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中華人民共和国　北京

日本弁理士会
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弁理士制度の沿革

・１８８５年　専売特許条例（特許制度の導入）

・１８９９年　特許代理業者登録規則（代理人制度の導入）

・１９０９年　特許弁理士令

・１９２１年　弁理士法の公布（旧弁理士法）

・１９２２年 日本弁理士会設立

・２００１年　弁理士法改正　（新弁理士法）

　　　　 　　◆業務範囲の拡大　関税定率法・契約・

　　　　　　　　　　　　　　　　不正競争防止法・著作権法

・２００２年 弁理士法改正公布

　　　　　　　◆業務の追加　特定侵害訴訟代理人
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知的財産業務における弁理士の関わり

©

■発明相談 ■技術指導
■情報提供 ■コンサル業務

■TLO支援

■侵害訴訟代理　　　　　　
■流通支援
■契約/交渉
■裁判所調停委員
■補 佐 人

権利活用権利活用 権利取得権利取得

技術開発
知的財産の創出

技術開発

知的財産の創出

雇用
促進

新規産業
の創出

新商品
開発

科学技術創造立国
21世紀

「創造性豊かな未来社会」
産業・経済の再生と活性化

科学技術基本法 1995

（広く・早く・強い権利）

「知的創造サイクル」

（知財の適切な保護）
（紛争の迅速な解決）

国内・外国国内・外国

■出願代理
■異議 /審判代理
■審決取消訴訟代理
■鑑定

（専門性の表示）
（広告の自由化）

（工業所有権）
（その他の知的財産）

■TLO 支援

弁理士

総合科学技術会議 2002

知的財産戦略会議 2002
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弁理士の業務範囲

●出願代理業務

　　特許・実用新案・意匠・商標・国際出願・国際登録出願

●出願以外の業務

・異議申立・審判等の紛争処理の代理

　・輸入差止手続の代理

　・専門的仲裁機関における仲裁和解の代理

　・契約関連業務の代理

　・侵害訴訟補佐・共同訴訟代理

　・審決取消訴訟代理
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弁理士試験制度

弁理士試験

１．多枝選択式試験

試験科目：特許・実用新案・意匠・商標・条約・

　　　　　著作権・不正競争防止法

２．論述試験

　　必須科目：特許・実用新案・意匠・商標・条約

　　選択科目：法律系・理工系科目2科目

３．口述試験

　　論文筆記試験の必須科目

2002年度　受験者数6,714　多枝選択合格者数2,070

　　　　　論述合格者数470　口述合格者数466
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弁理士の登録

◎登録（第１７条）
　日本弁理士会に登録することにより弁理士となる。

　弁理士は、弁理士の業務を行うことができる。

◎登録の拒否（第１９条）
　・弁理士となる資格がない者。

　・心身の故障により弁理士の業務を行わせることが

　　その適正を欠くおそれがあるとき。

　・弁理士の信用を害するおそれがあるとき。

　　

◎登録の抹消（第２４条）
　・業務を廃止したとき。

　・死亡したとき。

　・禁固以上の刑により登録の取消しの処分を受けたとき。

　・日本弁理士会の退会の処分を受けたとき。
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弁理士の義務

◎　信用失墜行為の禁止（第２９条）
　弁理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

◎　秘密を守る義務（第３０条）
　業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはなら
ない。

◎　業務を行い得ない事件（第３１条）
　１　相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

　２　相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に　
　基づくと認められるもの

　３　受任している事件の相手方からの依頼による他の事件

　４　公務員として職務上取り扱った事件

　５　仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件

　６　社員又は使用人である弁理士として特許業務法人の業務に従事してい　
　　た期間内に、その特許業務法人が相手方の協議を受けて賛助し、又は　
　　その依頼を承諾した事件

　７　社員又は使用人である弁理士として特許業務法人の業務に従事してい　
　　た期間内に、その特許業務法人が相手方の協議を受けた事件で、その　
　　協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
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弁理士への処分

弁　理　士

①弁理士会の秩序又は信用を害するおそれのある者等
②弁理士法又は弁理士会の会則を違反した者（会費滞納者等）等
①

処分対象者

　　弁理士会

会長審査委員会

調
査
請
求

調
査
結
果
報
告

・ 戒告
・ 懲戒の申告
・ 退会

戒告

退会

経済産業

大　臣

産業構造
審議会

（委員１５人以内）

懲戒処分に関
する意見

退会処分の認可申請

懲戒の申告

退会処分の認可

・戒告
・２年以内の業務
　の停止
・業務の禁止

何　人　も

懲戒処分
の公告

会員処分
の請求

懲戒に該当する事実の
報告び措置の請求

官報

懲戒事由の調査権限に基
づく命令

① 業務に関する必要　　
な報告

② 帳簿書類その他の物件
の提出

綱紀委員会

会員処分
の請求

送致

処分の
議決

意見を聴く
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特許業務法人

　　弁理士は2人以上により事務所を法人化することができる。

◆設　　立　　　　　　弁理士のみ２人以上

◆業務範囲　　　　　　個人弁理士と同じ

◆業務執行権限　　　　全社員

◆責　　任　　　　　　全社員の無限責任

◆従たる事務所　　　　設置可能

◆競業問題　　　　　　特定事件についての業務制限あり

　　　　　　　　 　　 他の特許業務法人の社員兼務可能

◆監督権限　　　　　　経済産業大臣

◆名称規制　　　　　　「特許業務法人」の名称使用義務

　　　　　　　　 　　 原則として自由
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日本弁理士会の設立及び目的

□　日本弁理士会は弁理士法により設立される法人であ
る。

□　日本弁理士会の目的は会員の指導・連絡・監督・登
録を行う。

□　「独立行政法人等登記令」により登記される。
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日本弁理士会組織図
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日本辩理士会会员的分布情況

1.会员数及种类       4,869

辩理士(自然人) 4,851 99.63%

专利业务法人 18 0.37%

2.辩理士性别比例
男 4,479 92.3%

女 372 7.7%

5.辩理士资格取得类别
辩理士考试 3,766 77.6%

知识产权局有资格者 720 14.8%

律师 298 6.1%

铨衡考试 60 1.2%

高等考试 7 0.1%

3.辩理士的年令分布
20岁以上至25未满 5 0.1%

25岁以上至30未满 140 2.9%

30岁以上至35未满 383 7.9%

35岁以上至40未满 479 9.9%

40岁以上至45未满 530 10.9%

45岁以上至50未满 483 10.0%

50岁以上至55未满 652 13.4%

55岁以上至60未满 669 13.8%

60岁以上至65未满 592 12.2%

65岁以上至70未满 338 7.0%

70岁以上至75未满 270 5.6%

75岁以上至80未满 168 3.5%

80岁以上至85未满 55 1.1%

85岁以上至90未满 60 1.2%

90岁以上 27 0.6%

*  最小年令 23岁 1名
*  最大年令 103岁 1名
*  平均年令 52.59岁

7.辩理士业务形式  

经营专利事务所 2,034 41.93% 117 48.35%
就职于专利事务所 1,406 28.98% 45 18.60%
共同经营专利事务所 744 15.34% 57 23.55%
就职于公司 517 10.66% 12 4.96%
就职于法律事务所 68 1.40% 0 0.00%
经营专利业务法人 42 0.87% 6 2.48%
就职于专利业务法人 31 0.64% 0 0.00%
其他 9 0.19% 5 2.07%

主要事务所 4,851 从属事务所 242


