果たす役割とは！』

　　　　　　　　　 株式会社えふえむ草津　代表取締役　酒井惠美子　氏

参加費 ： 無料

申込先 ： セミナー事務局　（株）ダン計画研究所 （電話 ： ０６-６９４４-１１７３）

　　　　　   ／担当 ： 杉山、 村田、 宮尾　までお問い合せ下さい。

「           的資産活用セミナー」のご案内

【お問い合せ先】　近畿経済産業局　産学官連携推進室　電話：０６ｰ６９６６ｰ６１６４

知

　経済産業省では、 生産動態統計調査を始め、 各種の統計調査を実施しております。 そ
の結果は、 国・地方公共団体の行政施策の基礎資料、 商工鉱業における企業経営資料、
諸研究のための貴重なデータとして広く利用されております。
　近年、 統計の果たす役割は重要性を増しており、 信頼性の高い調査結果を早期に公表
することがより求められています。
　当局では、 企業 ・ 事業所の皆様にご理解とご協力をお願いし、 調査票の回収率向上、
提出期日の遵守と、 記入内容の正確性の維持 ・ 向上及びインターネットを活用したオンラ
インによる提出の促進を図る 「調査票提出促進運動」 を１０月から１２月までの３ヶ月間実施
しております。
　企業 ・ 事業所の皆様におかれましては、 この運動の趣旨をご理解の上、 格段のご協力
を賜りますよう、 よろしくお願い申し上げます。
　詳細につきましてはこちらをご覧下さい。

～統計調査は、「正確」に「所定の期日まで」に回答しましょう～

【お問い合せ先】　近畿経済産業局　調査課　電話：０６ｰ６９６６ｰ６００５

 調査票提出促進運動を実施中です 調査票提出促進運動を実施中です

　経済産業省では２００５年から毎年１１月末頃の約一週間を 「知的資産経営

WEEK」 と称し、 知的資産経営施策の周知、 普及、 発展に取り組んでおります。

その一環として、 この度下記セミナーを開催いたします。

http://www.meti.go.jp/statistics/toppage/topics/sokushin/index.html


当電子ブックのタイトルである「E!KANSAI」は「いいかんさい」と読み、文字通り今後の関西が
良い地域に発展してほしいとの願いを込めています。
また、「E」は「ECONOMY」、「ENERGY」や「ECOLOGY」などの頭文字であり、今後当局として
重点的に取り組むべき大きなテーマを包含しています。

この冊子に対するご意見・ご要望は下記までご連絡下さい。
近畿経済産業局　広報・情報システム室

Tel : 06-6966-6009（直通）　Fax : 06-6966-6071　E-mail : kin-soumu@meti.go.jp 

http://www.kansai.meti.go.jp/E_Kansai/

今月の表紙：上から２枚は、「北陸技術交流テクノフェア２０１１」、「島屋ベンチャーフェ
スタ２０１１年」の開催風景です。
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