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２００４年 ８月 ２０日 

日本弁護士連合会 

第１ はじめに 

知的財産戦略本部は、２００４年５月２７日、「知的財産推進計画２００４（以下「計

画」という。）」を発表した。これは２００２年１１月の知的財産戦略大綱の発表に始

まり、知的財産基本法の制定、２００３年３月の知的財産戦略本部の設置、そして

同年７月の「知的財産推進計画」の策定による、わが国の知的財産立国への歩み

を更に推し進めるものである。これまでの知的財産戦略本部を始めとする関係各

位の努力を評価するものである。 

 

ところで、計画は、昨年の 「知的財産推進計画」の見直しの上に、５章１１５ペー

ジにわたる大部のものであり、項目も各分野にわたる多岐なものである。今後は、

この内容が絵に書いた餅に終わらないよう、具体的な施策と、そのための人材の

確保こそが重要と考えられる。 

当連合会は、この計画のうち、弁護士関連事項の実現のために、以下の二点に

つき取り組む所存である。 

第一点として、次の第２に詳述するように、知的財産立国を担う人材である、知

的財産に強い多数の弁護士の養成を推進する。 

第二点としては、弁護士が具体的にユーザーのニーズに対応できる体制を整備

する。なお、計画には弁護士の業務内容につき、いささか理解を欠くところがあるよ

うに見受けられるので、弁護士が、本分野において何をなすべきであるのか、そし

て現に何をなしうるかを併せて提言する。この点を後掲の第３において具体的に述
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べる。 

当連合会は、計画の推進及び実現に当たって、当連合会がその重要な一翼を

担うべき責任を有し、かつその能力を十分に有しているものとの自負に基づき、そ

の役割を果たしていく決意を表明するものである。 

 

第２ 知的財産に強い弁護士の育成に関する当連合会の取組み 

計画においては、知的財産に強い弁護士の育成が要望されている（計画９７ペ

ージ「第５章 人材の育成と国民意識の向上、１．知的財産関連人材の養成と知的

財産教育・研究・研修を推進する、（１）専門人材を育成する」等）。 

弁護士は、単に訴訟を担当するのみならず、国民の知的財産全般に関しても、

広く知的財産の創造・保護・活用等の法整備や権利の実現に関与していくべき責

務を有しているのだから、知的財産に強い弁護士に対する社会的ニーズに応える

べきものである。当連合会は、こうした社会の要請を真摯に受け止め、積極的な取

組みに着手している。 

具体的には、上記「（１）専門人材を育成する」の「①弁護士・弁理士の大幅な増

員と資質の向上を図り、知的財産に強く国際競争力のある弁護士・弁理士を充実

する」ii）で指摘されているとおり、すでに東京及び大阪で各２回ずつ知的財産法研

修を開催し、１５００名を越える多数の意欲ある弁護士がこれに参加し、履修した。

これにひき続き第３回目の東京地区研修も盛況のうちに終了し、あと大阪地区研

修を残すところではあるが、研修履修者は現在のところ、２０００名を超えている。 

また、当連合会では、将来にわたり、なお一層知的財産の問題に能力を発揮しう

る弁護士を育成するためのプロジェクトチームを設置したが、このチームでは現在、

以下のような計画の実行を目指している。 

１． 大学、法科大学院（又は大学院）と連携をとり、継続的に、弁護士が当該各

大学の講義の受講ができ、かつ、それを弁護士会の研修として認定する制度

を構築し、上記各大学等に対して、当連合会から、知的財産科目等の内容（シ
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ラバス）を提案するともに、必要に応じ、弁護士実務家教員を派遣する。 

２． 法律改正の際には、弁護士に対し、今後ともタイムリーな研修を実施する。 

３． 東京及び大阪だけではなく、全国各都道府県の各単位弁護士会所属弁護

士が、それぞれの所属地において求められる知的財産に関する需要に応ず

ることができるよう、これらの所属弁護士を対象とする、知的財産セミナー、ＴＬ

Ｏ（技術移転機関）サポート等の研修を行う。 

４． 新たに生じてくるであろう各種要望に対しては、それぞれこれに対応した知

的財産法研修を速やかに実施する。 

 

第３ 知的財産戦略において要請されている弁護士の役割に関する当連合会の取組

み 

１．知的財産戦略において要請されている弁護士の役割 

前記のとおり、弁護士は、広く国民の知的財産全般に関して、訴訟のみならず、

知的財産の創造・保護・活用等の法的問題に対して、具体的にユーザーに対して

法的サービスを提供すべき立場にある。 

例えば、計画１５ページ「第１章 創造分野、２．大学等における知的財産の創造

を推進する」に記載されている各項目を実現するためには弁護士による法的サー

ビスが必須である。 

弁護士が産学官連携をサポートする役割を期待されている業務を整理すれば、

以下のとおりである。 

 

（1） 権利処理・出願と内部規定の整備 

大学・研究所等での研究成果である発明・考案・意匠・品種の育成について

の権利承継、報償金、出願・登録サポート、秘密管理及び情報公開に関連する
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諸規定の整備及び契約等をサポートする。 

（2） 共同研究・委託研究 

知的財産権法及び独占禁止法等の法務的観点から、大学・研究所・私企業

間で行われる共同研究・委託研究に関し、その役割と経費分担、開発目標を明

確にし、かつ研究成果を有効活用するための法律関係に配慮した契約処理を

サポートする。 

（3） 権利の活用（ライセンス・権利譲渡） 

権利化された発明等の活用に伴う契約書の作成及び契約交渉をサポートす

る。プロジェクトの企画・立案段階から弁護士が関与することにより、適切なビ

ジネスモデルに即した契約関係を確立する。 

（4） 会社設立・資本政策・資金調達 

ライセンス先であるベンチャー企業等の事業会社の設立及び会社運営に伴

う法律問題をサポートする。株主対策等の一般の会社法務のみならず、株式

公開や創業者利益の確保を目指した資本政策、資金調達のための新株・社債

の発行や新株予約権の付与、権利の担保化・証券化による融資等に関し、法

的側面からアドバイスを行う。ＴＬＯを株式会社化する場合も同様である。 

（5） 雇用対策 

大学知的財産本部、ＴＬＯ、ベンチャー企業等の人的資源確保のための法律

問題をサポートする。一般の雇用問題、利益相反問題、職務発明・職務著作の

処理や秘密管理体制の整備、ストック・オプションの発行等に至る法律問題を

サポートする。 

（6） 営業管理（ライセンス契約、売買契約、サービス契約、代理店契約） 

民法、商法、知的財産権法、特定商取引法、ＩＴ関連法、独占禁止法等をふ

まえた予防法務・戦略法務的観点から、事業会社における知的財産権有効活

用のためのビジネスモデルに即した契約書の作成・契約交渉をサポートする。 
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（7） 購買管理 

民法、商法、知的財産権法、国際商取引を踏まえて、大学・研究機関及び事

業会社等に必要な資材やサービスの調達のための契約管理をサポートする。 

（8） 社内管理（コンプライアンス・研修等） 

大学、研究所及び企業内におけるコンプライアンス（法律遵守）プログラムの

策定、及びその徹底のための職員・社員研修等をサポートし、また国家公務員

法、国家公務員倫理法及び倫理規程、刑法（贈収賄）等に関連する個別の問

題事例についてアドバイスする。 

（9） 紛争処理 

事業活動に伴う紛争処理について、アドバイス、交渉、法的手続き（訴訟、審

判、仲裁等ＡＤＲの制度活用）を行う。 

 

２．当連合会の取組み 

計画では、知的財産戦略全般において、訴訟のみならず、知的財産の創造・保護・

活用等、国民の知的財産戦略全般における法的サービスが、広く国民一般に提供さ

れるべきことを要請している（計画７３ページ「第３章 活用分野、４．中小企業・ベンチ

ャー企業や地域を支援する、（１）中小企業・ベンチャー企業を支援する、③侵害被害

の対応策を検討する、及び④戦略策定等を支援する」、計画７６ページ「４（２）知的財

産を活用して地域を振興する、②地域における知的財産の相談体制を強化する」等）。

弁護士は、こうした要請に対し応えるべき責務を果たす、中心的役割を担う者である

といえる。 

もともと当連合会は、長年にわたり全国各地域に根ざした司法サービスを提供して

きている。したがって、全国都道府県の各単位弁護士会との間のこうした実績を有す

るネットワークを生かし、知的財産に関しても同様に司法サービスを全国展開し、ユ

ーザーアクセスの情報公開に努めることができる。このシステムと、第２に述べた人
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材育成とを結合することにより、知的財産問題に明るい弁護士人材を適正円滑に提

供できることになる。 

専門的な処理体制の拡充を理由に、特許等事件の管轄が東京・大阪地方裁判所、

東京高等裁判所に集中したことより地域の知的財産に関する司法アクセスは後退し、

地域産業の発掘や弁護士を始めとする人材の育成も取り残される形となったことは

否めない。 

そもそも知的財産立国を標榜するわが国において、地域の知的財産をないがしろ

にすることは許されるべきではなく、この点、地方在住の企業、大学、地方自治体そ

の他の当事者の司法アクセス障害を除去し、地域における知的財産の創造・保護及

び活用を充実させることが緊急の課題であるといえる。 

 

当連合会では、既に具体的に地方、中小企業・ベンチャー、大学等からの弁護士ア

クセスの容易化のためのプロジェクトチームを設置し、当連合会が、主導的に全国規

模のネットワークを創設し、人材の資質と数を確保し、司法アクセスを改善することに

より、地域密着型の知的財産法律サービスの充実を図ることを目指している。 

具体的には、次のとおりである。 

各単位弁護士会もしくはブロックごとに知的財産に強い弁護士の名簿を作成し、最

終的に全国規模のネットワークを構築する。 

同ネットワークにおいて、相互に情報交換を図るとともに、全国のブロックごとに研

修、例会を開催する等、弁護士自身の研鑚を図り、または地域の特色に合わせて必

要な活動することとし、依頼があれば、当連合会から研修の講師等を派遣する等の

サポートをする。 

さらに、定期的に全国協議会を開催して、情報交換の場をもつ。 

地域在住の当事者等は、各地域もしくはその他のネットワークに参加し、またはアク

セスすることで、知的財産の創造・保護及び活用等につき、適切な情報を得ることが
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でき、また地域の弁護士等は同ネットワークに参加することで、自己研鑽を図ることが

できる。 

上記のような活動を通じ、産学官連携に際しての、大学、ＴＬＯ、地方公共団体や、

中小・ベンチャー企業に対するアプローチ及び窓口を整備し、適切な知的財産に強い

弁護士人材へのアクセスを容易化することができ、特許等事件の管轄が東京・大阪

地方裁判所、東京高等裁判所に集中したことによる、地方在住の当事者、地方自治

体の司法アクセス障害をある程度除去することが期待できる。 

また、さらに、今般法律が成立した「日本司法支援センター」との連携等を含めて、

各地方における法律相談の実施その他の仕組み作りを進めていく所存である。 

 

第４ 計画に関する総論的要望 

１． 公正かつ自由な競争の促進 

知的財産基本法第１０条は「知的財産の保護及び活用に関する施策を推進する

に当たっては、その公正な利用及び公共の利益の確保に留意するとともに、公正

かつ自由な競争の促進が図られるよう配慮するものとする。」と定めている。 

そもそも、知的財産立国スローガンのもとでの知的財産強化の目的は、産業の

振興であり、独占禁止法のそれと基本的には異ならない。アメリカにおけるプロ・パ

テントは、常に独占禁止政策とのバランスの上に成り立ってきたことを看過しては

ならないであろう。 

したがって、知的財産改革においては、権利の強化、あるいは新しい制度・法

律・組織を作ることにのみ注力するのではなく、それが真の意味での、国民全体の

ための公正な産業・文化の発展に資するのであるか否かの議論を十分に尽くすべ

きことを、重ねて提言する。 

この点、計画９ページの総論「３．『知的財産立国』実現に当たって配慮すべき事

項、（4）競争政策の重要性と表現の自由などの重視」では、「知的財産の保護があ
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まりに過度となった場合には公正かつ自由な競争、学問・研究の自由、表現の自

由などといった現代社会が有している基本的価値と抵触する可能性がある。した

がって、これらの基本的価値に留意しつつ、バランスのとれた知的財産制度を日指

す必要がある」旨を指摘しており、指摘されている内容自体は正論であるというべ

きである。 

しかしながら、知的財産に関する具体的な立法や制度改正については問題点な

しとしない。例えば、著作権法の改正に関連した日本版ＣＤ等の還流防止策につい

ては、一部の業界の意見に引きずられた明らかに消費者の利益が害されるおそれ

のある改正であり、現にマスコミでも報道されているように、反対運動も起こってい

る。当連合会としても重要な疑問を呈したところである。したがって、法施行がなさ

れた場合には、直ちに還流実態や国民への影響力について調査検討し、その条項

の改廃等を再度検討すべきであると考える。 

 

２． 国民意見の十分な反映 

計画５ページの総論「２．『知的財産立国』実現に向けた取組方針」の「《実施体

制》」では、「広く一般からの意見を不断に求めるとともに、地方における取組を活

性化させると同時に忌憚のない意見を聴取するため、全国各地において、知的財

産戦略に関する説明会やシンポジウムを開催することとする。」と記載されている。 

この点も正論であり、真の知的財産立国のためには国民の意見を十分に吸収で

きるように、そのためのシステムを構築することが必須であると考える。 

 

３． 法制度全体の整合性の検討 

計画は多岐にわたっているが、法制度全体における整合性については、さらに

綿密な検討を行うように配慮する必要があると思われる。 

すなわち、発言の場に恵まれた一部関係者の個別的な要望に直ちに応ずるの
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ではなく、法制度全体として保たれているバランスや利点を国民全体の公益的見

地から十分に検討をすることが必要である。 

また、仮に、何らかの権利を強化する場合には、それによる弊害を除去するシス

テムを予め講じておく必要があると考える。 

 

第５ 計画実施に際しての各論的要望 

計画の実施に当たっては、以下のことに留意されるよう、特に要望する。 

１． 「第1章 創造分野」について 

（１） わが国の大学・研究機関における基礎的研究の中にこそ、真に、わが国の将

来を支える素晴らしい知的財産が創造される可能性が高いものであり、その意味

でも、計画１３ページ以下に指摘されているとおり、大学等における知的財産の創

造の推進、国の支援は極めて重要であるといわざるを得ない。国立大学が独立法

人化した現状において、これに対する弁護士の果たすべき役割の大きさに鑑み、

当連合会としても大学等に対するバックアップ体制の確立に全力を傾ける所存で

ある。 

 

（２） 計画２７ページ「３．企業・大学等を問わず質の高い知的財産の創造を推進する、

（１）職務発明の相当の対価を取り決める手続について参考事例集を作成する」の

項について 

（１） 職務発明の相当の対価を取り決める手続について参考事例集を作成する 

職務発明については、特許法の職務発明規定の見直しを含む特許審査迅速化法

案が２００４年通常国会に提出されている。同法案が成立した場合には、速やかに、各

企業が発明者との間で相当の対価を取り決める手続を行う上で参考となるような事例

集を作成する。 

なお、同法案が成立した場合には、その成立後においても、絶えず運用状況や雇

用流動性の高まりの変化等を注視し、制度の在り方について、検証した上で、必要に

応じ検討を行う。                                 （経済産業省） 

特許法３５条の改正（２００４年５月２８日成立）を踏まえ、参考事例集を公表する
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とされている。職務発明規程等の制定手続の適正さが担保される指針が提供され

ることは好ましいが、より重要なことはその対価算定の基準作りである。現在の多く

の企業の算定基準と判例等で指摘されている算定基準とには、かなりの齟齬があ

り、紛争を避けるためにも、判例分析等が必要である。特に中小企業等は職務発

明規程等を改定しようにもかなりの費用と時間を要することが明らかである。現在、

企業ならびに弁護士等法律家が互いに情報を提供しつつ、導入しやすい規程モデ

ルの提案を検討中であるが、最終的な規程モデルの確定に当たっては、国民に広

く意見を求め、十分その意見を反映するよう配慮されるべきである。 

 

２． 「第２章 保護分野」について 

（１） 計画４０ページ「Ｉ．知的財産の保護の強化、３．知的財産の保護制度を強化す

る、（１０）知的財産権侵害に係る刑罰を見直す」の項について 

（１０） 知的財産権侵害に係る刑罰を見直す  

知的財産権侵害に対する抑止効果を高めるため、各知的財産法相互間や他の経済

法との均衡を踏まえ、刑事罰の引上げの要否について検討を行い、２００４年度末までに

結論を得る。  

（法務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省） 

過去数年で知的財産法の刑事罰規定はかなり重罰化されてきており、その効果

の検証がまず行われなければならない。悪質な事案の撲滅の必要性は当然では

あるが、微妙な事案も多く、刑事罰は国民の人権の制限に直接に関わる事柄なの

で、その改正問題については、かかる立法事実が存在するのか調査分析した上で

慎重に検討されるべきである。なお、計画においては、適正な刑事処罰が行われ

るための検察体制、刑事裁判所の体制の見直しが検討されているということは、記

載されていないが、刑罰の見直しがなされるのであれば、それに伴って、これらの

体制についても検討されるべきものと考える。 
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（２） 同４０ページ「Ｉ．４．紛争処理機能を強化する、（３）特許等の侵害をめぐる紛争

の合理的解決を実現する」の項について 

（３） 特許権等の侵害をめぐる紛争の合理的解決を実現する  

   特許権等の侵害と権利の有効性をめぐる紛争の実効的解決のための制度を整備すべく、裁

判所法等の一部を改正する法律案が２００４年通常国会に提出されている。同法案が成立した

場合には、２００４年度から、この制度を円滑に運用するため、以下の措置を講ずる。  

  i)  侵害訴訟と特許等無効審判の連携をより円滑化するため、審判合議体が必要に応じて侵

害訴訟における特許等の無効に関する抗弁資料を入手することや審判の当事者に侵害訴

訟関連情報の積極的な提供を要請すること等により、侵害訴訟との進行調整を充実させる。 

  ii)  侵害訴訟係属中に請求があった特許等無効審判及び訂正審判については、早期に審理

する対象とする。  

（法務省、経済産業省）

２００４年通常国会において特許法等が改正されたことにより、特許庁による無

効・訂正審判と侵害訴訟における無効の判断の調整・侵害訴訟の遅延等は改善さ

れることが期待されるが、侵害訴訟提起後の無効・訂正審判の申立ての制限等に

ついて、引き続き検討されるべきである。 

 

（３） 計画５２ページ「Ⅱ．模倣品・海賊版対策、２．水際での取締りを強化する、２－

１．侵害判断が困難な貨物の取締りを強化する、（１）特許権侵害品等の侵害判

断・差止めを当事者の主張に基づき、専門的かつ簡便・迅速に行う制度を確立す

る」の項について 

（１） 特許権侵害品等の侵害判断・差止めを当事者の主張に基づき、専門的かつ簡便・迅速

に行う制度を確立する  

水際での特許権等の侵害品には、外観のみから判断が可能なものから、当事者の主張を基

にした専門的な侵害判断を要するものまで、多様な事案が含まれる。また、模倣品・海賊版対

策はそのスピードが重要であり、特に中小企業にとっては手続や費用の負担の少ないことが実

際上不可欠である。このため、権利者が事案の性質や権利者のニーズに応じて多様な手続を

活用できるよう、２００４年度中に、以下のような侵害判断の手続につき検討を行い、必要に応じ

関税定率法等関係法律を改正するなど制度整備を行う。 
イ） 税関長による侵害認定  

         侵害疑義品の外観、特許庁への意見照会の活用、ＤＮＡ鑑定の活用により、税

関長が侵害を判断する。 

ロ） サンプル分解検査制度を活用した侵害認定  

           権利者による侵害の立証を容易にするため、一定の要件の下、権利者が税関から

サンプルの提供を受け、分解検査を行う。なお、外観から侵害判断ができないような

貨物については、税関においても税関長の職権により積極的に分解検査を行う。 
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      ハ） 外部専門家を活用した侵害認定   

         侵害認定に必要な法的・技術的事項を判断するため、弁護士・弁理士等の外部

専門家を活用して、税関長が侵害を判断する。  

      ニ） 技術判定機関を活用した侵害認定  

         侵害認定に必要な技術的事項を判断するため、専門家からなる技術判定機関

を活用して、税関長が侵害を判断する。  

      ホ） 裁判所の仮処分命令を活用した侵害認定  

         裁判所の仮処分命令を活用する。裁判所には、水際における迅速な救済の必

要性にかんがみ、仮処分命令が迅速になされるような訴訟運営面での対応を期待

するとともに、税関長は、侵害認定手続期間内に裁判所の仮処分命令があった場

合には、当該命令における侵害判断に基づいて侵害を認定する。なお、仮処分命

令と侵害認定との法的関係（法的拘束の可否等）については、さらに検討が必要

である。                 （法務省、財務省、農林水産省、経済産業省） 

外国で製造され、わが国に大量に流入する模倣品・海賊版に対する対策が必要

であることはいうまでもないが、水際で差し止めることは当該商品の日本国内にお

ける販売を禁止することと同義であり、輸入を差し止められた側における経済的損

失は、例えば特許権侵害訴訟で敗訴したと等しいといっても決して過言ではない。 

上記のことからすれば、憲法の保障する財産権の侵害ともなりうる水際での取

締り、即ち輸入禁止措置については、輸入者側に対して十分な反論・立証の機会

を与える必要があり、また、安易な輸入差止めが濫発された場合には我が国の経

済発展を大きく阻害する要因にもなり得る。 

安易に輸入を認めるべきではないことは当然のことではあるが、前述の理由か

ら、水際での取締りについては、以下のとおりの慎重な措置をとるべきである。 

つまり、税関長が侵害認定できるものを、著名ブランドの類似品等外観から明白

に侵害の認定ができるものに限定し、特許権等、権利侵害の有無について専門的

知見を要するものについては、裁判所の仮処分命令を活用することを原則とし、仮

処分の迅速化がどこまで可能か、専門委員制度の導入によって、どこまで充実・適

正なシステムが構築できるかをまず検討するべきである。 

仮に、仮処分を活用しない場合であっても、安易に税関長等に侵害判断を委ね

るのではなく、弁護士や裁判官等法律家が関与して、司法的判断ができるような新
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しい機関を創設し、当該機関が下した侵害判断に基づいて侵害認定をする制度を

早急に構築するべきである。 

 

（４） 計画５４ページ、Ⅱ．２．「２－２．商標権侵害品等の取締りを強化する、（１）模

倣品等の流通態様に応じた取締りを強化する、②マーク切除による脱法行為の取

締りを強化する、及び③部分品・部品取外しによる脱法行為に対する取締りを強化

する」の項について 

② マーク切除による脱法行為の取締りを強化する  

商標権侵害品に付されたマークを税関で切除することにより通関する脱法行為を防止

するため、ＴＲＩＰＳ協定第４６条の規定の趣旨に則り、２００４年度中に、商標法、不正競争

防止法、関税定率法等の関係法律について検討し、必要に応じ法改正等制度改善を行

い、税関での取締りを強化する。  

（財務省、経済産業省）  

③ 部分品・部品取外しによる脱法行為に対する取締りを強化する  

意匠権侵害品の部品を税関で取り外すことにより通関する脱法行為を防止するため、２

００４年度中に、意匠法、不正競争防止法、関税定率法等の関係法律について検討し、必

要に応じ法改正等制度改善を行い、税関での取締りを強化する。  

（財務省、経済産業省） 

上記の項に記載された例の場合には、マークの切除、部品の取外しにより権利

侵害がなくなることもあり得る。それがどういう場合に「脱法行為」となるのか、十分

に検討し、単に取り締まるのではなく、最終的に違法行為をなくすことを目的とする

よう要望する。 

 

（５） 計画５５ページ、Ⅱ．２．２－２．「（1）④形態模倣品の取締りを強化する」の項に

ついて 

④ 形態模倣品の取締りを強化する  

形態模倣品や周知表示の混同を惹起する製品、著名表示を冒用する製品の海外から

の輸入の税関での取締りを強化するため、２００４年度中に、不正競争防止法及び関税定

率法等について検討を行い、必要に応じ法改正等制度改善をする。その際、その運用を

円滑に行うため、税関での侵害判断を容易にする制度を整備する。  

（財務省、経済産業省） 

不正競争防止法の改正を考慮し、その際、「運用を円滑に行うため、税関での侵
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害判断を容易にする制度を整備する。」とあるが、この計画は問題が大きい。形態

模倣については、法律要件を明確にする改正を行う必要があるとする点は賛成で

あるが、「税関での侵害判断」は行政的であるから、「侵害判断を容易にする制度」

を構築するとすれば、将来に問題を残すことになりかねないため、前述したとおり

裁判所の仮処分を活用するべきである。 

仮に、仮処分によらない場合であっても、前述のとおり司法的判断をすることが

できる新たな機関を創設し、その侵害判断に基づいて侵害認定をする制度を構築

されたい。 

 

(６） 同５５ページ、Ⅱ．２．「２－２．（2）個人輸入等の取締りを強化する」の項につい

て 

（２） 個人輸入等の取締りを強化する  

模倣品は社会悪であることを国民に明確にするとともに、模倣品が氾濫することを防止

するため、２００４年度中に、偽ブランド品であることを知りながら個人使用目的で所持する

ことの禁止及び税関での輸入の禁止について検討を行い、必要に応じ商標法等の関係

法律等を改正するなど制度整備を行う。  

（財務省、経済産業省） 

当連合会が既に指摘したとおり、悪質な事案の撲滅は重要な課題であるが、そ

の取締り手法の不明確さが残れば一般の個人による私的利用が許されている知

的財産法体系との整合性に根本的な齟齬が生じかねず、国民に難きを強いること

になりかねない。個人輸入等の取締りを強化するためには、取締りの必要性を客

観的かつ詳細に記載し、何故、違法な個人輸入等が防止できないのかを十分検討

の上、法の整備をなすべきものと考える。 
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（７） 計画５７ページ、「Ⅱ．３．国内での取締りを強化する、（１）インターネットを利用

した侵害の取締りを強化する」の項について 

（１） インターネットを利用した侵害の取締りを強化する  

  i)  インターネットオークションサイト等を通じた多量の模倣品・海賊版の売買及びファイル交

換ソフトや技術的保護手段を回避する機器による著作権侵害の問題の深刻さにかんが

み、それに対する取締りを強化するため、以下の項目を含め、２００４年度中に、取締方策

について幅広く検討を行い、必要に応じ法改正等制度整備を行う。  

ａ） インターネットオークションサイト等の管理者による出品者の本人確認の徹底、権利を侵

害している出品物のサイトからの削除等を円滑にする方策等取締りの強化の方策  

（警察庁、総務省、経済産業省）  

ｂ） 商標法、意匠法等における取締りの強化の方策               （経済産業省） 

ｃ） ファイル交換ソフト等を用いた著作権侵害に対する取締りの強化等の方策  

（文部科学省）  

    ｄ） 古物営業法における取締り及び犯罪抑止対策の強化の方策          （警察庁） 

    ｅ） 特定商取引法における消費者の混同を招く表示の取締りの強化の方策  

（経済産業省） 

ii)  ２００４年度以降、オークションサイト等を通じた模倣品・海賊版の売買、映画ファイル等の

無許諾アップロード（送信可能化）の警察による取締りを一層強化するとともに、オークショ

ンサイト等を通じて発注される模倣品・海賊版の輸入を税関が積極的に取り締まる。  

（警察庁、財務省）  

iii)  ２００４年度も引き続き、インターネット上の違法コンテンツを常時・自動的に監視するシス

テムの活用を支援する。                          （総務省、経済産業省） 

昨今はインターネットを利用した詐欺事件も頻発しており、知的財産権侵害の温

床となっていることは否定できない。但し、取締り方策を検討する上では、通信の秘

密の保護との関係に留意し、検閲とならないような制度設計が必要である。 

 

（８） 同５７ページ、Ⅱ．「３．（３）肖像等を不正に使用した商品を取り締まる」の項に

ついて 

（３） 肖像等を不正に使用した商品を取り締まる  

   芸能人、スポーツ選手等の肖像や氏名を不正に使用した商品の売買を取り締まるた

め、被害の実態を踏まえ、不正競争防止法の保護や刑事罰の対象とすることなどについ

て２００４年度中に検討を行い、必要に応じ法改正等制度整備を行う。  

（文部科学省、経済産業省） 

上記の項に記載された問題については、不正競争防止法などの改正により、理

論なき小手先の対処をするのではなく、司法制度との全体的なバランスについて

の綿密な検討をして、根本的な議論をすべきであると考える。 
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３． 「第３章 活用分野」について 

計画６９ページ「３.知的財産活用の環境を整備する、（１）知的財産権のライセン

スを安定強化する、①倒産時等における知的財産のライセンスの保護を図る」の

項について 

① 倒産時等における知的財産権のライセンスの保護を図る  

  知的財産権のライセンス契約におけるライセンサーが破産した場合に、当該ライセンスが

第三者に対して対抗力を有することを条件として、管財人の解除権を制限し、ライセンシー

の立場を保護する内容を含む新しい破産法が２００４年５月に成立した。未登録の通常実施

権等、第三者への対抗要件を有しない場合のライセンスも含め、ライセンサーが倒産した場

合や、ラインセンサーが当該権利を第三者に譲渡した場合に、ライセンスを保護する制度に

ついて、知的財産権法におけるライセンスの保護に関する検討を行い、２００４年度末までに

結論を得る。なお、著作権ライセンスに関しては、２００３年度の文化審議会著作権分科会の

結論に基づき、２００４年以降、他の知的財産権における同様の検討の結果を踏まえて、利

用秩序に関する基盤整備の一環として利用者保護の制度整備について検討を行う。  

（文部科学省、経済産業省） 

既に当連合会が２００３年２月２１日付で公表している「倒産時におけるライセン

シー保護に関する意見書」において、指摘したところに従い、早急に制度整備を検

討実現されるべきものと考える。 

 

 

４． 「第５章 人材の育成と国民意識の向上」について 

計画９７ページ「１．知的財産関連人材の養成と知的財産教育・研究・研修を推

進する、（１）専門人材を育成する、①弁護士・弁理士の大幅な増員と資質の向上

を図り、知的財産に強く国際競争力のある弁護士・弁理士を充実する」の項につい

て 

  ① 弁護士・弁理士の大幅な増員と資質の向上を図り、知的財産に強く国際競争力のある

弁護士・弁理士を充実する  

    i） ２００４年度も引き続き、法曹人口の大幅な増加を図る。その中で、知的財産に強い弁

護士を増加させる。                    （司法制度改革推進本部、法務省） 
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ii） 知的財産法に関する研修には、多数の弁護士が自主的に参加しているところであり、

２００４年度も引き続き知的財産に関する研修への参加や講義の受講等弁護士の自己

研鑽を通じて、知的財産に強い弁護士が増加することを期待する。また、２００４年度

に、弁護士が企業内で知的財産実務に直接携わることができるよう意識の改革や環境

の整備を促す。                               （法務省、関係府省） 

   iii） 現行制度下の特定侵害訴訟代理人としてのいわゆる付記弁理士については、２００３

年度から特定侵害訴訟代理業務試験に合格した付記弁理士が誕生し始めている。新

たな制度の運用状況や弁護士・弁理士の活動状況などの実情も踏まえ、特定侵害訴

訟における単独受任等の検討も含めた弁理士の積極的活用等について、２００４年度

以降検討を行う。             （司法制度改革推進本部、法務省、経済産業省） 

   iv） 弁理士の量的・質的拡大を図るため、２００４年度から、弁理士試験の在り方や弁理士

試験合格者の実務能力を担保する方策等について、知的財産専門職大学院等の活

用も含めて速やかに検討を行う。               （文部科学省、 経済産業省） 

   v） 高度な専門性、国際性等を備えた弁理士を多数育成するために、知的財産専門職大

学院等の活用による、 弁理士又はいわゆる付記弁理士のための研修の在り方につい

て、２００３年度に行った産業構造審議会における弁理士の人材育成に関する議論も踏

まえ、２００４年度も引き続き検討を行う。また、２００４年度から、独立行政法人工業所有

権総合情報館（特許審査迅速化法案が成立した場合にあっては独立行政法人工業所

有権情報・研修館）において審査基準や特許請求の範囲の理想的な記載方法等をテ

ーマとし、弁理士・弁護士・企業の知的財産部員による討論研修を実施する。  

 （文部科学省、経済産業省）  

   vi） 米国における守秘特権（attorney-client privilege）と日本の弁理士の業務との関係に

つき、日本弁理士会の協力を得つつ調査を行い、関係法令による対応の可能性を含

め、今後の方策につき２００４年以降検討を行う。               （経済産業省） 

   vii） ２００４年度から、弁理士等知的財産専門人材に関する現状の把握と将来のニーズの

分析を踏まえ、人材育成や活用の在り方について検討を行う。    

（経済産業省、関係府省） 

上記の指摘は妥当であるが、そのうちの「iii） 現行制度下の特定侵害訴訟代理

人としてのいわゆる付記弁理士について…（中略）…新たな制度の運用状況や弁

護士・弁理士の活動状況などの実情も踏まえ、特定侵害訴訟lこおける単独受任等

の検討も含めた弁理士の積極的活用等について、２００４年度以降検討を行う。」と

されている点については次のように考えるべきである。 

すなわち、この点については、すでに当連合会が意見表明しているように、弁理

士、弁護士が果たすべき役割の違いに鑑み、適切に両者が連携・協力することこ

そが特定侵害訴訟の円滑な運営に資するものである。 

付記弁理士制度は、誕生したばかりで、その実情把握が未だなされていない上、

そもそも能力担保研修の水準は、弁護士との共同受任を前提とした能力担保とし
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て制度設計されているものであり、単独受任の能力まで担保しているものではない

のである。 

加えて、法科大学院におけるこの分野での教育の充実及び前記した当連合会で

の研修状況の実績を見ても、将来において知的財産に強い弁護士が不足するとい

う事実は予測できないこと、及び他の専門分野訴訟との均衡を図るべきことの観点

から、長期的かつ総合的に制度設計がなされるべきである。 

以上の諸観点からして、計画９８ページ「いわゆる付記弁理士について…（中略）

…特定侵害訴訟における単独受任等の検討も含めた弁理士の積極的活用等につ

いて、２００４年度以降検討を行う。」とあるが、当連合会は、これまで数度にわたり

指摘しているように、特定侵害訴訟における弁理士による単独受任には反対であ

る。 

                               以上 
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