
専門技術者（主席部員）採用



調査業務センター長からのメッセージ

　一般財団法人工業所有権協力センター
（IPCC）は、1985年（昭和60年）に設立され
て以来、36年以上にわたり、特許庁における特
許審査に不可欠な先行技術文献調査や特許出願
への分類付与を行ってきました。その累積件数
は、先行技術文献調査が408万件、分類付与が
3,450万件を超えています。数ある登録調査機
関の中でも、もっとも歴史が古く、特許の先行
技術文献調査や分類付与における実績は、業界
ナンバーワンと自負しております。2015年から
は、これまでに培ってきた経験をもとに、特定
登録調査機関として、企業や大学、研究所、特
許事務所等からの先行技術文献調査のご依頼も
直接受注しております。
　特許が事業戦略を裏打ちする観点からますま
すその重要性を高めてきていることは、改めて
申すまでもありません。安心して事業に打って
出られる特許を得るためには、出願人にとって
はもちろんのこと、出願を審査する特許庁にと
っても、まずは品質の高い先行技術文献調査が
必要となります。

　また、特許文献を最大限に活用して次なる新しい技術開発につなげていくためには、新しい特許出願に対
して的確な分類を付与することが不可欠です。このような観点から、IPCCに対する期待、またその果たすべ
き責務は、より一層高まってきております。
　現在、IPCCには約1,400名の技術系職員が在籍し、日々、先行技術文献調査や分類付与業務に携わってお
ります。いずれの業務におきましても、まずは特許出願に盛り込まれた最先端技術に関する発明を正しく理
解することが必要であり、優れた技術力が求められます。そのため、IPCCに勤務する技術系職員は、わが国
のあらゆる技術分野において、その最前線で活躍してきた技術者から選抜された人たちであります。

専務理事
調査業務センター長

小柳 正之
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　現在、わが国は、AI、IoTの進展とともに、ワークスタイルの変革期を迎えております。IPCCでも、志あ
る技術者により長く勤務していただくため、雇用上限を一応67歳としております。ただし、健康を維持し、
顧客からの評価の高い方であれば、さらに73歳まで勤務していただく道も設けております。さらに、業務の
リモート化も推進しております。
　技術者の皆さん、これまで培われてきた技術知識を大いに生かし、高度な技術者集団の一員として、我が
国の知財立国に貢献されてはみませんか？　IPCCは、意欲にあふれる技術者を求めています。
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IPCC の業務IPCC の業務

■特許庁から先行技術調査等の発注を受ける登録調査機関としての業務（「工業所有権に関する
手続等の特例に関する法律」（以下「特例法」という）に基づく）
　（1）特許審査に必要な内外国特許文献等の先行技術調査
　（2）特許出願等への分類付与による検索データベースの作成
■出願人等から先行技術調査依頼を直接受け付ける、特定登録調査機関としての業務（特例法
に基づく）
■公益目的事業
　・特許検索競技大会

（注） Fタームとは、先行技術調査を効率的に行うために特許庁が開発した我が国独自の特許技術分類

審査

特許文献のサーチ

学術文献等のサーチ

（内外国特許文献サーチ等）

特許出願への分類付与

発注

発注

事業内容
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計測グループ
応用物理グループ
分析診断グループ
応用光学グループ
光デバイスグループ

事務機器グループ
自然資源グループ
アミューズメントグループ
住環境グループ

自動制御グループ
動力機械グループ
運輸グループ
一般機械グループ
生産機械グループ

搬送グループ
繊維包装機械グループ
生活機器グループ
熱機器グループ
医療機器グループ

無機化学グループ
金属・金属加工グループ
電気化学グループ
生命工学・医療グループ
有機化学グループ

環境化学グループ
プラスチック工学グループ
高分子グループ
繊維・積層体グループ
有機化合物グループ

半導体機器グループ
電子商取引グループ
インターフェイスグループ
情報処理グループ
伝送システムグループ

電力システムグループ
デジタル通信グループ
映像システムグループ
画像処理グループ
電気機器グループ

機械A部門

機械B部門

化学部門

電気部門

調整部

情報システム部

業務部

支援部

総　務　部

調　査　部

企　画　部

財　務　部

事務システム部

開　発　部
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動力機械グループ
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生産機械グループ

搬送グループ
繊維包装機械グループ
生活機器グループ
熱機器グループ
医療機器グループ

無機化学グループ
金属・金属加工グループ
電気化学グループ
生命工学・医療グループ
有機化学グループ

環境化学グループ
プラスチック工学グループ
高分子グループ
繊維・積層体グループ
有機化合物グループ

半導体機器グループ
電子商取引グループ
インターフェイスグループ
情報処理グループ
伝送システムグループ

電力システムグループ
デジタル通信グループ
映像システムグループ
画像処理グループ
電気機器グループ

機械A部門

機械B部門

化学部門

電気部門

調整部

情報システム部

業務部

支援部

総　務　部

調　査　部

企　画　部

財　務　部

事務システム部

開　発　部
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組　織組　織

■ IPCCは、特許庁と類似する組織構成となっています。
■ 調査業務センターでは、39の技術分野ごとのグループに分かれて業務を行っています。



知的財産関係部署経験の有無B

職員構成（2022年1月現在）A

役 職 経 験C

採用時の年齢（過去5年）D 主席部員等の年齢E

部長・室長・
技師長・部次長

　　39％　　

係長・研究員・技師等

　　　　　　　15％

役員・本部長・工場長・
所長・センター長

4％

主幹・副主幹
（民間企業出身者も含む）

主席部員・調査員

（主に民間企業出身者）

84％

事務職員

あり

12％

なし

88％

平均年齢　62.9才平均年齢　57.0才

課長

42％

55～57才
24％

50～54才
14％

55～59才
17％

30～49才
4％

40～49才　1％

50～54才
4％

30～39才
0.1％

58～63才
58％

60～65才
48％

66～73才
30％

6

人　員人　員



国内特許文献サーチ

外国特許文献サーチ

特定技術分野独自サーチ（STN、3GPP、IEEE 等）

外国特許庁での審査経過の調査（米、欧、中、韓等）

特許出願に特許分類とＦタームを同時（一元）付与

特許文献（公開後）への分類の再付与

先行技術調査

•特許庁審査官業務の直接支援

•特許庁審査官（検索）業務の環境整備

•出願人等の先行技術調査の支援

分類付与

高い技術力

英語力

コミュニ
ケーション力

検索者
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主席部員の業務主席部員の業務

■ 先行技術調査業務が約8～9割、分類付与等の業務が約1～2割の業務量になります。
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■  特許庁の審査官にオンラインで発明の内容、検索結果等について報告（対話）します。
■ 技術分野により異なりますが、月に4～10件程度、調査・報告をします。
■ 検索報告は、審査官による特許性の判断のための重要な材料となります。
■  検索報告書は、特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）を通じて全ての人に参照可能と

なります。

先行技術調査業務の概要先行技術調査業務の概要

特許庁 発注

審査長等

報告内容理解

検索指導者
（主幹・副主幹）

検索者
（主席部員・調査員）

指導・決裁

発明内容の理解

対比検討

サーチ端末による検索、
スクリーニング、調査
（内外国文献サーチ、
外国特許庁審査経過調査）

判　　断

起　　案

審査官 対話

出願人

○ 特許
または

×拒絶

IPCC

納

　品

・対話報告の準備
・検索報告書の作成
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　最寄りの東京メトロ東西線木場駅の1つ手前の門前仲町駅
で降りて昼食のお弁当を購入。オフィスまで健康維持のた
め、歩いて出勤します。 

◆出勤　9:15 ～◆出勤　9:15 ～

　案件毎に納品目安日が設定されており、スケジュール管
理はとても重要です。そこで疑問点等がある場合には、主
幹に相談して早めに解決するようにします。

◆◆文献文献検索検索・・精読・指導精読・指導　　15:10 ～15:10 ～

　検索案件の精読と検索を行います。
　文献の読み込みには集中力が必要です。周りの席の人た
ちも集中して取り組んでいるため、とても静かな環境で仕
事を進められます。
　検索業務の合間に、分類付与を行う事もあります。

◆◆文献文献検索検索・・精読精読　9:20 ～　9:20 ～

　審査官への報告は、相手が理解しているか確認しながら、
本願と引用文献の対比ポイントを要領よく説明するように
心掛けています。
　対話では、審査官との信頼関係がとても重要です。

◆◆特許庁とのオンライン対話　13:00 ～特許庁とのオンライン対話　13:00 ～

　定時に館内放送で流れるラジオ体操で心身ともにリフレ
ッシュしています。

◆◆ラジオ体操　15:00 ～ラジオ体操　15:00 ～

　出勤時に購入したお弁当でランチタイム。新鮮なお魚をメ
インとしたお弁当で、午後の仕事にも力が入ります。（オフ
ィス内でも栄養バランスの取れたおいしいお弁当が販売さ
れています。）

◆◆お昼休み（60 分） 　12:00 ～お昼休み（60 分） 　12:00 ～

　夕方からは同好会の仲間と楽しく太極拳。
　中国伝統武術を身につけ、いつまでも若い身体と頭脳を
維持するよう努めています。
　※新型コロナウイルス流行期は活動を自粛しています。

◆同好会活動　18:00 ～◆同好会活動　18:00 ～

１日を知る１日を知る ◆応用光学グループ
　吉田 豊さんの「ある1日」を見てみましょう◆
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魅力を知る魅力を知る

ワークライフバランスのとれた充実した職場 IPCCワークライフバランスのとれた充実した職場 IPCC
❖ ❖ 67 歳、最長 73 歳まで働くことができる67 歳、最長 73 歳まで働くことができる
　主席部員の平均年齢は62.9歳（2022年1月現在）です。60歳以上の方が数多く活躍してい
ます。IPCCに採用される主席部員は、一年契約の嘱託員として、67歳を上限に雇用します。
さらに、業務量の状況にもよりますが、健康面・勤務面等に問題がなく成績良好で働く意欲の
ある方であれば、最長で73歳まで働くことができます。
　また、企業からの出向職員としてIPCCに採用された主席部員は、出向元企業を退職した後、
一定の条件を満たせば、IPCCの直接雇用に切り替わります。
　なお、嘱託員（3年目）の年収は、約630万円（標準的な業務量を遂行した場合）です。

❖ 今までの技術・研究開発の経験を生かすことができる❖ 今までの技術・研究開発の経験を生かすことができる
　IPCCでは、今までの技術・研究開発に関する経験を生かし、新しいことにチャレンジする意欲
のある方を歓迎します。
　なお、IPCCに入団する主席部員のうち、9割近い人が知的財産関係部署での経験がありません。
知的財産関係の知識については、育成研修をはじめ、各種研修を通して、身に付けていただきます。
　そして、育成研修修了後はそれらの知識・経験を活用して長く業務を続けていっていただきます。

❖ ❖ 社会に大いに貢献する仕事ができる社会に大いに貢献する仕事ができる
　IPCCの仕事は、直接社会に大きく貢献する業務です。主席部員の行う先行技術調査は、特許
権の付与に大きく影響します。ひいては、企業の知財戦略や経営戦略、さらには我が国の産業
の発展にも影響するといっても過言ではありません。なお、作成した検索報告書は、特許情報
プラットフォーム（J-PlatPat）を通じて、重要な知財情報として全世界からアクセスされるこ
とになります。

❖ ❖ 常に最新の技術に接することができる常に最新の技術に接することができる
　IPCCでは特許出願の内容を常に見ることになりますので、担当技術分野の最新の技術に接す
ることができます。

❖ ❖ 副主幹さらに主幹（管理職）への登用副主幹さらに主幹（管理職）への登用
　主席部員としての業務実績等に応じて、副主幹さらには主幹（管理職）への登用制度があり
ます。
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❖ ❖ 採用後の手厚い指導・研修体制採用後の手厚い指導・研修体制
　IPCCに採用された主席部員が、特許庁から受注する調査業務を行うためには（独）工業所有権情報・
研修館（INPIT）が実施する「調査業務実施者育成研修」（約2カ月間）を必ず修了する必要があります。
　IPCCでは上記研修を入団後すぐに受講していただきます。 なお、研修中給与も支払われますし、
研修受講費用についてもIPCCで負担します。
　また、IPCC独自の手厚く充実した研修も実施して、育成研修修了をサポートし、財団受講生全員
が修了する事を目指しています。
　加えて、主席部員のスキルを向上させる研修等を随時実施し、各人の能力向上を常に図っています。

❖ ❖ 各人の状況に合わせた勤務形態各人の状況に合わせた勤務形態
　IPCCでは、フレックスタイム制（コアタイム10：00～15：00）を導入しています。
　また、在宅勤務制度により一部の業務については、在宅で行うことが出来ます。
　３年目以降になると目標業務量選択制度が適用され、各人の状況に応じた業務量の増減が可能です。
　68歳以降に適用される調査員制度では、勤務日数の選択（月15日、月10日）も可能です。
　通勤手当は月額上限100,000円が支給されるため、要件を満たせば新幹線通勤も可能です。
　単身赴任手当は、距離に応じて支給（例：大阪、京都、神戸　月額66,500円）されるため、遠方
からの単身赴任者も数多く勤務しており、家賃補助は、賃貸借契約を結んでいる方について、月額上
限50,000円が支給されます。（ただし、調査員は条件が異なります）
　このように、通勤、育児、介護等の各人の状況に合わせた勤務形態・処遇制度になっております。

（ただし、出向者は出向規程によります）

❖ ❖ 全技術分野に対応した業界 No.1 の登録調査機関全技術分野に対応した業界 No.1 の登録調査機関
　IPCCは、1985年に工業所有権に関連する調査を行う機関として我が国で最初に設立されました。
　2004年からは登録調査機関（第1号）として全技術分野の調査業務を毎年継続的に行っており、
現在も最大のシェアを占めています。そのため、過去の技術経験から最適で対応可能な分野を安定し
て担当いただけます。
　なお、入団後、一定期間経過後に担当可能分野を拡大するため、関連する技術分野の研修への受講
を推進しています。

❖ ❖ 高年齢者雇用の工夫が評価され、コンテストに入賞高年齢者雇用の工夫が評価され、コンテストに入賞
　IPCCは、多くの優秀な高齢技術者に活躍いただいている団体で
あり、高年齢者が長い職業人生の中で培ってきた知識や経験を職場
で有効に生かしていることが評価され、厚生労働省及び独立行政法
人高齢・障害・求職者雇用支援機構が主催する高年齢者雇用開発コ
ンテストにおいて、優秀賞を受賞しています。
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❖ 安全で❖ 安全で整備された職場環境整備された職場環境

執務室内風景 オンライン対話室

❖ ❖ 充実した業務支援体制充実した業務支援体制
　IPCCでは、主席部員が様々な業務を円滑にお
こなっていただけるよう、各部門内に業務支援部
員を配置し、各種案件の配布や、納品物チェック、
執務環境の整備、業務上必要な技術専門書の購入
管理等を行っています。
　さらに、パソコン操作に関するヘルプデスクも
常時開設しています。
　また、新規入団された方が、配属された部門の
業務に早期に慣れ親しんでいただくためのサポー
トも充実しています。

業務支援メンバー

　IPCCでは、特許庁の審査官が用いている機器と同じ機器を用いています。また、座席間のパーテ
ィションの設置もしています。加えて、IPCC独自の検索報告書作成や、分類付与の業務を効率化す
るための多数のソフトを利用可能としています。
　また、特許庁審査官と対話をするためのオンライン対話室も設置しています。

❖ ❖ えるぼし認定を取得　えるぼし認定を取得　
　2021年11月に女性活躍推進法に基づく「えるぼし
認定」について、厚生労働大臣より優良企業（3段階目）
に認定されました。
　IPCCは今回の認定を励みに、より一層働きやすい
環境づくりに取り組んで参ります。
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❖ ❖ 安心できる健康管理安心できる健康管理

❖ ❖ 多種多様なクラブ活動多種多様なクラブ活動
IPCCでは職員の親睦や心身の健康維持を図るため、数多くのクラブが活動しています。

健康管理室

マッサージ室

　IPCCでは産業医が常駐する健康管理室を設置して
おり、内科一般の健康相談やメンタルヘルス相談を実
施しています。また、ご自身が利用する医療機関との
オンライン診療の受診等を行うためのオンライン診療
スペースも利用できます。
　また、毎年、Ｘ線直接撮影、心電図、エコー検査等、
約25項目もの定期健康診断及び業務の特殊性を考慮
した精密なＶＤＴ検査を実施しています。
　さらに、オフィス内でヘルスキーパーによるマッサー
ジをいつでも安価に受けられる体制を整えています。
　その他、インフルエンザ予防接種費用の補助や財
団内での新型コロナウイルス感染予防、感染拡大防止
のため、マスクの常時着用、手指消毒の徹底、「3密」
の回避等、各種対策を実施しています。
　また、新型コロナウイルスの職域接種も実施しました。

1. テニス同好会 2. 健歩会 3. 野球同好会

4. 楽走会 5. スキークラブ 6. 太極拳同好会

7. フットサル同好会 8. 山楽会 9. 健康増進くらぶ

12. 自転車同好会11. 水泳同好会10. 卓球同好会
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※2019年撮影

15. ブリッジ同好会14. 将棋倶楽部13. 楽碁会

17. 釣友会 18. パソコン同好会16. ダーツクラブ

37. 中文同好会 38. ロマンス語同好会

20. 楽理会19. ハムクラブ 21. マジッククラブ

23.  ソバリエ倶楽部22. ものつくり工場見学同好会 24. 楽謡会

29. 吟遊会28. 写真倶楽部 30. 陶芸倶楽部

26. 楽書会25. カンナ俳句会 27. 遊画会

35. 尺八同好会34. 弦楽アンサンブル 36. 楽英会

32. アタゴスピリッツバンド31. 漢詩同好会 33. 合唱団
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達成感や社会貢献を感じられる仕事です

　主に洗濯機や掃除機等の家電分野を担当しています。元々の専門分野ではありませんが、機
械系の設計者としての経験は十分に生かせています。担当した案件の技術内容が、自宅にある
掃除機とそっくりだったときは、実際に掃除機を分解して構造を調べてみたこともあります。
不得意分野の案件は、その分野の知識を広げるチャンスと捉えて取り組むようにしています。

設計者の経験が生かせる

　基本的に一人で業務を行うので、自分のペースで仕事を進めることができます。フレックス
タイム制が導入されているので、ワークライフバランスを取りやすい環境です。３年目以降は
自分の希望する収入に合わせて業務量を選択することができます。実際に私の先輩は業務量を
増やして取り組んでいます。

自分のペースで進められる

　先行技術調査は宝探しのようなものです。宝（欲し
い文献）がありそうな場所（特許分類）を探しあてる
ことが喜びであり、この業務の楽しみです。納期が決
まっている分、その都度達成感や社会への貢献を感じ
ることができます。また新人の指導役も担当するよう
になったので、今後は業務のフォローもしながら次の
世代の役に立てればと思います。

先行技術調査は「宝探し」

先輩を知る先輩を知る

機械B部門 生活機器グループ

埴生 厚秀
（2015年10月入団／電機メーカー出身）
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調査業務をするならIPCCがベストだと思います。登録調査
機関の中で一番大きな組織ですし、同じ技術区分の人がたくさんいるので、さまざまな情報交
換ができます。独自の検索ツールやオンライン対話専用ルーム、優秀な業務支援スタッフなど、
すべてが整っているので業務以外のストレスがありません。業務に全力を向けられます。

調査業務をするなら IPCC 

　所属グループ内では若手の主席部員同士でランチ会
を定期的に開いています。審査官の情報を共有したり
担当する案件について相談したりして、いい距離感を
保っています。最近はコロナ禍で開催できていません
が、月１回の女子会があり、異なる分野の女性主席部
員同士がリフレッシュの場として非常に有効に活用し
ています。

ほどよい距離感、良いリフレッシュ

　調査業務には、人生後半における「自分のあり方」を整えてくれる側面があると思います。
集中するためには頭のスイッチをうまく切り替えなければなりませんし、長くこの仕事を続け
るためには健康にも気を使うようになります。計画的に仕事を進めるためには、問題を早めに
判断し、ときには周囲に頼ることも重要です。審査官との対話を通じて、相手の考えを汲み取
る柔軟性、評価を受ける側としての謙虚な姿勢が大切だと身に沁みて感じるようになりました。

柔軟性と謙虚な姿勢を大切に

業務に全力を向けられる環境です

電気部門 インターフェイスグループ

小田原 都子
（2015年７月入団／電機メーカー出身）
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　野球同好会に入団当初から所属し、コロナ禍前は幹事として毎週の練習や公式戦（パテント
杯）、年２回の合宿運営に関わっていました。全国各地の還暦チームと親善試合を行い、親睦を
深める機会もあります。以前は３度目の海外遠征で台湾に行きました。メンバーには80歳超の
OBもいて、野球のことはもちろん業務の話でも大いに盛り上がります。年齢に関係なく、仲
間の個性がキラキラしています。同好会はIPCC生活に幅と厚みを与えてくれる場所です。

すごく充実した同好会活動

　INPIT（（独）工業所有権情報・研修館）の研修は身につける知識や試験も多く苦労しました。
並行して行われるIPCC独自の研修は、知財経験のない私でもきちんと取り組めば合格できるカ
リキュラムになっており、同期入団の仲間たちと勉強会を開くなどして無事に乗り切ることが
できました。着任当初、指導者である主幹にはあまり複雑でない案件から担当するように配慮
してもらえましたし、現在でも特許庁審査官との対話の前にチェックを受けています。１件１
件きめ細かく丁寧に見てもらえることで、方向性を定めて対話に臨むことができます。

知財未経験でも大丈夫

　調査業務の成果は審査官による評価点が１件ごとに
つきます。やりがいの指標の一つであり、業務推進の
ための大きな原動力になっています。時間をかけて作
成した検索報告書の苦労を、審査官に理解していただ
けたときはとてもうれしいですし、大きな励みになり
ます。

審査官の評価を励みに

仲間の個性がキラキラしています

機械A部門 住環境グループ

鵜澤 康久
（2013年１月入団／ガラスメーカー出身）
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定年を迎える２年前に出身企業からの出向主席部員として入
団しました。入団前の５～６年間は管理業務が中心だったので、自分の専門技術分野に一日中
没頭でき、最後まで全うできるIPCCの業務はまさに「技術者としての夢」でした。入団初日か
ら専門技術用語を使える喜びは今でも覚えていますし、やっと“自分の畑”で仕事ができる精神
的な潤いを感じました。

専門技術分野に没頭できる喜び

　70歳を過ぎた現在でもフルタイムで勤務していま
す。「目標業務量選択制度」を利用して業務量を抑え
たので、以前より時間にゆとりができました。業務量
や勤務日数は毎年変更でき、体調や都合に合わせて調
整できる点はありがたいです。充実した定期健康診断
とVDT検診は毎年欠かさず受診し、毎日15時にフロ
アに流れるラジオ体操にも参加しています。

選べる業務量、勤務日数

　特に優れた調査業務を行う「調査業務品質優秀者」に2018年度に選
出され、誇らしく思いました。専門分野の技術経験を生かして第二の人
生を充実させたい人には絶好の職場です。給与面においても、企業の再
雇用に比べてIPCCの待遇は手厚いと感じます。素晴らしいサポート体制
が整っていますので安心して来てください。

「調査業務品質優秀者」に選出

技術者としての夢がかないました

化学部門 高分子グループ

伊藤 順一
（2008年４月入団／化学メーカー出身）
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　検索業務は審査官の立場と出願人の立場の両方を考えて行います。入団前は出願人の立場で
したので、出願人が拒絶理由をもらった際に納得してもらえるような文献を審査官に提示する
ようにしています。自分で抽出した文献が実際の拒絶理由通知書や特許査定に使用されるので、
責任は重大ですが産業界に非常に貢献できる仕事だと自負しています。

審査官と出願人、両方の立場で

　多くの主席部員は第二の職場としてIPCCに入団します。みな人間的な経験も豊富で、執務室
も新しくて広いので、非常に明るい職場です。IPCCには独自の検索ツールがあり、優秀なスタ
ッフがPCやツールの使用方法を丁寧にサポートしてくれます。検索ツールの活用法についても
講習会が開催されており、至れり尽くせりの環境です。

至れり尽くせりの勤務環境

　今後はより多くの新人を採用し、グループ全体で
高品質で効率のよい検索業務ができるようにしてい
きたいです。業務習熟への一番の近道は「どれだけ
周囲の人に聞けるか」だと思います。自分自身がたく
さん助けられたように、指導というよりは「良き理
解者」として周囲の主席部員に接していきたいです。

習熟の近道は「どれだけ周囲の人に聞けるか」

機械B部門 繊維包装機械グループ

小俣 隆
（2014年４月入団／電機メーカー出身）

副主幹として「良き理解者」を目指します



書類審査
◆資格要件（学歴、科学技術経験年数）のチェック
◆技術的経歴等のチェック（募集技術分野とのマッチング）

技術面接（WEB）
●応募者が担当技術分野の特許公報（ホームページの募集技術分野一覧参照）
　に記載の発明内容について説明
・技術的理解力（発明のポイント把握能力も含む）の評価
・説明能力の評価
・コミュニケーション能力の評価
◆英語文献読解力の確認

採用内定→入団
・入団時期は原則４月、７月、１０月、１月です。　※採用内定は遅くても入団日の１ヶ月前までに決定

◆書類審査通過後、技術担当が技術経験等のお話を聞かせていただきます。

一般面接（WEB）

応募（事前相談も可）

●応募フォーム（ホームページ参照）から申し込み（随時受付）

※既に調査業務実施者の資格を所持している方も応募可能です。

【サーチ結果報告面接】 
●上記特許公報について先行技術調査の結果の説明（主席部員業務の体験）
・業務への適性確認
【役員面接】
●IPCCでの業務の認識度、意欲の確認等

サーチ結果報告面接と役員面接（対面）※原則同日に実施

約
１
週
間
後

約
１
〜
２
週
間
後

約
２
〜
４
週
間
後
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採用までの流れ採用までの流れ 個人で簡単に応募できるフォームとなっています。
推薦や紹介等は特に必要ありません。
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よくある質問

全技術分野で募集しております。詳細はホームページの「募集技術分野一覧」をご覧下さい。
　募集技術分野一覧では、全技術区分で募集していますが、特に募集する分野では、分野名・
IPCカバー範囲・当該分野の例示用特許文献番号（技術面接試験問題）等の詳細な内容を載せ
ています。例示の特許公報については、記載の技術内容をご理解いただけるかどうか、応募（推
薦）にあたっての参考として下さい。また、特に募集する分野は随時更新していますので、マ
ッチした分野がない場合（採用時期も含む）も、個別の相談にも応じますのでご遠慮なくお問
い合わせ下さい。

➢➢　募集分野を知りたいのですが　募集分野を知りたいのですが

できます。
　知財部の所属、特許出願や先行技術調査経験の有無は関係ありません。
これらの経験がなくても、業務に必要な知財に関する知識は、充実した研修を受けて修得して
いただけますので、技術・研究開発に関する経験が十分おありの方はご心配無用です。
　また、ポスドク等で専門技術を有している方も応募可能です。

➢➢　知財の経験がなくても応募できますか　知財の経験がなくても応募できますか

　IPCCの実務は一人前になるまでに2年～3年程度を要すること等を勘案し、原則、採用時年
齢は60歳以下とさせていただいています。ただし、採用困難分野や、既に調査業務実施者の資
格を有する方等については、この限りではありません。

➢➢　60 歳以上でも応募できますか　60 歳以上でも応募できますか

　簡単にできます。実際、多くの方が個人で直接応募されていますので、ホームページからご応募
ください。なお、推薦や紹介等は必要ありません。

➢➢　個人で直接応募はできますか　個人で直接応募はできますか

　ホームページから、応募書類（先行技術調査及び分類付与技術者候補者リスト）をダウンロ
ードの上、必要事項を明記し、採用エントリーのお申込みフォームからご応募ください。なお、
郵送での応募は受け付けておりません。ご不明の際は、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

➢➢　応募方法について教えて下さい　応募方法について教えて下さい

ありません。
　高等学校卒業の方で優秀な技術者がいらっしゃるのは承知していますが、調査業務実施者の
資格要件が法律で規定されています。大学、短大、高専を卒業し、一定期間以上の科学技術事
務経験のある方に限られています。

➢➢　高等学校卒業でも応募資格はあるのでしょうか　高等学校卒業でも応募資格はあるのでしょうか
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よくある質問

　エントリーした技術分野における提示された公報の理解不足、説明力不足によるものが主で
す。面接は、特許庁審査官への対話報告を想定して行います。

➢➢　面接で不合格となるのはどのような場合ですか　面接で不合格となるのはどのような場合ですか

　入団3年目以降は業務量のコースを選択することができます。また、フレックスタイム制を
導入していますので、個々の状況に応じた勤務形態をとることができます。
　さらに、介護休業制度（入団1年後から適用）もあります。

➢➢　介護と両立することは可能ですか　介護と両立することは可能ですか

※IPCC業務システムのキャラクター

一般財団法人　工業所有権協力センター（IPCC）
人材開発センター　開発部　採用課
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ：https://www.ipcc.or.jp

　　　TEL：03-6665-7852　　　FAX：03-6665-7886
　　　　　　　　　　E-mail：ipcc-jin@ipcc.or.jp

募集に関する詳細は、HPまたは、QRコードからもご覧いただけます。→

◆お問い合わせ先◆
さーち子さん※ つけつけ君※

　フレックスタイム制度や育児休業制度（入団1年後から適用）等もあり、働きやすい職場と
考えています。是非、子育て中の方でもたくさん応募していただければと思います。

➢➢　育児しながらでも勤務できますか　育児しながらでも勤務できますか

　育成研修を確実に修了するための手厚く充実したサポート体制を用意していますので、知財
の経験がない方でもご心配いりません。

➢➢　　知財の経験がなくても育成研修を修了できますか知財の経験がなくても育成研修を修了できますか



専門技術者（主席部員）採用

（一財）工業
所有権
協力センター

永代通り 東京メトロ　木場駅

三
つ
目
通
り

2022040700

東京メトロ東西線「木場駅」4番出口から徒歩約5分

■ アクセス

〒135-0042
 東京都江東区木場1－2－15　深川ギャザリア ウエスト３棟
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