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事  業  報  告  書 

 

平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

 

Ⅰ.事業の状況 

１．デザインに関する資料の収集・加工及び提供事業 

(1) 意匠権調査、出願事前調査等の先行意匠調査 

デザイン開発や製品化にあたって必要とする他社の意匠権情報や権利侵害の予見を得るた

めの意匠権調査、意匠登録の可能性を知るための出願事前調査等を依頼により行った。 

① 意匠権調査、出願事前調査、部分意匠調査 

  ・調査件数     １６６件［うち海外６件］       （２２２件［うち海外９］） 

② デザインコンペティション入賞候補作品の意匠権調査 調査件数 １１３件（１１７件) 

「反射材デザインコンテスト」埼玉県警察本部 

「１２th ＳＨＡＣＨＩＨＡＴＡ コンペ」シヤチハタ株式会社 

「飛騨の家具アワード」株式会社ＪＤＮ 

「【TOKYO MIDTOWN AWARD】デザインコンペ」東京ミッドタウンマネジメント株式会社 

「2019年度グッドデザイン賞」公益財団法人日本デザイン振興会 

「第３８回プラスチック日用品優秀製品コンクール」日本プラスチック日用品工業組合 

「岬町原動機付自転車ご当地ﾅﾅﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ採用候補作品」巣守金属工業株式会社 

「若monoデザインコンペティション燕vol.4」新潟県燕市物産見本市協会 

 

（2) デザイン関係資料の高度加工（「意匠マップ」等作成）２件（うち１件は(１)①含む） 

 

(3) 意匠公報等の整備 

①新規発行分の意匠公報（紙形式）を、逐次意匠分類別に追加・整備し、１５年間発行分の

意匠公報を整備・管理をするとともに、新規分の意匠公報目次も整備した。 

②意匠法に関する判決や、不正競争防止法・著作権法等のデザインに関係した判決を収集し、

侵害系民事訴訟事件判決ファイル（地裁、高裁、最高裁別）及び審決取消訴訟事件判決フ

ァイル（当事者系、査定系）を整備した。 

 

(4) デザイン関係資料の閲覧サービス   

①意匠分類別にファイリングした意匠公報（紙形式・１５年間の発行分）を閲覧に供した。 

   ・閲覧件数          ９件   （４０件） 

②意匠法に関する審決公報・判決のほか、不正競争防止法、著作権法等のデザインに関係し

た判決を閲覧に供した。 

 

(5) 会員へのデザイン・意匠に関連する諸情報の提供 

①意匠法に関連する判決速報のタイトルをメール配信   １６件    （１８件） 

③ ザイン・意匠等に関連する情報のメール配信     ８３件   （６３件） 

 

(6)その他 特になし 
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２．デザインの保護事業 

(1)「創作デザインの寄託」 

企業やデザイン事務所などにおけるデザイン開発や、大学などの教育・研究活動の場にお

いて創作されたデザイン、意匠登録出願に至らないデザイン等の寄託を受け付けて保管した。

寄託のデザインのうち、寄託者から公開の申し出があったものについては、インターネット

上で公開した。 

また、寄託者の請求により、創作の事実などの証拠として利用できる寄託証明書または公

知日証明書を発行した。 

・寄託件数         １７７件       （１４８件） 

・公開件数          ４７件       （ ５３件）   

・証明書発行件数       ２５件       （  ４件） 

 

(2)「カタログ寄託」 

企業などが製造・販売する製品のデザインが掲載されたカタログの寄託を受け付けて公開

し、閲覧に供した。寄託されたカタログの各１部を、毎月独立行政法人工業所有権情報・研

修館（INPIT）を通じて特許庁に提供し、その多くが意匠審査の公知資料として利用された。 

また、寄託者の請求により、意匠登録を無効にする証拠や、新規性喪失の例外規定の適用

を受けようとする意匠登録出願をするときの公開事実の証明として利用できる公知日証明

書を発行した。 

・寄託件数                ２４２件       （２０３件）  

・証明書発行件数       ２４件       （ ２６件）  

 

(3) 意匠のインターネット公開の事実証明 

新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする意匠登録出願の際に、証明する書面として

利用できる意匠のインターネット公開に関する証明書の申請はなかった。 （０件） 

  

３．デザインの保護及び利用に関する調査・研究事業 

(1)「意匠研究会」の開催 

意匠法などの知的財産権分野の学識経験者・判事・弁護士・弁理士等の委員で構成された

「意匠研究会」を開催（２回）し、内外の法制度に関する研究を行うとともに、学識交流を

図った。 

 

① 第１２６回  開催日 令和元年６月２９日（土） 

テーマ「改正意匠法の研究」  

参加者 １２名 

② 第１２７回  開催日 令和元年１１月１６日（土） 

テーマ  「改正意匠法の研究（その２）」 

―新意匠審査基準検討― 

参加者   １３名 

（第１２８回テーマ「改正意匠法の研究―空間デザインを中心として―）を令和２年３月１

４日(土)予定したが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次年度に延期した。） 
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(2) デザインに関する判決の調査・研究  

デザインに関係した侵害系民事訴訟事件（意匠権侵害差止請求、不正競争差止請求、著作

権侵害請求、損害賠償請求等）の判決及び意匠法関連の審決取消訴訟事件の判決について調

査・研究し、作成した判示事項は機関紙に逐次掲載した。 

 

４．デザインの保護及び利用に関する指導・相談事業 

弁理士資格、意匠実務経験を有する研究員が、デザイン保護の方法や意匠登録に関する手

続き、意匠権調査などについて、指導・相談業務を行った。 

 

５．デザインの保護及び利用に関する講習会等の開催、図書刊行物等の発行事業 

(1) 講習会 

企業のデザイン開発や知的財産関連部門、特許事務所等でデザイン保護に係わる実務者等

を対象にセミナーを開催した。 

 

① 第一回デザイン保護セミナー（東海大学校友会館） 

     開催日：令和元年７月４日開催 

     テーマ：「中国知財の最新事情」 

参加者：４０名 

 

（第二回デザイン保護セミナー テーマ：「令和元年改正意匠法への対応と活用のために」

を令和２年３月１３日に開催を予定したが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止と

した。） 

 

（2）機関誌「DESIGN PROTECT」の発行 

デザインの保護、及び利用についての啓発を目的に、内外国のデザイン事情やデザイン

保護への取り組みに関する情報、内外国法制度の研究等を掲載し、４号（122号、123号、124

号、125号）発行した。 

 

６．デザインの保護に関する行政施策への協力事業 

①登録意匠と公知資料及び外国意匠公報資料のグルーピング事業 

 登録になった意匠について、公知資料及び外国意匠公報資料を調査し、登録意匠の意匠権

者等が製造・販売した実施物や類似する意匠の製品と登録意匠の関係、外国における権利状

況等の必要な情報をデータ化し、登録意匠と公知資料及び外国意匠公報資料のグルーピング

データとして特許庁に納品した。 

・グルーピング対象の登録意匠    ２５，７６９件   （２５，３５５件） 

 

②意匠の審判決における新規性・創作性等の判断に関する調査事業 

主要国（日米欧中韓）における意匠に関する審判決及びそれらの中で用いられた意匠を収

集し、資料化すると共に、意匠の表現や判断理由の文章構成等を調査し、報告書として特許

庁に納品した。 
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７．その他 

デザインの保護及び利用等に関する事業を今後より一層発展させるために､デザイン関係

団体や業界団体との連携・協力等を進めた。 

（１） 日本デザイン団体協議会（Ｄ-８）知的財産権研究会への参加（オブザーバー） 

 

（２）見学会の開催 

   東京税関見学 

会員間の相互交流とデザイン保護のための税関活用の促進 

開催日：令和元年１０月２４日（木） 

協力：東京税関業務部統括知的財産調査官（知的財産センター）  

参加者：１３社１５名 
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Ⅱ.処務の概要 

１．役員に関する事項 

令和元年６月１４日に開催された第３３回定時総会において、以下の役員が選任された。 

 令和2年3月31日現在 

 役 名                                           氏 名 就任年月日 略 歴 等 

会 長 

副会長 

副会長・理事長 

専務理事・事務局長 

理 事 

足立  直樹 

内山 信幸 

山浦  紘一 

本多 誠一 

荒木  充 

伊勢川浩行 

 

熊谷 英夫 

熊崎 寿 

高岡 弘光

竹本 一志 

田中 一雄 

中村 公貴 

平野  哲行 

松井 重明 

 

吉田 央 

平成25年6月19日 

平成25年6月19日 

平成26年6月20日 

平成29年6月16日 

平成30年6月15日

令和元年6月14日 

 

平成27年6月19日 

平成29年6月16日

平成28年6月17日

平成28年6月17日 

平成25年6月19日 

平成26年6月20日 

平成25年6月19日 

令和元年6月14日 

 

平成30年6月15日 

凸版印刷(株) 特別相談役 

ソニー(株)知的財産センター特許２部部長(意匠担当) 

元 特許庁 審査第一部長 

元 特許庁 審判部 上席部門長 

(株)ブリヂストン 知的財産本部長 

本田技研工業（株）知的財産・標準化統括部 

二輪・ﾗｲﾌｸﾘｴｰｼｮﾝ事業知的財産部長 

(株)東芝 技術企画部 知的財産室 参事 

(株)日立製作所知的財産本部 担当本部長 

ライオン(株) 知的財産部 部長 

サントリーホールディングス(株) 知的財産部長 

(公社)日本インダストリアルデザイナー協会 理事長 

日本プラスチック日用品工業組合 専務理事 

 (株)平野デザイン設計 代表取締役社長 

三菱電機(株) 知的財産センター 副センター長 

兼 特許業務管理部長 

(株)ヤクルト本社 開発部 知的財産課 課長 

監 事 井上 昌治 

照井正三郎 

平成28年6月17日 

平成27年6月19日 

(一財)生活用品振興センター 顧問 

(一社)日本食品・バイオ知的財産権センター 理事長 

 

 

２．会議に関する事項 

開催年月日等 議 事 事 項 

令和元年度第一回理事会 

令和元年5月29日 

第一号議案 平成30年度事業報告書(案)について 

第二号議案 平成30度決算報告書(案)について 

第三号議案 平成30年公益目的支出計画実施報告書(案)について 

第四号議案 理事候補の選任について 

第五号議案 第３３回定時総会の招集及び提出議案について 

報告事項  職務執行状況の報告について 
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第三十三回 定時総会 

令和元年6月14日 

 

 

 

第一号議案 平成30年度事業報告および決算報告について 

第二号議案 理事の選任について 

報   告 令和元年度事業計画及び令和元年度資金収支予算書の

報告 

平成30年度公益目的支出計画実施報告書 

 

令和元年度第ニ回理事会 

令和元年6月14日 

第一号議案 会長、副会長、理事長、専務理事の選任について 

令和元年度第三回理事会 

令和２年3月26日 

 

第一号議案 令和２年度事業計画書（案）について 

第二号議案 令和２年度資金収支予算書（案）について 

第三号議案 新入会会員の承認について 

報      告 職務執行状況の報告について 

 

 

３．登記に関する事項 

登記区分 登 記 内 容 登記完了日 

理事に関する事項 第３３回定時総会において選任された理事の変更登記 令和元年8月26日 

 

 ４．会員の異動に関する事項 

種 別 
員    数 増減 

令和２年3月31日現在 平成31年3月31日現在  

正会員 ４８社 ４８社 ― 

賛助会員 

（特許事務所等） 
２６社 ２５社 ＋１ 

賛助会員（個人） ３０名 ２９名  ＋１ 

 

 

５．事務局諸活動に関する報告事項（対外活動） 

   (1) 出席･参加等   

・(仮)デザイン系大学知財連絡協議会 準備委員会設立ミーティング 01年 5月10日 

・(一社）日本食品・バイオ知的財産権センター監事監査 01年 5月10日 

・(一財）生活用品振興センター監事監査 01年 5月16日 

・(一社）日本食品・バイオ知的財産権センター 意匠委員会総会（講演） 01年 5月17日 

・日本デザイン団体協議会（Ｄ８）デザイン保護研究会 01年 5月22日 

・(一財）生活用品振興センター理事会  01年 5月23日 

・(一社）日本食品・バイオ知的財産権センター理事会 01年 5月24日 

・(一社）日本知的財産協会 定時社員総会 懇談会 01年 5月31日 

・日本ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ日用品工業組合総会 懇親会 01年 6月 4日 

・(一社）発明推進協会全国発明表彰式・受賞懇親会 01年 6月10日 

・(一社）日本食品・バイオ知的財産権センター総会・懇親会 01年 6月13日 
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・(一社）日本国際知的財産保護協会懇親会 01年 6月18日 

・(一財）生活用品振興センター理事会 01年 6月24日 

・(一財）工業所有権電子情報化センター臨時理事会 01年 6月25日 

・(一財）日本空間デザイン協会総会 懇親会 01年 6月26日 

・日本弁理士会120周年記念祝賀会 01年 7月 1日 

・特許庁技術懇話会 懇親会 01年 7月17日 

・日本デザイン団体協議会（Ｄ８）デザイン保護研究会  01年 7月24日 

・特許庁新長官表敬 01年 7月29日 

・Ｄ８デザイン保護研究会 ［特許庁意匠審査基準室との意見交換会］ 01年 8月20日 

・Ｄ８デザイン保護研究会 ［特許庁意匠審査基準室との意見交換会］ 01年10月16日 

・(一社）日本食品・バイオ知的財産権センター理事会 01年10月25日 

・(公財）日本デザイン振興会2018年度グッドデザイン賞受賞展視察 01年11月 3日 

・日本デザイン団体協議会（Ｄ８）デザイン保護研究会  01年11月20日 

・芙蓉会（特技懇ＯＢ・ＯＧ会）秋懇親会 01年11月25日 

・日本弁理士会賀詞交歓会 02年 1月16日 

・特許庁長官 新年表敬 02年 1月24日 

・日本デザイン団体協議会（Ｄ８）デザイン保護研究会 02年 1月29日 

・特許庁商標懇話会 懇親会 02年 2月12日 

・(一財）工業所有権電子情報化センター理事会 02年 3月10日 

・(一社）日本食品・バイオ知的財産権センター理事会（書面決議） 02年 3月19日 

・(一財）生活用品振興センター理事会 02年 3月26日 

 

 (2) 講師･委員派遣等 

・高岡金属意匠審議会セミナー 講師  01年  6月20日 

・高岡金属意匠審議会 審査会  01年  6月21日 

・第３８回プラスチック日用品優秀製品コンクール審査委員会 01年 10月11日 

・(一社）発明推進協会全国発明表彰選考委員会意匠専門部会 02年  2月13日 

・｢若monoｱｲﾃﾞｨｱｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝvol.4｣ (審査委員会(新潟県燕市物産見本市協会) 02年  2月28日 

 

(3) 委嘱・就任等 

・(一社）日本食品・バイオ知的財産権センター 監事  

・(一財）日本生活用品振興センター 監事  

・(一財) 工業所有権電子情報化センター 理事  

・(一社）発明推進協会 全国発明表彰選考委員会 意匠専門部会 専門委員  

・高岡金属意匠審議会 審査会 審査委員長  

・日本プラスチｯク日用品工業組合｢プラスチック日用優秀製品コンク-ル｣審査委員長  

・新潟県燕市物産見本市協会「若monoアイデアコンペティションvol.4」審査委員  

・新潟県燕市物産見本市協会「ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾂﾊﾞﾒ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝｸｰﾙ2019」審査委員  

 


