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ＰＣＴ関連手数料改定のお知らせ

トピックス

特許庁によりますと、
平成２９年
（２０１７年）

３．調査手数料

１月１日から、国際出願関係手数料が下記のとお

日本国特許庁以外の国際調査機関が国際調査を行

り改定されます、とのことです。

う場合の調査手数料となります。
国際出願が受理された日に有効な料金が適用され

１．国際出願手数料．

ます。

国際出願が受理された日に有効な料金が適用され

調査手数料

現行

新

欧州

213,000 円

213,600 円

シンガポール

167,500 円

166,700 円

ます。

最初の 30 枚
30 枚以降
1 枚につき
オンライン
出願

現行

新

143,700 円

138,800 円

1,600 円

1,600 円

32,400 円

31,300 円

（注）納付日に有効な料金が適用されます。電子
現金納付又は現金納付を利用した場合、改定前の
料金で払い込みを行っても、その払い込みに利用
した納付番号又は納付書番号を記載した予備審査
請求書又は手数料納付書を提出するまでの間に手
数料改定があった場合は、改定後の手数料との差
額の調整が必要になりますので御注意ください。

２．取扱手数料

上記トピックスの詳細は、特許庁ホームページの

適用される取扱手数料は、納付日に適用される料

下記該当ページをご参照下さい。

金です。

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokus

取扱手数料
国際予備審査請求
1 件につき

現行

ai/pct_tesuukaitei.htm

新

また、本トピックスと合わせて、次に示す特許庁
21,600 円

20,900 円

ホームページ内「国際出願関係手数料」もご覧下
さい。
「国際出願関係手数料」
：
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/kokury
o.htm
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審 決
情 報

審決 異議２０１６－９００１２０

『愛カツ』の文字部分とを区切るための記号を表

１．標題

したと理解されるとみるのが相当である。

他人の登録商標との類似（商標法第４条第１項第

また，本件商標中の『愛活』の文字部分と『愛

１１号）及び他人の業務に係る商品・役務との出

カツ』の文字部分とが一体となって，我が国で親

所の混同（同１５号）の該当性

しまれた熟語的意味合いを生ずるものではない。

審決 異議２０１６－９００１２０

さらに，これらの文字部分は，いずれも『アイ
カツ』との同一の称呼を生じるものであり，簡易

２．本件商標

迅速を旨とする商取引の実際にあっては，これを
単に『アイカツ』と省略して称呼する場合も決し

商

標：

て少なくないものと認められる・・
（中略）
・・本
件商標より生ずる自然の称呼は，
『愛活』及び『愛

区

分：第３５・４３・４５類

カツ』の文字部分より生ずる『アイカツ』である

指定商品役務：

ということができる。また，
『愛活』の文字より『愛

レストラン・軽食堂・喫茶店・簡易食堂及びファ

の活動』なる漠然とした意味合いを理解させる場

ーストフード店における飲食物の提供 ほか

合があるとしても，具体的な観念を有するとまで

権 利 者：株式会社ＴＯＢＥ

はいえない。
」

登録番号：第５８２５４１７号

イ 引用商標

登 録 日：平成２８年（２０１６）２月１２日

引用商標において「中央部に大きく赤色で表さ
れた『アイカツ』の文字は，看者の注意を強く引

３．引用商標

く部分であり，また，その下に配された『アイド
ルカツドウ』の文字より，該『アイカツ』の文字

商

標：

部分が『アイドルカツドウ』の略語を表したと理
解されるといえる。

区

分：第４１・４３類

そうすると，引用商標は，その構成中，顕著に

指定商品役務：

表された『アイカツ』の文字部分が取引者，需要

飲食物の提供，飲食物の提供に関する情報の提供

者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な

ほか

印象を与えるものであるから，これより，
『アイカ

商標権者：株式会社バンダイナムコピクチャーズ

ツ』の称呼を生ずるものであって、特定の観念は

登録番号：第５６５０６５３号

生じないものである。
」

登 録 日：平成２６年（２０１４）２月２１日

ウ 本件商標と引用商標との対比
本件商標と引用商標は「外観上、明らかに相違

４．当審の判断

するものである。また、称呼においては、本件商

◆商標法第４条第１項第１１号該当性について◆

標及び引用商標から、それぞれ『アイカツ』の称

ア

呼を生じるから，両者は，称呼上，同一のもので

本件商標

「
『＼』
（バックスラッシュ）部分は，
『ウインドウ

ある。さらに，観念においては，本件商標は，前

ズの英語版で，フォルダーのパス名の区切りに用

記アのとおり，
『愛活』の文字より『愛の活動』な

いられる』
（デジタル大辞泉）等を意味するもので

る漠然とした意味合いを理解させる場合があると

あるから，本件商標の場合，
『愛活』の文字部分と

しても，具体的な観念を有するとまではいえない
ものであり，一方，引用商標の『アイカツ』の文
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字は，
『アイドルカツドウ』の略語を表したと理解

１０月に，申立人の関連会社である株式会社ナム

されるものであっても、
『アイカツ』
の文字からは，

コ（以下『ナムコ』という。
）が期間限定で営業し

特定の観念は生じないものである。
」

ている旨主張し、甲第９号証を提出している。
」

エ

（イ）
「前記（ア）の事実によれば，引用商標は，

「飲食物の提供」の分野における取引の実情
「本件商標の指定役務中の本件申立てに係る指

申立人らの制作に係る女児向けアニメのテレビ番

定役務と引用商標の指定役務中の『第４３類 飲

組・映画の題名を表示するものとして，
若しくは，

食物の提供』は，同一又は類似の役務と認められ

申立人らの制作に係る女児向けアニメそのものを

る。

象徴する標章として，本件商標の登録出願日には

そして，
『飲食物の提供』は，一般的には，その

既に，女子小学生を中心とした需要者，テレビ放

主たる需要者である一般の消費者が提供場所に出

送・映画関連の取引者の間には，一定程度の周知

向いて，提供に係る店舗の看板やメニュー等に表

性を獲得していたものと認めることができ，その

示された商標を直接見る場合が多いといえる。

周知性は，本件商標の登録査定日（平成２７年１

してみれば，本願商標と引用商標とは，
『アイカ
ツ』の称呼を共通にするとしても，外観において

２月２５日）においても継続していたものと認め
られる。

顕著に相違し明確に区別できるものであって，ま

しかし、申立人の主張する『２０１５年（平成

た，観念において比較することができないことか

２７年）１０月』は，本件商標の登録出願日以後

ら，両商標の比較において，称呼の共通性が外観

の時期であるばかりか，甲第９号証をもって，引

における差異を凌駕するものとはいい難く，外観，

用商標が，いわゆる一般的な飲食物の提供を表示

称呼及び観念を総合的に判断すると，両商標は，

するものとして使用されているものとは認め難い

互いに紛れるおそれのない非類似の商標とみるの

ところであり，仮に甲第９号証より，ナムコが期

が相当である。
」

間限定で飲食物の提供を行っていると推測される

◆商標法第４条第１項第１５号について◆

ような場合があるとしても，甲第９号証のみをも

ア

ってしては，ナムコが本件商標の登録出願日前よ

引用商標の周知性
（ア）アニメ「アイカツ！」は「テレビ東京系

り需要者に向けて広く宣伝広告をしていたものと

列で，２０１２年（平成２４年）１０月８日から

は認められず，引用商標がナムコの業務に係る飲

２０１６年（平成２８年）３月３１日まで，概ね

食物の提供を表示するものとして，本件商標の登

週１回放送され・・
（中略）
・・映画は，
『劇場版 ア

録出願日前より，その需要者の間に広く認識され

イカツ！』との題名で，２０１４年（平成２６年）

ていたものとは認めることができない。
」

１２月１３日に，全国１５０スクリーンで公開さ

イ 出所の混同

れ，翌１４日の２日間で興行収入が約１億７，２

引用商標は、
「本件商標の登録出願時及び登録査

７２万円，動員数約１５万６，９００人になり，

定時において，女子小学生等の需要者，テレビ放

映画観客動員ランキング（興行通信社調べ）で初

送・映画関連の取引者の間には，一定程度の周知

登場第５位を記録したこと・・
（中略）
・・
『２０１

性を獲得していたものと認めることができる。

３

ヒット商品ベスト３０』と題する記事におい

しかしながら，前記ア（イ）のとおり、引用商

て，
『アイカツ！』が１３位にランキングされ，
『ヒ

標については，本件商標が使用される本件申立て

ットの概要』欄には，
『カードは５，０００万枚出

に係る指定役務の分野においては、本件商標の登

荷。新規キャラが７３億円の巨大市場に急成長。

録出願日前より需要者に向けて広く宣伝広告をし

リアリティとファッションが女子小学生の乙女心

ていたものとは認められない。

をつかんだ』と記載されていること（甲５）
・・
（中
略）
・・などを認めることができる。

定役務の分野においては、本件商標の登録出願日

そして，申立人は，引用商標に関連する飲食物
の提供を行う『アイカツカフェ』は，２０１５年
4
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そして，本件商標と引用商標とは，前記（１）

引用商標が使用された資料からすれば、規模・時

のとおり商標において類似しない別異のものであ

期的に周知性が認められるのは難しく、特許庁の

る。

判断は妥当であると考えます。

以上によれば，本件商標に接する取引者，需要

また、引用商標は外観上に特徴がありますので、

者は，引用商標を想起ないし連想することはない

「飲食物の提供」で使用された場合は、両者は区

というべきであるから，本件商標を本件申立てに

別し得るとの判断は妥当であると考えます。

係る指定役務について使用しても，該役務が申立

なお、引用商標の需要者が女子小学生等であり、

人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係

父母世代への影響も考えられ、また、アニメはア

る役務であるかのように，役務の出所について混

パレル関係や飲食関係とコラボすることも多いこ

同を生ずるおそれはないというべきである。
」

とから、
規模によっては拡散性が大きいと思われ、

５．コメント

本件で提出した以外の飲食関係での使用の証拠資
料が存在すれば、使用期間が短いとしても周知性

特許庁は、申立人の提出資料から、特定の需要

を認める可能性はあるのではないかと考えます。

者においては引用商標の周知性を認めていますが、 周知性の判断は、証拠資料に影響されますので、
共通する役務「飲食物の提供」の分野においては

的確な情報を認定し得るものを提出する必要があ

周知性は認めず、本件商標と引用商標を非類似と

ります。

し、
また出所の混同は生じないと判断しています。

中国：蘇州

ADVANCE

IP NEWS

Vol.85

5

判 決
情 報

平成２８年（行ケ）第１０１１７号

審決取消請求事件

１．標題

「緊締具が、筋肉に流れる血流を阻害する締め付

公序良俗・公衆衛生違反を取り扱った事例（原告

可変にするロック手段を備えた帯状体又は紐状体

の請求棄却）
。

とされた請求項１記載の筋力トレーニング方法。
」

平成２８年１１月３０日 知財高裁判決言渡）

（３）本件発明３

２．関連キーワード

「緊締具が、更に締め付け力の表示手段が接続さ

新規性、進歩性、公序良俗・公衆衛生違反、

皮膚を保護するための素材を配したものとされた

記載要件違反

請求項２記載の筋力トレーニング方法。
」

３．関連特許法規

６．審決取消に係る無効理由

け力を付与するものであり、締め付けの度合いを

れたものとされ、少なくとも皮膚に接触する側に

２９条、３２条、

なお、今回の審決取り消しに係る無効理由は次

３６条５項２号（平成６年法改正前特許法）

のとおりである。なお、審決では無効理由につい

４．事案の概要

てすべて理由がないとした。
【無効理由】

本件は、原告が、発明の名称を「筋力トレーニ

無効理由２の１：

ング方法」とする被告の特許（以下、
「本件特許」

公知・公用発明に基づく新規性欠如

という。請求項の数は３。
）について、特許無効審

無効理由２の２：

判請求をしたが、
特許庁より
「本件審判の請求は、

甲４記載の発明（甲４発明）に基づく新規性欠如

成り立たない。
」との審決（以下、単に「審決」と

無効理由３の１：

いう。
）を受けたことから、その審決の取消を求め

甲５記載の発明（甲５発明）に基づく進歩性欠如

た事案である。

無効理由３の２：

５．本件発明の記載

甲６記載の発明（甲６発明）に基づく進歩性欠如
無効理由４：

本件審判の対象となっている本件特許の特許請

公序良俗・公衆衛生違反（特許法３２条）

求の範囲請求項１ないし３（以下、請求項番号に

無効理由５の２：

合わせて「本件発明１」～「本件発明３」とし、

記載要件違反（平成６年法律第１１６号による改

これらを総称して「本件発明」という。
）の記載は

正前の特許法３６条５項２号）

次のとおりである。

７．取消事由

（１）本件発明１
「筋肉に締めつけ力を付与するための緊締具を筋

本件の取消事由は、上記無効理由に対応してお

肉の所定部位に巻付け、その緊締具の周の長さを

り、次に記す。なお、各取消事由に係る当事者の

減少させ、筋肉に負荷を与えることにより筋肉に

主張は割愛する。

疲労を生じさせ、もって筋肉を増大させる筋肉ト

（取消事由１）無効理由２の１

レーニング方法であって、筋肉に疲労を生じさせ

（取消事由２）無効理由２の２

るために筋肉に与える負荷が、筋肉に流れる血流

（取消事由３）無効理由３の１

を止めることなく阻害するものである筋力トレー

（取消事由４）無効理由４

ニング方法。
」

（取消事由５）無効理由５の２

（２）本件発明２
6

ADVANCE

IP NEWS

Vol.85

なお、
当裁判所は、
各取消事由について判断し、

条）
、業として行わなければ、本件発明の筋力トレ

いずれも理由がないとした。当裁判所の判断とし

ーニング方法は誰でも自由になし得るのであり、

ては取消事由４の判断を記す。

本件特許はそれを制限するものではない。
そうすると、原告の上記主張は、いずれも採用

８．当裁判所の判断

することができず、本件発明は、公の秩序、善良

原告は、①本件発明が本来的に治療行為、美容
行為等を含んだ筋力トレーニングであること、②
本件発明が自然法則それ自体に特許を認めている

の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明
とすることはできない。
したがって、取消事由４は、理由がない。

こと、から、本件発明は、社会的妥当性を欠くの

※：平成２４年（行ケ）第１０４００号審決取消

で特許法３２条に反すると主張する。

請求事件における判決

しかしながら、前記１（１）に認定のとおり、
本件発明は、特定的に増強しようとする目的の筋

９．コメント

肉部位への血行を緊締具を用いて適度に阻害して

特許法３２条と言いますと、拒絶理由、異議申

やることにより、疲労を効率的に発生させて、目

立理由、
無効理由のいずれにも該当いたしますが、

的筋肉をより特定的に増強できるとともに、関節

近年の実務ではあまり見かけることはありません

や筋肉の損傷がより少なくて済み、更にトレーニ

（最も、事前の調査で回避している場合が多々あ

ング期間を短縮できるようにしたものである。

ると思います）
。例えば、本件事案のようにヒトに

そうすると、本件発明は一義的に人体に重大な

対する治療行為を含みそうな発明の場合は、近年

危険を及ぼすものではない上、本件発明を治療方

ではたいてい特許法２９条１項柱書単独か、或い

法等にも用いる場合においては、所要の行政取締

は特許法２９条１項柱書と３２条のセットで無効

法規等で対応すべきであり、そのことを理由に、

理由や他の理由（拒絶や異議）という場合が見受

本件発明が特許を受けることが許されなくなるわ

けられます。

けではない。また、特許を取得しても、当該特許

さて、本件事案では、前件判決で産業上利用可

を治療行為等の所要の公的資格を有する行為にお

能であると判断されたうえで、特許法３２条、即

いて利用する場合には、当該資格を有しなければ

ち公序良俗・公衆衛生違反について判断を行い、

当該行為を行うことができないことは、当然であ

改めて「本件発明は一義的に人体に重大な危険を

る。したがって、本件発明に特許を認めること自

及ぼすものではない上、本件発明を治療方法等に

体が社会的妥当性を欠くものとして、特許法３２

も用いる場合においては、所要の行政取締法規等

条に反するものとはいえない（なお、産業上の利

で対応すべきであり、そのことを理由に、本件発

用可能性の有無については、前件審判・前件判決

明が特許を受けることが許されなくなるわけでは

※で既に取消事由とされたものであり、本件は、

ない。…」と説示して違反ではないと判断してお

専ら、特許法３２条該当性のみを審理するもので

ります。本件と似たようなアプローチの判例とし

ある。
）
。

ては、紙幣事件（昭和５９年（行ケ）第２５１号

また、本件発明は、
「筋肉に締めつけ力を付与す

審決取消請求事件）を参考にしてはいかがでしょ

るための緊締具を筋肉の所定部位に巻付け、その

うか（最も、紙幣事件は原告請求認容、即ち、産

緊締具の周の長さを減少させ」ることにより、
「筋

業上利用可能であり、且つ公序良俗に違反するも

肉に与える負荷が、筋肉に流れる血流を止めるこ

のではないとしております。
）
。

となく阻害する」ものであるから、自然法則を利

本件の詳細は、下記のＵＲＬをご参照下さい。

用したものであるが、人体の生理現象そのものの

ＵＲＬ：

ような自然法則それ自体を発明の対象とするもの

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/

ではない。そもそも、特許権は、業として発明を

312/086312_hanrei.pdf

実施する権利を専有するものであり（特許法６８
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判 決
情 報

平成２８年(ネ)第１００１８号
スティック型加湿器不正競争差止等請求控訴事件
為後の日である平成２７年３月２４日から支払済

１．標題

みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金

スティック形状の加湿器（控訴人加湿器）の輸

の支払を，それぞれ求める事案」です。

入及び販売を行っている被告
（被控訴人）
に対し、

なお、本件の原審（東京地裁平成２７年（ワ）

原告（控訴人）が、被控訴人商品は、控訴人加湿

第７０３３号）では、
「控訴人加湿器１及び控訴人

器の形態に依拠しこれらを模倣したものであると

加湿器２につき，①両者は，いずれも，市場にお

して、被控訴人の行為の差止等を求め、請求の一

ける流通の対象となる物とは認められないから，

部が認容された事案。

不正競争防止法２条１項３号にいう「商品」に当

平成２８年１１月３０日 知財高裁 第２部

たらない，②両者は，いずれも，美的鑑賞の対象

２．関連法規

となり得るような創作性を備えていると認めるこ

不正競争防止法第２条１項３号、著作権法第２条

控訴人らの各請求をいずれも棄却」しています。

とはできないから，著作物に当たらないとして，

１項１号

また、控訴人らは，上記損害賠償金のうち各６

３．事案の概要

０万円
（合計１２０万円）
とその附帯金について，

（１）
本件は、
「本判決別紙３
「控訴人加湿器目録」

ちの一者）であるＳ社との連帯支払を求めていま

記載１及び２の加湿器（以下，それぞれ，同目録

したが，Ｓ社と控訴人らとの間の訴訟は和解によ

の番号により「控訴人加湿器１」などという。
）の

り終了しています。

開発者である控訴人らが，被控訴人に対し，①本

（２）当事者及びその商品等

判決別紙１「被控訴人商品目録」記載の加湿器（以

（２Ａ１）本件の控訴人らは，総合家電メーカー

下「被控訴人商品」という。
）は，控訴人加湿器１

のプロダクトデザイナーであり，その傍ら，平成

又は控訴人加湿器２の形態を模倣したものである

２３年１月にデザインユニット
「ｋｎｏｂｚ ｄｅ

から，その輸入，販売等は不正競争防止法２条１

ｓｉｇｎ」を結成し，フリーのデザイナーとして

項３号の不正競争（形

も活動しているということです。

態模倣）に当たるとして，同法３条１項及び２項

（２Ａ２）控訴人らの加湿器について

に基づいて，被控訴人商品の輸入，販売等の差止

（ａ）控訴人らは，遅くとも平成２３年１０月末

め及び廃棄を，②控訴人加湿器１及び控訴人加湿

までに控訴人加湿器１を，遅くとも平成２４年６

器２は，いずれも，美術の著作物（著作権法１０

月５日までに控訴人加湿器２を，遅くとも平成２

条１項４号）に当たるから控訴人らはこれらに係

７年１月４日までに控訴人加湿器３を，それぞれ

る著作権（譲渡権又は二次的著作物の譲渡権）を

開発し、これらはいずれも，下記控訴人加湿器１

有するとして，著作権法１１２条１項及び２項に

構成（本判決別紙４に記載）のように、試験管様

基づいて，被控訴人商品の輸入，販売等の差止め

のスティック形状をしており，下部から水を取り

及び廃棄を求めるとともに（上記①とは選択的併

入れ，上部から蒸気を発する加湿器であり，コッ

合）
，③不正競争防止法違反又は著作権侵害の不法

プ等に入れて使用するものです。

行為に基づき（選択的併合，不正競争防止法５条

（ｂ）控訴人らは，平成２３年１１月には，デザ

３項２号又は著作権法１１４条３項の選択的適

インやアートの国際展示会である
「ＴＯＫＹＯ Ｄ

用）
，損害賠償金各１２０万円（逸失利益各９５万

ＥＳＩＧＮＥＲＳ ＷＥＥＫ ２０１１」に，控訴

円と弁護士費用各２５万円の合計１２０万円の２

人加湿器１を出展し、平成２４年６月には，イン

人分で総計２４０万円）及びこれに対する不法行

テリアやデザインの国際見本市である「インテリ

8
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アライフスタイル東京２０１２」に，控訴人加湿

形態模倣（不正競争防止法２条１項３号違反）に

器２を出展しており、
平成２７年１月５日頃から，

基づく請求について

控訴人らのウェブサイトで，控訴人加湿器３の販

（ア）
「他人の商品」該当性（不正競争防止法２条

売の申出を開始しています。

１項３号）
、
（イ）
「模倣」の有無（不正競争防止法

（２Ｂ１）一方、本件の被控訴人は、インテリア・

２条５項）
、
（ウ）保護期間終了の成否（不正競争

デザイン家電，生活雑貨等の企画，生産及び輸入

防止法１９条１項５号イ）
、
（エ）善意無重過失の

卸を業とする株式会社です。

有無（不正競争防止法１９条１項５号ロ）

（２Ｂ２）被控訴人商品について

（争点２）著作権（応用美術）に基づく請求につ

被控訴人商品は、下記被控訴人商品構成（本判

いて

決別紙２に記載）のように、試験管様のスティッ

（ア）著作物性の有無（著作権法２条１項１号，

ク形状をしており，下部から水を取り入れ，上部

１０条１項４号）
、
（イ）複製又は翻案の成否（著

から蒸気を発する加湿器であり，コップ等に入れ

作権法２１条，２７条）

て使用するものです。

（争点３）不法行為に基づく請求について

そして、被控訴人は，平成２５年９月及び１１

（ア）被控訴人の過失の有無（不正競争防止法４

月ころ，被控訴人商品を中国から輸入し，各取引

条，民法７０９条）
、
（イ）控訴人らの損害額（不

先へこれを販売しており、平成２６年２月５日に

正競争防止法５条３項２号，著作権法１１４条３

は控訴人らから警告を受けています。

項）

５．裁判所の判断
本件判決では、原審と異なり、次のように、控
訴人らの主張の一部が認められました。
◆争点１◆
形態模倣（不正競争防止法２条１項３号違反）に
基づく請求について
（ア）争点（１）ア（
「他人の商品」該当性）に
ついて
（ⅰ）被控訴人は、
「控訴人加湿器１及び控訴人加
湿器２が未完成であり，また，商品化する具体的

控訴人加湿器１構成

な開発についても未着手の状態である，そもそも，
電源の供給方法も定まっておらず商品として販売
できないものである」などと主張していました。
これについて裁判所は、最初に、判断の前提と
して次の解釈を示しました。
「不正競争防止法が形態模倣を不正競争である
とした趣旨は，商品開発者が商品化に当たって資

被控訴人商品構成

金又は労力を投下した成果が模倣されたならば，

４．本件の争点

商品開発者の市場先行の利益は著しく減少し，一

本件では、形態模倣（不正競争防止法２条１項
３号）に基づく請求、著作権（応用美術）に基づ
く請求、及び、不法行為に基づく請求とがされた
ため、これに対応した次の点が争点となりました。
◆争点１◆

ADVANCE

方，模倣者は，開発，商品化に伴う危険負担を大
幅に軽減して市場に参入でき，これを放置すれば，
商品開発，市場開拓の意欲が阻害されることから，
先行開発者の商品の創作性や権利登録の有無を問
うことなく，簡易迅速な保護手段を先行開発者に
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付与することにより，事業者間の公正な商品開発

に明らかになったものと認めるのが相当である。

競争を促進し，もって，同法１条の目的である，

なお，
上記商品展示会において撮影された写真
（甲

国民経済の健全な発展を図ろうとしたところにあ

３の２，２５）には，水の入ったガラスコップに

ると認められる」
、
（中略）
「そこで，商品開発者が

入れられた控訴人加湿器１の上部から蒸気が噴き

商品化に当たって資金又は労力を投下した成果を

出していることが明瞭に写されているから，控訴

保護するとの上記の形態模倣の禁止の趣旨にかん

人加湿器１が，上記商品展示会に展示中，加湿器

がみて，
「他人の商品」を解釈すると，それは，資

としての本来の機能を発揮していたことは明白で

金又は労力を投下して取引の対象となし得ること， ある。
すなわち，
「商品化」を完了した物品であると解す

ところで，前記第２，２(2)③のとおり，控訴人

るのが相当であり，当該物品が販売されているま

加湿器１は，被覆されていない銅線によって超音

での必要はないものと解される。このように解さ

波振動子に電力が供給されており，この形態その

ないと，開発，商品化は完了したものの，販売さ

ままで販売されるものでないことは明らかである。

れる前に他者に当該物品の形態を模倣され先行し

しかしながら，商品としてのモデルが完成した

て販売された場合，開発，商品化を行った者の物

としても，販売に当たっては，量産化などのため

品が未だ「他人の商品」でなかったことを理由と

に，それに適した形態への多少の改変が必要とな

して，模倣者は，開発，商品化のための資金又は

るのは通常のことと考えられ，事後的にそのよう

労力を投下することなく，模倣品を自由に販売す

な改変の余地があるからといって，当該モデルが

ることができることになってしまう。このような

販売可能な段階に至っているとの結果を左右する

事態は，開発，商品化を行った者の競争上の地位

ものではない。

を危うくさせるものであって，これに対して何ら

上記のような控訴人加湿器１の被覆されていな

の保護も付与しないことは，上記不正競争防止法

い銅線を，被覆されたコード線などに置き換えて

の趣旨に大きくもとるものである。

超音波振動子に電源を供給するようにすること自

もっとも，不正競争防止法は，事業者間の公正

体，事業者にとってみれば極めて容易なことと考

な競争を確保することによって事業者の営業上の

えられるところ，控訴人加湿器１は，外部のＵＳ

利益を保護するものであるから（同法３条，４条

Ｂケーブルの先に銅線を接続して，その銅線をキ

参照）
，取引の対象とし得る商品化は，客観的に確

ャップ部の中に引きこんでいたものであるから

認できるものであって，かつ，販売に向けたもの

（甲２４）
，
商品化のために置換えが必要となるの

であるべきであり，量産品製造又は量産態勢の整

は，この銅線から超音波振動子までの間だけであ

備をする段階に至っているまでの必要はないとし

る。そして，実際に市販に供された控訴人加湿器

ても，商品としての本来の機能が発揮できるなど

３の電源供給態様をみると，ＵＳＢケーブル自体

販売を可能とする段階に至っており，かつ，それ

が，キャップ部の小孔からキャップ部内側に導か

が外見的に明らかになっている必要があると解さ

れ，中子に設けられた切り欠きと嵌合するケーブ

れる。
」

ル保護部の中を通って，超音波振動子と接続され

（ⅱ）その上で裁判所は、控訴人加湿器１につい

ているという簡易な構造で置換えがされているこ

て次のように示しました。

とが認められるから（乙イ４，弁論の全趣旨）
，控

「控訴人らは，平成２３年１１月，商品展示会に

訴人加湿器１についても，このように容易に電源

控訴人加湿器１を出展している。商品展示会は，

供給態様を置き換えられることは明らかである。

商品を陳列して，商品の宣伝，紹介を行い，商品

そうすると，控訴人加湿器１が，被覆されていな

の販売又は商品取引の相手を探す機会を提供する

い銅線によって電源を供給されていることは，控

場なのであるから，商品展示会に出展された商品

訴人加湿器１が販売可能な段階に至っていると認

は，特段の事情のない限り，開発，商品化を完了

めることを妨げるものではない。
以上からすると，

し，販売を可能とする段階に至ったことが外見的
10
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控訴人加湿器１は，
「他人の商品」に該当するもの

た、国際見本市等に出展されていたほか，控訴人

と認められる。
」

らのホームページにも，写真が掲載されており，

そして、裁判所では、実質的に控訴人加湿器２

海外を含めて多数の者が，容易に控訴人加湿器１

も販売可能な状態に至ったことが外見的に明らか

又は控訴人加湿器２の形態を知り得たものであり、

なものであるとして、
「控訴人加湿器１及び控訴人

そうすると，
「被控訴人商品は，控訴人加湿器１の

加湿器２は，
いずれも，
「他人の商品」
に該当する」

形態，又は，これと実質的に同一の控訴人加湿器

と判示しました。

２の形態に依拠したものと推認することができる」

（イ）争点(1)イ（形態の模倣の有無）について

として、
「被控訴人商品は，控訴人加湿器１又は控

（ⅰ）実質的同一性について

訴人加湿器２のいずれか，又は双方を模倣したも

（ⅰ－ア）内部構造について

のであると認められる」と判断しました。

裁判所では、
「商品の内部の形状は，需要者が通

（ウ）争点(1)ウ（保護期間終了の成否）について

常の用法に従った使用に際して知覚によって認識

裁判所では、不正競争防止法が「他人の商品」

することができるものでなければ，商品の形態を

の保護期間の終期を定める（同法１９条１項５号

構成しないものである」として検討を行い、
「被控

イ）趣旨は，形態模倣を禁止する規定が，先行開

訴人商品及び控訴人加湿器１の内部構造や需要者

発者に投下資本の回収の機会を提供するものであ

が内部構造にどのようにして接するよう構成され

る一方，同規定が，商品形態の創作的価値の有無

ているかは，不正競争防止法２条１項３号の「商

を問うことなく模倣商品の譲渡等を禁止している

品の形態」には含まれないものと認めるのが相当

ことから，禁止期間が長期にわたった場合には，

である」と判断しました。

知的創作に関する知的財産法が厳格な保護要件を

（ⅰ－イ）控訴人加湿器についての形態の認定と

設けている趣旨を没却しかねず，また，後行開発

実質的同一性の判断

者の同種商品の開発意欲を過度に抑制してしまう

裁判所では、上記（ⅰ－ア）の判断を前提に、

ことから，両者のバランスをとって，先行開発者

被控訴人商品と控訴人加湿器１の構成を対比し、

が投下資本の回収を終了し通常期待し得る利益を

「両者が全体的な印象を完全に共通にしているこ

上げられる期間として定められたものであると認

とは，一見して明らかである」と判断し、差異を

められるとし、このような趣旨にかんがみると，

看取できる点はあるものの、
「共通点として認定さ

「保護期間の始期は，開発，商品化を完了し，販

れる，試験管を模した形状である加湿器との両製

売を可能とする段階に至ったことが外見的に明ら

品の特徴的部分の印象は極めて強いものであり，

かになった時であると認めるのが相当である。な

その影響の下においては，上記差異点程度の構成

ぜなら，この時から，先行開発者は，投下資本回

比の相違は印象からほぼ排除されてしまうものと

収を開始することができ得るからである」としま

認められ，被控訴人商品と控訴人加湿器１との形

した。

態が異なるということは困難である」
とした上で、

また，
「
「他人の商品」とは，保護を求める商品

同様に控訴人加湿器２についても検討を行い、
「被

形態を具備した最初の商品を意味するものであり，

控訴人商品と，控訴人加湿器１又は控訴人加湿器

このような商品形態を具備しつつ，若干の変更を

２は，いずれも，実質的に同一の形態を有するも

加えた後続商品を意味するものではない。そうす

のというべきである」と判断しました。

ると，控訴人加湿器１は，控訴人加湿器２に先行

（ⅱ）依拠性について

して開発，商品化されたものであり，控訴人加湿

裁判所では、
「被控訴人商品と控訴人加湿器１又

器１と控訴人加湿器２の形状は，実質的に同一の

は控訴人加湿器２は，実質的に同一の形態を有す

商品であるから，保護期間は，控訴人加湿器１を

るものである」ところ，
「これらが商品の機能を確

基準として算定すべきである」として判断の前提

保するための不可欠な形態の選択ではない以上，

を示しました。

単なる偶然の一致では合理的に説明でき」ず、ま
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そして、
「商品展示会に出展された商品は，特段

分なものであるとされ、他に善意無重過失を基礎

の事情のない限り，開発，商品化を完了し，販売

付ける事実について何ら主張立証をしていないと

を可能とする段階に至ったことが外見的に明らか

して、被控訴人の善意無重過失の主張は，採用す

になった物品であるから，保護期間の始期は，平

ることができないと判断しました。

成２３年１１月１日に控訴人らが商品展示会に控

◆争点(２)◆

訴人加湿器１を出展した時と認めるのが相当であ

著作権（応用美術）に基づく請求について

り，
上記特段の事情を認めるに足りる証拠はない」

（ア）争点(２)ア（控訴人加湿器１及び控訴人加

として、
「控訴人加湿器１及び控訴人加湿器２の形

湿器２の著作物性の有無）について

態の保護期間は，いずれも，本件口頭弁論終結日

（ⅰ）裁判所は、
「控訴人らは，控訴人加湿器１及

の前の平成２６年１１月１日の経過により終了し

び控訴人加湿器２が，加湿という実用に供される

ている」と判断しました。

ことを目的とするものであることを前提として，

（エ）争点（１）エ（善意無重過失の有無）及び

その著作物性を主張する（著作権法１０条１項４

争点（３）
（被控訴人の過失の有無）について

号）から，本件は，いわゆる応用美術の著作物性

裁判所では、
「保護期間終了により，控訴人らの
不正競争防止法違反に基づく差止請求は理由がな

が問題となる」として、最初に応用美術の著作物
性に関して次のように示しました。

い」としたものの、
「被控訴人商品は控訴人加湿器

「著作権法は，建築（同法１０条１項５号）
，地

１又は控訴人加湿器２の形態を模倣したものであ

図，学術的な性質を有する図形（同項６号）
，プロ

るから，被控訴人による被控訴人商品の輸入は，

グラム（同項９号）
，データベース（同法１２条の

不正競争防止法違反となる」として、控訴人らの

２）などの専ら実用に供されるものを著作物にな

不正競争防止法違反に基づく損害賠償請求の当否

り得るものとして明示的に掲げているのであるか

の判断として，争点(1)エ及び争点(3)アを併せて

ら，実用に供されているということ自体と著作物

検討しました。

性の存否との間に直接の関連性があるとはいえな

そして、当事者が同業者等である認定事実に基

い。したがって，専ら，応用美術に実用性がある

づき、
「控訴人加湿器２と控訴人加湿器１とは，実

ことゆえに応用美術を別異に取り扱うべき合理的

質的に同一のものであるから，控訴人加湿器２と

理由は見出し難い。また，応用美術には，様々な

被控訴人商品とを対比すれば，直ちに，被控訴人

ものがあり得，その表現態様も多様であるから，

商品が控訴人加湿器２の形態を模倣したものであ

作成者の個性の発揮のされ方も個別具体的なもの

ること，及び，被控訴人商品が控訴人加湿器１の

と考えられる。

形態を模倣したものであることと同等の事実を知

そうすると，応用美術は，
「美術の著作物」
（著

ることができたといえる。したがって，被控訴人

作権法１０条１項４号）に属するものであるか否

には過失が認められる」と認定しました。

かが問題となる以上，著作物性を肯定するために

そして、被控訴人の善意無重過失の有無につき

は，それ自体が美的鑑賞の対象となり得る美的特

ましては、不正競争防止法２条１項３号の形態模

性を備えなければならないとしても，高度の美的

倣行為が，同法１９条１項５号ロの事由により不

鑑賞性の保有などの高い創作性の有無の判断基準

正競争に当たらないとする場合には，侵害者にお

を一律に設定することは相当とはいえず，著作権

いて，譲受時に形態模倣商品が他人の商品を模倣

法２条１項１号所定の著作物性の要件を充たすも

したものであることについて善意無重過失である

のについては，著作物として保護されるものと解

ことを主張立証しなければならないと解され、こ

すべきである。

れについて、
「被控訴人は，控訴人加湿器１及び控

もっとも，応用美術は，実用に供され，あるい

訴人加湿器２が市場に流通していなかったから，

は産業上の利用を目的とするものであるから，美

被控訴人は善意無重過失であると主張する」とこ

的特性を備えるとともに，当該実用目的又は産業

ろ、善意無重過失を基礎付ける事情としては不十

上の利用目的にかなう一定の機能を実現する必要
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があり，その表現については，同機能を発揮し得

になるのであり，これは，アイディアをそのまま

る範囲内のものでなければならない。応用美術の

具現したものにすぎない。また，控訴人加湿器１

表現については，このような制約が課されること

の具体的形状，すなわち，キャップ３の長さと本

から，作成者の個性が発揮される選択の幅が限定

体の長さの比（試験管内の液体の上面）
，本体２の

され，したがって，応用美術は，通常，創作性を

直径とキャップ３の上端から本体２の下端までの

備えているものとして著作物性を認められる余地

長さの比（試験管の太さ）は，通常の試験管が有

が，上記制約を課されない他の表現物に比して狭

する形態を模したものであって，従前から知られ

く，また，著作物性を認められても，その著作権

ていた試験管同様に，ありふれた形態であり，上

保護の範囲は，比較的狭いものにとどまることが

記長さと太さの具体的比率も，既存の試験管の中

想定される。そうすると，応用美術について，美

からの適宜の選択にすぎないのであって，個性が

術の著作物として著作物性を肯定するために，高

発揮されたものとはいえない。

い創作性の有無の判断基準を設定しないからとい

したがって，著作物性を検討する余地があるの

って，他の知的財産制度の趣旨が没却されたり，

は，上記構成以外の点，すなわち，①リング状パ

あるいは，社会生活について過度な制約が課され

ーツ５を用いたこと，②吸水口６の形状，③噴霧

たりする結果を生じるとは解し難い。

口７周辺の形状であるが，いずれも，平凡な表現

また，
著作権法は，
表現を保護するものであり，

手法又は形状であって，個性が顕れているとまで

アイディアそれ自体を保護するものではないから， は認められず，その余の部分も同様である」とし、
単に着想に独創性があったとしても，その着想が

「したがって，控訴人加湿器１及び控訴人加湿器

表現に独創性を持って顕れなければ，個性が発揮

２には，著作権法における個性の発揮を認めるこ

されたものとはいえない。このことは，応用美術

とはできない」と判断しました。

の著作物性を検討する際にも，当然にあてはまる

争点（３）不法行為に基づく請求における（イ）

ものである。
」

控訴人らの損害額について

（ⅱ）そして裁判所は、上記を前提に、次のよう

裁判所では、
「控訴人らは被控訴人に対して不正

に、控訴人加湿器１及び控訴人加湿器２の著作物

競争防止法違反に基づく損害賠償請求権を有する」

性を判断しました。

として、
「被控訴人が輸入した被控訴人商品が，１

すなわち、裁判所は、控訴人加湿器１及び控訴

個当たりの小売価格１９００円で，１万６７３９

人加湿器２とは実質的に同一のものであって、水

個宛販売された」
という争いのない事実に基づき、

の入ったコップ等に挿して使用することにより，

「控訴人加湿器１及び控訴人加湿器２の形態の相

ビーカーに入れた試験管から蒸気が噴き出す様子

当使用料率は，本件証拠に顕れた諸般の事情にか

を擬するようにした構成自体は従来の加湿器には

んがみて，控訴人らの主張する５％を下回るもの

なかった外観を形成するものといえる、としたも

とは認められない」として、控訴人らの逸失利益

のの、

は，これらを基準として算定し、159 万円としま

「著作権法は，表現を保護するものであって，

した。そして、弁護士費用 30 万円と併せて、控訴

アイディアを保護するものではないから，その表

人らの被控訴人に対する損害賠償金は，控訴人ら

現に個性が顕れなければ，著作物とは認められな

の控訴人加湿器１及び控訴人加湿器２に係る権

い。加湿器をビーカーに入れた試験管から蒸気が

利・利益の割合で案分して，各９４万５０００円

噴き出す様子を擬したものにしようとすることは， と認定しました。
アイディアにすぎず，それ自体は，仮に独創的で
あるとしても，著作権法が保護するものではない。

６．コメント

そして，ビーカーに入れた試験管から蒸気が噴き

本件は、不正競争防止法に規定される「他人の

出す様子を擬した加湿器を制作しようとすれば，

商品」の「商品」は、
「資金又は労力を投下して取

ほぼ必然的に控訴人加湿器１のような全体的形状

引の対象となし得ること，すなわち，
「商品化」を
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完了した物品であると解するのが相当であり，当

ことは明らかである」ものであっても、
「商品」に

該物品が販売されているまでの必要はないものと

該当すると認められています。

解される」と判断されたこと、更に言えば、
「被覆

また、応用美術の著作物性につきましては、従

されていない銅線によって電源を供給されている」 来の通説が、
「他の知的財産制度の趣旨（例えば意
ようなものであっても、
「販売可能な段階に至って

匠法）が没却されたりすることを防ぐこと等の目

いると認めることを妨げるものではない」
として、

的から、高度の創作性を求める」というものであ

商品と認定されたこと、及び、応用美術の著作物

ったところ、知財高裁の平成２６年（ネ）第１０

性について、
「それ自体が美的鑑賞の対象となり得

０６３号（TRIP・TRAP 事件（ＩＰニュース第６６

る美的特性を備えなければならないとしても，高

号でご紹介済）
）により、高度の創作性は不要とす

度の美的鑑賞性の保有などの高い創作性の有無の

る解釈が示され、
各方面で物議を醸していました。

判断基準を一律に設定することは相当とはいえず，

本件は、上記（TRIP・TRAP 事件）と同じ裁判長

著作権法２条１項１号所定の著作物性の要件を充

によるものですが、
「高度の美的鑑賞性の保有など

たすものについては，著作物として保護されるも

の高い創作性の有無の判断基準を一律に設定する

のと解すべきである」
との判断が踏襲された点で、

ことは相当とはいえず，著作権法２条１項１号所

参考になると思われます。

定の著作物性の要件を充たすものについては，著

不正競争防止法に関しましては、原審（ＩＰニ

作物として保護されるものと解すべきである」と

ュース第７５号でご紹介済）では、
「他人の商品」

して上記の判断を踏襲しております。なお、本件

の概念について、市場における流通の対象となる

の控訴人加湿器自体の著作物性につきましては、

物と解しており、原告加湿器１，２は、展示会に

いわゆる「選択の幅」論などにより否定されてい

出品された時点では商品として市場に投入された

ます。

わけではないとして、原告の主張が否定されてい
ました。

なお、本件判決文の詳細につきましては、下記
ＵＲＬをご参照下さい。

それに対して、本控訴審では、
「被覆されていな

【判決文等ＵＲＬ】

い銅線によって超音波振動子に電力が供給されて

（判決文）

おり，この形態そのままで販売されるものでない

（http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_j
p/320/086320_hanrei.pdf）
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情 報

平成２８年（行ケ）第１００４８号 審決取消請求事件

の調教，植物の供覧，動物の供覧，電子出版物の

１．事案の概要

提供，図書及び記録の供覧，美術品の展示，庭園

本件は取消２０１４－３００８５２号事件（以

の供覧，洞窟の供覧，書籍の制作，映画・演芸・

下、
「本件審決」とする。
）に対する審決取消訴訟

演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画

です。

の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出

被告は、第４８６０６９５号「ＦＲＭ＼ファイ

又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，教育・

ナンシャルリスクマネジャー」
（以下、
「本件商標」

文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放

とする。商標の構成については、下記でご確認下

送番組・広告用のものを除く。
）
，放送番組の制作

さい。
）の商標権者です。

における演出，映像機器・音声機器等の機器であ

原告は、本件商標に対し、商標法５０条１項に

って放送番組の制作のために使用されるものの操

基づき、不使用取消審判を請求しましたが、特許

作，スポーツの興行の企画・運営又は開催，興行

庁が「審判請求は成り立たない。
」との審決をした

の企画・運営又は開催（映画・演芸・演劇・音楽

ため、原告はこれを不服として、本件審決取消訴

の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・

訟を提起しました。

小型自動車競走の興行に関するものを除く。
）
，競

詳細は、裁判所 HP にてご確認下さい。

馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/

開催，競艇の企画・運営又は開催，小型自動車競

097/086097_hanrei.pdf

走の企画・運営又は開催，音響用又は映像用のス

２．本件商標

タジオの提供，
運動施設の提供，
娯楽施設の提供，
映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施
設の提供，興行場の座席の手配，映画機械器具の

本件商標：

貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，運動用
具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受

登録番号：第４８６０６９５号

信機の貸与，図書の貸与，レコード又は録音済み

登 録 日：平成１７年（２００５）４月２８日

磁気テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与，

指定商品

ネガフィルムの貸与，ポジフィルムの貸与，おも

第３５類
「広告，
トレーディングスタンプの発行，

ちゃの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器

経営の診断及び指導，市場調査，商品の販売に関

具の貸与，書画の貸与，写真の撮影，通訳，翻訳，

する情報の提供，ホテルの事業の管理，財務書類

カメラの貸与，光学機械器具の貸与」

の作成，職業のあっせん，競売の運営，輸出入に

３．争点

関する事務の代理又は代行，新聞の予約購読の取
次ぎ，書類の複製，速記，筆耕，電子計算機・タ

本件訴訟の争点は、①審決の理由不備（取消事

イプライター・テレックス又はこれらに準ずる事

由１）
、
②商標法５０条所定の登録商標の使用を認

務用機器の操作，文書又は磁気テープのファイリ

めた判断の誤り（取消事由２）の２つですが、知

ング，建築物における来訪者の受付及び案内，広

財高裁は、取消事由２については理由があるので、

告用具の貸与，タイプライター・複写機及びワー

その余の点については判断しないとしていて、争

ドプロセッサの貸与」

点１については、判断が示されていませんので、

第４１類「当せん金付証票の発売，技芸・スポー

ここでは、争点２についてのみ解説させて頂きま

ツ又は知識の教授，献体に関する情報の提供，献

す。

体の手配，セミナーの企画・運営又は開催，動物
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４．裁判所の判断

ント協会が認定・管理していたＦＲＭの資格につ

商標法５０条所定の登録商標の使用を認めた判断

ェッショナル協会において認定・管理していく旨

の誤り（取消事由２）について

を通知している事実が認められる。
他方，
その後，

いて，その名称をＦＲＣに変更した上で，プロフ

審決では、本件商標の商標権者である被告が、

被告が，関係者らに対し，上記通知に係る事項を

平成２４年４月１１日、平成２５年１月１９日又

訂正したり，変更したりする旨の通知をした事実

は同年８月２４日に、
「ＦＲＭファイナンシャル・

をうかがわせる証拠はない。しかるところ，甲２

リスクマネジャー養成講座」等の記載がある「リ

書面の上記内容は，被告がそれまで開講してきた

スクマネジメント研修のご案内」と題する案内書

ＦＲＭ養成講座についても，上記資格名の変更に

（以下「本件案内書」とする。
）を講座の受講希望

対応した名称に変更することを意味するものとい

者らに配布した行為（以下「本件配布行為」とす

えるから，被告が甲２書面による通知を行い，そ

る。
）について、商標法２条３項８号の「役務に関

の後これを訂正・変更する通知も行っていないと

する広告に標章を付して頒布する行為」に該当す

いうことは，特段の事情がない限り，被告が，平

るから、被告は、本件審判請求登録の日から３年

成２３年以降は，ＦＲＭ養成講座の名称を使用し

以内（平成２３年１１月１３日から平成２６年１

た講座を開講していないことを示す事情というこ

１月１２日まで。以下「要証期間」とする。
）に日

とができる。
」

本国内において、本件取消請求役務のうち、
「知識

◆事実２◆

の教授」に含まれる「リスクマネジメント研修」

「被告が開設するホームページの記載をみると，

について、本件商標と社会通念上同一と認められ

平成１８年の時点では，被告が開講する講座名と

る商標の使用をしていたことを証明したものと認

して，①リスクコンサルタント（マネジャー）養

められるとして、取り消すことはできないとされ

成講座・基礎課程，②リスクコンサルタント（マ

ました。

ネジャー）養成講座・上級課程，③ＣＲＯ養成講

しかしながら、知財高裁においては、本件配布

座に加え，④ＦＲＭファイナンシャル・リスクマ

行為をもって、本件商標と社会通念上同一と認め

ネジャー養成講座の記載がある
（甲６）
のに対し，

られる商標を使用していたと認められるとした本

平成２３年及び平成２４年の時点では，上記①な

件審決の判断は誤りであり、原告主張の取消事由

いし③の記載はあるものの，
『ＦＲＭファイナンシ

２には理由があるから、本件審決は取り消される

ャル・リスクマネジャー養成講座』の記載はない

べきものであると判断されました。

（甲８，９）
。また，平成２５年，平成２６年及び

被告は、本件案内書を平成２３年１１月１３日

平成２８年の時点においても，
『リスクマネジメン

以降も案内資料として保有し、これを受講希望者

ト・プロ養成講座・基礎課程』
，
『リスクマネジメ

らに配布するなどして使用していたことが推認さ

ント・プロ養成講座・上級課程』等の記載はある

れるものの、以下に記載の事実を鑑みれば、要証

ものの，ＦＲＭ養成講座の記載はない（甲１０な

期間内に、
「知識の教授」に含まれる「ＦＲＭファ

いし１３，７２）
。このように，被告が開設するホ

イナンシャル・リスクマネジャー養成講座」の名

ームページをみる限り，平成２３年以降，被告が

称を使用した講座の開講をしていると認められな

ＦＲＭ養成講座の名称を使用した講座を開講して

いので取消事由２には理由があるとされました。

いる形跡は何らみられず，かえって，被告のホー

◆事実１◆

ムページでは，被告が開講する他の講座について

「平成２２年１２月にプロフェッショナル協会が

は継続して紹介されているのに対し，ＦＲＭ養成

設立され，同協会が，コンサルタント協会に代わ

講座については，被告が当該講座を開講していた

って，被告が開講する講座に対応する資格の認

ことが明らかな平成１８年当時には紹介されてい

定・管理等を行うこととなった際，被告は，関係

たのに，平成２３年以降には全く紹介されていな

者らに対し，甲２書面をもって，従前コンサルタ

いことからすれば，平成２３年以降は，被告にお

16
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いて，ＦＲＭ養成講座の名称を使用した講座を開

案内書等の印刷物は、外部の印刷業者などに発

講していないことがうかがわれる。
」

注するのが通常でしょうから、内容の修正等は大

５．コメント

変であろうと思われます。
それに対して、ホームページの掲載内容の修正

この事案では、特許庁の審決においては、本件

は比較的簡単に誰にでも行えますので、今は「Ｆ

案内書が要証期間内に配布されたことをもって、

ＲＭファイナンシャル・リスクマネジャー養成講

商標法２条３項８号の「役務に関する広告に標章

座」を開講していないから、ホームページから削

を付して頒布する行為」にあたるとして棄却審決

除しているのであって、要証期間内に本件案内書

となりました。

の配布行為があったとしても、在庫があったので、

しかしながら、知財高裁の判決では、被告がＦ
ＲＭの資格についてＦＲＣに名称変更する通知を

配布したにすぎないのであろうという心証を持つ
のは当然のことのように思います。

行っており、さらにこの通知事項に関する訂正や

また、本人尋問の中で、被告は、元受講生から

変更をした様子が見られないこと、及び被告が開

の情報で、コンサルタント協会が「FRM」を使用し

設するホームページの記載についても、平成１８

ていな事実を知って、平成２４年から FRM 養成講

年ころには、
「ＦＲＭファイナンシャル・リスクマ

座の名称を使用した講座を開講していると供述し

ネジャー養成講座」の案内がありましたが、平成

ていますが、資格名称を FRC に変更する際には、

２３年以降には、この表示が消えていること等か

コンサルタント協会に通知しているのに、
「FRM」

ら、被告は「ＦＲＭファイナンシャル・リスクマ

の使用を再開する際には、コンサルタント協会に

ネジャー養成講座」を開講していないことが積極

通知しておらず、またコンサルタント協会が本当

的にうかがわれるものといえるとして、本件審決

に「FRM」名称を使用していないのかの確認をして

は取り消されました。

いる様子もうかがえないので、やはり不自然な感

被告は、本人尋問において、平成２４年から FRM

じが否めません。

養成講座の名称を使用した講座を開講していると

また、本件案内書以外の使用証拠も全くないの

の供述を行っていますが、これを裏付ける証拠が

で、審決を取り消すという裁判所の判断は妥当だ

不十分であると知財高裁はしています。

と思います。
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特許審判院、5 人合議体の口述審理を初めて開催

特許審判院は、11 月 15 日午前 10 時 30 分に、5

これにより、首都圏等、遠距離に居住する審判当

人の審判官合議体と多数の当事者が利用すること

事者、代理人は、特許庁のソウル事務所でも口述

のできる大審判廷を開所し、初めて 5 人合議体の

審理を利用することができます。

口述審理を開催しました。

大審判廷が開所されたことによって、今後、社会

これまでも特許審判院は、大田にある４つの審判

的関心の高い大・中小企業間の事件、融複合技術

廷で口述審理を開催してきました。しかし、空間

の事件等に対する 5 人合議体の口述審理が更に活

が狭く、社会イシューとなった主要事件、複数の

性化し、より公正且つ正確な審判を受けることが

審判部同士で意見調整が必要な事件等に 5 人の合

できることが期待されます。

議体が指定されても、
書面審理のみを行うだけで、

チェ・ドンキュ特許庁長は、
「ますます激しくなる

口述審理ができませんでした。

特許紛争の時代に韓国の企業が特許紛争を低費

また、昨年の薬事法改正によって、医薬品許可と

用・高効率で解決できるように、特許庁で審判制

特許審判とが連携されることにより、5 人合議体

度、
システム改善等に最善を尽くすつもりである。

による口述審理の必要性が高くなりました。医薬

また、審判の品質と公正性、透明性の強化のため

品許可関連の特許 1 件に対して、数人が多数の審

に 5 人合議体の口述審理も拡大し続ける計画であ

判（平均 10 件）を同時に請求する場合が多いです

る。
」と、述べました。

が、空間不足により、これらの事件を併合して口

一方、この日初めてだった 5 人合議体（審判長：

述審理を行うことは困難でした。

チョン・セチャン）の口述審理事件は、機械、化

よって、特許審判院は、政府大田庁舎 2 棟 18 階に

学の融複合技術の特許に対する権利範囲確認審判

5 人の審判官合議体、8 人の当事者、45 名内外の

で、機械、化学専攻の審判官 5 人が参加した。両

傍聴人を収容することができる大審判廷を構築す

当事者は、製品が特許権の権利範囲に属するか否

ることとし、10 月に完工しました。この日開所さ

かについて激しい攻防を繰り広げました。

れた特許審判院大審判廷には、政府 3.0（公共機

（ソウルの河合同特許法律事務所からのレターに

関の情報を作成と同時に公開する計画)の一貫と

なお拠ります）

して映像口述審理システムも共に構築されました。
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サムスン電子、米国で KAIST から特許訴訟を訴えられる

韓国科学技術院（KAIST）が、サムスン電子、クア

KAIST IP は、サムスン電子と特許使用料に関して

ルコム、グローバルファウンドリーズを特許侵害

長期間交渉しましたが、合意に至らず、米国裁判

の疑いで米国裁判所に提訴しました。ブルームバ

所に訴訟を提起することになったと述べました。

ーグ通信によると、
KAIST の子会社である KAIST IP

同一技術を用いる米国のインテルの場合、FinFET

は、サムスン電子、クアルコム、グローバルファ

特許の使用に対するロイヤリティを KAIST に提供

ウンドリーズ（GF）が自社の半導体 FinFET 構造に

しています。KAIST IP のカン・インギュ代表は、

関する特許を無断で侵害したとし、米国のテキサ

「サムスンと特許ロイヤリティの問題で長期間論

ス連邦地方裁判所に訴訟を提起しました。

議してきたが、思うようにいかず、米国で訴訟を

FinFET は、電力の使用を減らし、性能を高めるこ

提起した」とし、
「国民の税金で研究開発した成果

とができる超微細半導体トランジスタ構造です。

に対して正当な補償を受けるための意図」と説明

無線端末機用プロセッサ製造の中核技術として評

しました。
カン代表は、
「侵害立証資料が完成次第、

価されています。KAIST は、ソウル大学のイ・ジ

台湾の TSMC を相手に同様の特許訴訟を提起する

ョンホ教授と共同で FinFET に関する技術を開発

つもりである」と述べました。KAIST IP は、KAIST

した。2001 年に韓国や米国等で関連特許を取得し

が特許権利行使のために設立した会社で、2012 年

ました。当時、国内特許出願は KAIST が、米国特

に設立され、職員は 2 名です。今回の訴訟のため

許出願はイ教授が各々担当しました。イ教授は、

に、米国に別途法人を設立しました。

今回の訴訟で KAIST に訴訟の権限を委任しました。 （ソウルの河合同特許法律事務所からのレターに
拠ります）

東京工業大学本館
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後

記

新年おめでとうございます。旧年中は格別なご高配を賜り、誠に有難くそして厚
く御礼申し上げます。
当ＩＰニュースも創刊から７年が経ち、今号から８年目に突入します。
本年もより一層のご支援を賜りますよう、所員一同心よりお願い申し上げます。
改めましてアドバンスＩＰニュース第８５号をお届け致します。
小生は、ここ数年７月発送号と１月発送号の当ＩＰニュース後記を担当しており、
昨年の１月発送号（当ＩＰニュース第７３号）では、初詣について書きました。一
般的には、正月休みといいますと、初詣はもとより、親類や友人知人の家に遊びに
行ったり、旅行したり、観光したり、はたまた家で寝正月なんてこともあろうかと
思います。ちなみに、小生の場合は、寝正月と言いますか、ずっと自宅至近で過ご
すことが多いです。
ここで、寝正月もしくは自宅至近で過ごすことが多いと書きましたが、その例と
して毎年年末から元旦までは天皇杯全日本サッカー選手権（以下、
「天皇杯」
）をテ
レビで観戦です。実のところサッカーはあまり好きではないのですが、天皇杯だけ
は見てしまいます。理由はと言いますと、全国レベルの大会で唯一プロとアマチュ
アが戦える大会で、しかもトーナメントなので格下のチームが格上のチームに勝つ
といった番狂わせ（？）が時々起こったりして面白いからです。ちなみに天皇杯で
印象に残っているチームは、第７４回のセレッソ大阪と第７８回の横浜フリューゲ
ルスの２チームが印象に残っております。
先ず、第７４回のセレッソ大阪ですが、その当時は、翌年（１９９５年シーズン）
からのＪリーグ参加が決定しておりましたが、あくまでＪリーグ下部のＪＦＬで優
勝したというだけで、この第７４回天皇杯では地方（関西）代表としての出場でし
た。しかしながら、１回戦は大学チームに勝ち、２回戦から準決勝まではＪリーグ
参加チームに勝ち続けるといった快進撃を続けていました。中でも準決勝の横浜マ
リノス（現・横浜Ｆマリノス）戦においては、１点取られて逆転勝ちしました。こ
の当時の横浜マリノスと言えば、Ｊリーグでも上位チームでした。結局決勝でベル
マーレ平塚（現・湘南ベルマーレ）に負けてしまいましたが、物事何が起こるかわ
からないという実例を見せつけられた気がしました。
そして、第７８回の横浜フリューゲルスですが、１９９８年、つまり第７８回天
皇杯が開催された年の１０月に、このシーズン限りで横浜マリノスに吸収合併され
る、つまりチーム自体がなくなってしまうということが決定しました。その決定が
決まってからというものＪリーグ公式戦を全勝し、残る天皇杯も３回戦から出場で
準決勝まで勝ち続け、ついには決勝で清水エスパルスを破り天皇杯優勝となりまし
た。この時は、良い意味での開き直りが、却って無駄な力が抜けて、このような結
果に結びついたのだと感じました。
最後は無理やりこじつけのようになってしまいますが、我々の仕事と相通ずるも
のがあると思います。
アドバンスＩＰニュースでは、本年も皆様に有益となる情報を発信していく所存
です。何卒、改めて宜しくお願い申し上げます。

