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【要旨】　義務教育段階を中心とした知財教育の研究内容を分類・考察，その研究動向を展望し，知財教育・研究

上の課題を検討した．量的側面および研究内容の両面から分析した結果，多くの文献が 2001 年以降であり，

2011 年以降は研究が停滞していること，小学校・中学校・高等学校と学校段階が上がるほど文献数が増加してい

ること，「授業実践」や「教育論・教育課程論」に比べ，「実態調査・分析」「教育方法・授業設計」の研究が少な

いこと等が確認できた．知財教育の研究をさらに高め，もって知財教育の進展に資するためには，知財教育の研

究を体系化し，それぞれの研究を支援する体制を整え，幅広く取り組みを展開することで，研究・実践ともに裾

野を広げていくことが必要である．

【キーワード】　知財　　　教育　　　小学校　　　中学校　　　研究動向

【Abstract】　Researches on intellectual property （IP） education， focusing on compulsory education， were classified 

and reviewed to clarify the problems lying in IP education and research.　Through the analysis， both in the viewpoint of 

the amount and the content of the existing researches， we found the following facts ; most of the researches were made 

after 2001, but the amount of the researches were limited after 2011， the number of researches increases with the stage 

of school from elementary to senior high schools， the number of researches on condition survey and analysis， education 

technique and class design was fewer than that on class practice and educational theory and curriculum theory.　For 

further development of the research on IP education to spread IP education with higher quality， it is necessary to 

establish the support system for the research， to expand the research and practice with wider range.
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1.　はじめに

我が国における知財分野の人材育成については，
専門人材育成に限らず啓蒙的なものまで含めると初

等中等教育から高等専門学校，短期大学，大学，大
学院における高等教育，さらには社会人，専門家を
対象としたものまで幅広く行なわれてきている．特
に 2006年に政府がまとめた知的財産人材育成総合
戦略によって，その体系化が図られてきたが，その
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後の知財戦略のグローバル化等の環境変化によっ
て，知財人材育成のあり方も見直しが急務であり，
産学官民を挙げて懸命に行なわれつつある（井口，
2013）．知財人材育成には，前述のとおりいわゆる
知財専門人材育成と，一般の国民に対する知財につ
いての素養を高める知財教育がある．知財教育とは，
「知財権を含んだ知財に関連する学習内容を取り扱
う普通教育および専門教育」と定義されている（村
松，2013）．ここではこの定義に従い，知財教育に
関する研究動向について，初等中等教育，とりわけ
義務教育段階を中心に概観する．

2001年度以降，特許庁の大学支援事業や文部科
学省の現代的教育ニーズ取組支援プログラムの枠組
みの中では，義務教育段階を含めた知財教育のあり
方の理論的，実践的な研究が進められ，いくつかの
モデルとともに多くの実践例が示されている（松岡，
2013）．先進的な実践例はこれに関係するものが少
なくない．義務教育段階における知財の学習につい
て村松は，中学校段階では社会教育等の成果に学び
つつ，技術科を核として知財学習を展開し，小学校
段階では，関連の深い情報教育と連携させながら，
各教科に埋め込んでいく方向を示している（村松，
2008）．また，井口・世良・松岡・村松・篭原・本江・
谷口・木村・岡田・片桐（2011）は各学校段階にお
ける知財教育のカリキュラム案を作成し，小中学校
における知財教育の現状や今後の展開について述べ
ている．

2008年告示の学習指導要領では，小学校では国
語や道徳，中学校では国語，音楽，美術，技術・家
庭科技術分野（以下，技術科），高等学校では情報等，
複数の教科において知財権の記述が入ってきた．知
財教育はその性格上，このように複数の教科に関わ
るものと言えるが，複数の教科にまたがるが故に，
全体としての体系化がなされないまま実施されてい
る．このため，教師ごとにその取り組みに対する温
度差が大きく，知財教育として深められた実践は限
られていたと言ってよい．
一方で，義務教育段階における知財教育を対象と
した研究の動向もまだ十分整理されていない．今後
知財教育を発展させていくためには，これまでの知
財教育に関する実践や研究の動向を整理することが

重要なステップになると考えられる．
以上のことから，本稿では，義務教育段階を中心
とした知財教育の研究内容を分類・考察，その研究
動向を展望し，知財教育・研究上の課題を明らかに
することを目的とした．

2.　調査方法

2.1.　分析対象文献の抽出方法

知財教育に関する研究動向を把握するために，国
立情報学研究所の論文情報ナビゲータ（CiNii）お
よび日本知財学会学術研究発表会講演論文，同学会
知財教育分科会主催の知財教育研究会の研究報告
（以下，知財学会文献）を対象に調査を行なった．
CiNiiは，国立情報学研究所や多数の大学等と連携
し，約 1500万という膨大な論文情報を有すること
から，分析に用いることとした．一方，学会年次大
会や学会の研究会で発表されたものの査読付きの論
文化はされていない実践や研究は，CiNiiに反映さ
れていない．そこで，さまざまな教科，校種で知財
教育について共通に議論ができる国内唯一の学術機
関といえる日本知財学会の学術研究発表会講演論
文，および同学会知財教育分科会主催の知財教育研
究会の研究報告を抽出することで，CiNiiに収集さ
れない実践や研究情報も分析対象にすることとし
た．

2.2.　抽出文献の分析方法

CiNiiおよび知財学会文献の抽出は，義務教育段
階の情報モラル，情報倫理に関する研究動向を調査
した宮川・福本・森山（2010）の研究を参考に，知
財教育に関連するキーワードを設定しておこなっ
た．キーワードは，「小学校」「中学校」の校種別に，
「創造性」「知財」「発明」「特許」「著作権」「産業財産権」
の 6つのキーワードを設定した．CiNiiではこれら
キーワードを OR検索した．「創造性」については，
さらに「技術」「ものづくり」で OR検索を行ない絞
り込んだ．検索漏れに対応するために「知財」「知的
財産」「発明」「特許」「著作権」「産業財産権」と「教育」
「学習」のキーワードでも OR検索を行なった．知
財学会文献については，日本知財学会のWebサイ
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トの中で学術研究発表会のページにある過去の学術
研究発表会における一般発表で知財教育と記載され
ているものや同じ日本知財学会のWebサイトの中
で知財教育分科会のページにある知財教育研究会に
おけるこれまでの活動に記載されている研究報告を
参照して抽出した．
次に，宮川ほか（2010）の対象文献抽出の手続き

および，室岡・村松・本田・川久保（2013）のもの
づくり学習に関する研究の動向の分析を参考に，1）
学会誌，2）研究報告集等，3）大学の研究紀要等に分
類し，さらに研究内容について「実態調査・分析」「教
育論・教育課程論」「教育方法・授業設計」「教材開発」
「授業実践」「比較研究」の 6つの研究カテゴリを設
定した（表 1）．抽出文献の属するカテゴリについ
ては，要旨等の内容を参考にして，筆者らで協議の
上決定した．検索で重複しているもの，タイトルや
内容から該当しないと判断したものは削除し，絞り
込み整理を行なった．
次に，カテゴリ別に抽出した文献について，抽出

論文の全体の動向，カテゴリ別文献数，年代別の文
献数の傾向を分析した．そして，カテゴリごとに代
表的な例として挙げられる論文を表にまとめ，各カ
テゴリにおける研究成果と課題を検討した．校種別
の分類では，小・中や小・中・高等の複数校種にま
たがるものは，「その他」として分類した．

3.　結果と考察

3.1.　CiNii から見る研究動向
3.1.1.　抽出文献の量的動向

抽出文献は 186件であった．校種別に見ると小学
校 47件でその内訳は「創造性 12」「知財 3」「著作権
17」「発明 15」「特許 0」「産業財産権 0」であった．中

学校は 73件，「創造性 18」「知財 15」「著作権 23」「発
明 5」「特許 10」「産業財産権 2」であった（図 1）．「そ
の他」は 66件であった．例えば，萩野（1994）の「中
学校・高校における 「コンピュータ科学」 創設試案」
や横山・加藤・日比・興戸・山崎・及川（2013）の
「小中学校における情報モラルの授業の効果」など
である．参考までに同様に抽出した高等学校 82件
も同図に示した．「創造性」「知財」「著作権」「産業財
産権」については，小学校，中学校，高等学校と学
校段階が上がるほど文献数が増加していた．「発明」
については小学校が最も多く，次に中学校，高等学
校であった．小学校では，国語，図画工作，理科の
教科で行なわれていた．また，発明協会による学校
外の活動は 4件見られた．「特許」については，6

件の差であるが中学校が高等学校よりも多かった．
小学校は見あたらなかった．「著作権」は複数校種
にまたがる研究が多く見られた．
3.1.2.　抽出文献の全体動向

抽出文献を，「実態調査・分析」「教育論・教育課
程論」「教育方法・授業設計」「教材開発」「授業実践」
「比較教育」の 6つの研究カテゴリに分類した（表 2）．
この結果から，カテゴリごとに見ると，「授業実践
74（39.8%）」「教育論・教育課程論 48（25.8%）」が
比較的多いことがわかる．一方，「実態調査・分析
30（16.1%）」であり，「教材開発 17（9.1%）」「教育
方法・授業設計 15（8.1%）」であった．「授業実践」
や「教育論・教育課程論」に比べ，「実態調査・分析」
「教材開発」「教育方法・授業設計」の研究は進んで
いないといえる．「実態調査・分析」「教材開発」「教
育方法・授業設計」の研究は少なめであった．エビ
デンスに基づいた教育研究が進んでいない点が課題
である．さらに，抽出文献を種別に分類したところ，
1）学会誌（31，16.7%），2）研究報告集等（130，

表1　知財教育に関する研究のカテゴリ

カテゴリ 内　　　　　容

1　実態調査・分析 実態や意識の調査、または、これらの因果関係の分析を主とした研究
2　教育論・教育課程論 教育論、教育課程の編成や評価を主とした研究
3　教育方法・授業設計 教育方法や授業設計を主とした研究
4　教材開発 学習指導、研修、啓発活動における教材の開発を主とした研究
5　授業実践 児童・生徒に対する授業時間内における実践を主とした研究
6　比較研究 2つ以上のものを比較して、その異同・関係等の研究
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69.9%），3）大学の研究紀要等（25，13.4%）と学会
誌掲載の査読論文は少数であることが確認できた．
知財教育研究の質的向上を図るためにも，今後「研
究報告」から「査読論文」に対応できる内容のブラッ
シュアップ等，査読論文を増やしていく働きかけや
支援が必要であるといえる．
「授業実践」について，小学校では，図画工作，
家庭，国語，理科等の教科で行なわれていた．発明，
ものづくりや著作権に関する実践・研究が見られた．
中学校では，技術科における実践を中心に国語，理
科，社会，音楽，総合的な学習の時間（以下，総合）
等の教科において，「創造性」「特許」「発明」「著作権」
「知財」や「産業財産権」に関する実践・研究が見

られた．例えば金・村松・堀田（2013）は，中学校
国語科の各学年において適切な引用方法やその目的
の指導を実践し，引用指導は著作権尊重の意識向上
に効果があり，指導の継続により引用技能が定着す
ることを報告している．「教育論・教育課程論」に
ついては，中学校における著作権や情報教育に関す
る研究が多く見られた中で，山本・森栗・若江（2005）
のように，知的財産教育を行なえる技術科教員を養
成するカリキュラムの立案を目的に，中学校技術科
でものづくりと関連の深い特許権，実用新案権を対
象に，「特許権を取得すること」を目指す知的財産
教育を取り入れた授業内容と流れを検討・実践し，
教員に必要な能力・知識を明らかにする研究も見ら
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　図1　校種による動向

表2　抽出文献全体の動向

カテゴリ ①学会誌 ②研究報告等 ③紀要等 件数 %

1　実態調査・分析  7  22  1  30  16.1
2　教育論・教育課程論  4  36  8  48  25.8
3　教育方法・授業設計  4  10  1  15 　8.1
4　教材開発  6  10  1  17 　9.1
5　授業実践 10  51 13  74  39.8
6　比較研究  0 　1  1 　2 　1.1

計 31 130 25 186 100.0
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れた．
「実態調査・分析」の例として，野中・吉野・中尾・
山本・額田（2012）は小学校における著作権教育の
あり方を検討するために，小学生の著作権に関する
意識や知識の実態を明らかにしている．また，村松・
宋・松岡・中西・森山（2009）は技術科教育の知的
財産学習において，生徒の知的財産に対する意識を
把握するための 5因子 19項目の測定尺度を構成し
ている．「教育方法・授業設計」では，村松・土田・
森山（2010）はゲーム制作ツールを活用したゲーム
制作の中で，著作権を積極的に利用し，著作権の権
利処理を体験させることにより著作権に対する意識
を高める知財学習を試み，その教育効果を報告して
いる．「教材開発」では，杉谷・宮川・森山（2012）
は，著作権学習を事例に，道徳の時間で扱う読み物
教材を作成した上で，総合と学級活動をあわせた指
導計画を具体的に開発し，評価・実践している例が
あった．村松・土田・稲垣（2005）は，技術科のロ
ボットコンテストにおいて，創意工夫の力を伸ばす
ために，現実の特許制度を模擬した「校内特許制度」
の実践の発展型として「校内特許制度」をネット上
で複数校が協同で取り組める Jr特許データベース
を開発しその有効性を報告していた．なお，「比較
研究 2（1.1%）」は，今回のキーワードでは網羅さ
れにくいことも考えられるため，今後より詳細な検

討が必要であると考える．
3.1.3.　抽出文献の年代別動向

年代別の動向では，最初に確認できた 1959年を
起点に，5年おきに 2015年までの年代別動向を集
計した．図 2に抽出文献の年代別動向，図 3にキー
ワードによる年代別動向を示した．01年以降の文
献数は 186件中，153件（82.3%）であった．図 2

から 1996年以降 2010年に注目すると，「実態調査・
分析」「教育論・教育課程論」「教材開発」および「授
業実践」が増えてきており研究が推進された．「教
育方法・授業設計」も 1995年以前より増加傾向に
あることが確認できた．図 3から 96年以降「創造性」
「著作権」「発明」「特許」が増加している．「知財」は
2001年から，「産業財産権」は 06年から研究が確
認される．しかし 1996～2010年をピークに 11年
以降になると「著作権」は伸びているが，他は減少
している傾向が確認された．同様に図 2では，「授
業実践」の数も減少し，伸び悩んでいる．08年告
示の学習指導要領により知財権の記述が教育課程に
入ってきたにもかかわらず，ここ数年は研究が停滞
気味であるといえる．
この背景には，2010年前後からの国の知財政策
における知財人材育成や知財教育の力点の変化によ
る影響も考えられる．しかし，15年の知財推進計
画において，知財人材育成や知財教育の内容が再び
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取り上げられたことは，知財教育の振興に影響を与
えると共に，それが知財教育研究の進展にもつなが
ることも期待される．
一方，2010年以降に「著作権」だけが増加して
いる点は注目される．この理由としては，各学習指
導要領の総則において，情報モラルに関する内容と
して，著作権や知財の記述がなされた結果，複数の
教科で実践が展開されていることと，文化庁はじめ
関連団体が著作権教育の啓発や教員研修，各種教材
開発等，その振興に尽力している結果ではないかと
推測される．「創造性」「特許」や「産業財産権」等，
産業財産権系の知財教育においても，こうした「著
作権」の事例を参考に，知財教育を実施する関係省庁・
機関・団体等への支援，知財教育を実施する関係機関・
団体間の事業の振興や相互の連携が必要であると考
えられる．また，教科においても，技術科のみなら
ず理科や社会などの複数の教科における実践の展開
と連携を検討していく必要があると考えられる．

3.2.　日本知財学会における動向
3.2.1.　抽出文献の全体動向

抽出文献は全体で 52件（日本知財学会全国大会
講演論文 24件，知財教育研究会における研究報告
28件）であった（表 3）．研究カテゴリごとに見ると，
「授業実践 23（44.2%）」「教育方法・授業設計 11

（21.2%）」が比較的多いことが確認できた（CiNiiの
抽出文献においては，日本知財学会学会誌では 3件
であった）．
授業実践について，小学校では知財絵本の読み聞
かせや発明クラブでの起業家教育の実践が見られ
た．中学校では技術科におけるロボット製作学習で
アイデアポイントやベルマークを用いた特許実践，
総合におけるアントレプレナーや著作権に関する実
践が見られた．「教育論・教育課程論 7（13.5%）」「実
態調査・分析 6（11.5%）」であり，「教材開発 5（9.6%）」
の研究は比較的少なかった．「比較研究」は見られ
なかった．
この結果から「授業実践」や「教育方法・授業設

計」に比べ，「教育論・教育課程論」「実態調査・分析」
の研究が進んでおらず，全体的にみても研究が十分
進展していないといえる．特に「授業実践」では，
日本知財学会での研究報告が 6件と知財教育分科会
の研究報告が 17件と差が見られた．知財教育分科
会は，会員以外の発表もできる場であるため，多く
の実践が集まりやすい反面，本学会においては，小
学校・中学校・高等学校の教員の会員が少ないこと
も影響していると考えられる．今後は日本知財学会
において「実態調査・分析」等を，「著作権」のよ
うに組織的な取り組みを推進することや，全国各地
で行なわれている「授業実践」を拾い上げ，研究と
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してまとめる支援，授業実践を行なう教育現場と大
学等の研究機関とのネットワーク拡大等，研究を進
めるための支援を行なうことが重要であると考え
る．同時に，こうした取り組みは，学校現場の教員
の学会会員数拡大にも寄与すると考えられる．
3.2.2.　抽出文献の年代別動向

年代別の動向では，最初に確認できた 2005年を
起点に，1年おきに 14年までの年代別動向を集計
した．07年の 14件をピークに，以降の文献数は毎
年 3～6件にとどまっていることが確認できた．図
4に抽出文献の年代別動向（日本知財学会）を示し
た．校種別の動向では，小学校，中学校，高等学校
と学校段階が上がるほど文献数が増加している（図
5）．小学校は 07～08年に各 3件，11年に 2件，13

年に 1件確認できた．全体の文献数が少なく，09

年以降はさらに減少傾向であった．中学校は 07年
～10年に増加したが，11年に減少しその後は少し
ずつ増加傾向であった．

4.　知財教育に関する研究動向と今後の課
題

4.1.　知財教育全体の課題

CiNiiから見る研究動向と知財学会の研究の動向
を比較するといずれも小学校，中学校，高等学校と
学校段階が上がるほど文献数が増加している．抽出
文献の全体的動向では，「実態調査・分析」「教材開
発」等の研究件数が少なく，「授業実践」の研究件
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　図4　抽出文献の年代別動向（日本知財学会）

表3　抽出文献全体の動向（日本知財学会）

カテゴリ
研究報告等

件数 %
学会 分科会

1　実態調査・分析 3 3 6 11.5
2　教育論・教育課程論 7 0 7 13.5
3　教育方法・授業設計 7 4 11 21.2
4　教材開発 1 4 5 9.6
5　授業実践 6 17 23 44.2
6　比較研究 0 0 0 0.0

計 24 28 52 100.0
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数は全体の 40%を超えている．そのためエビデン
スに基づいた教育研究は進んでおらず，全体的にみ
ても研究化が十分なされていないといえる．「授業
実践」は 2011年以降にはピークを過ぎ，その後低
迷している．CiNiiから見る研究動向と知財学会の
研究の動向は類似傾向にある．校種別では高等学校
が多く，中学校が少しずつ増加傾向にあった．しか
し，高等学校の実践は，「知財」や「特許」等は専
門高校の実践であり，普通高校での実践は情報教育
等，著作権関係が大半であった．抽出文献を種別に
分類したところ，学会誌掲載の査読論文は少数であ
ることが確認できた．年代別の動向では，1996年
以降「実態調査・分析」および「授業実践」が増加
し，研究が一定推進された．しかし，2011年以降
になると伸び悩み研究が停滞気味であった．15年
の知財推進計画において知財人材育成や知財教育の
内容が再度盛り込まれたことを足がかりにすると共
に，「著作権」に関する関係省庁や団体等の取り組
みを参考に，知財教育を振興していく必要がある．
また，知財教育の振興のためにも，知財教育研究の
量的，質的向上の方策として，予算的支援は不可欠
であろう．具体的には，科学研究費助成事業での知
財教育研究に関わる分野，分科，細目の設定，小中

高の教員に対する科学研究費助成事業での奨励研究
の推進，さらには，関連省庁や関連団体による知財
教育研究助成事業の設定等が考えられる．助成事業
の一例として，例えば，工業所有権情報・研修館
（INPIT）では，専門高校および高等専門学校の生徒・
学生職業科系高校での知財人材育成事業を推進して
おり，大きな成果をあげている点が注目される．官
民問わず，このような支援が，普通科系高校さらに
は小中へと展開できるとすれば，知財教育の振興に
大きく寄与できる可能性があると推察する．

4.2.　日本知財学会としての課題

「授業実践」では，日本知財学会での研究報告が
6件と知財教育分科会の研究報告が 17件と大きな
差が見られた．全国各地の教育現場でいろいろな授
業実践が行なわれているものの，学会等での発表は
少ないと考えられる．今後は日本知財学会において
「実態調査・分析」等を進めるとともに，より多く
の「授業実践」の情報を収集し，研究としてまとめ
る必要がある．そのためには，授業実践を行なう教
育現場と大学等の研究機関とのネットワークをさら
に広げ，研究としてまとめていくことが重要である．
また，学会誌において毎年知財教育特集を出版する
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ことや知財教育分科会での論文誌発行等，知財教育
および知財教育研究に関する学術的な蓄積を進める
ことも，学会としての知財教育の振興への寄与とし
て重要であると考えられる．その際，他の教育関連
学会においてみられる，小学校・中学校・高等学校
等の学校現場の教員による実践研究論文という論文
カテゴリを設けることで，論文化しやすくする配慮
も参考になると考える．さらに知財教育研究の質的
向上のためにも，例えば，年次学術研究発表会にお
いて，論文化のセッション開催等，積極的に行ない，
優れた知財教育実践を学術的知見にしていく支援
も，学会の重要な社会的，学術的貢献であると考え
られる．

5.　おわりに

本研究では，義務教育段階を中心とした知財教育
の研究内容を分類・考察，その研究動向を展望し，
知財教育・研究上の課題を明らかにした．分析の結
果，量的分析として，CiNiiでは総数 186件中，153

件（82.3%）の文献が 2001年以降であること，日
本知財学会では 52件すべて 05年以降であること， 
知財教育は 11年以降研究が停滞していること等が
確認できた．さらに，小学校，中学校，高等学校と
学校段階が上がるほど文献数の増加していることや
「授業実践」や「教育論・教育課程論」に比べ，「実
態調査・分析」「教育方法・授業設計」の研究が少な
いこと等が確認できた．
以上の状況を踏まえ，今後の我が国における知財
教育の振興および知財教育研究の質的，量的向上の
ためにも，「著作権」の事例を参考に，知財教育を
実施する関係省庁・機関・団体等への支援，知財教
育を実施する関係機関・団体間の事業の振興や相互
の連携の必要性，さらには予算的支援の必要性を提
案した．また，日本知財学会においては，「実態調査・
分析」等について組織的な取り組みを推進すること

や，論文誌の企画や論文カテゴリ，論文化支援等，
知財教育の振興と共に，知財教育研究に関する学術
的知見の蓄積への寄与を提案した．本研究で指摘し
た課題や提案を踏まえ，学会としても，これまで以
上に知財教育の振興や知財教育研究の進展に力を入
れて取り組むべき段階を迎えているのではないだろ
うか．
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