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平成２６年４月１日～平成２７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、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、先行意匠調査
・調査件数
３４１件
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
６４件
（株）ＪＤＮ「アートクラフトデザインアワード」
東京ミッドタウンマネージメント（株）「東京ミッドタウンアワード２０１４」
（公財）日本デザイン振興会「グッドデザイン賞２０１４」
日本プラスチック日用品工業組合「第33回プラスチック日用品優秀製品コンクール」
（株）ケイエスピー「かわさき産業デザインコンペ２０１４」
（株）アド・シフト「ガラスに夢を見る」
(2) デザイン関係資料の高度加工（「意匠マップ」の作成）についての依頼はなかった。
(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。
また、意匠分類別ファイルの一部を、閲覧の利便性向上のために細分化し整備した。
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
２５０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
②デザイン・意匠等に関連する情報のメール配信
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２６件
１９件

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
１２０件
・公開件数
９２件
・証明書発行件数
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、毎月特許庁に意匠審査の公知資料とし
て提供した。
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
１７７件
・証明書発行件数
１７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発行依頼はありませんでした。
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５回開催し、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１０４回 開催日：平成２６年 ５月１７日
テーマ：意匠の利用について
参加者：２１名
② 第１０５回 開催日：平成２６年 ７月１２日
テーマ：物品と意匠権の保護範囲－物品の類否から意匠創作者の自由度
まで－
参加者：１９名
③ 第１０６回 開催日：平成２６年 ９月２７日
テーマ：３Ｄプリンターと著作権
参加者：１６名
④ 第１０７回 開催日：平成２６年１２月 ６日
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テーマ：審査主義と新規性判断
参加者：２０名
⑤ 第１０８回 開催日：平成２７年３月 ７日
テーマ：意匠制度のあり方について
参加者：１５名
(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 デザイン保護セミナー（メルパルク東京）
平成２６年１１月２７日開催、参加者６２名
テーマ：平成２６年度改正意匠法の解説－我が国のハーグ協定ジュネーブ改正協定への加
入とその対応－
② デザイン保護のための集中講座（メルパルク東京）
平成２７年２月２６日開催、参加者３２名
テーマ：第１部 デザインと商標法・不正競争防止法・著作権法
第２部 デザインと意匠法
第３部 企業におけるデザイン保護戦略
③ 意匠ゼミナール（当協会会議室）
意匠制度についての概論を初心者向けに解説
平成２７年１月２９日開催 参加者１３名
（２）会員と特許庁との意見交換会
会員の意匠制度に関する知識の向上や意匠に係わる動向の情報交換のため、特許庁意匠
審査官との意見交換会を開催した。
平成２６年７月１８日開催、参加者１３名
（３）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（102号、103号、104
号、105号）発行した。
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６．デザインの保護に関する行政施策への協力事業
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
２７，１３３件
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）Ｄ８知的財産権研究会への参加（オブザーバー）
（２）「ＴＯＫＹＯ ＰＡＣＫ ２０１４」への協賛
平成２６年１０月７日～１０月１０日の間、一般入場者向け講演会（２回）、当協会の
事業概要パンフレットの配布を行った。
（３）見学会の開催
異業種交流を通じたデザインマインドの向上を目的に開催した。
協力企業：スリーエムジャパン株式会社カスタマー・テクニカル・センター
平成２６年９月１０日開催、参加者１０社３０名
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Ⅱ.処務の概要
１．役員に関する事項
平成２６年６月２０日に開催された第２８回総会において、池島理事の後任として木全理事が選
任され、また、中村理事が新たに選任された。
平成2７年3月31日現在
役 名
氏 名
就任年月日
略 歴 等
会 長

足立 直樹

平成25年6月19日

凸版印刷(株)代表 取締役会長

副会長

宮内 弘

平成25年6月19日

(株)東芝技術・イノベーション部主席主監

平成25年6月19日

元 特許庁 審査第一部長

副会長・理事長 山浦 紘一
専務理事・事務局長

関口 剛

平成25年6月19日

元 特許庁 審判部 第３４部門長

理 事

木全 政弘

平成26年6月20日

三菱電機(株) 知的財産センター センター長

内山 信幸

平成25年6月19日

ソニー（株）知的財産センター
知的財産インキュベーション部統括部長

髙本 知己

平成25年6月19日

サントリーホールディングス(株) 知的財産部部長

田中 一雄

平成25年6月19日

(公社)日本インダストリアルデザイナー協会 理事長

塚本 正志

平成25年6月19日

(株）日立製作所知的財産権本部知的ビジネス法務本部デザイ
ン・商標センター長

監 事

野方健一郎

平成25年6月19日

(株)ヤクルト本社 開発部 参事

平野 哲行

平成25年6月19日

(株)平野デザイン設計 代表取締役社長

別所 弘和

平成25年6月19日

本田技研工業（株）知的財産部部長

峯木 英治

平成25年6月19日

(株)ブリヂストン 知的財産本部本部長

森

貞光

平成25年6月19日

ライオン(株) 知的財産部長

中村 公貴

平成26年6月20日

春原 博

平成25年6月19日

日本プラスチック日用品工業組合 専務理事
(一財)生活用品振興センター 専務理事

２．会議に関する事項
開催年月日等
平成２６年度第一回理事会
平成26年6月4日

第二十八回 定時総会
平成26年6月20日

第一号議案
第二号議案
第三号議案
第四号議案
第五号議案
第六号議案
第七号議案
報
告

議 事 事 項
平成25年度事業報告書（案）について
平成24年度決算報告書（案）について
公益目的財産額の確定額の承認について
総会運営規則の改正について
理事候補の選任について
第２８回定時総会招集および提出議案について
新入会員について
職務執行状況の報告について

第一号議案 総会運営規則の改正について
第二号議案 平成２５年度事業報告及び決算報告について
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第三号議案 理事の選任について
報
告 平成25年度事業計画及び資金収支予算書の報告
平成25年度公益目的支出計画実施報告書
平成２６年度第二回 理事会 第一号議案 平成27年度事業計画書（案）について
平成27年3月25日
第二号議案 平成27年度資金収支予算書（案）について
第三号議案 新入会員について
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
理事に関する事項 第２８回定時総会において選任された理事の変更登記

登記完了日
平成26年8月8日

４．会員の異動に関する事項
種 別
正会員
賛助会員
（自治体･特許事務所等）
賛助会員（個人）

員

数

増減

平成27年6月19日現在

平成26年3月31日現在

５３社

５７社

△４社

２５社

２４社

１社

２６名

３０名

△４名

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
・特許庁 平成２５年度知財功労賞表彰式
・(一財）生活用品振興センター監査
・(一社）日本食品・バイオ知的財産権センター監査
・(一社）日本食品・バイオ知的財産権センター理事会
・(一財）生活用品振興センター理事会
・知財協懇親会
・(一社）日本食品・バイオ知的財産権センター総会
・日本プラスチック日用品工業組合講演会・懇親会
・(一社）発明推進協会定時総会
・(一社）ＡＩＰＰＩ講演会・懇親会
・弁理士の日記念祝賀会
・特許庁技術懇話会懇親会
・(一社）日本食品・バイオ知的財産権センター臨時総会
・デザイン関係８団体会合
・デザイン関係８団体会合
・(一社）日本食品・バイオ知的財産権センター理事会
・日本弁理士会賀詞交換会
・(一社) 発明推進協会 賀詞交換会
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26年 4月18日
26年 5月 9日
26年 5月 9日
26年 5月16日
26年 5月22日
26年 5月30日
26年 6月 2日
26年 6月 3日
26年 6月16日
26年 6月24日
26年 7月 1日
26年 7月16日
26年 8月18日
26年 8月21日
26年10月23日
26年10月24日
27年 1月15日
27年 1月19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
・特許庁商標懇話会懇親会
・(一社）日本食品・バイオ知的財産権センター理事会
・(一財）生活用品振興センター理事会
(2) 講師･委員派遣等
・第３３回プラスチック日用優秀製品コンクール審査委員会
・ジャパン・ツバメ・インダストリアルデザインコンクール審査委員会

27年 2月 3日
27年 2月18日
27年 3月12日
27年 3月20日

26年10月 3日
27年 2月25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
・ジャパン・ツバメ・インダストリアルデザインコンクール審査委員
・産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会意匠審査基準ワーキンググ
ループ
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