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【要旨】　本稿では，我が国の知財政策における知財教育の位置づけを明らかにすると共に，今後の知財教育のさ

らなる推進と発展のために提言をした．知財推進計画における知財教育の位置づけの検討の結果，知財教育は一

時の停滞期から，再び注目されるようになってきたことと，働きかけの重要性が確認された．そこで，知財教育

について，より具体的に記述することを提案した．学習指導要領における知財教育の検討の結果，小学校・中学

校および高等学校においても，少しずつ知財教育を実践する素地ができた一方，創造に関する内容が少ないこと，

また知財について記載のある教科が少ないことがわかり，改善に向けて複数の提案をした．

【キーワード】　知財教育　　　知財政策　　　学習指導要領

【Abstract】　We clarified the status of the positioning of IP education in the IP policy in Japan and then proposed the way 

for further promotion and development.　Through the check of the positioning of IP education in the IP promotion plan, 

we confirmed that IP education was once stagnant for a period of time and then was to be noted again.　We also noticed 

the importance of lobbying activity for the development of IP education and proposed to describe IP education more 

specifically in the IP promotion plan.　As a result of the check of the course of study, we pointed out the shortage of the 

description on creativity and the IP description in limited subjects, while the description could be seen in the course of 

study from elementary school to senior high school resulting in the establishment of the basis to practice IP education.　
The academic society should show various proposals for the revision of the IP promotion plan and the course of study.

【KEYWORDS】　Intellectual Property Education　　　Intellectual Property Policy　　　Course of study
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1.　はじめに

本稿の目的は，我が国の知財政策における知財教
育の位置づけを明らかにすると共に，今後の知財教
育のさらなる推進と発展のために提言を行なうこと
である．
知財教育と聞くと特許権や著作権の学習のみがイ
メージされがちであるが，それだけではない．知的
財産という概念は，知的財産基本法によれば，知的
財産権も含んだより広い概念である．このように考
えるならば，各種の創造的な学習活動により生み出
される成果やその学習自体が，知財教育の対象とな
り得るのであろう．実際に，幼児教育段階での知財
教育の事例もある．知財教育は，初等・中等・高等
教育等の学校教育のみならず，さらには社会教育の
各段階においても実施可能である．こうした知財教
育の実践および理論を研究の対象とするのが，本学
会の分科会の 1つ，知財教育分科会である．
知財教育分科会（以下，分科会）は， 2007年 2月
に松岡，片桐，岡田，世良の 4名が発起人となり，
当時の学会理事の井口とによって立ち上げられた．
それまで本学会の年次大会においても，知財教育に
関する研究報告のセッションは存在せず，人材育成
セッションの片隅で細々と行なわれていた．知財の
専門家や高度な知財オペレーションを担当する者を
対象とする知財人材育成と，学校教育や社会教育に
おいて一般の方々や児童・生徒を対象にする知財教
育は，関連や連続性は持ちつつも，基本的には異な
るレイヤーの教育活動である．そこで，分科会を立
ち上げることで，知財教育に関する実践や研究を進
めることにした．
分科会では，全国各地のユニークな知財教育・実
践を掘り起こし，ネットワーク化を図るため，年間
3～4回の知財教育研究会の巡回開催を継続し，年
次学術研究発表会とで情報を共有しネットワーク構
築を図り，知財教育の確立を進めてきた．こうした
成果を書籍にまとめて発行し，広く普及を図ると共
に，関係の雑誌にも知財教育の内容や現状等につい
て執筆をしてきている（日本知財学会知財教育分科
会編集委員会，2013）．

以上の分科会の成果を踏まえ，知財教育を今後よ
り発展させていくために，今一度，知財政策におけ
る知財教育の位置づけを整理しや今後の提言を検討
することとした．具体的には，知財政策については，
知的財産推進計画における知財教育の位置づけの整
理・検討を行なった．また，学校教育における知財
教育の位置づけを直接的に規定する文部科学省の学
習指導要領についても整理・検討を行ない，それら
を踏まえ，知財推進計画および学習指導要領への提
言をした．

2.　知的財産推進計画における知財教育

知的財産推進計画は，知的財産基本法第 23条に
基づき，毎年，政府・知的財産戦略本部が決定する
知財政策に関わる行動計画である．知的財産推進計
画は，我が国の知財政策の柱であり，知財教育の推
進にも大きな影響を与える．知的財産推進計画は，
2003年の「知的財産の創造，保護及び活用に関す
る推進計画」に始まり，04年以降，「知的財産推進
計画」として，毎年改定されている（知的財産戦略
本部，2015a）．そこで，毎年の知的財産推進計画（以
下，年次ごとの計画）における知財教育の記載状況
を確認し，表 1に示した．
まず，2003年計画では「人材の育成と国民意識
の向上」の章が設定され，08年計画まで同章構成
が引き継がれた．03年，04年計画では，具体的な
施策等として，「啓発活動（セミナー，キャンペーン，
講習会）を強化する」程度の記載しかなかったが，
05年計画で初めて「知的財産研修・教育」という，
知財教育の用語が記載された．そして 06年計画で
は，「（1）学校における知的財産教育を推進する」か
ら，「（6）知的財産関連統計の充実・活用を図る」ま
で，6項目に増加し，07年計画では，さらに 2項目
追加され，知財教育関連が 8項目までになった．こ
の時期がいわば計画における知財教育の第一次ピー
クといえる．この状況を背景に，例えば文部科学省
の現代的ニーズ取り組み支援プログラム（現代 GP）
や特許庁による大学の知財教育研究の研究支援がな
され，複数の大学が知財教育の実践・研究に取り組
んだ（東海大学，2005 ; 大阪教育大学，2007 ; 山
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口大学，2007 ; 三重大学，2008）．その結果，幼稚
園から高校・大学，さらに教員養成まで含め多彩な
知財教育の実践・研究が展開された．
ところが，表 1にも示されているように，2008

年計画以降，知財教育に関する記載が減少に転じた．

10年には小中高の知財教育についての記載自体が
なくなった．これは，10年の事業仕分けの中で，
知的財産教育セミナー開催事業の廃止が示され，知
財教育の管轄を文科省に限定したことの影響が大き
いと推測される（行政刷新会議，2010）．本特集号

表 1　知財推進計画における小中高を対象にした知財教育に関する記載

年次 記載箇所 具体的な施策等 備考

2003 第 5 章 　人材の育成と国民意
識の向上

（1）「知的財産権」「産業財産権」へ用語を統一する
（2）啓発活動（セミナー，キャンペーン，講習会）を強化する

2002 年に知財基本法の制定

2004 第 5 章 　人材の育成と国民意
識の向上

（1）「知的財産権」「産業財産権」へ用語を統一する
（2）  啓発活動（セミナー，キャンペーン，講習会）を強化する

2005 5 　人材の育成と国民意識の
向上

（9）知的財産研修・教育
※産業財産権本と著作権本の配布についてのみ

2006

第 5 章 　人材の育成と国民意
識の向上

（1）学校における知的財産教育を推進する
（2）農業分野における知的財産教育を充実する
（3）専門高校における知的財産教育を推進する
（4）知的財産を含めた消費者教育を推進する
（5）知的財産に関する国民への啓発活動を強化する
（6）知的財産関連統計の充実・活用を図る

2007

第 5 章 　人材の育成と国民意
識の向上

（1）学校における知的財産教育を推進する
（2）地域における知的財産教育を推進する
（3）知的財産の創造，保護，活用の体験教育を充実する
（4）専門高校における知的財産教育を推進する
（5）  学校と地域産業界の連携による知的財産人材育成を推進

する
（6）知的財産を含めた消費者教育を推進する
（7）知的財産に関する国民への啓発活動を強化する
（8）知的財産関連統計の充実・活用を図る

2008

第 5 章 　人材の育成と国民意
識の向上

（1）学校における知的財産教育を推進する
(2）地域における知的財産教育を推進する 
(3）知的財産の創造，保護，活用の体験教育を充実する
(4）知的財産を含めた消費者教育を推進する 
(5）知的財産に関する国民への啓発活動を強化する

2009
本文中に記載なし，施策表のみ 地域における知的財産教育を推進する

知的財産を教える教育者を育成する
知的財産の創造，保護，活用の体験教育を推進する

2010
専門人材育成はあるが，小中
高の知財教育についての記載
なし

事業仕分けで知的財産教育セ
ミナー開催事業廃止，知財教
育を文科省に

2011
④ 知的財産戦略を支える人財

を育成・確保する
知財教材の一層の充実
小中高生に対して，創造性をはぐくみ発明に対する理解と関
心を高める

2012
（ニ） クールジャパンの基盤の

整備【施策例】
2011 年度から順次実施される新しい学習指導要領に基づ
き，学校教育における創造活動や知財教育を実施する
教員に対する知財教育研修の充実
学校・地域における知財教育の推進

2013 工程表に 2012 は引用され
るが，本文に記載なし

2014 本文に記載なし 小中高についてはクリエータの裾野の拡大のみ

2015

8. 知財人財の戦略的な育成・
活用

・  小学校から大学までの知財教育の推進による将来の知財人
財の知財知識の底上げ

・大学等における知財教育の推進
・  小中高等学校において，知的財産に関する教育の推進を図る
・知財人財育成の横断的な検証・検討

工程表では，学習指導要領に
基づき，小中高等学校の各段
階における知的財産に関する
教育を推進することが記載
また，知財人財育成戦略の見
直しについても記載
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に掲載されている吉岡らの分析からも，この時期か
ら知財教育に関する実践や研究発表の減少が報告さ
れている．こうした状況は，計画の中での知財教育
の位置づけの変化とも関連が考えられる．

2011年計画，12年計画では，知財教育について
の記載も一定復活したものの，13，14年計画では
再び知財教育の記載が見られなくなった．このよう
に，せっかく盛り上がりを見せていた知財政策にお
ける知財教育の位置づけの変化に，分科会でも危機
感をいだき，15年計画では，分科会関係者で複数
のパブリックコメントを提出すると共に，関係機関
に対して働きかけをおこなった．

2015年 4月に開催された知的財産戦略本部会合
では，「知的財産推進計画 2015」の策定に向けた意
見交換が行なわれ，策定に向けた検討の方向性が資
料として提示されているが，そこに知財教育に関す
る内容は示されていなかった．その後のパブリック
コメント募集により，知的財産戦略推進事務局の資
料によれば，知財教育に関するコメントは合計 36

件（法人・団体から 23件）にのぼった（知的財産
戦略本部，2015b）．知財教育に関して意見を提出し
た法人は，知的財産人材育成推進協議会，株式会社
日本国際映画著作権協会，独立行政法人国立高等専
門学校機構の 4法人であった．
こうしたパブリックコメントを受けて，表 1に示
したように，2015年計画には，知財教育について
再び記載されたことが確認された．パブリックコメ
ントの直接的効果については，もちろん定かではな
いが，知財教育に関係する法人・団体，さらに個人
も含め，知財教育の推進を広く働きかけていくこと
の重要性を再確認できたのではないだろうか．

3.　学習指導要領における知財教育

3.1.　学習指導要領と知財教育の関連

我が国の初等・中等教育において，児童・生徒に
いつ何を教えるかという教育課程を編成する基準
は，文部科学省による学習指導要領により規定され
ている．学習指導要領は，これを定めることで，全
国のどの地域で教育を受けても，一定の水準の教育
を受けられるようにすることを目的としている．

学習指導要領では，小学校，中学校，高等学校等
ごとに，それぞれの教科等の目標や大まかな教育内
容を定めている（教科等の年間の標準授業時数等は，
学校教育法施行規則により定められている）．各学
校では，学習指導要領および年間の標準授業時数等
を踏まえ，地域や学校の実態に応じて，教育課程を
編成することで，教育活動が行なわれている．また，
学習指導要領にある教育内容が記載されるというこ
とは，直接的にはまず検定教科書に反映され，次に
関連する教材に反映される．同時に新規の内容や従
来から変更を伴う内容であれば，教員研修や各種研
究会等でも取り上げられ，学校現場に周知されてい
く．現在の学習指導要領は，教育内容の下限を定め
ているため，教科や学年の目標を逸脱しない範囲に
おいては，発展的な内容を指導することも可能であ
る．しかし，知財教育が全国の各学校で実践される
ようになるには，学習指導要領において知財教育に
関係する内容が記載される必要があった．そこで，
現行の学習指導要領における知財教育に関連した内
容を確認し，表 2に示した．
学習指導要領は，1947年に試案として作られ，

58年に文部大臣告示として定められて以降，ほぼ
10年ごとに改定されている．2015年段階で最新の
学習指導要領は，小・中学校は 08年告示，高等学校・
特別支援学校は 09年告示の学習指導要領である．1

つ前になる 1998年告示の学習指導要領は，知財基
本法制定前でもあり，知的財産という用語は記載さ
れていない．また，著作権に限っても，中学校技術・
家庭科技術分野において著作権の保護について取り
上げられている以外は，記載されていない（文部科
学省，1998）．
一方，知財基本法が施行され，計画が毎年策定さ
れるようになって以後の，2008年告示の学習指導
要領では，知財教育に関する記述が一気に増加し
た（文部科学省，2009）．08年告示の小・中学校学
習指導要領における知財教育に関連する記載を表 2

に示し，09年告示の高等学校の学習指導要領にお
ける知財教育に関する記載を表 3に示した．
なお，高等学校においては，専門学科まで含める
と多岐にわたるため，小・中学校のように各教科の
学習指導要領解説までは記載せず，本文のみとした．
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3.2.　小中学校学習指導要領における知財教育

小学校における知財教育に関する内容は，主に情
報モラル（情報手段の利用に関する情報倫理や安全
指導の内容）の内容として位置づけられている．総

則で「人権，知的財産権など自他の権利を尊重し情
報社会での行動に責任をもつこと」や道徳で「ネッ
ト上の法律やきまりを守れずに引き起こされた出来
事などを題材として授業を進める」等，主に著作権

表 2　小・中学校の学習指導要領における知財教育に関する記載内容の概略

学校・教科等 知財教育に関する記載内容 学習指導要領解説書における記述

小学校
総則

第 4　指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項
・  児童がコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報

手段に慣れ親しみ，コンピュータで文字を入力するなど
の基本的な操作や情報モラルを身に付け，適切に活用で
きるようにするための学習活動を充実．

・  人権，知的財産権など自他の権利を尊重し情報社会での
行動に責任を持つこと．

国語

C　読むこと（第 3 学年および 4 学年）
・  引用する部分をかぎ（「」）でくくり，出典を明示するこ

とや，引用部分が適切な量になることの指導．
B　書くこと（第 5 学年および 6 学年）
・  引用は原文に正確に行うことや，引用した部分の明記．

引用した文章等の出典については必ず明記するとともに，
引用部分の量が適切になることの指導．

・  引用の指導が，著作権を尊重し保護することになる（3，
4 年・5，6 年）．

道徳
第 3　指導計画の作成と内容の取扱い
・  児童の発達の段階や特性等を考慮し，第 2 に示す道徳の

内容との関連を踏まえ，情報モラルに関する指導に留意
すること．

・  ネット上の法律やきまりを守れずに引き起こされた出来
事などを題材として授業を進める．

中学校
総則

第 4　指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項
・  各教科等の指導に当たっては，生徒が情報モラルを身に

付け，コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報
手段を適切かつ主体的，積極的に活用できるようにする
ための学習活動を充実．

・  人権，知的財産権など自他の権利を尊重し情報社会での
行動に責任を持つこと．

・  知的財産権などの情報を尊重する権利を尊重することの
大切さについて考えさせる学習活動．

国語

C　読むこと（第 1 学年）
・  課題に沿って本を読み，必要に応じて引用して紹介する

こと．
B　書くこと（第 3 学年）
・  論理の展開を工夫し，資料を適切に引用するなどして，

説得力のある文章を書くこと．

・  集めた資料を使用する際には，著作権にも十分留意させ
る必要がある．

・  引用する部分をかぎ（「」）でくくり，出典を明示するこ
とや，引用部分が適切な量になることの指導が著作権を
尊重し保護することになる．

社会

第 3　指導計画の作成と内容の取扱い
・  資料の収集，処理や発表などに当たっては，コンピュー

タや情報通信ネットワークなどを積極的に活用し，指導
に生かす．

・  その際，情報モラルの指導にも配慮するものとする．

・  生徒にコンピュータや情報通信ネットワークを活用させ
る際には，情報モラルの指導にも配慮することが大切で
ある．

音楽

第 3　指導計画の作成と内容の取扱い
・  音楽に関する知的財産権について，必要に応じて触れる

ようにすること．

・  著作権には，著作物を保護する著作者の権利，実演等を
保護する著作隣接権がある．

・  インターネットを通じて配信されている音楽について
も，著作権が存在するということについての認識が十分
でない現状も見られる．

・  必要に応じて音楽に関する知的財産権に触れることが大
切．

美術
第 3　指導計画の作成と内容の取扱い
・  美術に関する知的財産権や肖像権などについて配慮し，

自己や他者の創造物等を尊重する態度の形成．

・  著作権などの知的財産権に触れ，作者の権利を尊重し，
侵害しないことについての指導．

・  著作権などの知的財産権は，文化・社会の発展を維持す
る上で重要な役割を担っていることに気づかせる．

技術・家庭

D　情報に関する技術
・  著作権や発信した情報に対する責任を知り，情報モラル

について考えること．
内容の取扱い
・  すべての内容において，技術にかかわる倫理観や新しい

発想を生み出し活用しようとする態度が育成されるよう
に．

・  著作権等に対する配慮．
・  情報通信ネットワークにおいて知的財産を保護する必要

性について知る．
・  完成した作品について，著作権等を守っているかなどの

視点から評価し改善．
・  新しい発想を生み出し活用することの価値に気づかせる

など，知的財産を創造・活用しようとする態度の育成．

道徳
第 3　指導計画の作成と内容の取扱い
・  情報モラルに関する指導に留意すること．

・  ネット上の法律やきまりを守れずに引き起こされた出来
事などを題材として授業を進める．

・  法やきまりの持つ意味などについて生徒が考えを深める
ように働き掛ける．
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の保護や情報リテラシーを念頭に置いたと考えられ
る補足説明が学習指導要領解説に記載されている．
また，国語では引用指導が明記されると共に，同解
説には「引用の指導が，著作権を尊重し保護するこ
とになる」とされている．これらのことから，小学
校の学習指導要領における知財教育に関する内容
は，著作権を中心に設定されているといえる．
中学校では，小学校同様に，総則，道徳，社会科

で情報モラルに関連し，知的財産権の尊重について
記述されている．また，総則の解説では，「知的財
産権などの情報を尊重する権利を尊重することの大
切さ」とされ，他教科との記載と合わせると，著作
権のみならず他の知的財産権についても扱うことを
想定していると読み取ることもできる．
国語科においては，小学校同様に引用の指導と著
作権の尊重が関連づけられている．また，音楽科で

表３　高等学校の学習指導要領における知財教育に関する記載内容の概略

教科・学科等 知財教育に関する記載内容

総則
５　教育課程の実施等に当たって配慮すべき事項
・  生徒が情報モラルを身につけ，コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を適切かつ実践的，主体的に活

用できるようにするための学習活動を充実．

国語総合 Ｂ　書くこと
出典を明示して文章や図表などを引用し，説明や意見などを書くこと．

地理歴史
２　内容
・  （略）知識基盤社会への移行，地域紛争の頻発，環境や資源・エネルギーをめぐる問題などを理解させ，1970 年代

以降の世界と日本の動向および社会の特質について考察させる．

公民

個人の尊重と法の支配
個人の尊重を基礎として，国民の権利の保障，法の支配と法や規範の意義および役割，司法制度の在り方について日本
国憲法と関連させながら理解を深めさせる．
・  現代の日本経済および世界経済の動向について関心を高め，日本経済のグローバル化をはじめとする経済生活の変化，

現代経済の仕組みや機能について理解させるとともに，その特質を把握させ，経済についての基本的な見方や考え方
を身につけさせる．

芸術
音楽

３　内容の取扱い
音楽に関する知的財産権などについて配慮し，著作物等を尊重する態度の形成を図るようにする．

芸術
工芸

内容の取り扱い
・  知的財産や個人情報の保護などについて扱い，情報の収集や発信などの取り扱いに当たっては個人の適切な判断が重

要であることについても扱う．

情報

情報社会における法と個人の責任
多くの情報が公開され流通している現状を認識させるとともに，情報を保護することの必要性とそのための法規および
個人の責任を理解させる．
内容の取り扱い
・  知的財産や個人情報の保護などについて扱い，情報の収集や発信などの取扱いに当たっては個人の適切な判断が重要

であることについても扱う内容の全体を通じて知的財産や個人情報の保護などの情報モラルの育成を図ること．

専門学科
情報関連

農業（農業情報処理），水産 ( 海洋情報基礎），家庭 ( 看護情報活用 )，看護 ( 看護情報活用 )，福祉 ( 福祉情報活用 )
・  個人のプライバシーや著作権など知的財産の保護，収集した情報の管理，発信する情報に対する責任などの情報モラル．

工業
工業技術基礎
・  工業の各専門分野に関連する職業資格および知的財産権についても扱うこと．
情報技術基礎
・  個人のプライバシーや著作権など知的財産の保護．

商業
商品開発
・  商標権，意匠権および著作権の意義と概要を扱うこと．
経済活動と法
・  (2)権利・義務と財産権　知的財産権

情報
情報産業と社会
・  情報産業における情報や個人情報の保護，著作権などの知的財産および情報セキュリティ対策に関する法規．
情報メディア
・  情報メディアの社会や情報産業における役割や影響について，著作権などの知的財産の取り扱いにも留意して理解．

音楽 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取り扱い
・音楽に関する知的財産権などについて配慮し，著作物等を尊重する態度の形成を図る．

美術 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取り扱い
・美術に関する知的財産権や肖像権などについて配慮し，自己や他者の著作物等を尊重する態度の形成．
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は，「音楽に関する知的財産権について，必要に応
じて触れる」ことや，解説において「著作権には，
著作物を保護する著作者の権利，実演等を保護する
著作隣接権がある」ことなどが記載されている．美
術科では， 知的財産権と共に「自己や他者の創造物
等を尊重する態度の形成」が記載され，解説では，「著
作権などの知的財産権は，文化・社会の発展を維持
する上で重要な役割を担っていることに気づかせ
る」など，その目的にも踏み込んだ記載が見られた．
中学校技術・家庭科技術分野では，従来の著作権の
記述に加え，「新しい発想を生み出し活用すること
の価値に気づかせるなど，知的財産を創造・活用し
ようとする態度の育成」の記載がさらに加えられた．
他教科や小学校段階が著作権の尊重・保護中心だっ
たのに対し，技術・家庭科技術分野では，産業財産
権のみならず知的財産全体も視野に入れて創造的な
内容へとより発展させた記載になっている点が注目
された．

3.3.　高等学校学習指導要領における知財教育

2009年告示の高等学校の学習指導要領では，小
学校・中学校同様に，知財教育に関する記載が増加
した．例えば，総則では，小学校・中学校と同様に
情報モラルに関連した内容が確認できた．また，国
語科や芸術科音楽，芸術科工芸においても中学校同
様に，知的財産についての記載が追加された．また，
中学校技術・家庭科技術分野での情報に関する技術
で関連する情報科では，「情報社会における法と個
人の責任」はじめ，知的財産についての記載が複数
箇所確認できた．
専門学科においても農業（農業情報処理），水産（海
洋情報基礎）等，複数の学科の情報関連科目におい
て，知的財産の保護について記載されていた．また，
より踏み込んだ記載が工業と商業において見られ
た．工業では「工業技術基礎」において「工業の各
専門分野に関連する職業資格および知的財産権につ
いても扱う」と記載されており，特許権や意匠権な
どの産業財産権も包含していると考えられる．商業
では，「商品開発」において「商標権，意匠権およ
び著作権の意義と概要を扱うこと」「経済活動と法」
において，「権利・義務と財産権　知的財産権」が

記載されており，さらに具体化されて，最も踏み込
んだ記述となった．

4.　知財政策への知財教育の提言

4.1.　知的財産推進計画への提言

同計画は，各省庁における知財関連法改正や事業
等の推進の根拠になる重要なものであると認識して
いる．2015年計画において，知財教育関連の記述
が復活したことは評価されるが，今後さらに知財教
育を展開していくためには，より厚くかつ具体的に
していく必要がある．その 1つとして，優れた実践
モデルや事例の例示の記載が考えられる．
例えば，2015年計画（大学等における知財教育
の推進）において，「（略）例えば知的財産に関する
科目の必修化を採用する大学での取組等の事例を参
考にしつつ」と例示がなされていた．これは本特集
号でも紹介されている山口大学の取り組みを想定し
ていると考えられる．このように，小学校・中学校・
高等学校等においても，知財教育の実践・研究での
優れた取り組みをモデル化し，例示的に入れ込むこ
とを提言していくことで，各省庁の事業や後述する
学習指導要領にもより反映させやすくなるのではな
いかと考えられる．もちろんこうした知財教育を実
践化するには，学習指導要領への反映と共に，教員
養成への対応が不可欠となる．10年前後に実施さ
れていた教員養成に対する研究支援等の事業を再度
取り組むことで，これまでの知見を踏まえつつ，知
財教育にも対応できる教員養成の仕組み，実践も生
まれてくると考えられる．

4.2.　学習指導要領への提言

知財教育分科会では，発達段階に応じた知財教育
の目標リストを提案している（文部科学省，1998）．
この目標リストから考えると，現行の学習指導要領
については，知財教育に関する記載が大幅に増加し
たものの，改善の余地はまだあると考えられる．
各学校段階における知財教育に関する記載の多く
は著作権であり，著作権の尊重に留まっている．知
財教育の重要な内容である創造については特に理系
の教科で十分とは言い難い．創造という記載が，学
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習指導要領上にみられるのは，小学校では音楽，図
工のみである．また，算数 /数学，理科において創
造や工夫が出てくるのは，高等学校段階からである．
イノベーションを今後重視していく我が国におい
て，創造に関する内容をより重視していくことが必
要であろう．
小学校段階においては，中学校技術・家庭科技術
分野に記載されている「新しい発想を生み出し活用
することの価値に気づかせる」内容は，小学校の図
画工作の造形的な表現の内容の中にも入れ込むこと
を提言する．また，算数や理科においても創造的な
内容を設定することも考えられる．
同様に，中学校においては，発明につながる創造
性について記載している中学校技術・家庭科技術分
野をさらに発展させると共に，数学や理科において
も創造に関する内容を記載したり，音楽，美術にお
いても指導内容の例示をしたりすることを提言す
る．これにより，教科書への記載や実践化がはから
れるとえられる．
高等学校は，工業や商業などの専門教育を別にす

ると，知財教育についての記載が中学校以上になっ
ているとは言い難い現状にある．そこで，例えば，
公民の内容の取り扱いにおいて，知財制度を取り上
げるといったことを提言する．さらに高等学校普通
科の知財関係の中心となる共通教科情報では，中学
校技術・家庭科技術分野同様に，知財法や知財の保
護と共に，創造性につながる内容の記載の追加，ま
た社会科や理科等の関連教科でも知財を扱うことを
提言する．特に理科においては，「科学の人間生活」
の科目が設定されており，知財の扱いが他科目以上
に望まれる．
高等学校の専門学科においては，INPITの事業を

中心に，多くの知財教育の実践が取り組まれている．
それらを踏まえながら，商業や工業以外の学科にお
いても積極的に知財教育に関する記載を追加してい
くことが望まれる．また，学習指導要領の解説書に
おいては，事例を踏まえた例示等を積極的に記載す
ることを提言する．

以上の各学校段階での具体的な提言と共に，現在
個別的に行なわれている創造性教育や，起業家教育，
キャリア教育等を，知財を軸に連携させることで，
限られた授業時間をより有効に活用し，教育効果を
上げられるのではないかと考えられる．例えば，中
国や韓国は，創造性やイノベーションを重視した知
財教育を積極的かつ急速に進めており，我が国も学
ぶ点が多い（世良ほか，2014）．

5.　おわりに

知財基本法が制定されてから 12年が経過した．
知財推進計画および学習指導要領における知財教育
の位置づけを検討し，複数の提案をした．これを契
機にしながら，学会としても，知財教育の実践のネッ
トワークを広げると共に，知財推進計画や学習指導
要領改訂に対し，積極的に働きかけていくことが必
要である．
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