
 

平成２７年度事業計画の実施について  

 

～世界最高の知財立国を目指して行動しよう！～ 

 

 

 重点政策  

 

（１）日本弁理士会の総力を結集した地域知財活性化活動を展開し

ます 

（２）世界をリードする知財システム実現のために行動します 

（３）ユーザのニーズに合った多様な人材の育成を強化します 

（４）事務所の経営基盤強化を支援します 

（５）政策を実効あらしめるため日本弁理士会の組織強化を図りま

す 

（６）知財制度、弁理士制度の普及・広報活動を強化します 



 

 

（１）日本弁理士会の総力を結集した地域知財活性化活動を展開し

ます  

 

①「弁理士知財キャラバン」の立ち上げ  

訪問型支援により、中小企業に、知財戦略・知財経営の重要性に気づきを与え、知的

財産の積極的活用を促す。 

 

 弁理士知財キャラバン事業の実施状況について 

１．事業内容 

  中小企業からの申請により、知財コンサルティングのスキルをもった弁理士（支

援弁理士）を最大 3 回対象の中小企業に派遣し、概ね、①ヒアリング、②課題の摺

合せ、③戦略提案、という手順でコンサルティングを行い、共に課題を解決する。 

派遣に係る弁理士報酬と交通費は弁理士会が負担している。 

 

２．履修支援員となるための研修及び履修支援員数について 

  全 5 日間（5 回）からなる支援員養成研修を実施中である。研修内容は基礎編（全

3 回）と実践編（全 2 回）からなり、すべての科目を修了し、かつクライアント向

け訪問型コンサルを実施した後に報告書を提出した者が履修支援員となることが

できる。 

(1)受講状況 

・第 1 クール 期間：H27.7/13～9/16 ／ 受講者数：488 名（全 5 回受講者数 

348 名） 

・第 2 クール 期間：H27.10/26～H28.1/21 ／ 受講者数：134 名（全 5 回受講

者数 84 名） 

(2)履修支援員 

研修の結果、161 名が履修支援員になった（内訳：北海道 6 名、東北 7 名、北陸

10 名、関東 76 名、東海 20 名、近畿 23 名、中国 6 名、四国 2 名、九州 11 名）。 

 

３．広報活動について 

(1)チラシとポスターを作成して（後述の）地域キャラバンから外部機関に対して

事業の説明とともに配布し、ＰＲに努めた。 

(2)新聞、知財関係の雑誌等への広告や記事の掲載を行った。 

(3)当会のホームページに弁理士知財キャラバンのバナーを設けてＰＲするととも

に、申請者がより申請しやすくするため、申請用紙への記入以外に、ホームペ

ージからでも申請できるようにした。 

(4) (独)中小企業基盤整備機構や日本商工会議等に対してキャラバン事業の説明を

行い、本事業への協力を要請した。 



 

(5)全 9 支部で 17 の地域キャラバンを立ち上げ、各地域キャラバンが地元の地方公

共団体や商工会議所等に対して広報活動を行った。 

 

４．申請件数について 

 17 件の申請（内訳：北海道 1 件、東北 2 件、関東 8 件、東海 2 件、近畿 4 件） 

9 件終了、7 件進行中、1 件中止 

 

５．コンサルティング件数について 

 177 件（申請 16 件 +クライアント向け訪問型コンサル 161 件）。 

 

②「知財フォーラム in 鹿児島 2015」の開催  

●日時：平成 27 年 12 月 18 日（金）13:30～15:30 

●場所：鹿児島城山観光ホテル 

●講演：Ⅰ．「眠った知財を掘り起こせ～知財を活かしてヒット商品を鹿児島から

～」 

講師：高橋副会長 

Ⅱ．「知的財産を活用して売上をアップしよう！～弁理士がお手伝いしま

す！～」 

講師：橋本副会長 

●参加：171 名（中小企業、金融機関、大学、地方公共団体など） 

 

③ 特許庁の地方拠点設置への働きかけ  

関西などに、特許庁の地方拠点を設置して、面接審査や審判を利用しやすくするなど、

地方の出願人の利便性を向上させるように働きかける 

 

 取組み状況 

地方の出願人の利便性向上を図るため、特許庁の巡回審査の広報に協力した。ま

た、特許庁が「TV 面接審査」の利用促進を考えており、日本弁理士会としても、TV

面接審査の会内での周知、説明会の実施、研修会などを行うよう検討している。 

 



 

 

（２）世界をリードする知財システム実現のために行動します     
  

世界の審査を先導するためにユーザの立場に立って貢献し、世界の知財システムを

縦横に活用したグローバルな知財戦略を主導していく。また、損害賠償額、侵害立証

手段など実体面でも知財の権利強化を図る必要がある。そのために、特許、意匠、商

標等の専門委員会及び国際活動センターと連携し、政策提言、交渉、外部連携を進め

るための実行部隊を立ち上げる。 

 

 

①「知財システム検討委員会」の新設  

  

グローバルドシエ、PLT、e-PCT など弁理士を取り巻く環境の国際的な動きに迅速か

つ適切に対応するため、知財システム検討委員会を新設し、国際活動センター、各専

門委員会などと連携しつつ、活動している。 

 

②「プレジデントミーティング」の開催  

 

<第 1 回> 

●日程：2015 年 7 月 1 日（弁理士の日） 

●場所：ホテルオークラ東京 

●参加：7 団体（日本、中国、韓国及びシンガポールの弁理士団体、APAA・AIPLA・

FICPI） 

●概要：知財システムに関する国際的動向の確認、国際的な知財システム構築に

代理人が関与していく重要性、情報交換、意見交換を重ねて、よりよい

知財システムについて提言していくことを確認した。 

 <第 2 回> 

●日程：2016 年 1 月 14 日 

●場所：ホテルオークラ東京 

●参加：10 団体（日本、中国、韓国、タイ、シンガポール、オーストラリア及び

イギリスの弁理士団体、APAA・AIPLA・FICPI）が参加 

●概要：各国の知財に関する状況の報告、各国の事情を尊重したグローバルな知財制度

構築の方向性、各国の弁理士の果たすべき役割などさらに踏み込んだ議論をし

た。 

その成果として、共同宣言書（The Declaration of the 2nd President Meeting）

へ各団体の代表者が署名し、更なる協力体制を築いた。 

 

 



 

③ 知財戦略、知的財産推進計画への対応について  

 

 取組み状況 

平成 27年 5月に、知的財産推進計画 2015策定に向けて 2通の意見書を提出した。

1 通は知財計画全般に亘る意見書で、(1)地方における知財活用促進、(2)産業財産

権分野におけるその他の重要検討事項、(3)アーカイブの利活用、(4)コンテンツ分

野におけるその他の重要検討事項に関するものである。 

もう 1 通は知財紛争処理に関する意見書で、(1)証拠収集手続、(2)権利の安定性、

(3)損害賠償額、(4)差止請求権、(5)中小企業支援、(6)情報公開・海外発信、(7)

地方における知財司法アクセスに関するものである。 

さらに、平成 27 年 12 月には知財訴訟委員会より内閣官房知的財産戦略本部知財

紛争処理システム検討委員会に対し、知財訴訟における証拠収集手続についての意

見書を提出した。加えて、平成 27 年 12 月から平成 28 年 1 月にかけ、同委員会の

検討資料として、証拠収集手続及び損害賠償額に関し、過去に当会で行った検討の

結果（答申書）を提供し、弁理士委員を通じ、現状の知財システムの課題を訴えた。 

また、平成 28 年 1 月に、知的財産推進計画 2016 策定に向けての意見書を提出し

た。内容は、(1)知的財産の創造（知財教育の充実等）、(2)知的財産の保護（産業

財産権制度の充実や著作権制度の構築）、(3)知的財産の活用（中小企業支援に資す

る制度構築等）、(4)知財紛争処理（差止請求権、権利の安定性、証拠収集、損害賠

償、中小企業支援等）に関するものである。 

 

④ 各種政策提言、意見書等の提出について  

 

各附属機関、委員会で意見募集やパブリックコメントに対応し、政策提言や意見書を

提出している。 

 

 取組み状況 

１．職務発明制度の見直し関連 

職務発明制度の見直しについては、特許庁の「産業構造審議会知的財産分科会」

のもとに特許制度小委員会が設置され、当会からも委員を推薦し検討に加わって

いる。当会の特許委員会においても検討を行い、特許庁が実施した「改正特許法

第 35 条第 6 項の指針案」に対するパブリックコメントに対し、意見を提出した。 

 

２．営業秘密保護法制の見直し関連 

   営業秘密保護法制の見直しについては、経済産業省の「産業構造審議会知的財

産分科会」のもとに営業秘密の保護・活用に関する小委員会が設置され、当会か

らも委員を推薦し検討に加わっている。会内には産構審営業秘密小委員会サポー

トワーキンググループを設置、検討を行い、経済産業省が実施した「秘密情報の

保護ハンドブック～企業価値向上に向けて～(案)」に関するパブリックコメント



 

に対し意見を提出した。 

 

３．その他 

   上記の他にも、WIPO が実施した「SCT の国名保護の修正提案」への意見書や、

中国国務院が実施した「中国専利法改正案」についてのパブリックコメントに対

する意見書、特許庁が実施した「特許法施行規則等の一部を改正する省令案」、「特

許・実用新案審査基準改訂案」、「特許法施行規則の一部を改正する省令案」、「画

像デザインの保護の在り方について(案)」、「商標審査基準改訂案」、「特許法等の

一部を改正する法律の施行に伴う関係政令案」、「特許法等の一部を改正する法律

の施行に伴う関係省令案」に関するパブリックコメントに対して意見書等を提出

した。 

 

⑤ 国際活動センターの活動状況  

 

 海外の知財関係団体との会合について 

以下の団体との会合を実施した（意見交換会、会員向けのセミナーを開催したもの

も含む）。 

(1)AIPLA（米国知的財産法協会）    (6)EPO（欧州特許庁） 

(2)CNCPI（フランス弁理士会）     (7)CIPA（英国公認特許代理人協会） 

(3)ACPAA（中華全国専利代理人協会）  (8)FICPI（国際弁理士連盟） 

(4)CTA（中華商標協会）        (9)KPAA（大韓弁理士会） 

 (5)IPO（米国知的財産権者協会）    (10)IPOS（シンガポール知的財産庁） 

 

 国際会議への出席状況について 

 これまでに、以下の会合に委員を派遣した。 

(1)AIPPI 総会・各国弁理士会サミット“ Global Network of  National IP 

Practitioners” 

(2)AIPLA“2015 Annual Meeting Pre-Meeting” 

(3)INTA“the 137th Annual Meeting of the International Trademark Association” 

(4)WIPO“the 22nd session of the Standing Committee on the Law of Patent(SCP)” 

(5)WIPO“the seventh session of the Patent Cooperation Treaty（PCT）Working 

Group” 

(6)WIPO“The Madrid Working Group Roundtable 及び The thirteenth session of 

the Working Group on the Legal Development of the Madrid System for the 

International Registration of Marks” 



 

(7)WCO“the 12th WCO Counterfeiting and Piracy (CAP) Group Meeting” 

(8)WIPO“The thirty- fourth session of the Standing Committee on the Law of 

Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications（SCT）” 

(9)AIPLA“2016 Mid-winter Institute Pre-Meeting” 

 

⑥ WIPO との協力関係  

 

 取組み状況 

１．パーマネント・オブザーバー 

オブザーバーの地位を有し、WIPO が開催する SCP、SCT などの会合に出席し、

日本弁理士会としての発言、情報提供などを行い貢献している。 

 

２．WIPO GREEN パートナー 

   日本弁理士会は、本年 2 月、WIPO が提供する環境技術のマーケット・プレイス

である「WIPO GREEN」のパートナーとなった。環境技術の取引に関する協力をし

ていく。 

 

３．仲裁センターの協力関係 

   日本知的財産仲裁センター（日本弁理士会と日本弁護士連合会の共同設立）と

WIPO 仲裁センターは協定を締結し、情報交換、セミナー開催などの協力関係を構

築している。 

 

４．ガリ事務局長来会 

   本年 2 月 18 日（木）にガリ事務局長をはじめとする WIPO メンバーが来会し、

ランチミーティング及び「WIPO GREEN」への JAPAN パートナー参加の署名式を行

った。 

 



 

 

（３）ユーザのニーズに合った多様な人材の育成を強化します  

 

① 知財経営コンサルティングのスキルを持った弁理士の育成  

知財経営コンサルティングのスキルを持った弁理士を多数輩出することにより、弁理

士の活躍する知財の裾野を拡大する。また、コンサル業務を行うことにより、他士業

との連携を強め、知財経営コンサルティングのニーズ発掘の機会を増やす。これらに

より、中小企業を中心とした知財の底上げを図る。 

 

 取組み状況 

(1)知財ビジネスアカデミーの講座として知財経営に関連するコースを全 16 コース

設定し、開催した（東京 10 コース、大阪 5 コース、名古屋 1 コース）。 

(2)知財コンサルティング委員会ではコンサルティングに関連する研修を全国 4 支部

で開催した。 

(3)ｅラーニングコンテンツの中から、知財経営、コンサルティングの観点から有用

と思われる科目をピックアップして、会員に周知した。 

 

② グローバル人材の育成  

世界の知財システムを縦横に活用してグローバルな知財に関する支援できるグロー

バル人材の育成に力を入れる。また、意欲のある若い弁理士のために海外留学の支援

を行い、海外留学の支援対象会員には日本弁理士会の海外窓口担当者として活動して

もらう。 

 

 取組み状況 

１．各種セミナーの開催 

a．国際活動センター 

   ●「欧州特許の全体像と欧州出願戦略セミナー」 

●「Recent developments at the EPO セミナー」 

●「米国判例セミナー（研究成果報告）」 

●「米国実務セミナー（研究成果報告）」 

●「海外合同派遣団によるマレーシア及びシンガポールにおける特許・商標審

査実務の現地調査報告」 

●「アジア地域（中国等・インド・アセアン）における判例・実務セミナー」 

●「シンガポール知的財産庁(IPOS)によるセミナー」 

 

b．中央知的財産研究所 

●「第９回会員向け研究発表会」 



 

（講師は「続・複数の知的財産法による保護の交錯」研究部会及び「知的財

産と国境」研究部会の研究員） 

●「中央知的財産研究所設立 20 周年記念（第 13 回）公開フォーラム」 

（講師は飯村敏明前知財高裁所長、清水節知財高裁判事のほか「進歩性に

ついて－更なる研究－」研究部会の研究員） 

 

c．知的財産価値評価推進センター 

●「海外における知財を含む資産評価について」 

 

d．その他委員会 

(1)貿易円滑化対策委員会 

●「東南アジアの知財制度と模倣品対策セミナー」 

●「企業の模倣品対策の実態と税関における模倣品取締り制度の活用セミナ

ー」 

●「メキシコ知財と模倣品市場セミナー」 

●「企業の模倣品対策の実態と弁理士が行う税関手続についてセミナー」 

 

(2)特許委員会 

●「『発明の技術的範囲』と『発明の要旨認定』との間に、ダブルスタンダ

ードは存在するか？」 

●「記載要件の判断に関しての近年の審決・判決の傾向」 

※いずれも（一社）日本知財学会主催の第 13 回学術研究発表会の協賛セ

ッション 

●「特許委員会公開フォーラム」 

 

(3)農林水産知財対応委員会 

●「農業関連知財及び養父農業特区を含む但馬地域における農産品展開と知

財セミナー」 

 

２．英語版の実務者養成講座 

英語によるコミュニケーション能力と積極姿勢を習得してもらうため、英語での

プレゼンテーション、ディスカッション等を中心とした英語版の実務者養成講座を

次年度に実施できるよう準備中である。 

 

③ 専権業務のスキルアップ  

「弁理士育成塾」の充実及び継続。 

 

 取組み状況 

前年度に引き続き 3 クール、計 100 時間の講義と明細書の作成・添削を基本とし



 

た弁理士育成塾の講義を全 6 クラス（東京 4/大阪 2）開講し、実施した。受講者数

は 50 名。 

目標人数は 70 人であった。次年度は、時間数の軽減（100 時間→70 時間）、受講

費用値下（45 万円→30 万円）などの対策により受講者数の増加を考えている。 

 

④ 企業内弁理士に対する支援  

企業内弁理士の企業における活躍をサポートするための知財戦略等の研修プログラ

ムを充実させる。また、企業内弁理士の相互の情報交換、あるいは企業内弁理士と事

務所弁理士の相互の情報交換を図るため、企業弁理士知財委員会を継続させる。 

更に、使命条項を踏まえた企業内弁理士の社会的役割についても検討する。 

 

 取組み状況 

１．研修の企画 

(1)「知財紛争における企業内弁理士の役割と期待」と題するテーマで、飯村敏

明弁護士を講師として、紛争解決に向け企業弁理士が果たせる役割等に関す

る研修を行った。 

(2)「企業弁理士のための交渉術（入門編）―特許ライセンスロールプレイ―」

と題するテーマで、細井大輔弁護士による研修を開催した。 

(3)「秘匿特権に関する米国訴訟判例研究からみた企業内弁理士の米国訴訟との

かかわり」と題するテーマで、服部健一米国弁護士・弁理士による秘匿特権、

米国訴訟に関する研修会を開催した。 

 

２．研修フェスティバルへの参加 

平成 27 年度第 1 回研修フェスティバル東京及び 8 月に大阪で開催された第 1

回研修フェスティバル大阪に「企業内弁理士からみたパテントプールとパテント

トロールの調査報告」をテーマに参加した。第 3 回研修フェスティバル東京には

「企業弁理士の実務」をテーマに参加した。同テーマで、大阪（1/14）と名古屋

（1/26）に研修所主催研修に講師を派遣した。 

 

３．交流会の開催 

企業弁理士・事務所弁理士が普段抱えている課題についてグループディスカッ

ションを行い、各参加者に課題解決のきっかけを提示し、併せてディスカッショ

ンを通じ各参加者が業務上の有益なアドバイスを受け取る場として弁理士の活

性化を目的とした交流会を東京と大阪で開催した。テーマには「企業と事務所の

Win-Win 連携、グローバル知財戦略等」を掲げた。 

 

４．日本知財学会第 13 回年次学術研究発表会への参加 

12 月に東京大学本郷キャンパスで開催された、日本知財学会第 13 回年次学術

研究発表会のオーディナリー・プレゼンテーション部門に参加した。テーマは「パ



 

テントプール並びにＮＰＥ活用による企業の知財戦略現状と可能性」他だった。 

 

５．論文の寄稿 

パテント誌平成 28 年 1 月号「特集 企業内弁理士」に「国内外における企業弁

理士に関する統計と企業内業務の実態」他 4 件の論文を寄稿した。 

 



 

 

（４）事務所の経営基盤強化を支援します   
  

弁理士の経営環境が厳しくなっている昨今、日本弁理士会は、ユーザの利益を守る

ため会員規律の向上を図ると共に、事務所の経営基盤強化の支援策として下記の施策

を実行する。 

 

① 特許事務所の収益構造の改善  

現在の特許事務所の収益構造を分析し、これを改善するための方向性について研究及

び提示する。 

 

 取組み状況 

経営基盤強化委員会では、特許事務所における業務の原価を計算し、その計算結

果に基づいて収益構造を分析することを可能とする経営分析システムを作成した。

会員が自己の事務所における各種の業務の原価を計算し、その結果を業務種類別、

顧客別、部署別、あるいは担当者別といった要素で集計することによって、事務所

の収益構造を把握し、改善するための判断材料とすることができる。 

特許事務所の経営者、共同経営者、又は特許業務法人の社員である弁理士を対象

として、東京・大阪・名古屋で説明会を開催し、会員向けの試験的運用を開始した。 

 

② 経営改善相談員の派遣  

法人化や個人資産の評価等、特許事務所に特化した専門のアドバイスや、事業承継に

関わる様々な問題についての専門的なアドバイスができる専門家を経営改善相談員

として提携し、事務所に紹介することにより、事務所の経営改善を支援する。 

 

 取組み状況 

経営基盤強化委員会では、特許事務所に特化した経営相談員の派遣体制について

検討した。 

公認会計士協会及び中小企業診断士協会を訪問し、特許事務所の経営に詳しい会

員の有無を確認したが、いない旨の回答であったので、特許事務所の内情等を経営

基盤強化委員がレクチャーし、テストケースとしていくつかの事務所に相談員候補

者を派遣するなどして、経営相談員を要請する必要があることが分かった。 

このような要請を受けてもらうことは相談員候補者にとっても負担となるので、

まずはその負担に見合うだけのニーズがあるか否か確認するため、会員へのアンケ

ート調査を実施した。 

 

③ 事業承継システムの充実  

事業承継に係る弁理士間又は事務所間のマッチングの効率を挙げるため、現在稼動し



 

ているシステムの問題を検証すると共に、システム改修やマッチングに向けたイベン

トを開催する。 

 

 取組み状況 

経営基盤強化委員会主催により「弁理士業務の引継・連携に関するセミナー兼意

見交換会」を開催した。セミナーでは、講師が弁理士業務の引継・連携に関して経

験を踏まえた内容をもとに講演し、その後、参加者をグループ分けして、意見交換

会を行った。 

現在、上記セミナー兼意見交換会において実施した、アンケートの結果を分析し、

次年度も実施する予定である。 

 

④ その他  

弁理士が利用できる、中小・ベンチャー企業の海外進出を促進するためのパンフレッ

トを作成した。 



 

 

（５）政策を実効あらしめるため日本弁理士会の組織強化を図りま

す  

 

① 組織強化のための組織改革の継続検討 

平成 26 度総会決議された以下の組織改革の方向性に基づき、実現可能な組織改革に

ついて実現を図っていく。 

 

1) 知的財産権制度及び弁理士制度の発展を推進する組織 

Ⅰ.知的財産権制度及び弁理士制度についての高度な知識を有する人材を育成で

きる組織 

Ⅱ.知的財産権制度及び弁理士制度についての政策を継続的に議論、提言できる組

織 

2) 地域経済及び地域産業の発展に貢献できる組織 

Ⅰ.支部の主体性を尊重しつつ、本会及び支部が一体となって、知的財産の側面か

ら中小企業支援及び地域活性化に積極的に貢献できる組織 

Ⅱ.支部の事情に応じて、支部の活動を本会が強力にバックアップするとともに、

相互に協力できるよう支部間の連携を強化した組織 

3) 企業のグローバル展開を支援できる組織 

  Ⅰ.企業の海外展開に際して、知的財産の観点からのマネジメント情報及び現地情

報を効果的に収集するとともに発信できる組織 

  Ⅱ.中小・ベンチャー企業の海外事業展開を支援することができるグローバル知財

人材を育成する組織 

 

 取組み状況 

組織改革特別委員会において以下の検討を行った。 

 

１．検討組織の設置 

知的財産権制度及び弁理士制度についての政策を継続的に議論、提言し、人材育

成するシンクタンク組織についての検討 

・日本弁理士会の組織上の問題である、「中長期の会務活動の検討機能が十分で

ない」、「政策や事業の継続性が十分でない」ことを解決するために、中長期的

な検討組織及び短中期的な検討組織を設け、両組織を活用した人材育成を図る

べき。 

・準備組織を早急に設置し、正式な検討組織を設置するために必要な事項の検討

を開始するとともに、政策検討といった両検討組織に求められる活動も試行的

に開始すべき。 

・中長期的政策の検討にあたり、まず「中長期的政策の検討に必要な情報の収集



 

及び基礎知識の獲得（社会情勢の将来を予測する上でどのような事項を考慮す

べきか洗い出し、抽出された事項を知的財産制度または弁理士制度との関連度

の高低に応じて整理、分類する作業）」を優先し、その後に将来予測及びその

予測結果を踏まえた政策検討へと活動を進めるべき。 

 

２．支部役員と執行役員会との連携 

(1)支部役員の本会執行役員会への出席、副会長の担当支部役員会への出席 

(2)支部間の連携 

  

３．支部名称の別称 

「○○支部」という名称による、他の士業団体との協議・交流の場におけるプ

レゼンスの低さを解消するため、支部名称に関し「○○会」という別称を使用で

きるようにすべきである。現在、特許庁と折衝中。次年度も同委員会で検討予定。 

 

４．企業のグローバル展開支援 

・企業を直接弁理士会が支援するのではなく、当該企業に密着している会員への

弁理士会が保有する海外に関する資産を活用した支援を通じて、企業のグロー

バル展開を支援するとともに、支援した実績及び経験を蓄積して支援内容を進

化させていく組織として、弁理士会内に「海外支援ビューロー（BUREAU）（仮

称）」を設置すべき。 

・「海外支援ビューロー」をどのように構成し、活用するかを具体的に検討する

ため、「海外支援ビューロー設立準備組織」を弁理士会内に設置して必要な準

備を行うべき。 

 

５．外部機関化 

外部機関化の希望、可能性について附属機関にインタビューし、費用や体制等

の課題を抽出したうえでの外部機関化の可否、適否についての検討を行った。結

論としては、「事業内容」「必要性」「採算性」の３つの要素に基づいて検討する

と、価値評価事業などの外部機関の設立は当面は見送らざるを得ないこととなっ

た。ただし、目的達成までの時限的な設立については可能性はある。 

 

② 日本弁理士会自体のグローバル化  

 

 取組み状況 

１．JETRO への人材派遣 

(1)バンコク事務所に１名派遣 

平成 26 年 4～9 月 国内研修 

同年 10 月～平成 28 年 3 月末 バンコク事務所（派遣期間は 1 年 6 ヶ月） 

(2)ニューデリー事務所に１名派遣 

平成 27 年 4～9 月 国内研修 



 

同年 10 月～平成 29 年 3 月末ニューデリー事務所（派遣期間は 1 年 6 ヶ月） 

 

両弁理士には、我が国企業等の現地における相談等に対処すると共に、弁理士

等にとって有益な情報を探るため、本会への月報の提出を義務付けている。な

お、バンコク事務所の後任者も決定済みである。 

 

２．海外窓口 

国際活動センター内にプロジェクトグループを設置して活動した。 

海外に在住している日本弁理士をピックアップし、海外窓口として知的財産情

報を収集した。国際活動センター外国情報部で収集する情報と重複しないものと

している。15 名、13 ヶ国・地域から収集済み。収集した情報は、3 月に電子フォ

ーラムに掲載するとともに、全会員に電子メールで告知した。 

 

３．TPP 対応 

ＴＰＰ知的財産章に関連して、今後予想される関係法令等の制定・改正に対す

る弁理士会としての対応及び知的財産を活用したＴＰＰの下における我が国輸

出振興策の在り方について当会内で必要な検討及び提言を行うことを次年度予

定している。 

 

 ４．英語版弁理士ナビ 

   外国語での依頼を受任する意思のある会員という考え方に基づいて、「英語版弁

理士ナビ」を構築中。会員に情報登録を呼びかけ、本年４月１日に公開した。 

 

③ 公益性の高い評価機関設立の検討  

知財評価等の調査、研究成果を実際の社会に還元すべく、知的財産価値評価推進セン

ターの外部機関化も視野に入れた信頼性の高い評価機関の設立のための検討を行う。 

 

 取組み状況 

「事業内容」「必要性」「採算性」の３つの要素に基づいて検討すると、価値評価

事業などの外部機関の設立は当面は見送らざるを得ないこととなった。ただし、目

的達成までの時限的な設立については可能性はある。 



 

 

（６）知財制度、弁理士制度の普及・広報活動を強化します  

 

① 知財制度の普及活動の強化  

知的財産権制度の普及啓発を図るため、中小企業経営者への研修、小中学校、高等学

校、大学の教育用コンテンツを充実させ、広く開放していく。 

 

 取組み状況 

１．中小企業者への研修 

22 の地方自治体と知財支援協定を締結して、各自治体における中小企業者向け

セミナー等に講師を派遣している。 

平成 27 年度の実施状況は以下のとおり。 

青森県(0)、秋田県(1)、岩手県(1)、宮城県(3)、福島県(0)、石川県(3)、川崎

市(3)、横浜市(2)、富士宮市(3)、長野県(1)、徳島県(2)、愛媛県(1)、高知県

(8)、土佐市(0)、福岡県(9)、熊本県(1)、大分県(0) 

平成 27 年度は、平成 27 年 7 月 14 日に徳島県と同 28 年 3 月 4 日に香川県と知

財支援協定を締結しており、3 月 28 日にはさらに鹿児島県と知財支援協定を締結

した。 

 

２．小中学校、高等学校、大学の教育用コンテンツの充実 

(1) 平成 26 年度に引き続き「はっぴょん通信」を制作して、全国約 37,000 の小

中学校、高等学校及び教育委員会に配布した。 

(2)平成 26 年度に学校教員用教材（高校生向け）商標編を制作し、当会ホームペ

ージから自由にダウンロードして使用できるようにしている。本年は続編と

して意匠編及び知財総合編の制作し、同様に当会ホームページからダウンロ

ードして使用できるようにした。 

(3)パテントコンテスト、デザインパテントコンテスト 

(4)出張授業 

(5)東京農工大学大学院農学府（農学府長：荻原 勲 氏）との連携講座として「農

学府特別講義Ⅲ（知的財産概論）」全 15 回を開講した。 

(6)政策研究院大学院大学の知財プログラム「代理人と出願人の関係に関する定

量的分析」（研究担当者：二階堂 恭弘准教授）の研究を支援した。 

 

３．その他 

(1)知財活用表彰の実施 

   経済産業省が主導して開催している「知的資産経営 WEEK」において、当会は

平成 26 年度に続き、営業秘密やブランドを活用して知的資産経営に積極的に

取り組む中小企業やそれらを支援する金融機関等を表彰するため、第 2 回知財



 

活用表彰を実施した。今年度は 14 の企業、団体を表彰した。 

(2)知的財産価値評価推進センターでは、主に一般を対象として知財価値評価に

関する普及活動を目的とした全国 3 か所（富山、高松、名古屋）でのセミナ

ーを実施した。出席者は、各々、22 名、41 名、60 名であった。 

(3)農林水産知財対応委員会では、主に農林水産に関わる一般を対象とし、農林

水産分野における「知的財産を活用した地域活性化」セミナーを実施した。 

 

② 弁理士制度の広報活動の強化  

弁理士の仕事の魅力や将来性を多くの若者に知って貰い、弁理士受験者数の増大を目

指す。また、弁理士及び日本弁理士会の活動を、多くの国民に理解、知悉して貰うた

め、外部専門家なども活用し、日本弁理士会が行う様々な支援活動や弁理士の業務に

ついて、社会の認識を向上させる効果的な広報活動を強化する。 

 

 取組み状況 

１．若者（弁理士試験の受験者となりうる層）への広報 

他士業における若者向け広報の実態を調査した。若者は、現段階で弁理士に関

与する年齢層ではないが、将来、（弁理士の顧客として、または弁理士試験の受

験者として）弁理士に関与していく可能性が大いにある点に鑑み、若者に向けて

弁理士の魅力をアピールする広告（広報）を行っても良いとの結論になった。 

 

２．外部専門家への依頼 

外部専門家に当会の広報戦略案を策定してもらうため、広報センター内におい

て「効果的な広報戦略の提案について」を策定した。その主な柱は、①現状分析

（中小・ベンチャー企業の知的財産に対する意識、知的財産に関する情報発信事

例の検討、②広報活動の具体的提案（媒体の選択、内容の検討、効果の予測、費

用の概算）の 2 点。 

これを基にして、4 媒体（新聞、雑誌、テレビ、ラジオ）をカバーできるよう、

競争入札形式で選定した外部業者３社から提案書が提出された。 

 

 その他、各事業への取組みについて 

１．会員規律の向上について 

(1)処分の公表について 

     平成 27 年 4 月 1 日から、会則第 49 条第 1 項（法令又は例規違反等による本

会の信用・秩序の毀損）及び第 6 項（6 か月以上の会費滞納）に基づき会員を

処分した場合、当該会員の氏名や登録番号に加えて処分理由の概要を会報

（JPAA ジャーナル）に掲載するとともに、当会ホームページにおいてもこれ

らを 1 年間公表することになった。そこで、会員規律に関する特別委員会にお

いては、処分の公表に必要な事項（内規、運用基準等）を検討した。 



 

また、継続研修義務不履行者の処分（会則第 54 条の 2）についても、上記処

分と同様に公表することとし、定期総会において必要な例規改正を行った。 

 

(2)外部委員の登用について 

     平成 28 年度から、綱紀委員会及び審査委員会に外部委員が登用されること

に伴い、具体的な委員の選定について検討した。特に、外部委員を継続的、安

定的に確保するため、ユーザ、学識経験者、弁護士、公証人の各団体を訪問し、

推薦を依頼したところ、各団体から必要な候補者の推薦を受けることができた。 

 

(3)会員の広告に関するガイドラインの改訂について 

     平成 26 年度、会令第 62 号「会員の広告に関する規則」の改正が行われたこ

とを受け、同会令のガイドラインを改訂した。また、平成 26 年度から引き続

き、可能な範囲で会員のホームページを検索し、業務を依頼しようとする者に

誤認を生じさせるおそれが強いと判断される場合等ホームページの記載に修

正が必要と思われる会員に対して、会長室を通じて個別に指導を行った。 

 

２．弁理士法改正について 

弁理士法改正委員会では、次期の改正に向けて、平成 26 年度から継続して LLP

導入のための調査及び研究を行っており、次年度以降も検討を継続する予定であ

る。 

 

３．インターンシップ制度の規則化 

平成 19 年から継続して実施しているインターンシップ制度であるが、例規、

ガイドライン等に規定がなく、事務局及び総合政策委員会（その前はインターン

の専門委員会）の申し送りにより実施がされてきた。 

そこで、長く実施され、今後も弁理士会の事業として行われていく予定のイン

ターン制度を内規又はガイドラインとして規定することが望ましいと考えた。現

在、実施状況に合わせた規定（内規又はガイドライン）案を作成中。 

 

４．広報活動 

(1)ＢＳ朝日「週刊記念日」 

平成 25、26 年度に引き続いて、ＴＶ番組「週刊記念日」において弁理士の日

をＰＲした。 

 

(2)ＦＭとなみ「しゃべって HAPPY」 

富山県砺波市に拠点を置くＦＭ局である「ＦＭとなみ」に伊丹会長が出演して

弁理士業務及び当会の活動をＰＲした。 

 

(3)記者会見・説明会の実施 

各分野と弁理士との関係性の PR、当会の社会貢献活動の PR 等を目的とし、以



 

下のテーマを取り上げ記者会見・説明会を開催した。なお講師は、附属機関・

委員会等から推薦いただいた。 

①日本弁理士会会長の就任挨拶（4/15）  スピーカー：伊丹会長 

②7/1 弁理士の日「海外弁理士会とのプレジデントミーティング開催につい

て」（7/1） 

スピーカー：伊丹会長、中村副会長 

③「表示について（地域団体商標、GI マークなど）」及び記者との懇談会

（7/15） 

スピーカー：農林水産知財対応委員会 木村正彦 副委員長、商標委員会 

山田朋彦 副委員長 

④どちらで保護する、保護される？ ロゴマーク   

スピーカー：著作権委員会 中川裕幸 委員 

⑤[ＴＰＰ大筋合意] どうなる？我が国の産業界 

スピーカー：著作権委員会 平木 康男 委員長、 

国際活動センター 柴田 富士子 副センター長 

⑥日本弁理士会会長の年頭挨拶／日本弁理士会の直近の活動報告    

スピーカー：伊丹会長 

 

(4)マスコミ向けメールマガジン・リリースの実施 

知的財産や当会のイベントに関する情報を盛り込んだ、メールマガジンをマス

コミ向けに配信した。  

※一例 

・プレジデントミーティング開催 

・プロダクト・バイ・プロセス・クレームへの最高裁の初判断 

・日本弁理士会と中小企業基盤整備機構との協定 

 

(5)取材への対応 

広報センターに寄せられた取材申し込みに対し、執行役員会や附属機関・委

員会と連携し対応した。 

※一例 

・ＴＢＳテレビ「Ｎスタ」「ご当地グルメでまちおこしの祭典Ｂ－１グ

ランプリ」に参加する団体の偽物被害 

対応者：伊丹会長、地域ブランド管理監視機構ＷＧ 本宮照久会員 

・BS 日テレ「特許 人類が生んだ蜜と毒」 

出演者：特許委員会 小原寿美子 副委員長 

・フジテレビ「東京オリンピックのロゴマーク」 

出演者：本多 敬子 執行理事 

 

(6)ホームページを用いた迅速な情報発信 

本会（執行役員会や附属機関等）主催のイベントや、諸外国関係団体との会合



 

等を広報センターが取材し、ホームページにて当会の活動を迅速に発信した。 

※一例 

・ジェトロ海外事務所への弁理士派遣について 

・海外の弁理士団体等との交流会 

・知的資産経営フォーラム 2015「第２回知的財産活用表彰」の開催につ

いて 

 

(7)パテント誌を用いた情報発信 

平成 27 年度も実務系委員会等と連携し、知的財産に関する時期的・内容的に

有用な情報を特集としてパテント誌に掲載した。 

※一例  

特許法改正、意匠、著作権／商標の周知性 

 

(8)はっぴょん「ゆるキャラ(R)グランプリ 2015」にエントリー 

結果は、7479pt を集め、総合 377 位（1,727 体中）、企業・その他 126 位（635

体中）であった。 

  

(9)はっぴょん着ぐるみの追加制作 

平成 26 年度に当会のマスコットキャラクター「はっぴょん」の着ぐるみを制

作したが、弁理士の日など会内でイベント日程が重複する場合があるため、も

う１体を制作した。なお今年度においても弁理士の日、新年賀詞交歓会、支部

10 周年記念イベントなどで来場者の人気を博した。 

 

５．支援事業（支援センター／各支部）関連 

(1) 平成 27 年度の知財授業の実績（113 件） 

(2)知財支援協定に基づき、高専に対するセミナーを以下のとおり 20 校において

開催した。 

熊本（9/30）、群馬（10/16）、香川（10/16）、石川（10/19）、鈴鹿（10/22）、

香川（10/23）、鶴岡（11/5）、旭川（11/17）、舞鶴（11/18）、弓削（11/25）、

秋田（12/2）、東京（12/3）、函館（12/4）、鳥羽商船（12/11）、熊本（12/15）、

新居浜（12/18）、富山（12/18）、大島商船（1/18）、北九州（1/19）、沼津（2/19） 

 (3)特許出願等援助制度（特許出願等復興支援制度を含む） 

平成 27 年度は 132 件の申請があり、うち 55 件を援助対象とした。 

 

６．東日本大震災復興支援関連 

(1)特許出願等復興支援制度 

      平成 24 年度にスタート。平成 27 年度は 48 件の申請があり、うち 23 件を援助

対象とした（件数は上記特許出願等援助制度の内数）。 

(2)地域ブランド監理監視機構 

B-1 グランプリを主催する愛Ｂリーグ等と共同で、ご当地グルメのブランド保



 

護のために、平成 26 年 1 月 24 日に標記機構を設立した。模倣を行っている機

関に対する注意喚起等の活動を行っている。 

 

７．パテントコンテスト及びデザインパテントコンテスト 

当会、特許庁、文部科学省及び工業所有権情報・研修館が主催し、高校、高専、

大学の生徒・学生を対象とした標記コンテストを実施した。表彰式を 1 月 25 日

に開催（イイノホール）した。平成 27 年度は、応募数：417 件（パテント）、269

件（デザインパテントコンテスト）で、うちパテコン 31 件、デザイン 30 件を出

願支援対象とした。 

また、出願支援対象の中からパテント及びデザインパテントコンテストのそれ

ぞれについて、当会から日本弁理士会会長賞及び震災復興応援賞を授与した。 

 

                                  以 上  
 

 

 

 


