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APAA日本部会結成に関して
浅　村　　　皓APAA 名誉会長

　1969 年 3 月に特許協力条約（PCT）の準備に関

する代理人代表の会議に、日本弁理士会から 3 名の

会員（岡部正夫、松原伸之、浅村皓）を派遣した。

　その際、国際事務局（BIRPI、現 WIPO）から国

際団体の結成に関する示唆を受けた。国際団体はア

ジア地域で 3 カ国以上の弁理士からなる団体と示さ

れた。

　1969 年 6 月に湯浅恭三日本弁理士会会長より大

韓民国及び中華民国の弁理士に国際団体の結成に関

する提案を行い、両国の弁理士から賛同を受けた。

　1969 年 12 月に東京で国際団体の結成のための発

起人会、設立総会及び第 1 回理事会を開催した。団

体の名称を Asian＿Patent＿Attorneys’＿Association

（略称 APAA）と決定した。また、初代会長に湯浅

恭三弁護士・弁理士を選出し、３カ国から副会長を

それぞれ 1 名ずつ（日本部会から猪股清弁理士）を

選出した。本部事務局を湯浅・坂本法律特許事務所

内に設置した。なお、事務局担当は下坂スミ子弁理

士であった。

　1970 年 3 月 30 日に日本部会の設立総会を東京で

開催し、猪股清弁理士を初代日本部会長として選出

した。猪股会長は、国際団体結成の準備を進めた日

本弁理士会の国際活動委員会の委員長であった。ま

た、理事 12 名、監事 2 名を選出した。日本部会の

事務局は、猪股会長の事務所である協和特許法律事

務所内に設置した。日本部会の設立当時の会員数は

1970 年 10 月 28 日において 332 名であった。

　1970 年 5 月 25 日～ 6 月 19 日に米国ワシントン

D.C. で開催された PCT 外交会議に APAA 代表を

派遣した。代表者は、日本部会から 6 名（浅村皓、

猪股清、岡部正夫、下坂スミ子、福田信行、湯浅恭

三）、韓国部会から 1 名（李丙昊）、中華民国部会か

ら 1 名（林敏生）であった。第１週の会合において、

岡部正夫理事から、初参加の APAA の紹介を行い、

拍手を受けた。

　1970 年 7 月に東京で第 1 回 APAA 総会が開催

され、111 名の会員及び 12 名の同伴者が参加した。

第 1 回総会においては、大韓民国及び中華民国の駐

日公使が出席され、祝辞を述べていただいた。

　将来の APAA の発展のために、アジア諸国に

APAA の設立の報告を行うと共に、APAA への加

入を勧誘する書簡を発送した。

　APAA の公用語は、国際団体の慣例となってい

た英語と決めていたが、初期の段階では日本語の方

が望ましいとする会員が多くいた。そこで、APAA

本部の会合には日本部会の費用の負担により、日英

の通訳者を参加させた。通訳者の参加は、1994 年

新潟総会まで続いた。なお、メインの通訳者は松岡

佑子さんで、後にハリー ･ ポッターの書籍の日本語

訳を行う等、通訳者として活躍した人である。
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第１回 APAA 総会（1970．7　東京）
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APAA（アジア弁理士協会－仮称）結成に関する招聘状

拝啓

　（日本国弁理土会会長として）、私はこゝに貴固において弁理士業務を営まれている先生に対し、APAA 結

成に御参加下さるよう御招聘いたします。この会はアジア弁理土協会とでも呼ばれるかと存じますが、アジア

地域において弁理士業務を営む者相互の交流を通じて、アジア地域における工業所有権保護の一層の増進を図

ることをその直接の目的といたし度く存じます。

　御承知の通り、欧州には FICPI,UNION,CNIPA 又アメリカ大陸には ASIPI 等々世界の各地域には地域毎に

結成された国際的民間団体があり、自分達の所属する地域の関係者相互の交流を計ることはもとより、工業所

有権に関する条約等の政府閉会議にオブザーバとして出席し、条約案の作成作業に常に強い働きかけを行って

おります。特にこゝ＿数年は御存知の特許協力条約（PCT）の作成作業が着々と進行しており、最近急速に具

体化して参っておりますため、これら地域団体代表は BIRPI 本部主催の政府閉会議に民間代表として出席を

許され彼らの意見を具体的に表明しております。政府間会議には一国のみの代表者の参加は許されず、国際的

団体の代表者であることが要請されています。しかしながら、残念なことに、アジア地域にはいまだ国際的な

団体が存在せず、従ってこのまゝでは条約作成へ私共アジアの弁理士業務を営むものの意見を反映させること

は不可能であります。

　PCT はもしこれが締結されゝば世界における外国出願手続に画期的大変革をもたらすこととなるのは必至

で、それ故、APAA の結成はとりあえずはこの条約に対処するために、1970 年 5 月にワシントン DC で聞か

れる外交会議迄に間に合せる必要があると考えております。尚、外交会議へ招待を受けるためには会議の聞

かれる 6 カ月前に国際団体が結成されている必要があり、その為には＿12 月中か遅くとも 1 月初めには APAA

を発足させなくてはなりません。

　工業所有権のもつ国際性にあわせて、世界がますます狭くなり、各国間の協力体制が緊密度を増す今日にお

きましては、PCT 以後も必ず重要な条約が締結されていくことは必至ではないかと存じます。それ故この際

こゝに APAA を結成することは、今後のアジアの発展にとって極めて有意義なものであると確信いたしてお

ります。

　何卒以上の趣旨に御賛同頂き、APAA の結成に是非先生の絶大な御助力を賜わりますよう御願い申し上げ

る次第であります。

　以上の趣旨に基づき、私共の方で APAA 規約案を作成してみました。各国代表からなる準備委員会を是非

本年 12 月中にもち、この規約を完全なものとして参り度いと存じます。

　そこで、先生には御多用中を甚だ恐縮でございますが、添付の申込書に申込の有無を御記入下さいました上、

同封の封筒にて御返送賜わり度く御願い申し上げます。

（1969 年 12 月）
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APAA 日本部会設立趣意書

　1960 年代において、我国は、経済的に著しい発展をなしとげ、遂にその国民総生産は世界第二位に達し、

今やその国際的地位はゆるぎないものとなった感があります。これに伴って我々弁理士の業務も国際的に拡張

され、広く国際的視野になった業務の遂行が望まれるようになって参りました。我々弁理士の立場から見ると、

この 1960 年代は欧米先進諸国との関係において、国際的舞台に進出した時期と云えましょう。

　ひるがえって、アジア地域に所在する近隣諸国との関係において我々弁理士の立場を見るとき、これら近隣

諸国における工業所有権制度の実情及び将来の改革への動向について、我々はあまりにも無関心でありすぎた

のではないでしょうか。既に、隣国である韓国及び中華民国 ( 台湾 ) においては、工業立国のための施策が強

力に推し進められている現状に鑑みると、我々弁理士は、これら近隣諸国における工業所有権制度についても、

もはや過去におけるように無関心ではあり得ないと思います＿。

　更にまた、国際的視野で工業所有権制度が検討される場において、我国をも含めてアジア諸国の立場はあま

りにも弱小でありすぎたことが痛感されます。特に、我々弁理士業務を営む立場から、国際的舞台において、

工業所有権制度のあり方について十分な意見の開陳をする場を与えられた者は皆無であります＿。

　このような実情に鑑み、私共発起人一同は、アジア諸国において弁理士業務を営む者相互の交流を通じて、

各国における工業所有権制度の実情及び将来の改革への動向を正確に把握し、もって円滑な業務推進に役立て

ると共に、工業所有権制度全般について、討論、研究を行い、国際的に意見の開陳を行ない得るようにするこ

とを目的として、アジア弁理士協会結成を企画するに至ったのであります。既に＿、韓国及び中華民国において、

同様な趣旨のもとに、有志によりそれぞれの国内部会を結成する準備がなされており、これら各国の国内部会

が結成されると、これら国内部会と、我国において結成されるアジア弁理士協会日本部会とによってアジア・＿

パテントアトーニーズ・アソシェーション (APAA) がはじめて活動する運びになります。更に、続いて他の

アジア諸国にも広く参加を呼びかけ、APAAの組織をアジア全域に拡大する予定であります。

　つきましては、先生にも是非アジア弁理士協会日本部会へのご参加をお願いいたしたくご案内申しあげる次

第であります＿。

　なお、私共発起人により、とりあえず作成いたしましたアジア弁理士協会規約及び同日本部会規約 ( 案 ) を

同封いたしましたので＿、ご高覧のほどお願い申し上げます＿。

アジア弁理士協会＿日本部会創立発起人一同
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写真で振り返る日本で開催された年大会（総会・理事会）

第１回 APAA 総会（1970．7　東京ヒルトンホテル・東京）

会議風景

レセプションでの写真

レセプションでの乾杯 バンケット風景
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　第１回総会（東京）での挨拶。（左欄上から湯浅恭三、猪股清、岡部正夫、右欄上から浅村皓、下坂スミ子、

福田信行）。これら６名は、第１回総会に先立ってＡＰＡＡ代表としてＰＣＴ外交会議（1970.＿5.25 ～ 6.19）に

出席した。
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第 4 回 APAA 理事会（1971．11　帝国ホテル・東京）

会議風景

参加者の集合写真
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第 4 回 APAA 総会（1976．5　ローヤルホテル・大阪）

参加者の集合写真

会議風景

レセプションでの乾杯 バンケット風景
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会議風景

バンケット風景

第 15 回 APAA 理事会（1978．11　横浜国際会議場・横浜）

催し物（琴演奏）



30

会議風景

ドレス姿の下坂スミ子理事と
着物を纏う海外からの参加者

第 7 回 APAA 総会（1985．3　ホテルニューオータニ・東京 ）

バンケットでの催し物（和太鼓）
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第 30 回 APAA 理事会（1989．11　神戸国際会議場／神戸ポートピアホテル・神戸）

乗船前の集合写真（クルーズによる鳴門大橋観光）

参加者の集合写真（神戸ポートピアホテル）
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本部理事の集合写真

会議風景

第 10 回 APAA 総会（1994．10　オークラホテル新潟・新潟）

左から、岡部正夫元会長、William D. Howie
前会長、浅村皓会長、牛木譲先生



33

第 50 回 APAA 理事会（2004．10　シーホークホテル＆リゾート・福岡）

ゲストを囲んでの写真、左から、木下實三日本弁理士会会長、麻生渡福岡県知事、
Heinz Bardehle（オブザーバ）、Dato V. L. Kandan 会長、山崎広太郎福岡市長、
Alonzo Q. Ancheta 第８代会長、清水徹男実行委員長、Myung Shin Kim 第６代会長

本部理事の集合写真
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第 17 回 APAA 総会（2015．11　沖縄コンベンションセンター ・沖縄）

オープニングセレモニーでのアトラクション（龍神伝説、獅子舞、空手）

APAA 会長選挙の模様
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オープニングセレモニー ( 琉球舞踊 四つ竹 ) エクスカーションの１枚（座喜味城跡）

理事会の会議風景 C. K. Kwong APAA 会長と樺澤聡実行委員長

沖縄ナイト（Hilton Okinawa Chatan Resort） バンケットでのエンターテイメント



36

　ＡＰＡＡの年大会に参加した日本部会会員の交

流・親睦を目的として、2011 年マニラ、2012 年チェ

ンマイ、2013 年ハノイ、2014 年ペナンで開催された。

会議期間中のフリーな夜であるエクスカーション日

の夜に会費制で行った。

第１回　Makati＿Shangri-La＿Manila＿Hotel　出席者　

57 名

第２回　Le＿Meridien＿Chiang＿Mai　出席者 107 名

第３回　Hanoi＿Daewoo＿Hotel　出席者 93 名

第４回　Golden＿Thai＿Restaurant　出席者　100名超

ペナンの Golden Thai レストランにて

Japan Friendship Night （JFN）　　 APAA　部会間交流

　日本部会では、ＡＰＡＡ創設部会である韓国部会、

台湾部会との間で合同でセミナーを開催してきた。

・１９９６年５月３１日～６月１日　

　日韓共同セミナー（京都・渡月亭）

・１９９８年９月１０日～１１日　　

　日台共同セミナー（弁理士会）

・２００４年２月２６日～２８日　　　

　ＡＰＡＡ日韓交流会（ソウル　三井ホテル）

・２００４年５月１９日～２０日　　　

　日台交流シンポジウム（東京商工会議所）

日台交流シンポジウムの集合写真

答礼会の１枚
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APAA日本部会50年史に寄せて

飯　田　伸　行平成 14 年（2002）～平成 18 年（2006）　お知らせ委員長

< この一編を、謹んで故岡部正夫 APAA 元本部会

長（知的所有権制度研究委員会初代委員長）、及び

故木村三朗、故笹島富二雄、両元調査団長並びにス

リランカ弁護士の故ムルゲス・シニア氏、バングラ

ディシュ弁護士の故ハヒズラ氏の霊に捧げます。>

目　次

⑴　はじめに

⑵　事情

⑶　概要

⑷　エピソードの若干

①マレーシア特許庁見学記（第二次）

②インドネシア著作権・特許・商標庁見学略記

③ジャカルタ近郊のホット・ディナーパーティー

④スリランカ特許・商標登録局訪問記（物価水準

の違い等）

⑤世話役たるムルゲス・オフィスの接遇対応

⑥バングラディッシュ大統領との面会（第三次）

⑦田舎国部会の名前の由来

⑸　謝辞

⑴　はじめに

　本編は、コロナウィルス禍猛威の 2020 年４月中

旬から５月下旬頃に急ぎまとめられました。その諸

事情から手許に充分な資料がなく、主に当時発行し

た視察報告書と、約 30 年ほど前の記憶でまとめら

れました。不備あらば、ご容赦下されたくお願い申

し上げます。

⑵　事情

　APAA 日本部会は、1990 年代初め頃に APAA

加盟各国知財（当時は知的所有権）制度情報収集の

必要を痛感しました。そのため加盟各国を地域的に

グループ分けし、各国知財事情・情報の調査研究に

努め、実務や研究に資する活動に従事しました。

　いずれも少数の APAA 日本部会員が、日常諸業

務の傍らで全ての準備、及び現地諸機関への連絡に

努めアンケート諸式を含め現地へ事前送付しつつ、

直接取材しました。連絡・処理手段としての電子情

報処理機器等の現在との違いから限界はありました

が、どの部会も熱心に取り組まれたことが思い出さ

れます。現地政府系・民間の同業者・関係諸機関、

実務に関する弁理士・弁護士等の献身的なご協力を

得られ、漸くこれらの報告書に結実しました。

　俗称「田舎国部会」の第１期調査団（団長は前田

純博先生、団員は川島順先生以下の７名）の初訪問

先はベトナムでした（1992 年 10 月）。その詳細は、

黒瀬雅志 APAA 本部理事による「ベトナム調査団

報告（お知らせ No.＿31＿1993・5）」に活写されてお

ります（第一次調査団）。

　翌年、1993 年 10 月のクアラルンプール理事会の

機会を利用して、マレーシアの他インドネシア及び

スリランカを訪問して、マレーシア・インドネシア・

スリランカ知的所有権保護制度視察報告書を発行し

ました。

　インドネシア著作権・特許・商標庁では、樋口豊

治会員が、更にはスリランカ特許・商標登録局では、

木村団長以下全団員６名が、急遽講演を依頼され、

文字通り一夜漬け状態で四苦八苦しながらも各自分

担の講演資料をまとめ準備し、実行しました。

　木村・笹島両元団長が物故された現在に至りまし
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て本稿をまとめる機会を得ましたのも、何かの巡り

あわせかと改めて思いを新たにしております。

⑶　概要

　大体の内容と雰囲気は、前掲し、ご紹介する前記

報告書の抜粋にまとめられた通りです。

若干のエピソードを以下にご紹介します。様々な面

で発展し、変貌を遂げられた各国の現状と対比され

るのも意義ありと思われます。

⑷　エピソードの若干

①マレーシア特許庁見学記…1990 年代のマレー

シアは、当時からも ASEAN の優等生と言わ

れたシンガポールを追っておりました。国内で

の隔地者間の公正を期して出願日を発信日に

よったり、審査では、EPO のサポートを受け

たりもしていました。問題点を強いて言えば、

常時２～３名を訓練で欧州にも派遣したり、か

と思えば、育て上げた審査官を高給で民間に引

き抜かれたりで、ひいてはこのような事情が審

査遅延の原因の一部ともなったようです（？）。

　日本審査官のマレーシア派遣等が望まれておりま

した。（注、その後日本審査官の派遣等は、APAA

日本部会の総会（主会場：山の上ホテル等）等で特

許庁関係の来賓各氏からも言及があり、相当程度実

現していることは関係各国の為にも喜ばしいことで

す。）

②インドネシア著作権・特許・商標庁見学略記

　この庁は、首都ジャカルタ中心部の我等がホテル

（ハイアット）からは、車で約１時間程度を要する

郊外のタンゲラン地区に在りました。当時ジャカル

タは、地下鉄もなく、高架も不充分であり、同一平

面の道路上を車、リキシャ、オートバイ等などあら

ゆる交通手段が混在し合い、ラッシュ時の渋滞から

目的地への移動時間は遅れ、長時間化しがちでした。

道中キチンと（？）スコールの洗礼にも見舞われ、

止むなく途中のコンビニ店等で急遽買い入れたサン

ドイッチやコーラ程度で車中昼食。漸く、タンゲラ

ンに着き雨も上がり一同、庁前に整列し記念撮影。

　当時の特許系（？）審査官数は、約 40 名程度で

増員募集中と聞きましたが、ややガランとしており

ました。審査の一部をある程度 EPO に委託してい

るとは、相互の需要供給のしからしむるところで

しょうか。その場合、１件毎に手数料を支払い乍ら

の委託のようでした。ここで行なった樋口講師によ

る約１時間の商標レクチャーは、持参した英和入り

審査基準説明書（ＡＩＰＰＩ版？）８冊ほどを 30

名程度の審査官（若手・女性が多い印象）が２～３

人ずつで読みながら行われました。時間も日程も道

中食したサンドイッチ以上のツメ込みでありました

が、初めての試みでもあり彼我の刺激にはなったよ

うです。

③ジャカルタ近郊のホット・ディナー・パーティー

　今回歴訪の日程は、全体で約１週間程度で３ヶ国。

そのうちジャカルタに一泊（1993、10．21）した当

夜、主催世話人マウラナ弁護士（チョンマゲ風の人）

の紹介でジャカルタ郊外（車で片道約２時間？）の

現地風ヤシヤネのレストランへの遠征。総勢約 15

人程度でビールの乾杯、ホットおつまみ（辛い味）、

汗を拭いて又乾杯。この繰り返しでした。

　一つには湿気が高くじっとしても汗、食べ物が辛

くてビールをあおる。これが又汗。

　我々の殆どは汗を止めるためにビールを飲み、そ

れが又汗に。今思い出しても右手にハンカチ、左手

にビールジョッキの印象的なホットディナーパー

ティーでした。（この時、彼マウラナ氏はアルコー

ル飲料を飲まなかった。してみると、日本人の我々

だけがビール→汗量産機だったかも。）

　マウラナさん、お世話様でした。（後日談）彼とは、

2019 年秋の APAA 台北会議のエクスカで淡水方面

に同行し、海岸レストランでジュニア・マウラナと

三人同卓の昼食会。久々にお互いの健在と健勝を祝

い、かつ、将来の幸運を願い合い乾杯しました。

④スリランカ特許・商標登録局訪問記　（物価水準

の違い等）
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　1993 年 10 月 23 日（土）にコロンボ弁護士会メ

ンバーの参加者（約 40 ～ 50 名）に対し、歓迎への

答礼の意味も込めて我々一行６名によるショート講

演（各人約 10 ～ 15 分）を前日になって急な要請を

受けて行なった。それだけ出発前の事前連絡の機会

が無かったとも、先方のマイペースがあったとも言

えます。

　スリランカ国・コロンボ法律家協会のムルゲス・

シニア代表からの急な打診だったが、サービス精神

旺盛な木村団長が、職権乱用気味（？）にアッサ

リ受諾。一部団員は、急だったので、半徹夜で準備

しました。（エピソード）日本人の誰かの講演中に、

当時の日本側料金体系を説明。ところが、まず印紙

料の説明中にフロアの人々がゼロの個数に何やらザ

ワつく。慌ててスリランカ側資料のフィー（通貨単

位はルピアか）を比較。そこで彼我のゼロ個数に懸

隔あり。そうなると、更にゼロの個数が増えるアトー

ニー・フィーについての言及の勇気を失う。結局、

詳しい数字の説明は、時間の切迫にことよせてヤヤ

ウヤムヤとしたような、ボンヤリとした記憶が今も

思い起されます。地獄でなくとも金次第（？）の巻

でした。

　この時出張で不在の特許局局長に代わり、ラナワ

カ副局長に対応頂きました。副局長は、やや若いタ

ミール系らしい女性でしたが、庁内案内や会議等で

テキパキと対応頂き助かりました。使用語もシンハ

リ語、タミール語、英語の三種表示ながら、英語が

実用語ないし共通語（Link　Language）として最

も多用されていました。英国等の旧植民地の影響か

らかも。庁内は、若い人々の多い雰囲気でした。

⑤世話役たるムルゲスオフィスの接遇対応

　我々APAAスリランカ知財初訪問団の世話役は、

当時の同国代表オフィスの１つであるムルゲス・オ

フィスが公私共に全てを仕切ってお世話をして頂き

ました。（正式名称 Murugesu　&　Neelakandan）

　我々に対し、事前準備された配布資料は、詳細で

かつ、素早く配布され、良く準備されていました。

因みに、前記視察報告書の資料５として収録されて

おり、知財についての説明部分は最長を誇っており

ました。

　尚、スリランカ・グループは、その後木村団長等

の推挽ないしはサポートの賜物もあり、ＡＰＡＡの

正式会員国に加わりました。お役に立てて幸いです。

⑥バングラディッシュ大統領との面会（第三次）

　上記と別途の第三次調査団（これら調査団を木

村団長は Task＿Force＿Group と命名されておりまし

た。）の簡潔報告は、バングラディッシュ国で発行

された（Dhaka＿November10,＿1995）の英字新聞（翌

朝に団員各室に配布された）にコンパクトにまとめ

られております。日本側団員は、木村団長（写真左

から 2 人目）、樋口団員、功力団員、飯田団員の４＿

名でした。バングラディッシュ側世話役のハヒズラ

弁護士（写真右から 2 人目）は写真左端のビスバス

大統領（当時）の大学時代先輩とききました。

⑦田舎国部会の名前の由来

　当時フィリピン・インド・パキスタン・バングラ

ディッシュ等部会と、タイ・インドネシア・ネパー

ル・ベトナム等部会の２部会から有志数名ずつが集
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まり俗称「田舎国部会」と称してこの３ヶ国歴訪の

調査団を組み実行しました。

　他の各国部会でも韓国部会、オーストラリア・

ニュージーランド・香港・台湾部会等は、花形扱い

でしたが、我々調査団の一部は、部会参加の呼びか

けに遅れた結果、殆ど残席が無く、これら２部会の

空席にそれぞれすべり込む者もいました。そのうち

の６～７名程度がたまたま集まり前記４ヶ国の知財

調査団を結成し、実行しました。

　自然に連絡の機会も増えたところ部会の名称が長

たらしいので、いつからか親しみを込めて俗称「田

舎国部会」を使うに至りました。その折の報告書作

成作業等のご縁もつながりそれらのご縁で、当時の

団員のほぼ全員が会報「おしらせ誌」の編集メンバー

となりました。此度再任の日本部会副会長で現ＡＰ

ＡＡジャーナルの宇治美知子編集委員長の下で今日

に至った次第です。

　以上不充分乍ら、ご報告とさせて頂きます。あり

がとうございました。

⑸謝辞

　この記念誌原稿のために関連資料を頂きました、

本部元会長の浅村皓先生、総括ご担当の稲葉滋先

生、会誌委員長の宇治美知子先生、第１回調査団玉

稿おまとめの黒瀬雅志先生、事務局の上野美樹様他

の様々の方々にご助力を得ました。

　尚、1992 年ころから実施された 3 度にわたる田

舎国部会 Task＿Force＿Group のほぼ全ての調査団に

ご参加をなされた方々は、木村三朗先生、前田純博

先生、功力妙子先生の三氏のようです。中でも紅一

点の功力先生は（証拠を要することなく周知でも公

知でもありますが）随所に叡智と行動力を発揮され

ました。茲に特記し、まとめて感謝と賞讃の辞とさ

せて頂きます。

　更に、スリランカ国訪問中には、大橋邦彦団員の現

地在住友人である橋本公使（当時）に公私ともにお世

話になりました。遅ればせながら記してお礼申し上げ

ます。他のご協力者の方々も含めまして、本当にお

世話になりました。ありがとうございます。

了

〈参考資料〉

　本稿に関係する 1994 年度頃の２つの部会名簿及び「マレーシア・インドネシア・スリ

ランカ　知的所有権保護制度視察報告書」の目次を参考資料として下記に掲示致します。
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APAA 日本部会出身の APAA 会長

第１代 湯　浅　恭　三 1969.12-1974.4

第２代 猪　股　　　清 1974.4-1982.10

第３代 岡　部　正　夫 1982.10-1988.3

第５代 浅　村　　　皓 1994.10-2000.11

第９代 吉　田　研　二 2009.11-2012.10

第 12 代 勝　沼　宏　仁 2018.11-

APAA Enduring Award 受賞者

下　坂　スミ子 2011＿
社　本　一　夫 2011
木　村　三　郎 2012
松　原　伸　之 2012
熊　倉　禎　男 2013
黒　瀬　雅　志 2014
竹　内　耕　三 2015
清　水　徹　男 2016
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第１代 猪　股　　　清 1970.3＿就任

第２代 湯　浅　恭　三 1971.1

第３代 猪　股　　　清 1972.3

第４代 岡　部　正　夫 1974.10

第５代 浅　村　　　皓 1980.9

第６代 佐　藤　一　雄 1982.9

第７代 西　村　輝　男 1985.10

第８代 丹　羽　宏　之 1989.10

第９代 社　本　一　夫 1992.10

第 10 代 松　原　伸　之 1995.10

第 11 代 橋　本　良　郎 1998.10

第 12 代 吉　田　研　二 2001.10

第 13 代 木　戸　一　彦 2005.1

第 14 代 竹　内　耕　三 2009.2

第 15 代 稲　葉　　　滋 2012.4

第 16 代 越　智　隆　夫 2016.2

第 17 代 飯　田　　　圭 2020.4

APAA 日本部会　歴代会長
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（敬称略）
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（敬称略）
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理事会および委員会において尽くされた人々
平成 23 年度乃至令和 2 年度

過去 10 年間の会長及び副会長

創立50周年に際し表彰状および感謝状を授与された人々
受賞者名（会長就任順：敬称略）

　表彰状受賞者　　　　　竹　内　耕　三、　　稲　葉　　　滋、　　越　智　隆　夫

　感謝状受賞者　　　　　日本 弁 理 士 会 、　　上　野　美　樹

平成 23 年 会　長：竹内　耕三

副会長：稲葉　　滋、岩本　康隆、樺澤　　聡、川上　桂子

平成 24 年～ 27 年 会　長：稲葉　　滋

副会長：岩本　康隆、越智　隆夫、樺澤　　聡、川上　桂子

平成 28 年～ 29 年 会　長：越智　隆夫

副会長：飯田　　圭、宇治美知子、沖本　一暁、藤田　　健

平成 30 年～令和 1 年 会　長：越智　隆夫

副会長：飯田　　圭、宇治美知子、樺澤　　聡、藤田　　健

令和２年 会　長：飯田　　圭

副会長：宇治美知子、樺澤　　聡、木戸　良彦、水野　祐啓

本部会長

　　平成 22 年（2009 年）11 月～平成 24 年（2012 年）10 月　　吉田　研二

　　平成 30 年（2018 年）11 月～　　　　　　　　　　　　　　勝沼　宏仁
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日本部会の委員長（１）

１．総務委員会
　　　平成 23 年 竹内　耕三
　　　平成 24 年～ 26 年（平成 27 年休会） 稲葉　　滋
　　　平成 28 年～令和 1 年 越智　隆夫
　　　令和 2 年 飯田　　圭

２．ＦＳ委員会
　　　平成 28 年～令和２年 飯田　　圭

３．会誌委員会（旧お知らせ委員会）
　　　平成 23 年～令和２年 宇治美知子

４．研修委員会
　　　平成 23 年 稲葉　　滋
　　　平成 24 年～令和２年 藤田　　健

５．アジア委員会
　　　平成 23 年～ 25 年 恩田　　誠
　　　平成 26 年～ 29 年 松井　孝夫
　　　平成 30 年～令和２年 水野　祐啓

６．ＩＴ委員（旧ホームページ委員会）
　　　平成 23 年～令和２年 黒瀬　泰之

７．アソシエイト、中国問題＆メンバーシップ（ACM）検討委員会
　　　平成 22 年～ 24 年 下坂スミ子
　　　平成 25 年～ 27 年 勝沼　宏仁

８．2015 年 APAA 沖縄総会実行委員会
　　　平成 23 年～ 27 年 樺澤　　聡

９．APAA＿50周年記念式典準備委員会
　　　平成 29 年～令和１年 藤田　　健

10．APAA＿日本部会 50周年記念行事実行委員会 横澤　　聡
　　　令和 1 年～令和 2 年

11．APAA 日本部会 50 年史編集委員会 稲葉　　滋
　　　令和 1 年～令和 2 年



48

１．商標委員会
　　　平成 23 年～ 26 年 藤倉　大作
　　　平成 27 年～ 30 年 葦原　エミ
　　　平成 31 年～令和２年 筒井　章子

２．模倣対策委員会（旧模倣品海賊版対策委員会）
　　　平成 23 年～ 26 年 黒瀬　雅志
　　　平成 27 年～令和２年 外川　奈美

３．特許委員会
　　　平成 23 年～ 25 年 小西　　恵
　　　平成 26 年～ 27 年 越智　隆夫
　　　平成 28 年～ 30 年 永岡　重幸
　　　平成 31 年～令和２年 堀江　哲弘

４．コピーライト委員会
　　　平成 23 年～ 24 年 飯田　　圭
　　　平成 25 年～ 26 年 河野　登夫
　　　平成 27 年～ 29 年 畑添　隆人
　　　平成 30 年～令和２年 相良由里子

５．意匠委員会
　　　平成 23 年～ 26 年 光野　文子
　　　平成 27 年 齊藤　純子
　　　平成 28 年 光野　文子
　　　平成 29 年～令和２年 布施　哲也

日本部会の委員長（２）
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理　　事
青　木　博　通＿ 浅　村　　　皓＿ 葦　原　エ　ミ＿ 飯　田　　　圭

飯　田　伸　行＿ 稲　葉　　　滋＿ 岩　本　康　隆＿ 宇　治　美知子

大　橋　邦　彦＿ 岡　部　　　譲＿ 越　智　隆　夫＿ 勝　沼　宏　仁

樺　澤　　　聡＿ 川　上　桂　子＿ 川　村　恭　子＿ 木　戸　一　彦

木　戸　良　彦＿ 功　力　妙　子＿ 熊　倉　禎　男＿ 黒　瀬　雅　志

黒　瀬　泰　之＿ 小　西　＿＿　恵＿＿ 齊　藤　純　子＿ 相　良　由里子

櫻　木　信　義＿ 杉　村　純　子＿ 高　橋　雅　和＿ 竹　内　耕　三

竹　原　　　懋＿ 谷　　　義　一＿ 筒　井　章　子＿ 外　川　奈　美

永　岡　重　幸＿ 中　田　和　博＿ 畑　添　隆　人＿ 広　瀬　文　彦

藤　倉　大　作＿ 藤　田　　　健＿ 布　施　哲　也＿ 堀　江　哲　弘

松　井　孝　夫＿ 水　野　みな子＿ 水　野　祐　啓＿ 吉　田　研　二

吉　田　麻実子

４５名

監　　事
青　木　　　篤＿ 倉　内　義　朗＿ 真　田　　　有

３名

参考資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

相談役
江　崎　光　史＿ 樺　澤　　　襄＿ 木　下　實　三＿ 清　水　徹　男

下　坂　スミ子＿ 須　山　佐　一＿ 筒　井　大　和＿ 丹　羽　宏　之

八　田　幹　雄

９名

本部名誉会長
浅　村　　　皓　　　　

本部理事
青　木　博　通＿ 葦　原　エ　ミ＿ 飯　田　　　圭＿ 稲　葉　　　滋

岩　本　康　隆＿ 宇　治　美知子＿ 岡　部　　　譲＿ 越　智　隆　夫

勝　沼　宏　仁＿ 樺　澤　　　聡＿ 川　上　桂　子＿ 木　戸　良　彦

熊　倉　禎　男＿ 黒　瀬　雅　志＿ 小　西　　　恵＿ 齊　藤　純　子

竹　内　耕　三＿ 永　岡　重　幸＿ 広　瀬　文　彦＿ 藤　倉　大　作

藤　田　　　健＿ 松　井　孝　夫＿ 水　野　みな子＿ 吉　田　研　二

２４名

アジア弁理士協会日本部会 2020 年度役員
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日本部会理事 

 

Councilors 
Representatives of  

21 Recognized Groups 

特許委員会 

アジア委員会

模倣対策委員会 

コピーライト委員会

商標委員会 

意匠委員会 

APAA 日本部会
1970 年創立 

APAA 
Established in 1969 

 

Patent Committee 

Emerging IP Rights Committee 

Anti-Counterfeiting Committee 

Copyright Committee 

Trademark Committee 

Design Committee 

総務委員会 Executive Committee 

Advisory Committee 

Academy Group 

Website Group 

Special Committees 

実務系委員会 Standing Committees 

ＦＳ 委員会 

研修委員会 

ＩＴ委員会 

会誌委員会 

APAA 本部理事 

APAA 日本部会と APAA 本部との関係 


