
日　付 タイトル 分類 ＨＰ掲載
129 2023年1月20日 文化審議会著作権分科会法制度小委員会報告書（案）に対する意見書 著作権 ★

128 2023年1月18日
産業構造審議会知的財産分科会不正競争防止小委員会「デジタル化に伴うビジネス
の多様化を踏まえた不正競争防止法の在り方（案）」に対する意見書

不競法 ★

127 2023年1月18日
産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会報告書 「商標を活用したブランド
戦略展開に向けた商標制度の見直しについて（案）」に対する意見書

商標 ★

126 2022年4月22日

産業構造審議会　知的財産分科会　不正競争防止小委員会「デジタル社会における
不正競争防止法の将来課題に関する中間整理報告（案）」、「限定提供データに関
する指針（改訂案）」及び「秘密情報の保護ハンドブック（改訂案）」に対する意
見募集に対する意見書

不競法 ★

125 2021年2月26日 「知的財産推進計画2021」の策定に向けた意見募集に対する意見書 共通 ★

124 2021年1月21日
産業構造審議会知的財産分科会弁理士制度小委員会報告書「弁理士制度の見直しの
方向性について（案）」に対する意見書

共通 ★

123 2021年1月21日
産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会報告書「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（案）」に対する意見書

特許 ★

122 2021年1月14日
産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会報告書「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（案）」に対する意見書

商標 ★

121 2020年12月17日
「図書館関係の権利制限規定の見直し（デジタル・ネットワーク対応）に関する中
間まとめ」に対する意見書

著作権 ★

120 2020年10月21日 令和2年種苗法改正法案に関する意見書 農水知財 ★

119 2020年7月2日
産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会報告書 「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）」に対する意見書

特許 ★

118 2020年2月13日 「知的財産推進計画2020」の策定に向けた意見募集に対する意見書 共通 ★
117 2020年1月8日 「意匠審査基準」改訂案に対する意見書 意匠 ★
116 2019年11月20日 「写り込みに係る権利制限規定の拡充に関する中間まとめ」に対する意見書 著作権 ★

115 2019年2月15日 「知的財産推進計画2019」の策定に向けた意見募集に対する意見書
共通

農水知財
★

114 2019年2月6日
産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会報告書 「実効的な権利保護に向け
た知財紛争処理システムの在り方（案）」に対する意見書

特許 ★

113 2019年1月16日
産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会「産業競争力の強化に資する意匠
制度の見直しについて（案）」に対する意見書

意匠 ★

112 2018年12月20日
産業構造審議会知的財産分科会不正競争防止小委員会「限定提供データに関する指
針（案）」に対する意見書

不競法 ★

111 2018年11月21日
産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会「知財紛争処理システムの見直し
の検討課題」に対する意見書

特許 ★

110 2018年9月20日
産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会「意匠制度の見直しの検討課題」
に対する意見書

意匠 ★

109 2018年7月20日
不正競争防止法第十八条第二項第三号の外国公務員等で政令で定める者を定める政
令の一部を改正する政令案に対する意見書

不競法 ★

108 2018年4月12日 「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き（案）」に対する意見書 特許 ★

107 2018年2月15日
「知的財産推進計画2018」・「知的財産戦略ビジョン」策定に係る検討課題に関す
る意見書

共通
農水知財

★

106 2018年1月18日
産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会報告書「第四次産業革命等への対
応のための知的財産制度の見直しについて（案）」に対する意見書

特許 ★

105 2017年12月21日
産業構造審議会知的財産分科会不正競争防止小委員会「データ利活用促進に向けた
検討 中間報告(案）」に対する意見書

不競法 ★

104 2017年11月14日 「標準必須特許のライセンス交渉に関するガイドライン」策定に関する意見書 特許 ★
103 2017年3月16日 「文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会中間まとめ」に対する意見書 著作権 ★
102 2017年3月16日 「適切かつ公平な証拠収集手続の実現」に関する意見書 特許 ★
101 2017年2月24日 「商標審査基準」改訂案に対する意見書 商標 ★
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100 2017年2月16日 「知的財産推進計画２０１７」策定に係る検討課題に関する意見書
共通

農水知財
★

99 2016年5月7日 知的財産戦略本部「次世代知財システム検討委員会報告書」に対する意見書 共通 ★
98 2016年3月10日 「特許・実用新案審査基準」改訂案に対する意見書 特許 ★
97 2016年2月17日 「商標審査基準」改訂案に対する意見書 商標 ★
96 2016年1月29日 「知的財産推進計画２０１６」の策定に向けた意見募集に対する意見書 特許 ★

95 2016年1月14日
経済産業省「秘密情報の保護ハンドブック～企業価値向上に向けて～（案）」に対
する意見書

不競法 ★

94 2016年1月14日
産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会報告書「画像デザインの保護の在
り方について」（案）に対する意見書

意匠 ★

93 2015年12月3日 改正特許法第３５条第６項の指針案に対する意見書 特許 ★
92 2015年7月31日 「特許・実用新案審査基準」改訂案に対する意見書 特許 ★

91 2015年5月15日 「知的財産推進計画２０１５」の策定に向けた意見募集に対する意見書
共通
特許

★

90 2015年1月30日
産業構造審議会知的財産分科会営業秘密の保護・活用に関する小委員会「中間とり
まとめ（案）」に対する意見書

不競法 ★

89 2015年1月23日
「商標審査基準」改訂案（平成２６年特許法等の一部改正対応等）に対する意見書

商標 ★

88 2015年1月14日
産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会報告書「我が国のイノベーション
促進及び国際的な制度調和のための知的財産制度の見直しに向けて」（案）に対す
る意見書

特許 ★

87 2015年1月14日 「特許異議の申立て制度の運用（案）」に対する意見書 特許 ★
86 2015年1月14日 「無効審判における請求人適格に関する運用（案）」に対する意見書 特許 ★
85 2014年12月4日 営業秘密管理指針改訂案に対する意見 不競法 ★
84 2014年10月9日 職務発明制度の在り方に関する追加意見書 特許 ★

83 2014年7月10日
特許庁「弁理士及び特許業務法人に対する経済産業大臣による懲戒処分に関する運
用基準」の改定案に対する意見書

その他 ★

82 2014年7月10日
特許庁「商標審査基準」改訂案（平成26年特許法等の一部改正対応）に対する意見
書

商標 ★

81 2014年5月7日 職務発明制度の在り方に関する意見書 特許 ★

80 2014年3月19日
知的財産高等裁判所大合議事件についての意見募集に対する意見書（ＦＲＡＮＤ宣
言について）

その他 ★

79 2014年1月24日
産業構造審議会知的財産分科会弁理士制度小委員会報告書「弁理士制度の見直しの
方向性について（案）」に対する意見書

その他 ★

78 2014年1月24日
産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会報告書「創造的なデザインの権利
保護による我が国企業の国際展開支援について」（案）に対する意見書

意匠 ★

77 2014年1月24日 産業構造審議会知的財産分科会「とりまとめ」（案）に対する意見書 共通 ★
76 2013年10月23日 「文化審議会著作権分科会出版関連小委員会中間まとめ」に対する意見書 著作権 ★

75 2013年6月20日
平成２４年著作権法改正（平成２４年法律第４３号）における法令審査過程に関す
る意見書

著作権 ★

74 2013年3月7日 知的財産人材育成推進協議会に対する提言（現状と課題） 共通 ★

73 2013年1月16日
産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会報告書「商標制度の在り方につ
いて」（案）に対する意見書

商標 ★

72 2013年1月16日
産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「強く安定した権利の早
期設定及びユーザーの利便性向上に向けて」（案）に対する意見書

特許 ★

71 2012年11月15日
産業構造審議会知的財産政策部会第２０回意匠制度小委員会資料２「画像デザイン
保護拡充の基本的方向性について」に関する意見書

意匠 ★

70 2012年11月15日
産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会「強く安定した権利の早期設定
の実現に向けて～『ポストＦＡ１１』における特許の質の向上をめざして～」に対
する意見書

特許 ★

69 2011年11月9日
「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関す
る政令案」に対する意見書

特許 ★
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68 2011年10月6日
電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議「『デジタル・ネットワーク社会
における図書館と公共サービスの在り方に関する事項』に係るまとめ」に関する意
見書

著作権 ★

67 2011年1月20日
産業構造審議会知的財産政策部会・技術的制限手段に係る規制の在り方に関する小
委員会「技術的制限手段に係る不正競争防止法の見直しの方向性について（案）」
に関する意見書

不競法 ★

66 2011年1月7日 「『特許法改正検討項目の意匠法への波及等について』（案）」に対する意見書
意匠
特許

★

65 2011年1月7日
「特許法改正検討項目の商標法への波及について（ 案）」及び「商標権消滅後１ 年
間の他人の商標登録排除規定の見直しについて（ 案）」に関する意見書

商標
特許

★

64 2010年12月24日
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「技術的保護手段に関する中間まとめ」
に関する意見書

著作権 ★

63 2010年12月24日
産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書 「『特許制度に関する法
制的な課題について』（案）」に対する意見書

特許 ★

62 2010年11月1日 知的財産人材育成推進協議会に対する提言（現状と課題） 共通 ★

61 2010年6月18日
「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会 権利制限の一般規定に関する中間まと
め」に関する意見書

著作権 ★

60 2010年4月9日
「『明細書、特許請求の範囲又は図面の補正（新規事項）』の審査基準改訂案に対
する意見募集」に対する意見書

特許 ★

59 2010年3月18日
特許庁特許制度研究会報告書「特許制度に関する論点整理について」に関する中間
意見書

特許 ★

58 2010年3月17日 「営業秘密管理指針の再改訂（案）」に関する意見公募に対する意見書 不競法 ★
57 2009年12月11日 「著作権法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見 著作権 ★
56 2009年12月11日 「著作権法施行令の一部を改正する政令案に基づく文化庁告示案」に対する意見 著作権 ★
55 2009年12月11日 「著作権法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見 著作権 ★

54 2009年8月28日
「平成２１年７月１０日情報通信審議会中間答申「デジタル・コンテンツの流通の
促進」及び「コンテンツ競争力強化のための法制度の在り方」に対する意見書

著作権 ★

53 2009年5月15日
知的財産戦略本部 知的財産による競争力強化専門調査会先端医療特許検討委員会
「先端医療分野における特許保護の在り方について（案）」に関する意見書

特許 ★

52 2009年3月12日
「産業構造審議会 知的財産政策部会 商標制度小委員会　新しいタイプの商標に関す
る検討ワーキンググループ報告書（案）」に対する意見

商標 ★

51 2009年3月12日 著作権法施行令の一部を改正する政令案に関する意見 著作権 ★
50 2008年12月25日 知的財産戦略に関する政策レビュー及び第３期基本方針の策定に関する意見書 共通 ★
49 2008年11月18日 著作権法における一般的包括的権利制限規定の新設に関する意見 著作権 ★

48 2008年11月6日
文化審議会著作権分科会「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会中間整
理」に対する意見書

著作権 ★

47 2008年11月6日
文化審議会著作権分科会「法制問題小委員会平成20年度・中間まとめ」に対する意
見書

著作権 ★

46 2008年8月7日
「デジタル・コンテンツの流通の促進」及び「コンテンツ競争力強化のための法制
度の在り方」に対する意見書

著作権 ★

45 2008年7月28日 「歴史上の人物名等の商標審査の方向性について」に対する意見書 商標 ★

44 2008年6月26日
「イノベーションと知財政策に関する研究会」の政策提言及び報告書（原案）に対
するパブリックコメントの募集に対する意見書

共通 ★

43 2007年11月29日
「産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会 通常実施権等登録制度ワー
キンググループ報告書（案）」に対する意見

特許 ★

42 2007年11月15日 「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会中間まとめ」に関する意見 著作権 ★
41 2007年6月1日 「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」（改定原案）に対する意見 共通 ★
40 2007年3月14日 「意匠審査基準の改正案」に関する意見 意匠 ★
39 2007年2月9日 著作権罰則の非親告罪化に関する意見書 著作権 ★

38 2007年1月10日
「包括ライセンス契約による通常実施権の登録制度の創設について」に対する意見

著作権 ★

37 2006年12月22日  著作権の保護期間延長に関する意見書 著作権 ★
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36 2006年10月10日
「商標法施行令の一部を改正する政令案」、「商標法施行規則の一部を改正する省
令案」及び「類似商品・役務審査基準【国際分類第９版対応】（案）」に対する意
見書

商標 ★

35 2006年7月13日
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会（ＩＰマルチキャスト放送及び罰則・取
締り関係）報告書（案）に関する意見書

著作権 ★

34 2006年7月7日 「ソフトウェアに係る知的財産権に関する準則（案）」に対する意見 著作権 ★

33 2006年6月1日
輸出入取引審議会調整部会（知的財産権侵害品の貿易管理の在り方について）の中
間とりまとめに対する意見

共通 ★

32 2006年3月16日 知的財産権侵害に関する懲役刑の上限引き上げに関する意見書 共通 ★

31 2006年1月20日
産業構造審議会 知的財産政策部会 商標制度小委員会報告書 「商標制度の在り方に
ついて」（案）に対する意見

商標 ★

30 2006年1月18日 知的財産基本法の施行状況に対する意見書 共通 ★

29 2005年11月25日
財務省関税・外国為替等審議会関税分科会 「知的財産権侵害物品の水際取締りに関
するワーキンググループ」における日本弁護士連合会の意見（その２）

共通 ★

28 2005年10月5日 「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会審議の経過」に対する意見 著作権 ★
27 2005年4月22日 「中小企業の新たな事業活動の促進に関する基本方針（案）」 に対する意見書 共通 ★

26 2005年2月10日
「知的財産推進計画２００４」の見直しにあたり盛り込むべき政策事項についての
意見書

共通 ★

25 2005年1月14日
産業構造審議会知的財産政策部会不正競争防止小委員会報告書「不正競争防止法の
見直しの方向性」（案）に対する意見

不競法 ★

24 2005年1月7日 「地域ブランドの保護について」（案）に対する中間意見 商標 ★
23 2004年11月19日 不正競争防止法等の改正に対する意見書 不競法 ★
22 2004年11月19日 不正競争防止法第２条１項１号ないし３号の改正に関する意見書 不競法 ★
21 2004年11月19日 税関における水際取締りの今後の在り方に関する意見書 共通 ★

20 2004年10月29日
知的財産戦略本部　医療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調査会「医療関
連行為の特許保護の在り方について（とりまとめ）（案）」に対する意見書

特許 ★

19 2004年10月7日 著作権法施行令の改正に対する意見 著作権 ★
18 2004年9月6日 著作権法改正に関する要望事項 著作権 ★
17 2004年8月20日 「知的財産推進計画２００４」実現に向けての日本弁護士連合会の取組みと提言 共通 ★
16 2004年5月7日 知的財産推進計画の見直しに関する意見 共通 ★
15 2004年4月23日 「実用新案技術評価書の作成」の改訂審査基準（案）に対する意見書 特許 ★

14 2004年1月21日
知的財産戦略本部権利保護基盤の強化に関する専門調査会「模倣品・海賊版対策に
関する意見募集」に対する意見書

不競法 ★

13 2004年1月6日 実用新案制度ワーキンググループ報告書（案）に対する意見 特許 ★
12 2003年12月18日 「文化審議会著作権分科会報告書（案）」に対する意見書 著作権 ★

11 2003年11月21日
産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会「職務発明制度の在り方につい
て」報告書（案）に対する意見書

特許 ★

10 2003年10月29日
知的財産戦略本部コンテンツ専門調査会「コンテンツビジネス振興に係る課題につ
いて」に対する意見

著作権 ★

9 2003年10月22日
「権利保護基盤の強化に関する専門調査会の当面の検討事項に関する意見募集」に
対する意見書

共通 ★

8 2003年6月30日 知的財産戦略推進計画（案）に関する意見 共通 ★
7 2003年6月17日 知的財産高等裁判所の創設についての意見 その他 ★
6 2003年5月30日 知的財産訴訟についての意見 共通 ★
5 2003年5月16日 知的財産戦略推進計画策定に関する意見 共通 ★
4 2003年2月21日 倒産時におけるライセンシー保護に関する意見書 共通 ★
3 2003年1月17日 「不正競争防止法の見直しの方向性について（案）」 不競法 ★
2 2001年12月20日 特許権及び実用新案権等に関する訴訟事件の専属管轄化に対する要望書 特許 ★
1 2001年4月20日 サービス・プロバイダの法的責任における判決執行等の問題に関する意見 著作権 ★
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