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2018 年度 DRP 検討委員会 

第 8 回会議 議事録 

 

日時： 2019 年 2 月 13 日（水）9:00～11:39 

場所： JPNIC 会議室 

 

1. 議題 

1. 評釈集前書きおよび裁定の評釈資料の確認/編集および 2018 年度中の今後の予定について 

2. 2019 年度 DRP 検討委員会の設置について 

3. その他 

 

 

2. 資料 

資料一覧（資料 19 および 20 以外は第 7 回会合資料に同じ） 

資料 1 2018/11/21 開催、2018 年度 DRP 検討委員会第 6 回会合議事録案（事務局作成） 
資料 2 論点一覧表（井上委員長作成） 
資料 3 評釈資料 JP2005-0001 [WALMART.JP] 

資料 4 評釈資料 JP2006-0007 [DOWANGO.JP] 

資料 5 評釈資料 JP2006-0008 [CYBERLINK.JP]/ JP2011-0012 [MOBAGE.JP]/ 

JP2013-0009 [PINTEREST.CO.JP] 
資料 6 評釈資料 JP2007-0008 [FIREFOX.JP]/ JP2012-0015 [FROSCH.JP] 

資料 7 評釈資料 JP2009-0009 [TOSHIBADIRECT.JP/TOSHIBASDIRECT.JP/ 

TOSHIBASDIRECTS.JP, TOSHIBADIRECTS.JP] 
資料 8 評釈資料 JP2011-0003 [IKEA-STORE.JP]/JP2013-0005 [IKEASELECT.CO.JP] 
資料 9 評釈資料 JP2011-0007 [ROYALFUR.JP] 
資料 10 評釈資料 JP2011-0011 [CITIBANK.JP] 
資料 11 評釈資料 JP2012-0002 [MOBAGE.CO.JP] 
資料 12 評釈資料 JP2012-0003 [HANKYU-JUTAKU.JP] 
資料 13 評釈資料 JP2012-0010 [J-MPA.JP] 
資料 14 評釈資料 JP2012-0014 [TAOBAO.JP] 
資料 15 評釈資料 JP2014-0002 [MYSOFTBANK.JP] 
資料 16 評釈資料 JP2015-0004 [COSMOPOLITAN.JP] 
資料 17 評釈資料 JP2016-0001 [WYNN.CO.JP] 
資料 18 評釈資料 JP2016-0001 JP2017-0001 [別れさせ屋.JP]/ JP2017-0005 [別れさせ屋.JP] 
資料 19 評釈資料 JP2006-0006 [RABITON.CO.JP] 
資料 20 評釈資料 JP2009-0001 [JUICEPLUS.JP/JUICEPLUS.CO.JP]/ JP2009-0002 [NSA-

JAPAN.CO.JP]/ JP2014-0004 [LPKF.JP/LPKF.CO.JP] 
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3. 出席者(50 音順)(敬称略) 

 氏名 所属 

DRP 検討委員会 委員長 井上  葵 アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 弁護士 

DRP 検討委員会 委員 卜部 晃史 弁護士法人 瓜生・糸賀 法律事務所 弁護士 

DRP 検討委員会 委員 早川 吉尚 立教大学 教授/弁護士 

DRP 検討委員会 委員 山口 裕司 大野総合法律事務所 弁護士 

JPNIC 事務局：前村 昌紀、山崎信、藏増 明日香 

 

4. 議事 

9 時 00 分に 2018 年度 DRP 検討委員会委員長井上氏により開会された。 

 

1. 評釈集前書きおよび裁定の評釈資料の確認/編集および 2018 年度中の今後の予定について 
 

1-1. 2018 年度中の予定について 
 

2019 年 3 月 18 日（水）開催予定の JPNIC 理事会に 2018 年度 DRP 検討委員会の活動報告をいた

だければよいが、難しい場合は 5 月開催予定の理事会での報告となっても問題ない（JPNIC）。 

 
1-2. 評釈資料の確認/編集について 

 
 JP2012-0002 [MOBAGE.CO.JP]の裁定の評釈原稿について、編集方針の確認を行っ

た。 
 

 JP2012-0003 [HANKYU-JUTAKU.JP]の裁定の評釈原稿について、編集方針の確認

を行った。 
 

 JP2012-0010 [J-MPA.JP]の裁定の評釈原稿について、編集方針の確認を行った。 
 

 JP2012-0014 [TAOBAO.JP]の裁定の評釈原稿について、編集方針の確認を行った。 
 

 JP2014-0002 [MYSOFTBANK.JP]の裁定の評釈原稿について、編集方針の確認を

行った。 
 

 JP2015-0004 [COSMOPOLITAN.JP]の裁定の評釈原稿について、編集方針の確認を

行った。 
 

 JP2016-0001 [WYNN.CO.JP]の裁定の評釈原稿について、編集方針の確認を行った。 
 

 JP2016-0001 JP2017-0001 [別れさせ屋.JP]/ JP2017-0005 [別れさせ屋.JP]の裁定の評

釈原稿について、編集方針の確認を行った。 
 

 JP2006-0006 [RABITON.CO.JP]の裁定の評釈原稿について、編集方針の確認を行っ

た。 
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 JP2009-0001 [JUICEPLUS.JP/JUICEPLUS.CO.JP]/ JP2009-0002 [NSA-JAPAN.CO.JP]/ 

JP2014-0004 [LPKF.JP/LPKF.CO.JP]の裁定の評釈原稿について、編集方針の確認を

行った。 

 
1-3. 表記および用語の統一等について 

 
 「第一要件」「第 2 要件」等の表記が統一されていない。漢数字で統一することと

する。 

 
1-4. 評釈原稿の修正期限および 2018 年度 DRP 検討委員会の活動報告について 

 
 各メンバーは評釈原稿を最終修正するものとする。修正期限は一週間後の 2 月 20

日（水）とし、全メンバーの評釈原稿を統合して評釈集の形にまとめる。 
 

 3 月 18 日（水）開催予定の JPNIC 理事会に 2018 年度 DRP 検討委員会の活動報告

を行う場合、理事会の議案を確定させる期限（3 月 7 日）との関係上、3 月 5 日頃

までに評釈集が完成し、また、2018 年度 DRP 検討委員会より JPNIC への報告書

と答申を作成する必要がある。 

 

 

2. 2019 年度 DRP 検討委員会の設置について 
 

2019 年度も DRP 検討委員会を設置する予定であることが確認された。 

 

 

3. その他 
 
本日の会合を 2018 年度 DRP 検討委員会の最終会合とすることが確認された。 

 
以上をもってすべての議事の検討が終了したため、会議は DRP 検討委員会委員長の井上氏により 11

時 39 分に閉会された。 

 

以上 


