
参考資料１

産業構造審議会 第１7回知的財産分科会

各小委員会の活動

令和４年３月３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

➢ 令和３年度の審査品質管理の実施体制・実施状況に関する評価と改
善提案等について議論

➢ 不正競争防止法の制度課題について討議

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

⚫ 本資料において、各小委員会の開催実績・予定は、令和3年以降について記載しております。

ただし、報告書とりまとめがある場合は、当該とりまとめに向けた開催実績についても記載しております。



１.弁理士制度小委員会

開催実績・予定

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

第１９回（令和４年３月１７日開催予定）

令和３年弁理士制度小委員会報告書及び令和３年

弁理士法改正のフォローアップ



１.弁理士制度小委員会

委員会名簿（令和３年２月時点）

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

井上 由里子 一橋大学大学院法学研究科教授

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

注）別途、審査基準専門委員会WGを令和2年11月、令和3年12月に開催。



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）

報告書とりまとめ
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注）別途、商標審査基準WGを令和4年2月に開催。



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・予定

＜令和３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

＜令和３年度＞

第１回（令和４年２月２１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

（３）ユーザー評価調査結果から見た審査関連施策について

第２回（令和４年３月１８日予定）

（１）令和３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

委員会名簿（令和４年２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

別宮 智徳 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・予定

第１２回（令和３年１２月９日）

(1) 不正競争防止法に関するこれまでの動きと

今回の検討事項について

(2) 立証負担の軽減方法について

第１３回（令和４年１月１１日）

(1) 損害賠償額算定規定の見直しについて

(2) ライセンシー保護制度について

(3) 国際裁判管轄・準拠法について

第１４回（令和４年１月３１日）

(1) 限定提供データの制度・運用上の課題について

(2) これまでの議論の振り返りについて

第１５回（令和４年２月２８日）

(1) その他課題の検討について

(2) 制度的課題の検討の方向性について 12

第１６回（令和４年３月２３日）

(1) 中間整理報告書案について

(2) 「限定提供データに関する指針」の改訂案について

(3) 「秘密情報の保護ハンドブック」の改訂案について



６.不正競争防止小委員会

委員会名簿（令和４年２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

岡村 久道 京都大学大学院 医学研究科 講師、弁護士

小川 暁 東京地方裁判所 判事

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

小松 文子 長崎県立大学 副学長

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 会長

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

冨田 珠代 日本労働組合総連合会 総合政策推進局長

長谷川 正憲 日本経済団体連合会 知的財産委員会・企画部会 委員

キヤノン株式会社 知的財産法務本部 知的財産渉外第三部長

林 いづみ 桜坂法律事務所 弁護士

山本 和彦 一橋大学大学院 法学研究科 教授
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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・予定

第３回（令和３年11月5日）

特許特別会計の財政運営について

第４回（令和４年４月～6月開催予定）

特許特別会計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１１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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参考１．知的財産分科会

開催実績

第15回（令和3年3月15日～3月18日）（書面開催）

（1）財政点検小委員会の設置について

（2）実施庁目標の策定及び実績評価について

（3）知的財産制度の中長期的課題について

（4）特許法等の一部を改正する法律案の概要

（5）基本問題小委員会における審議内容について

第16回（令和3年6月28日）

知財エコシステムの自律に向けた中長期的課題

（1）最近の知財動向

（2）企業等における知財戦略の推進

ア．企業における事業戦略と知財戦略

イ．経営層の知財への気づき

（3）IoT 時代の特許制度の在り方
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参考２．産業構造審議会総会

開催実績

第28回（令和3年6月4日）

ウィズコロナ以降の今後の経済産業政策のあり方について等

第29回（令和3年8月23日）

「経済産業政策の新機軸」及び「令和４年度経済産業政策の重点（案）」について

19



参考２．産業構造審議会総会
委員名簿（令和３年８月時点）

＜本委員＞

相原 康伸 日本労働組合総連合会事務局長

秋山 咲恵 株式会社サキコーポレーションファウンダー

石黒 不二代 ネットイヤーグループ株式会社取締役チーフエヴァンジェリスト

伊藤 元重 東京大学名誉 教授／学習院大学国際社会科学部教授

大野 英男 東北大学総長【産業技術環境分科会長】

翁 百合 株式会社日本総合研究所理事長【成長戦略部会長】

小林 健 日本貿易会会長／三菱商事株式会社取締役会長【通商・貿易分科会長】

清家 篤 日本私立学校振興・共済事業団理事長慶應義塾学事顧問【製造産業分科会長】

武田 洋子 株式会社三菱総合研究所シンクタンク部門副部門長

(兼)政策・経済センター長チーフエコノミスト

十倉 雅和 日本経済団体連合会会長/住友化学株式会社代表取締役会長

中室 牧子 慶應義塾大学 総合政策学部 教授

沼上 幹 一橋大学大学院経営管理研究科 教授 【経営力向上部会長】

坂野 尚子 株式会社ノンストレス代表取締役

益 一哉 東京工業大学 学長【知的財産分科会長/グリーンイノベーションプロジェクト部会長】

松原 宏 東京大学大学院総合文化研究科教授【地域経済産業分科会長】

御手洗 瑞子 株式会社気仙沼ニッティング代表取締役社長

室伏 きみ子 お茶の水女子大学名誉教授【２０２０未来開拓部会長】

柳川 範之 東京大学大学院経済学研究科教授【2050 経済社会構造部会長/商務流通情報分科会長】

横山 明彦 東京大学大学院工学系研究科教授【保安・消費生活用製品安全分科会長】

＜臨時委員＞

白石 隆 公立大学法人熊本県立大学理事長【総合資源エネルギー調査会会長】

三村 明夫 日本商工会議所会頭【中小企業政策審議会会長】
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