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産業構造審議会 第１６回知的財産分科会

各小委員会の活動

令和３年６月２８日
特許庁
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特許制度小委員会

意匠制度小委員会

商標制度小委員会

審査品質管理小委員会

１ 弁理士制度小委員会

不正競争防止小委員会

 報告書「弁理士制度の見直しの方向性について」
 弁理士制度に関する最近の課題について討議

 報告書「ウィズコロナ／ポストコロナ時代における特許制度の在り方」
 知財紛争処理システムの見直しについて議論

 令和三年改正意匠法の改正事項等について議論

 報告書「ウィズコロナ／ポストコロナ時代における商標制度の在り方について」
 商標政策の現状と今後の取組等について議論

 報告書「令和２年度審査品質管理小委員会報告書」

 不正競争防止法に関する令和元年度の取組について報告
 不正競争防止法の中長期的な課題について討議

２

３

４

５

６

７

８

基本問題小委員会

財政点検小委員会

 ウィズコロナ／ポストコロナ時代における産業財産権政策の在り方について討議
 報告書「ウィズコロナ／ポストコロナ時代における産業財産権政策の在り方～と
りまとめ～」

 特許特会の財政運営について討議



１.弁理士制度小委員会

開催実績
第１５回（令和２年１０月３０日）

（１）これまでの弁理士制度見直しについて

（２）平成２６年、３０年改正弁理士法の

施行状況について

（３）弁理士制度見直しの方向性について

第１６回（令和２年１１月２５日）

（１）中小企業への対応について

（２）農林水産分野への対応について

第１７回（令和２年１２月２１日）

（１）相談しやすい環境の整備について

（２）第三者意見募集制度に関する対応について

（３）弁理士制度小委員会報告書（案）について
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第１８回（令和３年２月４日）

弁理士制度小委員会報告書とりまとめ



１.弁理士制度小委員会

委員会名簿（令和３年２月時点）
井上 由里子 一橋大学大学院法学研究科教授

青木 大也 大阪大学大学院法学研究科准教授

蘆立 順美 東北大学大学院法学研究科教授

伊東 正樹 一般社団法人日本知的財産協会副理事長・

株式会社豊田自動織機知的財産部部長・弁理士

相良 由里子 日本弁護士連合会日弁連知的財産センター委員・

中村合同特許法律事務所弁護士・弁理士

櫻井 武志 東京ブラインド工業株式会社代表取締役社長・

東京商工会議所知的財産戦略委員会委員

清水 善廣 日本弁理士会会長・弁理士

髙倉 成男 明治大学法科大学院法務研究科長

南 孝一 一般社団法人日本国際知的財産保護協会理事長

山田 真紀 横浜地方裁判所判事・前東京地方裁判所判事（知的財産権部部総括）
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委員長



２.特許制度小委員会

開催実績
第３７回（令和２年４月２日）
（1）「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度」に関する検討の方向性
（2）知財紛争処理システムの見直しについて

第３８回（令和２年５月１３日）
（1）特許権の実効的な保護のための関連データの取扱いについて
（2）訂正審判等における通常実施権者の承諾について

第３９回（令和２年５月２９日）
（1）特許権侵害にかかる損害賠償制度について
（2）差止請求権のあり方について
（3）標準必須特許を巡る異業種間交渉について

第４０回（令和２年６月１６日）
AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方―中間とりまとめ―（案）

第４１回（令和２年７月９日）
AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方―中間とりまとめ―
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第４２回（令和２年１１月２日）
（1）今後の検討事項の方向性について
（2）訂正審判等における 通常実施権者の承諾の要件の見直し
（3）口頭審理期日における当事者の出頭のオンライン化
（4）当事者本人への証拠の開示制限（アトニーズ・アイズ・オンリー）

第４３回（令和２年１１月２７日）
（1）早期の紛争解決を図る新たな訴訟類型（二段階訴訟制度）
（2）侵害者利益吐き出し型賠償制度
（3）災害等の発生時における割増手数料の取り扱い

第４４回（令和２年１２月８日）
（1）第三者意見募集制度（日本版アミカスブリーフ制度）
（2）権利回復制度の見直し
（3）模倣品の越境取引に関する規制の必要性について

第４５回（令和２年１２月２３日）
報告書案の提示

第４６回（令和３年２月５日）
報告書とりまとめ



２.特許制度小委員会
委員会名簿（令和３年２月時点）
淺見 節子 東京理科大学大学院 教授
蘆立 順美 東北大学大学院法学研究科 教授
飯田 香緒里 東京医科歯科大学 副理事

（産学官連携・オープンイノベーション担当）統合研究機構 教授
近藤 健治 一般社団法人 日本知的財産協会 参与

トヨタ自動車株式会社 知的財産部 主査
佐藤 達文 東京地方裁判所知的財産権部総括判事
設樂 隆一 創英国際特許法律事務所 弁護士
杉村 純子 プロメテ国際特許事務所 代表弁理士
高橋 弘史 パナソニック株式会社 知的財産センター ＩＰエクゼクティブエキスパート 弁理士
鈴木 賴子 アステラス製薬株式会社 法務部 知的財産担当部長 弁理士

日本製薬工業協会 知的財産委員会 国内政策TF及び海外政策TF委員
玉井 克哉 東京大学先端科学技術研究センター教授・信州大学経法学部教授
田村 善之 東京大学大学院法学政治学研究科 教授
長澤 健一 キヤノン株式会社 常務執行役員 知的財産法務本部 本部長

日本経済団体連合会 知的財産委員会 企画部会長
中畑 稔 One ip特許業務法人 代表パートナー弁理士
萩野 源次郎 大和合金株式会社 代表取締役社長
松山 智恵 TMI総合法律事務所 弁護士
山本 敬三 京都大学大学院法学研究科長
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委員長



３.意匠制度小委員会

開催実績

第１２回（令和３年１月１８日）

（1）令和元年改正意匠法施行後の状況について

（2）国際意匠登録出願における証明書の提出方法の拡充について

（3）国際意匠登録出願の登録査定謄本送達方法の拡充について

（4）模倣品の越境取引に関する規制の必要性について

（5）その他の法改正事項について
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３.意匠制度小委員会

委員会名簿（令和３年１月時点）
青木 大也 大阪大学大学院法学研究科 准教授

茜ヶ久保 公二 日本弁理士会 副会長

ＴＭＩ総合法律事務所 弁理士

淺見 節子 東京理科大学大学院 教授

神田 栄美子 一般社団法人日本知的財産協会 意匠委員会 委員長

ヤマハ株式会社知的財産部ＩＰイノベーショングループ 主事

黒田 薫 阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士・弁理士

田村 善之 東京大学大学院法学政治学研究科 教授

林 千晶 株式会社ロフトワーク 代表取締役
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委員長



４.商標制度小委員会

開催実績

第６回（令和２年１１月６日）

（1）商標政策の現状と今後の取組

（2）財務省関税局プレゼンテーション

（3）模倣品の越境取引に関する商標法上の規制の必要性について

（4）国際商標登録出願に係る手数料納付方法及び登録査定の謄本の送達方法の見直しについて

（5）特許法改正論点の商標法への波及について

第７回（令和２年１２月１６日）

（1）口頭審理期日における当事者の出頭のオンライン化

（2）報告書案の提示

第８回（令和３年１月２８日）

報告書取りまとめ

8



４.商標制度小委員会

委員会名簿（令和３年１月時点）
蘆立 順美 東北大学大学院法学研究科教授

井関 涼子 同志社大学法学部教授

江幡 奈歩 阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士

大向 尚子 西村あさひ法律事務所 弁護士

國分 隆文 東京地方裁判所 判事

駒田 泰土 上智大学法学部国際関係法学科 教授

齊藤 浩二 株式会社アシックス 知的財産部 部長

島並 良 神戸大学大学院 科学技術イノベーション研究科・法学研究科 教授

高崎 充弘 株式会社エンジニア 代表取締役社長

田村 善之 東京大学大学院法学政治学研究科 教授

林 いづみ 桜坂法律事務所 弁護士

本多 敬子 本多国際特許事務所 弁理士

横山 久芳 学習院大学法学部 教授
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委員長



５.審査品質管理小委員会

開催実績＜令和２年度＞

第１回（令和３年２月１５日）

（１）審査品質管理の実施体制・実施状況に関する評価結果（案）について

（２）審査品質管理の実施体制・実施状況に関する各委員の改善提案について

第２回（令和３年３月２２日）

（１）令和２年度審査品質管理小委員会報告書（案）について
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５.審査品質管理小委員会

令和２年度審査品質管理小委員会報告書の概要
令和２年度の特許庁の審査品質管理の実施体制及び実施状況について評価し、

改善点についての検討を行った結果を報告書として取りまとめた。
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評価項目 特許 意匠 商標
①「品質ポリシー」及び「品質マニュアル」等の文書の作成状況 極めて良好 極めて良好 極めて良好
②審査及び品質管理のための手続の明確性 極めて良好 極めて良好 極めて良好
③品質管理の基本原則等の制度ユーザーへの公表及び職員への周知 極めて良好 極めて良好 極めて良好
④審査実施体制 概ね達成 概ね達成 概ね達成
⑤品質管理体制 良好 良好 良好
⑥品質向上のための取組 良好 良好 良好
⑦品質検証のための取組 良好 良好 良好
⑧審査の質の分析・課題抽出 良好 良好 良好
⑨質の高い審査を実現するための方針・手続・体制
（評価項目①～⑤）の改善状況 良好 良好 良好

⑩品質管理の取組（評価項目⑥～⑧）の改善状況 良好 良好 良好
⑪審査の質向上に関する取組の情報発信 良好 良好 良好

審査品質管理の実施体制・実施状況に関する評価結果（令和２年度）
（※評価基準は「極めて良好」、「良好」、「概ね達成」、「改善を要す」の４段階）



５.審査品質管理小委員会

委員会名簿（令和３年３月時点）
井上 由里子 一橋大学大学院法学研究科 教授

井上 渉 日刊工業新聞社 執行役員編集局長

大須賀 滋 北浜法律事務所 弁護士

近藤 健治 日本国際知的財産保護協会 副会長

菅原 峻一 特許事務所サイクス 弁理士

田中 健次 電気通信大学大学院情報理工学研究科 教授

戸田 裕二 日本知的財産協会 理事長

本多 敬子 本多国際特許事務所 弁理士

村松 由布子 杉村萬国特許法律事務所 弁理士
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委員長



６.不正競争防止小委員会

開催実績

第１１回（令和２年６月３日）

(1) 不正競争防止法に関する令和元年度の取組について

(2) 不正競争防止法の中長期的な課題について
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６.不正競争防止小委員会

委員会名簿（令和２年６月時点）
淺井 俊雄 日本知的財産協会 副理事長

日本電気株式会社 知的財産本部 上席主幹
池村 治 日本経済団体連合会 知的財産委員会 企画部会委員

味の素株式会社 理事 知的財産部長
岡村 久道 京都大学大学院 医学研究科 講師、弁護士
久貝 卓 日本商工会議所 常務理事
河野 智子 ソニー株式会社 スタンダード＆パートナーシップ部

著作権政策室 著作権政策担当部長
近藤 健治 トヨタ自動車株式会社 知的財産部 主査
末吉 亙 ＫＴＳ法律事務所 弁護士
杉村 純子 日本弁理士会 知財戦略推進ワーキンググループ 座長

プロメテ国際特許事務所 代表弁理士
田村 善之 東京大学大学院法学政治学研究科 教授
長澤 健一 キヤノン株式会社 常務執行役員 知的財産法務本部長
林 いづみ 桜坂法律事務所 弁護士
春田 雄一 日本労働組合総連合会 経済政策局長
三井 大有 東京地方裁判所 判事
宮島 香澄 日本テレビ 報道局解説委員
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委員長



７.基本問題小委員会
開催実績

第１回（令和２年10月９日）
ウィズコロナ／ポストコロナ時代における産業財産権政策の在り方

第２回（令和２年11月16日）
ウィズコロナ／ポストコロナ時代における産業財産権政策の在り方
～審査制度の在り方、今後の知財政策・制度改正の方向性～

第３回（令和２年12月4日）
ウィズコロナ／ポストコロナ時代における産業財産権政策の在り方
～特許庁サービスの維持・向上に必要な料金体系の在り方について～

第４回（令和２年12月21日）
（1）ウィズコロナ／ポストコロナ時代における産業財産権政策の在り方～とりまとめ 骨子（案）～
（2）特許庁ミッション・ビジョンについて

第５回（令和３年１月27日）
（1）ウィズコロナ／ポストコロナ時代における産業財産権政策の在り方～とりまとめ（案）～
（2）意見募集結果について
（3）特許庁経営デザインシートのご紹介
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７.基本問題小委員会
委員名簿（令和３年１月時点）

長岡 貞男 東京経済大学経済学部 教授
萩原 恒昭 日本経済団体連合会 知的財産委員会 企画部会長代行

凸版印刷(株) 法務・知的財産本部 顧問
戸田 裕二 日本知的財産協会 理事長

(株)日立製作所 知的財産本部長
濱田 百合子 日本弁理士会 副会長

特許業務法人栄光特許事務所 所長 弁理士
山内 清行 日本商工会議所 産業政策第一部長
本田 圭子 株式会社東京大学TLO 副社長
鮫島 正洋 弁護士法人 内田・鮫島法律事務所 弁護士
松山 智恵 TMI総合法律事務所 弁護士
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委員長



８.財政点検小委員会

開催実績

第１回（令和３年５月24日）

特許特会の財政運営について

第２回（令和３年６月14日）

特許特会の財政運営について
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８.財政点検小委員会
委員名簿（令和３年６月時点）

梶川 融 太陽有限責任監査法人 代表社員 会長

亀坂 安紀子 青山学院大学経営学部 教授

小林 麻理 早稲田大学政治経済学術院 教授

佐藤 綾子 富山国際大学現代社会学部 教授

滝澤 美帆 学習院大学経済学部 教授

土居 丈朗 慶應義塾大学経済学部 教授

長岡 貞男 東京経済大学経済学部 教授

＜オブザーバー＞

市川 ルミ 日本弁理士会 副会長

戸田 裕二 日本知的財産協会 参与（日立製作所）

萩原 恒昭 日本経済団体連合会 知的財産委員会 企画部会長代行（凸版印刷）

山内 清行 日本商工会議所 産業政策第一部長
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委員長



特許庁
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