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提案のお願いにあたって 

 

日本弁理士会ではホームページのリニューアルを通じ、知的財産や弁理士に関する有益な情報を、的確かつ迅速に社会へ伝えることを目指しており

ます。 

当会のホームページは平成 29年に改訂し、現在のものになっております。 

しかしながら、日本弁理士会の公式ホームページ（オフィシャルＨＰ）としては、デザインが特徴的すぎるという懸念があります。このため、ネットに慣れ

ていないユーザが閲覧すると目的のページ（例えば法人情報）に辿り着きづらい場合があります。アクセスして最初に表示される画面でホームページの全

体像が分かりづらく、トップページが縦長すぎるという指摘もあります。また、特徴的なデザインのため更新の自由度が低く、更新作業に時間がかかる場合

があります。 

前回の全面リニューアルから５年が経っており、階層構造の適正化や、古い情報の修正削除、未公開ページの削除等のコンテンツの整理が必要であ

ると考えております。 

ホームページを含むWEB媒体の果たす役割はますます重要になってきており、これを出来る限り有効に活用したいと願っております。特に今回は、

知的財産に詳しくない一般ユーザの目線に立って、より使い易い、より情報にアクセスし易いホームページの改訂を目指しております。 

それらの思いを「ご提案依頼書」を以て、依頼させていただきます。 

当会にとって最良のご提案を頂けますよう、心よりお願い申し上げます。 

 

 

日本弁理士会 

広報センター長  井澤 幹 
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1. 概要 

1.1. 当会概要 

社名 日本弁理士会 

設立 1922年 5月 

本会の目的 日本弁理士会は、弁理士及び特許業務法人の使命及び職責に鑑み、その品位を保持し、弁理士及び特許業務法人の業務の改善進歩を図るため、会員の指導、連絡及び

監督を行うことを目的とし(弁理士法第 56条)、研修を通した会員の能力研鑚と向上、知的財産権制度の研究と普及活動など多様な活動をしています。また、弁理士の登録

に関する事務を行っています。 

所在地 【本部】 

<東京倶楽部ビル> 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-2-6 東京倶楽部ビルディング 14階 

 (本会事務局、役員室、会長室) 

<弁理士会館> 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-4-2 

 (知的財産相談予約) 

地域会 北海道会、東北会、北陸会、関東会、東海会、近畿会、中国会、四国会、九州会 

会員数 約 12,000人 

会長 杉村 純子 
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1.2. リニューアル対象 

(1) 現行ホームページ 

URL ： https://www.jpaa.or.jp/ 

別紙(2) 日本弁理士会ホームページアクセス状況 参照 

約 15～20万 PV/月 

 

 

  

https://www.jpaa.or.jp/
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1.3. プロジェクトの目的 

(1) 目的 

以下の目的を、ユーザに思考させることなくスムーズに実現するユーザビリティの高いホームページを構築することを目的とする。 

 

・ 知的財産に関する悩みや疑問を持って情報を探しているユーザを本ホームページに導くとともに、知的財産に関する専門家としての弁理士の存在を認知させ、弁理

士に相談しようとの動機づけを与えること。 

・ 事業活動を行う上での知的財産の重要性を気づかせるとともに、知的財産に関する専門家である弁理士の存在を印象付けること。 

・ 知的財産に関して高い専門性・知見を弁理士が有することをユーザに印象付け、理解させること。 

・ 弁理士が知的財産に関する啓蒙活動や教育活動を行っており、それによって、知的財産権制度の健全な発展に貢献しているとともに、延いては経済や産業の発展

にも貢献していることをユーザに印象付けること。 

 

(2) 基本方針 

・ ユーザビリティの向上に関して妥協をしない。 

・ 弁理士会が所有する広報コンテンツを最大限に活用してコンテンツを充実させる。(別紙(3) 広報コンテンツ一覧 参照) 

・ 本会担当者が適宜、コンテンツを追加、修正、削除する等、タイムリーな運用が可能な構成とすること。 
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2. 現状の課題と ToBeモデル 

2.1. 現状の課題 

2.1.1. 広報の観点からの課題 

(1) ターゲットが明確化されておらず、会員向けの情報、大企業向けの情報、中小企業向けの情報などが入り混じっている。その結果として、ユーザが欲しい情報にたどり

つくまでにストレスを感じる構成になっている。 

(2) ページ間の導線や視線誘導が検討されておらず、ユーザを適切にナビゲートできていない。 

(3) 弁理士会は広報用コンテンツを豊富に保有しているが、そのうちの一部しかホームページに掲載できていない。 

(4) 他の士業に比べて弁理士の知名度は低く、また「弁理士」という士業名からも業務の内容が連想し難いという前提の下、「知的財産に関する専門家＝弁理士」ということ

を、ホームページでユーザに十分にアピールできていない。 

2.1.2. システムの観点からの課題 

(1) CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)の課題 

① CMS としてWordPressのテンプレートの制限（不要な改行による無駄な空白が挿入される等）により自由なレイアウトでの投稿が難しい。 
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2.2. 改善方針 

2.2.1. 広報の観点からの改善方針 

（1） 以下のユーザ層を想定する。その上で、各層のユーザが自己の興味ある情報にストレスなくたどり着けるページ構成・ページレイアウトを考案する。 

（a）官公庁、関係各所、公益法人として広く国民に 

（b）スタートアップ、中小企業、ベンチャーおよび中堅・大企業向け 

（c）弁理士向け（会員向け） 

（d）学校・高専・大学・専門学校、その他教育機関 

今回のターゲットは、非営利の公益法人としてオフィシャル（公式ホームページ）の情報発信となる（a）の関係各所や広く国民向けであることが望まし

い。また、地域会ホームページへの誘導があることが好ましい。 

なお、（c）弁理士（会員向け）は電子フォーラムで対応可能である。 

（d）教育機関は特設ページなどで対応可能である。 

また、（b）スタートアップ等では、「スタートアップ・ベンチャー」「中小企業」「中堅・大企業」を分けて、情報提供した方が効果的となると考えら

れる。 

（2） ページ間の導線、視線誘導について検討した上でページ構成、ページレイアウトを考案する。 

（3） CMSを適切に用いる。CMSのお仕着せの枠組みを用いるためにユーザビリティを犠牲にしない。 

（4） 弁理士会が所有する広報用コンテンツを可能なかぎり掲載する。ただし、TOPページに掲載しなくてもよく、ターゲット毎にまとまりよく提供することが好ましい。 

（5） CMSの利点を生かして、附属機関からの要望に応じて迅速に情報掲載可能とする。掲載したページへの導線を適切に設置可能な構成とする。 

（6） 「知的財産に関する専門家＝弁理士」ということを、ホームページでユーザに印象付ける。 

・ TOPページのレイアウトに関しては、シンプルにまとめ、スクロールが少なく導線がわかりやすいように設計する(別紙(4) TOPページ案 参照)。 

（7）  

 

2.2.2. システムの観点からの改善方針 

(1) CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)の課題 

① ユーザが自由にレイアウトを選択できるように、テンプレートを複数提供してほしい。 
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3. 提案依頼事項 

3.1. 提案依頼範囲 

提案依頼の対象範囲は以下のとおり。 

対象項目 コンセプト設計 デザイン リニューアル作業 コンテンツ 

移行 

マニュアル作成 

トレーニング 

運用 保守 

ホームページリニューアル △ ○ ○ ○ × △ △ 

 

対象項目 設計 構築 移行作業 運用 保守 

サーバ・ネットワーク △ △ △ 

△ 

死活監視・不具合発

生時の一次窓口を

含める 

△ 

 

※少なくとも各項目の見積り金額を提示してください。 

3.2. ホームページ掲載コンテンツリニューアルの範囲 

少なくとも以下のコンテンツは掲載する。 

 別紙(1) 現行ホームページコンテンツ一覧 に掲載された各コンテンツ（301 Redirectを使用） 

 

その他のコンテンツについてはご提案ください。本会が保有する広報コンテンツを使用することを原則としますが、コンテンツを新規に制作するものについてのご提案も歓

迎します。 
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4. 提案に関する要求 

4.1. サイトの動作環境 

(1) クライアント動作環境 

・ スマートフォン(iOS、Android)での参照に対応すること。 

・ ブラウザは、Edge、Chrome、Opera、Safari、Firefox の最新版に対応すること。 

(2) サーバ動作環境 

・ OS は一任いたします。 

4.2. インフラ構成 

・ 24時間 365日稼働を前提とする。 

以下についても留意すること。 

- WEBサーバの障害発生時には、遅くとも翌営業日内に復旧できること。 

- CMSで管理するコンテンツをWEBサーバごとに配信するといった手間が発生しないこと。 

・ 本会とサーバ業者との間で契約締結し、調達したサーバ環境上に構築する。 

(本会は契約窓口としてのみ機能する。構築や運用は提案範囲とすること。) 

・ 開発環境、検証環境なども必要であれば提案対象とすること。その場合、利用開始、停止のタイミングも明示すること。 

・ プロジェクト開始後においても、インフラの構成変更や調達ルートの変更には誠意を持って対応すること。 

4.3. 拡張性 

・ アクセス数の増加に対応ができるよう柔軟に対応できるような構成とすること。構成要素毎に拡張方式がスケールアップまたはスケールアウトのどちらか(またはそれ以

外)であることを明記すること。 
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4.4. 性能 

・ 各ページにアクセスした際にユーザがストレスを感じることがないようにすること。 

本国内での参照において、下り 25Mbps以上の回線環境にて、画面レスポンス 3.0秒以内 

4.5. プロジェクト運営 

・ 定例会や各種意思決定会議など、必要な会議体を明示すること。 

・ 本会に期待する役割があれば明示すること。 

4.6. 運用・保守 

(1) 運用条件 

・ 定期メンテナンスを除き、24時間 365日稼働を前提とすること。 

・ 24時間 365日のホームページの死活監視をおこなうこと。 

障害検知時のメール通知は 24時間 365日を想定するが、復旧に向けての対応は下記(2)保守条件のとおりを想定すること。 

・ 障害についてはコンテンツ、インフラを問わず、復旧責任を持つこと。 

・ SSL証明書の更新に対応すること。 

・ 以下のログは必ず取得すること。 

- アクセスログ(保存期間１ヶ月以上) 

1） WEBサーバ 

- OSのログ(保存期間 1 ヶ月以上) 

1） システムログ 

2） セキュリティログ 
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(2) 保守条件 

 ホームページリニューアル後に貴社から提供される保守サービスに関して、保守サービス内容・体制・金額を提案すること。保守に含まれる内容、含まれない内容

について、可能な限り明示すること。 

 平日日中対応を条件とした場合の保守費用を提示すること。 

 平日日中に発生した障害については、1時間以内に初動対応すること。 

 障害についてはコンテンツ、インフラを問わず、復旧責任を持つこと。 

 セキュリティ面で重要度の高いパッチ適用作業については、保守に含めること。(数ヶ月に 1回程度を想定している) 

 定期保守は月 1回を想定すること。 

 瑕疵担保期間は 1年以上あることが望ましい。 

4.7. バックアップ 

・ サーバは、稼働時、構成の変更時にマシンイメージのバックアップを取得・保存すること。 

・ ネットワーク機器は、稼働時、構成の変更時に設定ファイルのバックアップを取得・保存すること。 

・ コンテンツは週 1回、2世代のバックアップを取得すること。 

・ 本番リリース前に、バックアップの復元試験を実施すること。 

4.8. アクセス分析 

・ Google Analytics の採用を想定すること。 

・ 他に良いツール・サービスがあれば、ご提案いただきたい。 

4.9. CMS(コンテンツマネジメントシステム) 

・ CMSについては、現行ホームページと同様に WordPress を前提とする。 

・ コンテンツの掲載期間を指定できること。 

・ PC向け、スマートフォン向けのコンテンツが作成できること。レイアウトは個別で作成でき、コンテンツは一元管理できること。 
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4.10. セキュリティ 

・ ウィルスや脆弱性などを利用した外部からの攻撃への機能や対策が考慮されていること。 

・ 外部公開ネットワークにおいては Firewallの設置、SSL通信などセキュリティ対策が考慮されていること。 

・ 新ホームページは全てのページを SSL通信で表示すること。 

(SSL証明書は既存のものを流用することを想定) 

4.11. スケジュール 

・ 本番稼働開始時期は遅くても 2023年 3月 1日を前提とした提案とすること。 

4.12. 成果物・納入物 

・ 貴社より提供される納品物・役務に関して明記すること。他、特記事項があれば、併せて明記すること。 

・ 作成予定の文書を明示すること。可能な限り、成果物イメージのサンプルも提供すること。 

・ 著作権は、所有権とともに本会に帰属するものとする。また、著作者人格権は行使しないこと。 
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4.13. 体制 

(1) 本会の体制 

 

  

【プロジェクトオーナー】 

広報センター長 井澤 幹 

【意思決定機関】 

広報センター第３事業部 
【事務管理機関】 

 

広報室 

責任者：東 忠春 【プロジェクトリーダー】 

広報センター第３事業部 丸山 陽 

【最終承認機関】 

執行役員会 
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(2) 貴社の体制 

・ 貴社のプロジェクト体制図を提示すること。協力会社の利用がある場合は、当該協力会社の紹介、及び、貴社との関係も明記すること。 

・ プロジェクトメンバーごとに経験年数および実績について可能な範囲で記述すること。プロジェクトマネージャー、プロジェクトリーダーについては必須とする。 

4.14. 見積 

・ 提案、見積りに関して条件や制約事項を明記すること。 

・ 見積りは、可能な限り明細で提示すること。 

4.15. 実績 

・ 本件提案の内容に類似したホームページ制作の実績を提示すること。 

4.16. その他の要求 

・ ホームページのデザインイメージ(過去の事例でも可)を提示すること。 

・ 今回のリニューアルで、貴社の観点で重要視すべきと考えるポイントをご教示いただきたい。 

・ 本会との打ち合わせ場所は、オンライン会議（Zoom）を想定している。 

・ ご提案書、見積書等の資料は、Microsoft Office2007以降 のファイル形式のデータで作成すること。提出は PDF形式でも可とする。 
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5. 提案の手続き 

5.1. 概要 

以下の選考プロセス(予定)に従い、提案の手続きをすること。 

日程 内容 

2022年 9月 15日(木) 提案依頼書(本書)提示 

2022年 9月 15日(木) ～ 2022年 10月 6日(木)15：00 質問受付 

2022年 10月 11日(火) 17:00 提案書提出期限 

2022年 10月 13日(木) 書類選考 

2022年 10月 14日(金) 書類選考結果 連絡 

2022年 10月 14日(金) ～ 2022年 10月 25日(火) 条件の詳細調整・交渉 

2022年 11月 4日(金) 最終選考結果 連絡 

5.2. 提案書必須事項 

本提案依頼書で示した必須事項に加えて、提案書には以下の内容を必ず含めてください。書類選考の際に重視します。 

(1) トップページのラフ（ワイヤーフレーム等）案 

本提案依頼書で示した広報の観点からの目的をどのように達成しようとするのかの戦略を添えてご説明ください。 

(2) その他ページのラフ（ワイヤーフレーム等）案 

トップページ以下のページについても同様に示してください。（数ページ程度で結構です） 

(3) サイト全体のページ構成案 

本提案依頼書で示した広報の観点からの目的をどのように達成しようとするのかの戦略を添えてご説明ください。 
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5.3. 質問受付および回答 

本依頼書に関して不明な点がある場合は、電子メールにて下記まで質問すること。 

(4) 質問期間 

2022年 9月 15日(木)～2022年 10月 6日(木) 15時 

(5) 質問記入シート 

質問は別紙「(4)質問表」に記載し、メールに添付して送付すること。 

(6) 宛先 

日本弁理士会 

広報室 瀬合 国彦、東 忠春 

homepage@jpaa.or.jp 

(7) 回答 

受け付けた質問は、質問者に対して電子メールで回答するとともに、適宜、本提案依頼書の別紙として添付のうえ公開する。 

※原則として、上記の通り公開質問形式とするが、本会の判断により個別対応すべき事案については公開しない。 

 

5.4. 提案書の提出 

(1) 提出期限 

2022年 10月 11日(火) 17時 

(2) 提出書類 

① 提案書 

② 見積書 

(3) 提出方法 

電子メールで送信すること。 

(4) 提出先 

日本弁理士会 

広報室 瀬合 国彦、東 忠春 
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homepage@jpaa.or.jp 

(5) 提案書の取り扱い 

 提案書を通じて本会が知り得た情報は、本会において機密情報として取り扱う。 

 提案書の返却には一切応じない。 

5.5. 選定方法 

(1) 提案書による審査 

提出された提案書・見積書をもとに書類選定を実施する。 

(2) 選定基準について 

ご提出いただいた提案書の要求内容の対応状況、コスト、また提案姿勢などを勘案し、公平に選定する。 

(3) 選定結果 

選定結果は、以下の日時で貴社責任者に E メールまたは電話にて報告する。 

最終選考結果  2022年 11月 4日(金) 

5.6. 問い合わせ先 

日本弁理士会 

広報室 瀬合（せごう） 国彦、東（ひがし） 忠春 

homepage@jpaa.or.jp 

TEL 03-3519-2361 

 

※別紙（1）及び（4）は、ご希望の方へ元データをお送りしますので、ご連絡ください。 

 

以上 
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先生のための（知財の）ひきだし！英語編 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/activity/teaching/english 要（更新有）

先生のための（知財の）ひきだし！歴史編 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/activity/teaching/geographical-history 要（更新有）

先生のための（知財の）ひきだし！家庭編 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/activity/teaching/home 要（更新有）
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メディア | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/media 要（更新有）

2020 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/media/2020 要（更新無し）

2021 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/media/2021 要（更新無し）

2021年7月13日の記者説明会 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/media/2021年7月13日の記者説明会 要（更新無し）

2022 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/media/2022 要（更新無し）

2022年4月27日の記者説明会 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/media/2022年4月27日の記者説明会 要（更新無し）

2020年9月1日の記者説明会 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/media/media-20200901 要（更新無し）

2021年3月2日の記者説明会 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/media/media-20210302 要（更新無し）

2021年4月27日の記者説明会 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/media/media-20210427 要（更新無し）

2021年11月2日の記者説明会 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/media/media-20211102 要（更新無し）

会員専用ページ | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/memberforum 要（更新無し）

被災情報、期間延長措置等の確認 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/memberforum/hit-information 要（更新無し）

お知らせ | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/new 要（更新無し）

お知らせ記事★個別記事288非表示 https://www.jpaa.or.jp/new/★個別記事288非表示 破棄

20** | 日本弁理士会 - Part ★過去58非表示 https://www.jpaa.or.jp/new/2018/page/★過去58非表示 破棄

お知らせ | 日本弁理士会 - Part★過去130非表示 https://www.jpaa.or.jp/new/page/★過去ページP130非表示 破棄

弁理士登録者のお知らせ★394ページ非表示 https://www.jpaa.or.jp/new/弁理士登録者のお知らせ★394ページ非表示 要（更新無し）

【発明王 ニバン・センジ】アイデアで勝負するなら弁理士を呼んでおけ!https://www.jpaa.or.jp/nibansenji 要（更新無し）

【発明王 ニバン・センジ】アイデアで勝負するなら弁理士を呼んでおけ!https://www.jpaa.or.jp/nibansenji/index.html 要（更新無し）

アニメ｜【発明王 ニバン・センジ】アイデアで勝負するなら弁理士を呼んでおけ!https://www.jpaa.or.jp/nibansenji/movie.html 要（更新無し）

スペシャルコンテンツ｜【発明王 ニバン・センジ】アイデアで勝負するなら弁理士を呼んでおけ!https://www.jpaa.or.jp/nibansenji/special.html 要（更新無し）

知財を活用！農林水産ビジネス | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/nousui-ip 要（更新無し）

知的財産を活用したアグリビジネス | 知財を活用！農林水産ビジネス | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/nousui-ip/agribusiness.html 要（更新無し）

農林水産物のブランドと商標 | 知財を活用！農林水産ビジネス | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/nousui-ip/brand.html 要（更新無し）

農林水産分野で「稼ぐ」特許 | 知財を活用！農林水産ビジネス | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/nousui-ip/earn.html 要（更新無し）

無料相談窓口 | 知財を活用！農林水産ビジネス | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/nousui-ip/form.html 要（更新無し）

地理的表示（GI 登録）とは | 知財を活用！農林水産ビジネス | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/nousui-ip/gi.html 要（更新無し）

知財を活用！農林水産ビジネス | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/nousui-ip/index.html 要（更新無し）

農林水産業におけるノウハウとその保護 | 知財を活用！農林水産ビジネス | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/nousui-ip/knowledge.html 要（更新無し）

リンク集 | 知財を活用！農林水産ビジネス | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/nousui-ip/link.html 要（更新無し）

植物新品種の保護 | 知財を活用！農林水産ビジネス | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/nousui-ip/newvarieties.html 要（更新無し）

農水知財の活用Q&A | 知財を活用！農林水産ビジネス | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/nousui-ip/qa_brand.html 要（更新無し）

農水知財の活用Q&A | 知財を活用！農林水産ビジネス | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/nousui-ip/qa_gi.html 要（更新無し）

農水知財の活用Q&A | 知財を活用！農林水産ビジネス | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/nousui-ip/qa_hinsyu.html 要（更新有）

農水知財の活用Q&A | 知財を活用！農林水産ビジネス | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/nousui-ip/qa_knowledge.html 要（更新無し）

農水知財の活用Q&A | 知財を活用！農林水産ビジネス | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/nousui-ip/qa_mix.html 要（更新無し）

農水知財の活用Q&A | 知財を活用！農林水産ビジネス | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/nousui-ip/qa_other.html 要（更新無し）

農水知財の活用Q&A | 知財を活用！農林水産ビジネス | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/nousui-ip/qa_tokkyo.html 要（更新無し）

サポート | 知財を活用！農林水産ビジネス | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/nousui-ip/support.html 要（更新無し）

意見・声明 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion 要（更新無し）

［提言］特許出願件数激減への対応策をとるべきである | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/opinion/［提言］特許出願件数激減への対応策をとるべき アーカイブ

「偽造品の取引の防止に関する協定（仮称）（ACTA）」の署名について | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/opinion/「偽造品の取引の防止に関する協定（仮称）（acta アーカイブ

「就任２年目のご挨拶」 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/「就任２年目のご挨拶」 アーカイブ

「出願商標と使用商標の同一性」及び「指定商品・役務と使用商品・役務の同一性」の判断基準に関する要望書を特許庁に提出 | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/opinion/「出願商標と使用商標の同一性」及び「指定商品 アーカイブ

「出版関連小委員会中間まとめへの」意見（10/24付） | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/opinion/「出版関連小委員会中間まとめへの」意見（1024付 アーカイブ

「特許法等の一部を改正する法律案」（職務発明制度の見直し）及び「不正競争防止法の一部を改正する法律案」についての会長声明 | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/opinion/「特許法等の一部を改正する法律案」（職務発明 アーカイブ

『「知的財産推進計画２０１５」の策定に向けた意見募集』に関する意見書 | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/opinion/『「知的財産推進計画２０１５」の策定に向けた アーカイブ

『「知的財産推進計画２０１５」の策定に向けた意見募集』に関する意見書（知財紛争処理） | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/opinion/『「知的財産推進計画２０１５」の策定に向けた-2アーカイブ

2011年 会長新年挨拶 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/2011年-会長新年挨拶 アーカイブ

2011年度 会長就任挨拶 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/2011年度-会長就任挨拶 アーカイブ

2012年 会長新年挨拶 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/2012年-会長新年挨拶 アーカイブ

2013年 会長新年挨拶 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/2013年-会長新年挨拶 アーカイブ

当会会員の告発について | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/20190416 要（更新無し）

吉野彰氏の「ノーベル化学賞」選出に寄せて | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/2019-nobel-prize-in-chemistry 要（更新無し）

２０１９年度 会長就任のご挨拶 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/2019年度-会長就任のご挨拶 要（更新無し）

令和２年 日本弁理士会会長 新年のご挨拶 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/2020-01_presidential-address 要（更新無し）

令和2年度 会長就任2年目のご挨拶 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/202004_presidential-address 要（更新無し）

令和2年7月豪雨による災害について | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/202007disaster 要（更新無し）

種苗法等の改正案についての会長声明 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/202011plant-variety-protection-and-seed-act要（更新無し）

令和３年 日本弁理士会会長 新年のご挨拶 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/2021-01_presidential-address 要（更新無し）

特許法等の一部を改正する法律案可決成立について | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/opinion/2021patent-act20210514 要（更新無し）

令和４年 日本弁理士会会長 新年のご挨拶 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/2022-01_presidential-address 要（更新無し）



会長談話 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/20220318 要（更新無し）

令和４年度 会長就任２年目のご挨拶 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/20220401_presidential-address 要（更新無し）

知的財産に関する新型コロナウイルス感染症対策支援宣言への協賛について | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/opinion/covid19-20200604 要（更新無し）

令和３年８月１１日から発生した大雨による災害について | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/opinion/disaster20210819 要（更新無し）

平成29年度 会長就任のご挨拶 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/goaisatsu 要（更新無し）

意見・声明 | 日本弁理士会 - Part★過去13非表示 https://www.jpaa.or.jp/opinion/page/★過去13非表示 要（更新無し）

知的財産戦略本部・犯罪対策閣僚会議における 「インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策」の決定について | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/opinion/statement20180418 アーカイブ

弁理士法等の一部改正について | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/statement20180523 アーカイブ

山中伸弥教授の「ノーベル生理学・医学賞」受賞に寄せて | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/opinion/山中伸弥教授の「ノーベル生理学・医学賞」受賞アーカイブ

司法試験改革についての会長所感（11/21付） | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/司法試験改革についての会長所感（1121付） アーカイブ

菅直人首相の所信表明に寄せて | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/菅直人首相の所信表明に寄せて アーカイブ

菅直人内閣総理大臣に期待致します | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/菅直人内閣総理大臣に期待致します アーカイブ

西日本を中心とした豪雨による災害について | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/西日本を中心とした豪雨による災害について アーカイブ

東北地方太平洋沖地震についての会長声明 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/東北地方太平洋沖地震についての会長声明 アーカイブ

筒井会長、ＮＨＫニュースでコメント | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/筒井会長、ｎｈｋニュースでコメント アーカイブ

特許等出願件数激減に対する緊急対応策を講じることに関する決議 | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/opinion/特許等出願件数激減に対する緊急対応策を講じるアーカイブ

特許特別会計の維持について | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/特許特別会計の維持について アーカイブ

特許法等の改正案閣議決定について | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/特許法等の改正案閣議決定について 要（更新無し）

平成２５年度 会長就任のご挨拶 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/平成２５年度-会長就任のご挨拶 アーカイブ

平成２７年度 会長就任のご挨拶 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/平成２７年度-会長就任のご挨拶 アーカイブ

平成28年熊本地震についての会長声明 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/平成28年熊本地震についての会長声明 アーカイブ

平成28年熊本地震についての会長声明（第2報） | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/平成28年熊本地震についての会長声明（第2報）アーカイブ

平成２８年度 会長就任２年目のご挨拶 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/平成２８年度-会長就任２年目のご挨拶 アーカイブ

平成２８年度 会長就任２年目のご挨拶 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/平成２８年度-会長就任２年目のご挨拶-2 アーカイブ

平成28年 日本弁理士会会長 新年のご挨拶 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/平成28年-日本弁理士会会長-新年のご挨拶 アーカイブ

平成29年 日本弁理士会会長 新年のご挨拶 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/平成29年-日本弁理士会会長-新年のご挨拶 アーカイブ

平成３０年度 会長就任２年目のご挨拶 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/平成30年度-会長就任2年目のご挨拶 アーカイブ

平成30年 日本弁理士会会長 新年のご挨拶 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/平成30年-日本弁理士会会長-新年のご挨拶 アーカイブ

平成31年 日本弁理士会会長 新年のご挨拶 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/平成31年-日本弁理士会会長-新年のご挨拶 要（更新無し）

弁理士法の一部改正にあたって | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/弁理士法の一部改正にあたって アーカイブ

北海道地震に関する会長声明 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/北海道地震に関する会長声明 アーカイブ

令和３年度 会長就任のご挨拶 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/opinion/令和３年度-会長就任のご挨拶 要（更新無し）

日本弁理士会 - Part ★過去32非表示 https://www.jpaa.or.jp/page/★過去32非表示 破棄

パテント・アトーニー | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/patent_attorney 要（更新有）

弁理士とは | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/patent-attorney 要（更新有）

弁理士法で定められた弁理士の業務について | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/patent-attorney/business 要（更新無し）

弁理士の歴史 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/patent-attorney/history 要（更新無し）

弁理士の日について | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/patent-attorney/history/the-date-of-the-patent-attorneys 要（更新無し）

弁理士になるには | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/patent-attorney/howto 要（更新無し）

弁理士＆知的財産動画 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/patent-attorney/movie 要（更新無し）

弁理士の役割 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/patent-attorney/role 要（更新無し）

意匠出願における弁理士の役割 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/patent-attorney/role/design 要（更新無し）

争訟 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/patent-attorney/role/dispute 要（更新無し）

知的財産権に関する相談 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/patent-attorney/role/intellectual 要（更新無し）

標準化における弁理士の役割 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/patent-attorney/role/normalize-role 要（更新無し）

特許出願における弁理士の役割 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/patent-attorney/role/patent 要（更新無し）

出願後の問題にも対処 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/patent-attorney/role/problem 要（更新無し）

商標出願における弁理士の役割 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/patent-attorney/role/trademark 要（更新無し）

実用新案登録出願における弁理士の役割 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/patent-attorney/role/utility 要（更新無し）

平成28年度パテントコンテスト INPIT理事長賞校へのインタビューについて | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/patent-contest-2016interview アーカイブ

月刊「パテント」投稿要領 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/patent-posted-procedure 要（更新無し）

個人情報保護方針 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/privacy 要（更新無し）

個人情報保護方針 | 日本弁理士会 - Part 2 https://www.jpaa.or.jp/privacy/2 破棄

開催実績 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/projet_kizuna/kizuna_list/kinyu 要（更新無し）

開催実績 | 日本弁理士会 - Part 2 https://www.jpaa.or.jp/projet_kizuna/kizuna_list/kinyu/page/2 破棄

開催実績 | 日本弁理士会 - Part 3 https://www.jpaa.or.jp/projet_kizuna/kizuna_list/kinyu/page/3 破棄

研究成果／出版物 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/publish 要（更新無し）

こちら知的財産相談室 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/radio 要（更新無し）

こちら知的財産相談室 | 日本弁理士会 - Part 2 https://www.jpaa.or.jp/radio/page/2 要（更新無し）

こちら知的財産相談室 | 日本弁理士会 - Part 3 https://www.jpaa.or.jp/radio/page/3 要（更新無し）

こちら知的財産相談室 | 日本弁理士会 - Part 4 https://www.jpaa.or.jp/radio/page/4 要（更新無し）

世界特許とは何でしょうか？ | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01 要（更新無し）

弁理士の仕事をする中で、関西ならではのおもしろ話、苦労話は？ | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-10 要（更新無し）

「発明」と「特許権」との関係は？ どのような発明が特許権を取れるのでしょうか？ | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-11 要（更新無し）

特許出願の数は、かなり多いのでしょうか？ | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-12 要（更新無し）

日本は世界有数の発明の国なのですね？ | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-13 要（更新無し）

「意匠」について教えてください。意匠とは何を指す言葉でしょうか？ | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-14 要（更新無し）

ユニークなデザインを思いついたとき、どんな手続きをすると意匠権を取得できるのでしょうか？ | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-15 要（更新無し）

意匠に関するエピソードなどがあったら教えてください。 | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-16 要（更新無し）

「商標」について教えてください。 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-17 要（更新無し）

「商標」を保護する方法を教えてください | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-18 要（更新無し）

登録が難しいなと思うような「商標」はありましたか？ | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-19 要（更新無し）

弁理士って何をしているの？ | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-2 要（更新無し）

今日は日本弁理士会の広報活動について紹介します。 | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-20 要（更新無し）

前回に続いて日本弁理士会の広報活動について紹介します。 | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-21 要（更新無し）

引き続き日本弁理士会の広報活動について紹介します。 | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-22 要（更新無し）

日本弁理士会ってどんな団体？ | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-3 要（更新無し）

使いたい技術が日本でも特許取得されていた場合、どうすればよいでしょうか？ | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-3-2 要（更新無し）

特許の出願をやってくれるという人がいた場合、頼んでもよいでしょうか？ | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-3-2-10 要（更新無し）

まだまだある面白特許。今日は海外の面白特許を紹介して頂きます！ | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-3-2-11 要（更新無し）

特許権を取得したらお金持ちになれますか？ | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-3-2-12 要（更新無し）



インターネットでみつけた海外の技術。日本で特許を取ることは可能でしょうか？ | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-3-2-13 要（更新無し）

お客さんと接するにあたって普段はどのようなことに気を使っていますか？ | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-3-2-14 要（更新無し）

外国で特許を取得するための「外国出願」について引き続き教えてください。 | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-3-2-2 要（更新無し）

海外の人と仕事をすることも多い弁理士。外国と日本とでは仕事の進め方も大きく違うのでしょうか？ | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-3-2-3 要（更新無し）

今日は特許の出願と実用新案の出願について実際の手続きに沿ってお話しします | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-3-2-4 要（更新無し）

今日は商標の出願と意匠の出願について実際の手続きに沿ってお話しします | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-3-2-5 要（更新無し）

弁理士としての仕事のための知識はどのように身に付けたのでしょうか？ | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-3-2-6 要（更新無し）

様々なものが対象となる知的財産権。となると、中には面白い発明もあるのでは？ | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-3-2-7 要（更新無し）

おもしろ特許、まだまだあるのでは？ | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-3-2-8 要（更新無し）

今週は特許とお金の関係、出願代理ができるのは弁理士だけということを、教えて頂きました。 | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-3-2-9 要（更新無し）

弁理士になるには？ | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-4 要（更新無し）

知的財産とは何ですか？ | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-5 要（更新無し）

発明とはそもそも何を言うのですか？ | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-6 要（更新無し）

弁理士の仕事は硬派な男社会のイメージがありますが、実際はどうなんでしょうか？ | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-7 要（更新無し）

実用新案とは何のことを言うのでしょうか？ | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-8 要（更新無し）

お手軽な権利の実用新案権。似たものを見つけたらどうすればよいでしょうか？ | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/radio/radio01-9 要（更新無し）

求人情報 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/recruit 要（更新無し）

研究成果 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/research 要（更新有）

「中国知的財産制度セミナーテキスト」（平成17年度） 産業競争力推進委員会（掲載日:2006年2月27日） | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/research/「中国「中国知的財産制度セミナーテキスト」（ アーカイブ

「著作権法改正について」-著作権委員会（掲載日:2004年8月9日） | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/research/「著作権法改正について」-著作権委員会（掲載日アーカイブ

研究成果 | 日本弁理士会 - Part 2 https://www.jpaa.or.jp/research/page/2 要（更新有）

研究成果 | 日本弁理士会 - Part 3 https://www.jpaa.or.jp/research/page/3 要（更新有）

インフォメーションデザインの保護のあり方について 平成13年度意匠委員会（掲載日：2002年9月） | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/research/インフォメーションデザインの保護のあり方につ アーカイブ

特許制度の在り方（進歩性、特許法第36条）についての研究報告(掲載日 2007年5月31日) | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/research/特許制度の在り方（進歩性、特許法第36条）につい要（更新無し）

弁理士試験アンケート結果報告 弁理士試験制度検討委員会(掲載日2011年3 月29日) | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/research/弁理士試験アンケート結果報告　弁理士試験制度 アーカイブ

学校関係者の方へ | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/school 要（更新無し）

社長の知財 https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai 要（更新無し）

&raquo; 【SPECIAL TOP INTERVIEW】オリンパス株式会社 https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/【special-top-interview】 要（更新有）

&raquo; 【SPECIAL TOP INTERVIEW】株式会社エンジニア https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/【special-top-interview】株式会社エンジニア 要（更新有）

&raquo; 【SPECIAL TOP INTERVIEW】菊星 https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/【special-top-interview】菊星 要（更新有）

&raquo; 【SPECIAL TOP INTERVIEW】中村印刷所 https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/【special-top-interview】中村印刷所 要（更新有）

「知らなかった！」では済まされない。 商標権の侵害は、大きな損失を生む可能性があります | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/aruaru/「知らなかった！」では済まされない。-商標権の要（更新無し）

VRデバイスの漠然としたアイディアを社長が着想！ 特許権を取得したが、無効になってしまうリスクが…。 | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/aruaru/vrデバイスのアイディアを社長が！-特許権を取得要（更新無し）

アイデア＝著作権と勘違いしてしまった！ せっかくの新しい自社製品が他社に真似されることに | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/aruaru/アイデア＝著作権と勘違いしてしまった！-せっか要（更新無し）

えっ、特許に重要事項が入ってない！ 製品開発フローと特許出願の同期化は重要 | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/aruaru/えっ、特許に重要事項が入ってない！-製品開発フ要（更新無し）

エンジンの特許権を取得！ ところが1年半後、模倣エンジンが市場に。 | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/aruaru/エンジンの特許を取得！-ところが1年半後、模倣エ要（更新無し）

町を散策していると、自社製品のネーミングと同じ名前のスポーツジムを発見！ 商標の使用停止を弁理士に相談したところ…。 | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/aruaru/を発見！-商標の使用停止を弁理士に相談したとこ要（更新無し）

意匠権を取ったが、デザインバリエーションにも意匠権を取らなかったため模倣されてしまった！ | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/aruaru/意匠権を取ったが、デザインバリエーションにも要（更新無し）

意匠権を取得せず、自社製品がヒット商品に！ ところが他社がすぐに低価格ソックリ商品を販売 | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/aruaru/意匠権を取得せず、自社製品がヒット商品に！-と要（更新無し）

何でも特許を取得するのは合理的！？ 弁理士がお勧めする最適な特許出願とは | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/aruaru/何でも特許を取得するのは合理的！？-弁理士がお要（更新無し）

画像デザインの保護拡充 ソフトウェア会社の社長、デザイナーの皆様、朗報です！あなたの考えた画像、意匠法によって保護されます。 | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/aruaru/画像デザインの保護拡充-ソフトウェア会社の社長要（更新無し）

会社は、デザイナーにキャラクターの作成を依頼して、その著作権をデザイナーより譲り受けて、そのキャラクターを自社の商品に使用していた。後に、そのキャラクターの表情やしぐさを多少変えて使用していたら、依頼したデザイナーから著作権侵害の警告を受けた！ | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/aruaru/会社は、デザイナーにキャラクターの作成を依頼要（更新無し）

公式スポンサーでないのに「応援」のため、大会ロゴマークを使用 商標権の侵害だけでなく、不正なアンブッシュ・マーケティングとなるおそれあり！ | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/aruaru/公式スポンサーでないのに「応援」のため、大会要（更新無し）

広告代理店と組んで新商品の販促活動！ ところが企画書に掲載したアイディアが盗まれた！ | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/aruaru/広告代理店と組んで新商品の販促活動！-ところが要（更新無し）

自社で開発した特許技術に他社から警告が！ 技術開発資料が見つからず、諦めることに。 | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/aruaru/自社で開発した特許技術に他社から警告が！-技術要（更新無し）

自社の発明を大手企業と共同特許に ところが、特許ベースの独自製品を製造されてしまった！ | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/aruaru/自社の発明を大手企業と共同特許に-ところが、特要（更新無し）

従業員の退職で、発明内容が流出！ 早めの特許取得を後悔してももう遅い | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/aruaru/従業員の退職で、発明内容が流出！-早めの特許取要（更新無し）

色彩のみの模倣でも商標権の侵害になる場合があり！ | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/aruaru/色彩のみの模倣でも商標権の侵害になる場合があ要（更新無し）

新技術を守ろうと、実用新案権を取った！ 権利行使をしようとしたが…。 | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/aruaru/新技術、実用新案権を取った！-。 要（更新無し）

大ヒット商品が、意匠登録されていない！ これはチャンスと、模倣した製品を出したところ…。 | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/aruaru/大ヒット商品が、意匠登録されていない！-これは要（更新無し）

店舗経営者、デザイナーの皆様、朗報です！ | 社長の知財 https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/aruaru/店舗経営者、デザイナーの皆様、朗報です！要（更新無し）

登録商標に類似する商標のみを自社商品に使用！ すると、商標登録が取り消されてしまった。 | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/aruaru/登録商標に類似する商標のみを自社商品に使用！要（更新無し）

同じ商品名で販売する先行事業主が存在 その結果、高額な損害賠償を要求する警告通知がきた！ | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/aruaru/同じ商品名で販売する先行事業主が存在-その結果要（更新無し）

特許は前後左右も押さえるべき 改良発明を他社に取られたらアウト！ | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/aruaru/特許は前後左右も押さえるべき-改良発明を他社に要（更新無し）

特許権を取得し、ライセンス契約も締結！ ところが、多額の損害賠償の請求がきた。 | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/aruaru/特許を取得し、ライセンス契約も締結！-ところが要（更新無し）

特許権を取得したので安心。 そう思って海外進出したところが大失敗！ | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/aruaru/特許取得したので安心。-そう思って海外進出した要（更新無し）

特許出願忘れで大きな経済損失に！折りたたみ介護ロボット事業融資の悲劇とは | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/aruaru/特許出願忘れで大きな経済損失に！折りたたみ介要（更新無し）

独自デザインの玩具を開発販売し、著作権で保護できると思い込み。 しかし、他社が類似デザインの製品を発売した！ | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/aruaru/独自デザインの玩具を開発販売し、著作権で保護要（更新無し）

家電売り場で自社そっくりの製品に憤慨！ 社長が自社顧客に不買勧告文書を配布したが…。 | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/aruaru/売り場で自社そっくりの製品に憤慨！-社長が自社要（更新無し）

【海外編】iPad訴訟　アップルが48億支払いで和解 | 社長の知財 https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/case/【海外編】ipad訴訟　アップルが48億支払いで和解要（更新無し）

【海外編】アップルが中国でスマホ意匠権で勝訴 | 社長の知財 https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/case/【海外編】アップルが中国でスマホ意匠権で勝訴要（更新無し）

【海外編】ソニーの高速通信LTEを中国企業が訴訟 | 社長の知財 https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/case/【海外編】ソニーの高速通信lteを中国企業が訴訟要（更新無し）

【海外編】ブリヂストンが中国大手のタイヤメーカーに勝訴 | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/case/【海外編】ブリヂストンが中国大手のタイヤメー要（更新無し）

1年間で100万個売れたヒット商品の意匠権を守る | 社長の知財 https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/case/1年間で100万個売れたヒット商品の意匠権を守る要（更新無し）

商標が商品名になったアウトドアブランドLOGOS | 社長の知財 https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/case/logos-2 要（更新無し）

10年修行した職人並！脅威の寿司ロボット助人 | 社長の知財 https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/case/sushirobo 要（更新無し）

指を切る不安から開放してくれたプルトップ缶 | 社長の知財 https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/case/指を切る不安から開放してくれたプルトップ缶要（更新無し）

世界中の釣り人を魅了するフライフィッシング・リール | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/case/世界の釣り人を魅了するフライフィッシング・リ要（更新有）

北海道を代表する銘菓　白い恋人のブランド秘話 | 社長の知財 https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/case/北海道を代表する銘菓、白い恋人のブランド秘話要（更新有）

中世のベニスで誕生した特許制度。 その発達の歴史とは？ | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/episode/episode001 要（更新無し）

特許で巨万の富を築く人物も！ みんなが気になるライセンス収入事情とは | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/episode/特許で巨万の富を築く人物も！-みんなが気になる要（更新無し）

特許出願数、ライセンス料… 特許を活用する日本企業の実態とは？ | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/episode/特許出願数、ライセンス料-特許を活用する日本要（更新無し）

特許制度の普及に貢献した日本の偉人達。 西洋の文化を貪欲に吸収したその素顔とは？ | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/episode/特許制度の普及に貢献した日本の偉人達。-西洋の要（更新無し）

PCT出願（国際特許出願）について | 社長の知財 https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/pct出願（国際特許出願）について 要（更新無し）

海外における産業財産権の取得をお手伝いします | 社長の知財 https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/外国の弁理士と情報交換！-外国での産業財産権の要（更新有）

拒絶理由通知対応、登録異議申立、その他手続きをお手伝いします | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/拒絶理由通知が来た！-出願後の問題にも対応しま要（更新無し）

ロゴ、マークなどの商標権の 取得をお手伝いします | 社長の知財 https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/商品やサービスのマークを考えた時-商標を取得し要（更新無し）

あなたの代理人として訴訟を裁判所に起こします | 社長の知財 https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/審判の請求や審判官との折衝など-争訟の代理人を要（更新無し）

新たな発明、考案をした時　特許権、実用新案権の取得をお手伝いします | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/新たな発明、考案をした時-特許権、実用新案権を要（更新無し）

発明や考案について、鑑定・判定・技術評価をします | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/発明の範囲がどこまで及ぶか-鑑定、判定請求しま要（更新無し）

新デザインなどを考えた時 意匠権の取得をお手伝いします | 社長の知財https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/物品のデザインを考えた時-意匠権の取得をします要（更新無し）



審判の請求をします | 社長の知財 https://www.jpaa.or.jp/shacho-chizai/無審査で取得できる権利！-実用新案権の技術評価要（更新無し）

サイトマップ | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/sitemap 要（更新有）

スタートアップ・中小企業 | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/smallbusiness 要（更新無し）

CASE01 新しく事業を始めたいのですが… | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/smallbusiness/case01 要（更新無し）

CASE02 自社の会社名や新商品の名称について何か権利を取りたいのですが… | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/smallbusiness/case02 要（更新無し）

CASE03 自社で新たに開発した製品について何か権利を取りたいのですが… | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/smallbusiness/case03 要（更新無し）

CASE04 自社で新たに開発した製品がアプリなのですが、何か権利を取れないでしょうか… | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/smallbusiness/case04 要（更新無し）

CASE05 自社で新たに開発した製品のアイデアは、新しいものではないのですが、何か権利を取れないでしょうか… | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/smallbusiness/case05 要（更新無し）

CASE06 新たな事業自体について、何か権利を取れないでしょうか… | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/smallbusiness/case06 要（更新無し）

CASE07 新たな事業を開始するにあたり、特許等の知的財産権の取得は、特に希望していないのですが… | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/smallbusiness/case07 要（更新無し）

CASE08 特許等の知的財産権制度を利用するメリットについて知りたいのですが… | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/smallbusiness/case08 要（更新無し）

CASE09 他社と共同研究・共同開発をしたいのですが… | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/smallbusiness/case09 要（更新無し）

CASE10 他社から警告状を受け取りました… | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/smallbusiness/case10 要（更新無し）

CASE11 中国や米国等の外国で、特許権、商標権を取得したいのですが… | 日本弁理士会https://www.jpaa.or.jp/smallbusiness/case11 要（更新無し）

JPAA知財サポートデスク | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/smallbusiness/jpaaipsupportdesk 要（更新無し）

弁理士を志望される方へ | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/student 要（更新無し）

支援活動だより | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/support_activity 要（更新無し）

支援活動だより | 日本弁理士会 - Part ★過去7非表示 https://www.jpaa.or.jp/support_activity/page/★過去7非表示 要（更新無し）

関連バナー | 日本弁理士会 https://www.jpaa.or.jp/top_banner 要（更新無し）

関連バナー | 日本弁理士会 - Part 2 https://www.jpaa.or.jp/top_banner/page/2 破棄

関連バナー | 日本弁理士会 - Part 3 https://www.jpaa.or.jp/top_banner/page/3 破棄

関連バナー | 日本弁理士会 - Part 4 https://www.jpaa.or.jp/top_banner/page/4 破棄

関連バナー | 日本弁理士会 - Part 5 https://www.jpaa.or.jp/top_banner/page/5 破棄

シリーズ特産品　冊子 https://www.jpaa.or.jp/webbook/b-specialty 要（更新無し）

支援活動だより★各ページ1868ページ非表示 https://www.jpaa.or.jp/webbook/no★各ページは非表示 破棄

ヒット商品はこうして生まれた_本文-CS6_MAC用.indd https://www.jpaa.or.jp/webbook/r1hit 要（更新無し）

弁理士Info https://www.jpaa.or.jp/webbook_info 要（更新無し）

https://www.jpaa.or.jp/top_banner/page/2


日本弁理士会ホームページ
アクセス状況

2022.9

広報センター第３事業部ホームページ班

別紙（２）



直近のアクセス状況 PV※
2022年8～9月

1日あたり約6,000～9,000PV
月間約15～20万PV

※「ページビュー」
＝閲覧されたページ総数
（HP内の全ページについての総和）



直近のアクセス状況 UU※
2022年8～9月 ※「ユニークユーザー」

＝１日あたりの訪問者数

（同一人物が複数回閲覧したとして
も重複カウントせず）



月間のPV状況
2021年9月～2022年8月



ページごとの月刊のPV状況
2022年6月



 1 

別紙（3） 

 

４−３ トップページ案の提案 

下記に、トップページ案（３案）を提案する。３案とも、一回のスクロールで最後まで辿

り着くように、トップページの長さが約２ページ分である。 

・案１は、オフィシャル感満載のシンプルで分かりやすい・見慣れたデザインである。 

・案２は、地域会へ誘導を重視した（弁理士紹介や無料相談が目立つ）デザインである。 

・案３は、ＳＮＳ連携や動画発信を重視した（鮮度がある）デザインである。 

 

  



 2 

＜案１：オフィシャル感満載の分かりやすい・見慣れたデザイン＞ 

 

＜特徴＞ 

・シンプルなデザイン（トップページで開示する情報をさらに減らしても良い）。 

・使い慣れたデザインであり、誰でも（初心者でも）操作に慣れている。 

・メインメニューの数も少なくしている（HOME/日本弁理士会/弁理士とは/活動情報/知的

財産とは）。 

・案２・案３（後述）の一部機能を含めるデザインであっても良い。 

  



 3 

＜案２：地域会への誘導を重視したデザイン＞ 

 

＜特徴＞ 

・地域会への誘導および地域会情報の発信を重視したデザイン 

・新着情報として、「地域会からのお知らせ」も公開（リンク配置）。一方、すべての地域

会情報を公開すると情報が大量となり、重要な情報が埋もれてしまう恐れがある。 

・会員の仕事に繋がるように、弁理士紹介や無料相談を目立つようにした。なお、非営利

の公益法人としてオフィシャル公式ホームページとして、情報のバランスが必要である。  



 4 

＜案３：ＳＮＳ連携や動画発信を重視したデザイン＞ 

 

＜特徴＞ 

・ＳＮＳ連携、双方向性や動画発信を重視した、鮮度を感じるデザイン 

・「バーチャルＪＰＡＡラウンジ」は、クリックすると SpecialChatのようなチャットス

ペースに移動する機能である。将来的にはメタバース的なスペースであっても良い。 

・YouTube動画は、定期的（例えば１週間）で変更し、会保有の動画を紹介する。 

・会長の写真をクリックすると、最新の会長声明に直で移動する。 

・ツイートがリアルタイムで更新され、表示される（ホームページの鮮度が上がる）。 

・チャットボットで双方向のコミュニケーションが可能である。 



【提供用】別紙(4)質問表_1006.xlsx

Q and A シート
質問、確認事項 回答

質問日 質問者 資料 質問箇所 内容 回答日 回答者 回答

例 2022/9/15
XXシステム

△△
提案依頼書

5.4. 提案書の提出 提案書に記載するデザインイメージは複数掲載してもよろしいでしょうか。
2022/9/20

日本弁理士会
○○

複数掲載して問題ありません。費用が異なる場合は見積書に明記してくださ
い。

1 2022/9/21 提案依頼書
2.2.2.システムの観点からの改
善方針

Wordpressの固定ページではなく投稿ページのみテンプレートを複数用意す
るという認識でよろしいでしょうか。

2022/9/27
日本弁理士会

瀬合
トップページのテンプレートは必須となり、それ以下のページは工期的に作成
可能であれば、固定ページで複数ご用意いただきたく存じます。

2 2022/9/21

会員専用ページの下記のリンク先は今回のリニューアル業務に含まれますで
しょうか。
https://www.jpaa-members.jp/forum/
https://jpaakenshu.jp/tss
また、含まれる場合はコンテンツとページ数を教えていただけますでしょうか。

2022/9/27
日本弁理士会

瀬合

お送りいただきましたリンク先は今回のリニューアル業務に含まれません。

3 2022/9/27 提案依頼書 ENGLISHサイト（コンテンツ）も範囲に含まれますか。 2022/10/4
日本弁理士会

金森
今回ENGLISHサイトは範囲に含みません。

4 2022/9/27 提案依頼書
弁理士会規定などにより納品時（PJ中も）に必要なドキュメントや指定の開発
手法などはありますか。

2022/10/4
日本弁理士会

金森
指定の開発手法等ございません。

5 2022/9/27 提案依頼書

会員専用ページ等の遷移先（別ドメイン）ページが多数ありますが、スコープ
外の認識です。
これらとの接続により、今回の対象サイトとの間でデータ連携（会員ログイン
情報引き継ぐなど）を行うなどの機能は存在しない認識でよろしいでしょうか。

2022/10/4
日本弁理士会

金森
データ連携は存在しません。

6 2022/9/27 提案依頼書 具体的なインフラ・サーバの想定はありますか。（Amazon AWSなど） 2022/10/4
日本弁理士会

金森

想定はありません。
現状、AWSを使用しています。使用するサーバ及びサーバ管理についてご提
案頂いても構いません。ご提案頂く場合には、P9の「3.1　提案依頼範囲」の
対象項目ごとの金額がわかるように、見積り金額をご提示下さい。

7 2022/9/27 提案依頼書
ホスティングに関して、SLA等の提供は必要でしょうか。また、監査などは実
施しますか。

2022/10/4
日本弁理士会

金森
必要ありません。11ページ4.2.インフラ構成に示す内容を満たすようにご提案
いただければ幸いです。

8 2022/9/27 提案依頼書 機密情報・個人情報の取り扱いはない想定ですが問題ないでしょうか。 2022/10/4
日本弁理士会

金森
問題ありません。

9 2022/9/27 提案依頼書 現状でCMSで更新しているページがわかりますでしょうか。 2022/10/4
日本弁理士会

瀬合

トップページ及びその下層ページの大部分が該当いたします。
該当しないページはトップページ最上部の「会員専用ページ」内の「日本弁理
士会電子フォーラム」や「弁理士研修システム」、「弁理士を探す」内の「弁理
士ナビ」、トップページ下部の「関連バナー一覧はコチラから」内の「外部リン
ク」や「地域会」、それに各バナーからリンクされているページの一部となりま
す。

10 2022/9/27 提案依頼書 画像や原稿等は支給想定でよいでしょうか。 2022/10/4
日本弁理士会

金森

コンテンツの内容に関する画像・原稿は提供いたします。
その他、ウェブサイトのレイアウトを構成する画像については準備をお願いい
たします。

11 2022/9/27 提案依頼書

23年3月1日にローンチとの記載ですが、11月4日に結果連絡とするとそこか
ら即キックオフできてスタートできたとしても実質4か月、キックオフが遅れるな
どした場合3ヶ月程度しかない可能性もあります。
＃年末年始もはさみますので。

まだページ数などが細かく確認できていませんが、今回ページ制作だけでな
くCMSの導入、サーバ構築までスコープに含むとなると3ヶ月ではかなり厳し
い、というか要件定義が終わって設計に入れるかどうかという感覚です。

3月1日マストとなると正直対応が厳しく、もしスケジュールを3月1日を無しとし
て、こちらで現実的なスケジュールをひいての提案は可能ですか

2022/10/4
日本弁理士会

金森

2023年3月1日までに本番稼働開始するのは少なくともトップページが必須と
なります。トップページ以下の各階層のページについては、トップページから
直接又は間接にリンクされていれば、期間的に対応可能なものについてはレ
イアウト・内容を更新していただき、間に合わないものは現在のページを流用
頂いて構いません。

12 2022/9/27 その他

別紙（2）アクセス状況 同期間（2022年8〜9月）の、
Webサイトへの流入経路の内訳は拝見できますか？
（自然検索から、他サイトから、SNSから等について、それぞれ何％くらいある
か）

2022/10/4
日本弁理士会

瀬合

別添のとおり、資料をお送りいたします。 Analytics すべての
ウェブサイトのデータ
集客サマリー
20220801-20220930

13 2022/9/27 その他

別紙（2）アクセス状況 同期間（2022年8〜9月）の、
・「Webサイトへの流入時」の検索キーワード（Search Consoleの検索クエリ
等）
・「サイト内検索」で検索されている言葉

2022/10/4
日本弁理士会

瀬合

別添のとおり、資料をお送りいたします。 Analytics すべての
ウェブサイトのデータ
検索クエリ
20220801-20220930

14 2022/9/27 その他
ロゴの決まりについて ロゴの配置等について、レギュレーションで決められていることはあります

か？
2022/10/4

日本弁理士会
金森

レギュレーションは特にございません。

15 2022/9/27 その他
色の決まりについて デザインや色使いに関して、レギュレーションで決められていることはありま

すか？
2022/10/4

日本弁理士会
金森

レギュレーションは特にございません。

補助
資料等

№



【提供用】別紙(4)質問表_1006.xlsx

Q and A シート
質問、確認事項 回答

質問日 質問者 資料 質問箇所 内容 回答日 回答者 回答
補助

資料等
№

16 2022/9/27 その他

別紙(1)現行ホームページコンテ
ンツ一覧

C列の内容ステータスに関して、既存コンテンツの認識の確認をさせて下さ
い。
以下のような認識でよろしいでしょうか？

今回のリニューアル対象として、
・要（更新有）　→　必要。掲載内容を更新したい。
・要（更新無し）→　必要。掲載内容はそのままで可。
・アーカイブ　→　掲載はしなくても良いが、内容やファイルは保存しておきた
い。

2022/10/4
日本弁理士会

金森

ご認識の通りです。
アーカイブに関してはWEBサーバ上に保管する必要はなく、オフラインで閲覧
できる（例：PDFにする等）状態で問題ありません。

17 2022/9/27 提案依頼書

P10 4.1 サイトの動作環境 『OS は一任いたします。』とありますが、サーバ業者で調達されるサーバにお
ける制約はあるのではないでしょうか？

2022/10/4
日本弁理士会

丸山

現在は、AWSを使用しています。P９に記載の通り、サーバ・ネットワークの提
案は任意となっております。サーバ・ネットワークの提案をされない場合には、
現在当会が使用しているAWSのOSに対応するよう構築願います。サーバ・
ネットワークの提案をされる場合には、対案されるサーバに対応するOSでの
構築をお願い致します。

18 2022/9/27 提案依頼書

P10 4.2 インフラ構成 『 本会とサーバ業者との間で契約締結し、調達したサーバ環境上に構築す
る』とありますが、サーバ業者はどこで何のサービス上に構築するのでしょう
か？
その点が分からないと構築作業費を見積もることが出来ません。

2022/10/4
日本弁理士会

丸山

現在は、AWSを使用し、株式会社アイディーエスがサーバ管理を行っていま
す。No.1での回答の通り、使用するサーバ及びサーバ管理についてご提案頂
いても構いません。ご提案頂く場合には、P9の「3.1　提案依頼範囲」の対象
項目ごとの金額がわかるように、見積り金額をご提示下さい。

19 2022/9/27 提案依頼書
P10 4.2 インフラ構成 『WEB サーバの障害発生時には、遅くとも翌営業日内に復旧できること』とあ

るが、インフラ側に問題がある場合はサーバ業者の方で対応して貰えるので
しょうか？

2022/10/4
日本弁理士会

丸山

はい。ご認識の通りです。

20 2022/9/27 提案依頼書

P10 4.3 拡張性 『アクセス数の増加に対応ができるよう柔軟に対応できるような構成とするこ
と』とありますが、そもそもサーバ業者の方で準備される環境に依存するかと
思いますが、柔軟に対応できるのでしょうか？（ロードバランサーの設置、
オートスケーリング設定等）

2022/10/4
日本弁理士会

丸山

本要件は、サーバ管理についてもご提案頂く場合に満たされれば問題ござい
ません。

21 2022/9/27 提案依頼書
P11 4.6 運用・保守
　(1)運用条件

『24 時間 365 日のホームページの死活監視をおこなうこと。』とありますが、
基盤側（サーバ業者）で監視ソリューションが用意されていて利用することは
可能なのでしょうか？

2022/10/4
日本弁理士会

丸山

本要件は、サーバ管理についてもご提案頂く場合に満たされれば問題ござい
ません。

22 2022/9/27 提案依頼書
P11 4.6 運用・保守
　(1)運用条件

『障害についてはコンテンツ、インフラを問わず、復旧責任を持つこと。』とあり
ますが、復旧には努めますがインフラに起因する障害については責任を負え
ないと思われますが如何でしょうか？

2022/10/4
日本弁理士会

丸山

インフラに起因する障害復旧については、サーバ管理についてもご提案頂く
場合に満たされれば問題ございません。

23 2022/9/27 提案依頼書
P11 4.6 運用・保守
　(2)保守条件

ログの保存期間の説明として『保存期間1か月以上』とありますが、こちらの
説明は正しいのでしょうか？（文字通り捉えると、1か月で消去しても構わない
ということになります。）

2022/10/4
日本弁理士会

丸山

異常なログを発見した場合には、ログの消去前に報告頂ければ問題ござい
ません。１カ月以上ログを保存可能な場合にはご提案下さい。

24 2022/9/27 提案依頼書
P12 4.6 運用・保守
　(2)保守条件

『平日日中に発生した障害については、1 時間以内に初動対応すること。』と
ありますが、インフラに起因する障害については基盤側（サーバ業者）で対応
されるということで良いでしょうか？

2022/10/4
日本弁理士会

丸山

はい。ご認識の通りです。

25 2022/9/27 提案依頼書
P12 4.6 運用・保守
　(2)保守条件

『障害についてはコンテンツ、インフラを問わず、復旧責任を持つこと。』とあり
ますが、復旧には努めますがインフラに起因する障害については責任を負え
ないと思われますが如何でしょうか？

2022/10/4
日本弁理士会

丸山

インフラに起因する障害復旧については、サーバ管理についてもご提案頂く
場合に満たされれば問題ございません。

26 2022/9/27 提案依頼書
P12 4.7　バックアップ 『サーバは、稼働時、構成の変更時にマシンイメージのバックアップを取得・

保存すること』とありますが、基盤側にバックアップソリューションが用意され
ていてそれを利用することは可能なのでしょうか？

2022/10/4
日本弁理士会

丸山

本要件は、サーバ管理についてもご提案頂く場合に満たされれば問題ござい
ません。

27 2022/9/27 提案依頼書

P12 4.7　バックアップ
『ネットワーク機器は、稼働時、構成の変更時に設定ファイルのバックアップを
取得・保存すること。』とありますが、そもそもオンプレ環境もしくはレンタル
サーバ・クラウドでもネットワーク機器の設定をファイルで出力可能なものな
のでしょうか？
なお、オンプレ環境での物理機器の設置の場合は、サーバ業者の所掌範囲
にあるのではないでしょうか？

2022/10/4
日本弁理士会

丸山

本要件は、サーバ管理についてもご提案頂く場合に満たされれば問題ござい
ません。

28 2022/9/27 提案依頼書
P13 4.10 セキュリティ 『外部公開ネットワークにおいては Firewall の設置』とありますが、オンプレ環

境での物理機器の設置の場合は、サーバ業者の所掌範囲にあるのではない
でしょうか？

2022/10/4
日本弁理士会

丸山

本要件は、サーバ管理についてもご提案頂く場合に満たされれば問題ござい
ません。

29 2022/9/29 提案依頼書
P13 4.10 セキュリティ 『SSL 証明書は既存のものを流用することを想定』とありますが、証明書ファ

イルだけではなくセットとなっている秘密鍵ファイルも提供されるという理解で
宜しいでしょうか？

2022/10/4
日本弁理士会

丸山

はい。ご認識の通りです。

30 2022/9/29 提案依頼書
P７　2.1.2.システムの観点から
の課題

「不要な改行による無駄な空白が挿入される」以外のテンプレート制限は何
がありますか？

2022/10/4
日本弁理士会

丸山
具体的にはありませんが、P8の「2.2　改善方針」が満たされるようなテンプ
レートのご提案をお願い致します。

31 2022/9/29 提案依頼書

.P8　2.2.1. 広報の観点からの改
善方針

「弁理士（会員向け）は電子フォーラムで対応可能」とは何が可能なのでしょう
か？そもそも電子フォーラムとは？

2022/10/4
日本弁理士会

丸山

電子フォーラムは、https://www.jpaa-members.jp/index.phpに存在する弁理
士（本会会員）のみがログインできるページです。会員向けの広報はこの電
子フォーラムを利用するため、今回ご提案頂くホームページは外部向けの広
報活動に主眼を置いたページ構成となるようにお願い致します。

32 2022/9/29 提案依頼書
.P8　2.2.1. 広報の観点からの改
善方針

地域会ホームページとは何ですか？
2022/10/4

日本弁理士会
丸山

こちらのURL（https://www.jpaa.or.jp/about-us/access）から各地域会のホー
ムページへアクセスできます。各地域会のホームページへのアクセスがより
容易となるページ構成をご提案お願い致します。
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33 2022/9/29 提案依頼書

.P8　2.2.1. 広報の観点からの改
善方針

「教育機関は特設ページなどで対応可能である。」とは何が対応可能なので
しょうか？

2022/10/4
日本弁理士会

丸山

教育機関向けのページは、https://www.jpaa.or.jp/school/、
https://www.jpaa.or.jp/character/、https://www.jpaa.or.jp/kids/等が存在し
ます。これらのページは存続させるた教育機関向けの広報活動は引き続き対
応可能と考えますが、今回ご提案頂くトップページは、特に関係各所や広く国
民向けとなるページ構成となるようお願い致します。

34 2022/9/29 提案依頼書

.P8　2.2.1. 広報の観点からの改
善方針

「弁理士会が所有する広報用コンテンツ」の数・種類を教えてください。

2022/10/4
日本弁理士会

丸山

主に、トップページ（https://www.jpaa.or.jp/）の下部及び関連バナーページ
（https://www.jpaa.or.jp/top_banner/）に掲載された小バナーのうち、「外部リ
ンク」以外のもの38個があります。これ以外については、別紙（1）をご参照下
さい。

35 2022/9/29 提案依頼書

.P8　2.2.1. 広報の観点からの改
善方針

CMSのコンテンツを更新するのは誰で何人でしょうか。「、附属機関からの要
望に応じて迅速に情報掲載可能とする。」とあるので、付属機関の方々も自ら
更新可能なのでしょうか 2022/10/4

日本弁理士会
丸山

簡単な更新は、当会の広報室事務局職員が行います。難易度の高い更新
は、ホームページ運用・保守業者へ依頼させて頂きます。ホームページ運用・
保守までご提案頂く場合には、ページの更新等に関する見積り金額もご提示
願います。なお、なるべく当会内で容易にホームページ更新が可能なレイア
ウトをご提示願います。

36 2022/9/29 提案依頼書
.P９　3.1.  提案依頼範囲 表内の〇と△の違いを教えてください

2022/10/4
日本弁理士会

丸山
○は必須でご提案頂きたい内容で、△はご対応頂ける場合にご提案頂きた
い内容です。

37 2022/9/29 提案依頼書
.P10　４.1.  サイトの動作環境

各ブラウザのバージョンは、開発時の最新版で問題ないでしょうか？ 2022/10/4
日本弁理士会

丸山

はい。ご認識の通りで問題ございません。ただし、ブラウザがバージョンアッ
プした場合にも、対応無し又は簡易な対応で運用し続けられる汎用性の高い
テンプレートをご提案お願い致します。

38 2022/9/29 提案依頼書

P10 4.2 インフラ構成 「CMS で管理するコンテンツを WEB サーバごとに配信するといった手間が発
生しないこと。」の中に記載されている「配信するといった手間」とは具体的に
どのような作業を想定されていますか？

2022/10/4
日本弁理士会

丸山

本要件は、サーバ管理についてもご提案頂く場合に満たされれば問題ござい
ません。複数のWEBサーバで運用する場合には、コンテンツのアップロードを
各WEBサーバに繰り返し行うのではなく、コンテンツのアップロードを1回の操
作で全WEBサーバに行える構成を希望しております。

39 2022/9/29 提案依頼書

P31　４−３ トップページ案の提
案

TOPページ3案が記載されていますが、この案の意味は？なぜ掲載されてい
るのでしょうか？

2022/10/4
日本弁理士会

丸山

本提案依頼書の作成に先立ち、当会内でトップページ案を作成しました。トッ
プページ案を提案される場合には、これらのトップページ案のいずれか又は
組み合わせとなるようにお願い致します。なお、2023年3月1日までに本番稼
働開始するのは少なくともトップページが必須となります。トップページ以下の
各階層のページについては、トップページから直接又は間接にリンクされてい
れば、期間的に対応可能なものについてはレイアウト・内容を更新していただ
き、間に合わないものは現在のページを流用頂いて構いません。

40 2022/9/29 提案依頼書
P.6　1.3. プロジェクトの目的 「(別紙(3) 広報コンテンツ一覧 参照」とありますが、別紙（３）はＴＯＰページ3

案のみで、広報コンテンツ一覧ではないように思えますが、いかがでしょう
2022/10/4

日本弁理士会
丸山

「(別紙(1) 広報コンテンツ一覧 参照」の誤記です。申し訳ございません。

41 2022/9/29 提案依頼書
P8. 2.2.1. 広報の観点からの改
善方針

「(別紙(4) TOP ページ案 参照」とありますが、別紙４がありません。別紙３の
ことでしょうか？

2022/10/4
日本弁理士会

丸山
「(別紙(3) TOP ページ案 参照」の誤記です。申し訳ございません。

42 2022/10/4 別紙（３）

４−３　トップページ案の提案 これは弁理士会が考えた例なのか、それともこの3案を元にワイヤーフレーム
を書くのでしょうか？

2022/10/6
日本弁理士会

金森

本提案依頼書の作成に先立ち、当会内でトップページ案を作成しました。トッ
プページ案を提案される場合には、これらのトップページ案のいずれか又は
組み合わせとなるようにお願い致します。なお、2023年3月1日までに本番稼
働開始するのは少なくともトップページが必須となります。

43 2022/10/4
４．６運用保
守

（２）保守条件 保守期間はいつからいつまででしょうか？ 2022/10/6
日本弁理士会

金森
毎年4月1日から3月末日までの１年間です。

44 2022/10/4 提案依頼書
4.9. CMS(コンテンツマネジメント
システム)

「PC 向け、スマートフォン向けのコンテンツが作成できること」とありますが、
ページ単位でコンテンツを分けるのか、ページ内で特定のコンテンツが表示さ
れる／されないようにするのかどちらでしょうか？

2022/10/6
日本弁理士会

金森

ページ内のセクション等で動作が変わるページはありませんので、ページ単
位でコンテンツを分ける考え方で問題ありません。

45 2022/10/4 提案依頼書
別紙（２）日本弁理士会ホーム
ページ
アクセス状況

展開いただいているアクセス状況の資料はPC／スマホをあわせたPV数で
しょうか？またスマホのユーザーは何％いるかわかりますでしょうか？ 2022/10/6

日本弁理士会
瀬合

アクセス状況の資料はPCとスマホをあわせた資料となります。スマホのユー
ザーは約40％となります。

46 2022/10/4 提案依頼書
別紙（３）４−３
トップページ案の提案

ご提示いただいている3案のうちどれかを必ず盛り込む案がいいのでしょう
か？

2022/10/6
日本弁理士会

金森
できれば３案のいずれかに沿ってご提案いただきたいです。３案から外れる
場合にはその意図をご説明いただければ幸いです。

47 2022/10/4 提案依頼書

4.2. インフラ構成 「本会とサーバ業者との間で契約締結し、調達したサーバ環境上に構築す
る。」とありますが、こちらのサーバ環境はお決まりでしょうか。

2022/10/6
日本弁理士会

金森

決まっておりません。
現在は、AWSを使用し、株式会社アイディーエスがサーバ管理を行っていま
す。使用するサーバ及びサーバ管理についてご提案頂いても構いません。ご
提案頂く場合には、P9の「3.1　提案依頼範囲」の対象項目ごとの金額がわか
るように、見積り金額をご提示下さい。

48 2022/10/4 提案依頼書
4.2. インフラ構成 現用のインフラ環境について構成図はございますか。

もしありましたら、ご共有いただくことは可能でしょうか。
2022/10/6

日本弁理士会
瀬合

構成図はございません。

49 2022/10/5 提案依頼書

4.2. インフラ構成 「本会とサーバ業者との間で契約締結し、調達したサーバ環境上に構築す
る。」とは、弊社がインフラを提案し、弁理士会様は契約のみを行うということ
でしょうか。
また、構築する際は弊社に契約したインフラ環境を貸与していただくイメージ
でしょうか。

2022/10/6
日本弁理士会

金森

ご認識の通りで問題ありません。
納品時に弊会が契約したサーバに構築いただければ、開発時の制約はあり
ません。

50 2022/10/5 提案依頼書
4.2. インフラ構成 No.6に関連しますが、提案するインフラはクラウド環境でも可でしょうか。

2022/10/6
日本弁理士会

金森
可です。
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