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２０１５年度の活動と今後の活動予定
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2016.3.10 (March 10, 2016)
インドネシア WG (Indonesia WG)
グループリーダー 奥 啓徳 (Group leader : Yoshinori Oku)
１．2015 年度の活動実績
1. Activities Report of the FY2015
（１）WG ミーティング
(1) WG meeting
全 4 回の WG ミーティングを行った（2015 年 7 月、2015 年 9 月、2015 年 11 月、2016
年 2 月）
。
We held WG meetings on July 2015, September 2015, November 2015 and February
2016.
（２）グループの活動
(2) Activities of group


インドネシア WG の活動方針について議論、決定



課題は、以下の 5 つ。

(ii) DGIPR 捜査局等の摘発当局の実情把握とユーザ側の課題の抽出
(iii) インドネシアにおける知財データベースの構築状況と課題
(iv) 税関における水際差止の実情と今後の方向性
(v) 日本人との付き合いが良好にできる特許事務所／法律事務所の調査
(vi) インドネシアにおいて知財関連の実際に発生した問題事例（特にインターネット関連）
の検討


課題(ii)を検討課題として抽出



インドネシア WG としては、継続議論中。メンバー2 社が独自に DGIPR 捜査局を訪問
したため、2015 年 9 月 WG にて結果を共有。詳細は WG で報告済みのため、割愛。



課題(iii)を検討課題として抽出



インドネシア WG としては、継続議論中。今年度、JPO が DGIPR に出向者を派遣し
たため、インドネシア WG とのコラボを検討



JETRO バンコクも 2015 年度に調査を実施。調査報告書をウェブサイトに掲載済み。
（ https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/idn/ip/pdf/search_ip_communique2

015.pdf）


課題(iv)を検討課題として抽出



インドネシア WG としては、継続議論中。JETRO シンガポール、バンコク、ジャカル
タがインドネシア税関とコンタクトした結果を 2015 年 9 月 WG にて共有。
詳細は WG
で報告済みのため、割愛



課題(v)を検討課題として抽出



インドネシア WG としては、継続議論中。JETRO バンコクによる今年度の ASEAN
法律事務所調査結果を活用



課題(v)を検討課題として抽出



インドネシア WG としては、継続議論中。



その他、インドネシア年金問題について、2016 年 2 月 WG にて現状を共有



その他、2015 年 10 月 JIPA インドネシア調査団に同行



Sharing the questionnaire result



Discussing the action plan of Indonesia WG



Problem to be solved are follows.

(ii) Understanding actual situations and issues regarding Authorities, such as DGIPR,
Dir of Investigation from users’ point of view.
(iii) IP Database in Indonesia: Current Status and Issues
(iv) Customs: the situation of the seizure in customs and future direction
(v) Sharing information of Patent Firm & Law Firm friendly to Japanese client.
(vi) Sharing information regarding IP issues happened in Indonesia and study the
issues (especially Internet related topics)


Picking up the problems (ii) to be discussed



Sharing the result of two member’s visiting at DGIPR



Picking up the problems (iii) to be discussed as a Indonesia WG



Picking up the problems (iv) to be discussed as a Indonesia WG



Picking up the problems (v) to be discussed as a Indonesia WG



Picking up the problems (vi) to be discussed as a Indonesia WG



Sharing information of maintenance fee of patent for DGIP



Visiting Indonesia with JIPA’s Indonesia member

２．今年度の反省点


特になし



N/A

3．今後の活動予定


未定



To be discuss

以上

