
 

アドバンス国際特許事務所 
 
 

          
     
 
 
 
 
 

  Contents                         目次 

 

○トピックス○ 

〔特許〕ＰＣＴ関連手数料改定のお知らせ…………………………………… ２ 

〔中国〕２０１６年の中国ブランド価値評価情報が北京で発表…………… ２ 

○審決情報○ 

〔商標〕異議２０１２－９００２６８・無効２０１６－８９００３５…… ３ 

○判決情報○ 

〔特 許〕 

平成２８年（行ケ）第１０００５号 審決取消請求事件………………… ６ 

〔著作権〕 

平成２８年（ ネ ）第１００９１号  

著作権侵害等に対する損害賠償請求控訴事件………………………………１０ 

〔商標〕 

平成２８年（行ケ）第１００９０号 商標登録取消決定取消請求事件…１４ 

○海外情報○ 

〔韓国〕特許：成均館大、米国で特許訴訟提起………………………………１８ 

〔韓国〕四法：クアルコム、公正取引委員会の課徴金賦課に反発…………１９ 

○特許紹介○ 

特許第５７６５７３６号「電流制限器の電流報知器」のご紹介…………２２ 

  

２０１７年３月１日発行 第８７号 



ADVANCE  IP  NEWS  Vol. 87 2 

１．概要 

 特許庁によりますと、平成２９年（２０１７年）

３月１日から、国際出願関係手数料が下記のとお

り改定されます、とのことです。 

２．国際出願手数料 

 現行 新 

最初の 30枚まで 138,800円 151,800円 

30枚以降 

1枚につき 
1,600円 1,700円 

オンライン出願 31,300円 34,200円 

３．取扱手数料 

 現行 新 

取扱手数料 20,900円 22,800円 

４．調査手数料 

 現行 新 

シンガポール 166,700円 181,200円 

上記トピックスの詳細は、特許庁ホームページの

下記該当ページをご参照下さい。 

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

ai/pct_tesuukaitei.htm 

また、本トピックスと合わせて、次に示す特許庁

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 

 

12月 12 日、中国ブランド確立促進会、中国国際

貿易促進委員会、中国資産評価協会などの団体の

共催で「2016年中国ブランド価値評価情報発表会」

が北京で開催され、政府各部・委員会の関係幹部、

各地の品質技術監督局の幹部、業界団体及び企業

の責任者など 800数名が参加しました。 

この会は、中国で 4年連続して開催されているブ

ランド価値の発表行事で、2013年の最初の発表で

は製造業のみにとどまっていましたが、2014年と

2015年には、第一次、第二次、第三次産業の全て

てで発表されるまでに発展しており、さらに、企

業ブランド、製品ブランド、地域ブランド、自主

イノベーションブランドも発表されています。今

年は、評価の発表される範囲も新たな拡大がされ

て、「中華老舗」のブランド価値が初めて発表され、

青島ビールが 357億 8700万元、東阿阿胶が 340億

5300万元と評価されて中華老舗ブランドの上位に

番付されました。 

今回は、資料の予備審査、専門家の評価、価値の

算定、結果の確認を経て、654のブランドを対象

として 2016年のブランド価値評価結果が出され

ており、中国工商銀行、中国建設銀行、中国銀行、

貴州茅台酒、中国長江三峡集団公司、中国中車股

份有限公司などのブランド価値は 1000億元を超

え、ブランド価値が 100億元を超えるものも他に

70数件ありました。そのうち、杭州娃哈哈集団有

限公司は、ブランド価値 533億 8600万元と評価さ

れて「酒・飲料」部門の企業ブランドで第 1位と

なり、海信集団有限公司は、ブランド価値 330億

2500万元と評価されて自主イノベーションブラン

ドで遥か先頭をきっていました。貴州茅台酒は、

ブランド価値 2755億 9000万元と評価され、地理

的表示、地域ブランドの価値評価部門で一際目立

つ存在でした。（北京三友知識産権代理有限公司か

らのレターに拠ります。）

  

ＰＣＴ関連手数料改定のお知らせ トピックス 

トピックス 2016年の中国ブランド価値評価情報が北京で発表 

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/kokuryo.htm
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/kokuryo.htm
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１．争点 

商標「シャンパークリング」の商標法第４条第１

項第７号（公序良俗違反・国際信義違反）の該当

性 

２．本件商標 

 登録番号：第 5499969号 

 商標：シャンパークリング 

 指定商品： 第３３類 日本酒，洋酒，果実酒，

酎ハイ，中国酒，薬味酒 

 権利者：チョーヤ梅酒株式会社 

 登録日：平成２４年（２０１２）６月８日 

 異議申立日：平成２４年（２０１２）９月１１

日 

 異議決定日：平成２５年（２０１３）２月２８

日 

 無効審判請求日：平成２８年（２０１６）５月

３０日 

 審決日：平成２８年（２０１６）１１月１４日 

３．異議２０１２－９００２６８の結論 

本件商標は、「同一の書体、同一の間隔をもって、

外観上まとまりよく一体的に表されているもので

ある・・・構成文字全体をもって、『シャンパーク

リング』とのみ称呼される一体不可分の造語を表

したと認識されるものである・・・『Ｃｈａｍｐａ

ｇｎｅ』、『シャンパーニュ』あるいは『シャンパ

ン』の各文字よりなる標章を含むものではないの

みならず、これら標章とは、外観においてはいう

までもなく、称呼及び観念においても、明らかに

相違する商標というべきものである。してみれば、

本件商標は、商標自体に公序良俗違反のある商標

ということができないばかりか、これをその指定

商品について使用することが社会公共の利益に反

し又は社会の一般道徳観念に反する文字よりなる

商標ということもできないから、公の秩序又は善

良の風俗を害するおそれがある商標と認めること

はできない。」 

４．無効２０１６－８９００３５の結論 

（１）「ＣＨＡＭＰＡＧＮＥ（Ｃｈａｍｐａｇｎｅ）」

及び「シャンパン（シャンパーニュ）」について 

「『ＣＨＡＭＰＡＧＮＥ（Ｃｈａｍｐａｇｎｅ）』

は、フランス北東部の地名（シャンパーニュ地方）

であるとともに、１９３５年（昭和１０年）に制

定され、政府機関であるＩＮＡＯにより運用され

ている同国の原産地統制呼称法に基づく厳格な統

制の下に、同地方で収穫されたピノ・ノワール、

ピノ・ムーニエ及びシャルドネの３種のぶどうの

みを原料とし、シャンパン法（シャンパーニュ法）

といわれる伝統的な製法で作られた発泡性ぶどう

酒（スパークリングワイン）にのみ使用を許され

た原産地統制名称と認められる。」 

 「請求人の一方であるＩＮＡＯは、原産地名称

の使用の権利を与える生産区域の限定やぶどうの

品種、生産高、最低天然アルコール純度、栽培方

法、醸造方法、蒸留方法といった生産条件を決定

したり、フランス国内外での原産地統制名称の保

護促進などを行っている者であり、請求人のもう

一方であるＣＩＶＣは、１９４１年（昭和１６年）

の法令に基づくシャンパーニュ地方のぶどう生産

者やぶどう酒製造業者を統率する法定団体であっ

て、同地で生産される発泡性ぶどう酒の市場管理

等のほか、ＩＮＡＯと協力して、その原産地統制

名称の保護のための活動を行っている者であるこ

とから、原産地統制名称である『ＣＨＡＭＰＡＧ

ＮＥ（Ｃｈａｍｐａｇｎｅ）』は、両者により、そ

の使用が厳格に管理、統制されているものといえ

る。」 

 「我が国において、『ＣＨＡＭＰＡＧＮＥ（Ｃｈ

ａｍｐａｇｎｅ）』は、『シャンパン』と訳され、

辞書類において、『フランスのシャンパーニュ地方

審 決 
情 報 

異議２０１２－９００２６８・無効２０１６－８９００３５ 
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でつくられているスパークリング・ワイン。』など

と紹介され、雑誌や新聞等においても、『シャンパ

ン』の名称を用いることができるのは、フランス

のシャンパーニュ地方で伝統的な製法により作ら

れた発泡性ぶどう酒（スパークリングワイン）に

限られる旨や同酒の代名詞として使用されるほど

に世界的に知られたぶどう酒の１つである旨など

の記載とともに、しばしば紹介されており、高品

質で、かつ、稀少価値のあるぶどう酒などとして、

広く販売されている。」 

「『ＣＨＡＭＰＡＧＮＥ（Ｃｈａｍｐａｇｎｅ）』

の邦語である『シャンパン』は、我が国において、

本件商標の登録出願日（平成２４年１月１０日）

はもとより、本件商標の登録査定日（同年５月１

１日）においても既に、『フランスのシャンパーニ

ュ地方及び同地方で作られる発泡性ぶどう酒（ス

パークリングワイン）』を意味する語として、一般

需要者の間に広く知られていたとみるのが相当で

ある。」 

（２）本件商標の取引の実情 

「本件商標の商標権者は・・・当該『発泡性の梅

酒』に係る広告においては、例えば、『スパークリ

ングワイン感覚で、甘すぎずスタイリッシュに楽

しめるスパークリング梅酒』、『心地よい炭酸感で、

スパークリングワインを連想させる絹の様な細か

い泡感をお楽しみいただけます。』といった商品紹

介とともに・・・また、本件商標の使用に係る上

記『発泡性の梅酒』については、その需要者をし

て、『シャンパンのような梅酒でとても美味しかっ

たです。・・・素敵な気分を味わうことのできるち

ょっとおしゃれなスパークリング梅酒です。』と評

された事実がある・・・我が国において、『シャン

パン』の語が、『フランスのシャンパーニュ地方及

び同地方で作られる発泡性ぶどう酒（スパークリ

ングワイン）』を意味する語として、一般需要者の

間に広く知られていたことを併せ考慮すると、本

件商標は、その構成自体からすれば、造語の一種

として看取、把握されるものではあるものの、『シ

ャンパン』の語と『スパークリング（ワイン）』の

語とを掛け合わせた又はもじったものと理解、認

識される場合も少なくないとみるのが相当であ

る。」 

「本件商標をその指定商品に使用した場合、これ

に接する取引者、需要者は、『フランスのシャンパ

ーニュ地方及び同地方で作られる発泡性ぶどう酒

（スパークリングワイン）』である『シャンパン』

を連想、想起することも少なからずあるといえる。」 

（３）法第４条第１項第７号の該当性 

 請求人らは「長年にわたり、フランス国内外に

おいて、シャンパーニュ地方のぶどう生産者やぶ

どう酒製造業者らの代表として、原産地統制名称

である『ＣＨＡＭＰＡＧＮＥ（Ｃｈａｍｐａｇｎ

ｅ）』の保護を行ってきており、その結果として、

我が国においても、その邦語である『シャンパン』

という表示について、周知著名性が蓄積、維持さ

れ、それに伴って高い名声、信用、評判が形成さ

れているといえることからすると、当該表示は、

シャンパーニュ地方のみならず、フランス及びフ

ランス国民の文化的所産というべきものになって

いるというべきである・・・『シャンパン』を連想、

想起させる本件商標をその指定商品について使用

することは、シャンパーニュ地方のぶどう生産者

やぶどう酒製造業者らの利益を代表する請求人ら

のみならず、長年にわたり、法律に基づき、原産

地統制名称である『ＣＨＡＭＰＡＧＮＥ（Ｃｈａ

ｍｐａｇｎｅ）』の保護を行ってきたフランス国民

の感情を害し、ひいては我が国とフランスとの友

好関係にも影響を及ぼしかねないものであり、国

際信義に反するものといわざるを得ない。」 

５．コメント 

本件商標「シャンパークリング」は異議申立てに

おいてはその登録が国際信義に反しないとして登

録が維持されましたが、後の無効審判においてそ

の登録は国際信義に反すると判断され登録が取り

消されることになりました。 
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これらの判断の相違は、本件商標の約 3 年間の使

用態様・取引の実情が強く影響されていることに

よると思われます。異議申立てにおいては実際に

使用されている事実を認定できないことから、文

字から認識される外観・称呼・観念を基に判断し

ますと公序良俗に違反しないとの判断はなし得た

ものと考えます。一方で、本件商標の使用によっ

て需要者等において「シャンパン」及び「スパー

クリング」が想到できるとする事実が認められる

ならば、本件商標からは「原産地統制名称」とし

てのイメージが連想できるものであり、その使用

が国際信義に反するとの判断も妥当なものである

と思われます。 

「シャンパン」に関連する商標については、本件

以外にも多数の審決が存在しています。以下の商

標は国際信義に反する登録であると判断されてい

ます。 

「シャンパンマンゴー」（無効 2016-890024）、「シ

ャンパンフローラルの香り」（異議 2015-900152）、

「シャンパンいちご大福+図形」（不服 2015-11193）、

「PINK CHAMPAGNE／デシーマジャパン株式会社」

（無効 2013-890084）、「シャンパークリング」（異

議 2012-900268）、「シャンパンタワー」（無効

2011-890100）、「シャンパングレイ」（異議

2009-900363 ）、「シ ャン パ ンク リ スタ ル／

CHAMPAGNE CRYSTAL」（異議 2009-900015）、「シャ

ンパン烏龍」（異議 2007-900488）、「CHAMPAGNE 

GOLD／ シャンパンゴールド」（異議 2001-90815）、

「PROMATIZ／CHMPAGNEGOLD／プロマティス／シャ

ンパンゴールド」（無効 2011-890113） 

一方で、「シーラボ ＵＶシャンパンゴールド」（無

効 2011-890114）は、「本件商標中の『シーラボ』

の部分は、特定の観念を有しない造語であり、『Ｕ

Ｖ』は紫外線を意味する『ＵｌｔｒａＶｉｏｌｅ

ｔ』の略語であり、『シャンパンゴールド』部分は

上記２のとおり、化粧品に限らず、各種商品につ

いて色彩を表示する語として広く一般に使用され

ているものであるから、本件商標は、これをその

指定商品について使用することが社会公共の利益

に反し、社会の一般的道徳観念に反するものとい

うことはできない」などとして、国際信義に反し

ないと判断されています。上記「ＣＨＡＭＰＡＧ

ＮＥ ＧＯＬＤ／ シャンパンゴールド」（異議２

００１－９０８１５）では、商標権者は主張を行

っておりませんが、特許庁の判断は異なっていま

す。これらの審決の約 10年の間に「シャンパンゴ

ールド」が色彩の名称として広く使用されるよう

になったと思われます。 

 

 最近の私的な事情から、「シャンパングレイ」と

いう名称をよく耳にしていました。「シャンパング

レイ」の名称は商標登録されています（登録

4438516）。色彩の一種とは理解できるのですが、

ライトグレーやダークグレーと異なり、どのよう

なグレイの色をしているのかは具体的には想像で

きませんでした。ただ、「原産地統制名称」として

の「シャンパン」から、「高級な、輝いているよう

な、泡立っているような」イメージを連想してい

たことを記憶しています。とすると、上記の「異

議２００９－９００３６３」の判断のように、「シ

ャンパングレイ」の名称から原産地統制名称であ

る『ＣＨＡＭＰＡＧＮＥ（Ｃｈａｍｐａｇｎｅ）』

のイメージが連想できるのですから、その登録も

瑕疵があるのではないかと推測されます。 

「シャンパンゴールド」の認定のように、各種商

品について色彩を表示する語として広く一般に使

用されている事実という日本国内での公的な利益

も存在すると思われますが、「シャンパン」の文字

から生じるイメージの多くは「原産地統制名称」

としてのものと思われますので、「シャンパン」の

語を含む商標は、大抵の場合、国際信義に反する

ものになるであろうと考えます。 
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１．標題 

明確性要件の有無が争われ、原告の請求が認容さ

れた事例。 

（平成２９年１月１８日 知財高裁判決言渡） 

２．関連キーワード 

記載不備、明確性要件、実施可能要件、サポート

要件、新規性、進歩性、マーカッシュクレーム 

３．関連特許法規 

３６条６項２号、３６条４項１号、３６条６項１

号、２９条１及び２項 

４．事案の概要 

 本件は、原告が、発明の名称を「眼科用清涼組

成物」とする被告の特許（以下、「本件特許」とい

う。請求項の数は６。）につき、本件特許の請求項

１ないし６に対して特許無効審判請求をしたが、

特許庁より「本件審判の請求は成り立たない。」旨

の審決（以下、単に「審決」という。）を受けたこ

とから、その審決の取消を求めた事案である。 

５．特許請求の範囲請求項１ 

 本件特許の特許請求の範囲請求項１、６（以下、

請求項番号に合わせて「本件発明１」、「本件発明

６」とする。）の記載は次のとおりである。なお、

本件特許の特許請求の範囲請求項２ないし５（「本

件発明２」ないし「本件発明５」）については、そ

の記載は割愛する。また、本判決文では「本件発

明１ないし６」を併せて「本件発明」と称してい

る。 

【請求項１】 

ａ）メントール、カンフル又はボルネオールから

選択される化合物を、それらの総量として０．０

１ｗ／ｖ％以上０．１ｗ／ｖ％未満、 

ｂ）０．０１～１０ｗ／ｖ％の塩化カリウム、塩

化カルシウム、塩化ナトリウム、炭酸水素ナトリ

ウム、炭酸ナトリウム、硫酸マグネシウム、リン

酸水素二ナトリウム、リン酸二水素ナトリウム、

リン酸二水素カリウムから選ばれる少なくとも１

種、および 

ｃ）平均分子量が０．５万～４万のコンドロイチ

ン硫酸或いはその塩を０．００１～１０ｗ／ｖ％

含有することを特徴とするソフトコンタクトレン

ズ装用時に清涼感を付与するための眼科用清涼組

成物。 

【請求項６】 

ａ）メントール、カンフル又はボルネオールから

選択される化合物を、それらの総量として０．０

１ｗ／ｖ％以上０．１ｗ／ｖ％未満、 

ｂ）０．０１～１０ｗ／ｖ％の塩化カリウム、塩

化カルシウム、塩化ナトリウム、炭酸水素ナトリ

ウム、炭酸ナトリウム、硫酸マグネシウム、リン

酸水素二ナトリウム、リン酸二水素ナトリウム、

リン酸二水素カリウムから選ばれる少なくとも１

種、および 

ｃ）平均分子量が０．５万～４万のコンドロイチ

ン硫酸或いはその塩を０．００１～１０ｗ／ｖ％

含有することを特徴とするソフトコンタクトレン

ズ常用者用の眼科用清涼組成物。 

６．本件審決の理由の要旨 

 要するに、①本件特許は、本件特許請求の範囲

又は本件明細書の「平均分子量」等の記載に不備

はなく、特許法３６条６項２号の明確性要件（無

効理由１）、同条４項１号の実施可能要件（無効理

由２）、同条６項１号のサポート要件（無効理由３）

を満たしていない特許出願に対してされたものと

はいえず、無効とすべきものではない、②本件発

明は、甲１公報に記載された発明（以下「甲１発

判 決 
情 報 

平成２８年（行ケ）第１０００５号 審決取消請求事件 
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明」という。）と同一なものであるとはいえず、同

法２９条１項３号の規定に違反するものではなく、

（無効理由４）、又は甲１発明に基づいて当業者が

容易に発明をすることができたものとはいえず、

同条２項に違反するものではなく（無効理由７－

１）、③本件発明１及び３ないし６は、甲４刊行物

及び甲７刊行物ないし甲１０刊行物に記載された

発明と同一なものであるとはいえず、同条１項３

号に違反するものではなく（無効理由５）、④本件

発明１及び３ないし６は、甲４刊行物及び甲７刊

行物ないし甲１０刊行物によれば公然実施された

ものと認められる発明と同一なものであるとはい

えず、同項２号に違反するものではなく（無効理

由６）、⑤本件発明は、甲１３公報に記載された発

明（以下「甲１３発明」という。）に基づき、当業

者が容易に発明をすることができたものとはいえ

ず、同条２項に違反するものではなく（無効理由

７－２）、⑥本件発明は、「新スマイルコンタクト

クール」に基づき、当業者が容易に発明をするこ

とができたものとはいえず、同項に違反するもの

ではなく（無効理由７－３）、⑦本件発明は、「新

アスパライトフレッシュ（中新薬業）」、「新アスパ

クール（中新薬業）」、「ピタール目薬（中新薬業）」

に基づき、当業者が容易に発明をすること 

ができたものとはいえず、同項に違反するもので

はなく（無効理由７－４）、以上によれば、本件特

許は、無効とすべきものとはいえない、というも

のである。 

７．取消事由 

 本件の取消事由は、１１点あり、そのうち取消

事由１、８を次に記す。なお、各取消事由に係る

当事者の主張は割愛する。 

（取消事由１）「平均分子量」についての記載不備

に関する判断の誤り 

（取消事由８）甲１発明に基づく新規性欠如又は

進歩性欠如に関する判断の誤り 

 ちなみに、当裁判所は、取消事由１、８につい

て判断し、双方とも理由があると判断した。なお、

取消事由２ないし７、９ないし１１については判

断しなかった。当裁判所の判断としては取消事由

１の判断を記す。 

８．当裁判所の判断 

◆取消事由１について◆ 

（１）～（３）［省略］ 

（４）（ア）～（カ）［省略］ 

（４）（キ）Ａ株式会社とＢ化学工業株式会社の２

社は、本件出願日当時、コンドロイチン硫酸又は

その塩の製造販売を市場において独占していた。 

（５）明確性要件違反について 

 本件特許請求の範囲にいう「平均分子量が０．

５万～４万のコンドロイチン硫酸或いはその塩」

にいう平均分子量が、本件出願日当時、「重量平均

分子量」、「粘度平均分子量」等のいずれを示すも

のであるかについては、本件明細書において、こ

れを明らかにする記載は存在しない。もっとも、

このような場合であっても、本件明細書における

コンドロイチン硫酸あるいはその塩及びその他の

高分子化合物に関する記載を合理的に解釈し、当

業者の技術常識も参酌して、その平均分子量が何

であるかを合理的に推認することができるときに

は、そのように解釈すべきである。しかし、本件

においては、次に述べるとおり、「コンドロイチン

或いはその塩」の平均分子量が重量平均分子量で

あるのか、粘度平均分子量であるのかを合理的に

推認することはできない。 

 前記認定事実によれば、本件明細書（【００２１】）

には、「本発明に用いるコンドロイチン硫酸又はそ

の塩は公知の高分子化合物であり、平均分子量が

０．５万～５０万のものを用いる。より好ましく

は０．５万～２０万、さらに好ましくは平均分子

量０．５万～１０万、特に好ましくは０．５万～

４万のコンドロイチン硫酸又はその塩を用いる。

かかるコンドロイチン硫酸又はその塩は市販のも
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のを利用することができ、例えば、Ｂ化学工業株

式会社から販売されている、コンドロイチン硫酸

ナトリウム（平均分子量約１万、平均分子量約２

万、平均分子量約４万等）、Ａ株式会社から販売さ

れているコンドロイチン硫酸ナトリウム（平均分

子量約０．７万等）等が利用できる。」という記載

がされている。また、本件出願日当時、Ａ株式会

社が販売していたコンドロイチン硫酸ナトリウム

の平均分子量は、重量平均分子量によれば２万な

いし２．５万程度のものであり、他方、粘度平均

分子量によれば６千ないし１万程度のものであっ

たことからすれば、本件明細書のＡ株式会社から

販売される上記「コンドロイチン硫酸ナトリウム

（平均分子量約０．７万等）」にいう「平均分子量」

が客観的には粘度平均分子量の数値を示すもので

あると推認される。 

 そして、Ａ株式会社は、本件出願日当時、コン

ドロイチン硫酸ナトリウムの製造販売を独占する

二社のうちの一社であって、コンドロイチン硫酸

ナトリウムの平均分子量を粘度平均分子量のみで

測定し、ユーザー（当業者を含む。以下同じ。）か

ら問い合わせがあった場合には、その数値（６千

ないし１万程度のもの）をユーザーに提供してい

たのであり、Ａ株式会社のコンドロイチン硫酸ナ

トリウムの平均分子量として、同社のコンドロイ

チン硫酸ナトリウムを利用する当業者に公然と知

られていた数値は、このような粘度平均分子量の

数値であったと認められる。のみならず、本件出

願日当時には、Ａ株式会社から販売されていたコ

ンドロイチン硫酸ナトリウムの重量平均分子量が

２万ないし２．５万程度のものであることを示す

刊行物が既に複数頒布され、当該数値は、本件明

細書にいう０．７万等という数値とは明らかに齟

齬するものであることが認められる。これらの事

情の下においては、本件明細書の「コンドロイチ

ン硫酸ナトリウム（平均分子量約０．７万等）」と

いう記載に接した当業者は、上記にいう平均分子

量が粘度平均分子量を示す可能性が高いと理解す

るのが自然である。そうすると、当業者は、本件

特許請求の範囲の記載について、少なくともコン

ドロイチン硫酸又はその塩に限っては、重量平均

分子量によって示されていることに疑義を持つも

のと認めるのが相当である。 

 したがって、当業者は、本件出願日当時、本件

明細書に記載されたその他高分子化合物であるヒ

ドロキシエチルセルロース（【００１６】）、メチル

セルロース（【００１７】）、ポリビニルピロリドン

（【００１８】）及びポリビニルアルコール（【００

２０】）については重量平均分子量で記載されてい

るものと理解したとしても、少なくとも、コンド

ロイチン硫酸ナトリウムに限っては、直ちに重量

平均分子量で記載されているものと理解すること

はできず、これが粘度平均分子量あるいは重量平

均分子量のいずれを意味するものか特定すること

ができないものと認められる。 

 以上によれば、本件特許請求の範囲にいう「平

均分子量が０．５万～４万のコンドロイチン硫酸

或いはその塩」にいう平均分子量が、本件出願日

当時、「重量平均分子量」、「粘度平均分子量」のい

ずれを示すものであるかが明らかでない以上、上

記記載は、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに

不明確であり、特許法３６条６項２号に違反する

と認めるのが相当である。 

（６）、（７）［省略］ 

９．コメント 

 「平均分子量」について、審決では他の高分子

化合物の平均分子量が「重量平均分子量」である

と推測できるから、コンドロイチン硫酸ナトリウ

ムも「重量平均分子量」であると推測されるため

明確性要件には反しないとしておりましたが、当

裁判所は、原告から提出された文献を精査して、

コンドロイチン硫酸ナトリウムに限っては、「重量

平均分子量」又は「粘度平均分子量」のいずれの

記載があるとし、本件特許ではどちらかわからな

いと判断して明確性要件に反すると判断しました。
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判断自体は非常に丁寧かつ妥当な判断であると思

います。 

 ところで、高分子化合物における「平均分子量」

には４種類あり、小さい順に数平均分子量、粘度

平均分子量、重量平均分子量、ｚ平均分子量とな

ります。ちなみに、汎用（市販品）高分子化合物

については、大抵は重量平均分子量の記載が多い

ですが、実際は、数平均分子量であったり、粘度

平均であったりと化合物によってまちまちです。

そして、実務的に申しますと、単純に「平均分子

量」との記載があるのみでは、どの平均分子量の

こと（大抵は数平均か重量平均かで議論すること

が多いです）かが当業者にとっても確証が得られ

ないことがあります（最も、予測はつくことはあ

りますがあくまで予測です）。それゆえ、最近では、

「平均分子量」との記載があるのみであると、拒

絶理由が付されることが多々あります。このよう

な拒絶理由が付された場合、反論するのに、種々

の文献を用意したり、明細書中の実施例に記載さ

れているパラメータに着目しながら半ば強引に反

論したりと困難かつ面倒なことになってきます。

「平均分子量」に限ったことではないですが、複

数の意味が推測されるような単語の場合は、明細

書中でしっかりと定義を記しておくべきであると

いうことを本判例で見出してはいかがでしょうか。 

本件の詳細は、下記のＵＲＬをご参照下さい。 

ＵＲＬ： 

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

460/086460_hanrei.pdf 

  

スロベニア ブレッド湖 

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/460/086460_hanrei.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/460/086460_hanrei.pdf
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１．標題 

 被控訴人の運営するウッブサイト上に控訴人著

作の記事が改変・要約して掲載されたことにより

著作権を侵害され名誉を毀損されたとして、控訴

人が被控訴人を訴えたものの棄却された事案。 

（平成２９年１月２４日 知財高裁第２部） 

２．関連法規 

 著作権法１１３条６項（侵害とみなす行為：名

誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用） 

３．事案の概要 

（１）本件は，「控訴人記事（甲２）の著作者であ

り，著作権者である控訴人が，被控訴人が運営す

るウェブサイトに掲載された被控訴人記事（甲１）

により，著作権（翻案権）及び著作者人格権（同

一性保持権，名誉・声望権）を侵害され，名誉を

毀損されたと主張して，被控訴人に対し，①著作

権侵害，著作者人格権侵害ないし名誉毀損の不法

行為に基づき，損害合計３４０万円及びこれに対

する不法行為の後の日（訴状送達の日の翌日）で

ある平成２８年２月１６日から支払済みまで民法

所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求

めるとともに，②著作権法１１５条ないし民法７

２３条に基づき，被控訴人のウェブサイトへの謝

罪文の掲載を求めた事案」です。 

 本件の原審では、「(a)被控訴人各表現は，表現

それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部

分において，控訴人各表現と同一性を有するにす

ぎないから，控訴人各表現を翻案したものではな

い，(b)被控訴人記事は，控訴人記事を改変したも

のではないから，同一性保持権の侵害はない，(c)

控訴人指摘の被控訴人記事中の表現部分は，被控

訴人記事の著者の控訴人記事に対する意見ないし

論評又は控訴人記事から受けた印象を記載したも

のにすぎず，控訴人又は控訴人記事を誹謗中傷す

るものとは認められないから，名誉・声望権の侵

害はない，(d)被控訴人記事が控訴人の社会的評価

を低下させる理由として控訴人が主張する点は，

控訴人の社会的評価を低下させることの理由とは

なり得ないし，被控訴人記事の記載が控訴人の社

会的評価を低下させるものとも認められないから，

名誉毀損は成立しないなどとして，控訴人の請求

をいずれも棄却」したため、これを不服とした控

訴人（原審原告）が本件控訴を提起しています。

なお、本件に原審については、本 IPニュースの８

２号でも採り上げています。 

（２）当事者及び事実関係 

（ア）本件の控訴人は，「映画プロデューサー」で

あって、平成２７年１０月１０日発行の雑誌「Ｐ」

に掲載された「なぜ東京国際映画祭は世界で無名

なのか」と題する記事（控訴人記事）の著作者・

著作権者ということです。 

（イ）本件の被控訴人は、「新聞社であり，ウェブ

サイト「Ａ新聞デジタルＡＪＷ」を運営するもの」

です。被控訴人は，平成２７年１１月１３日，ウ

ェブサイトに「ONE TAKE ON JAPANESE CINEMA: 

Taking the good with the bad at the Tokyo 

International Film Festival」（被控訴人記事）

を掲載したということです。 

４．本件の争点 

 本件では、原審と同様に、(1)著作権ないし著作

者人格権侵害の成否（争点１）として、（ア）翻案

権侵害の成否、（イ）同一性保持権侵害の成否、（ウ）

名誉・声望権侵害の成否、が争われ、(2)名誉毀損

の成否（争点２）として、（ア）社会的評価の低下

の有無、（イ）真実性の抗弁ないし公正な論評の抗

弁の成否、が争われ、(３)損害発生の有無及びそ

の額（争点３）が争われました。 

判 決 
情 報 

平成２８年（ネ）第１００９１号 

著作権侵害等に対する損害賠償請求控訴事件 
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 そして、本件では、更に、控訴人から、（１）名

誉棄損の成否について、及び（２）名誉・声望権

侵害の成否、について補充主張がされています。 

５．裁判所の判断 

 裁判所では、原審の判断を引用して本件控訴を

棄却しました。そして、控訴人の補充主張に対し

ては、次のように判断を行いました。 

 

◆名誉棄損の成否について◆ 

（１）社会的評価の有無について 

 ア．控訴人は、「控訴人記事のうち，多額の税金

が使われている公益性の高い東京国際映画祭につ

いて，これを運営する公益財団法人の理事と関係

が深い複数の企業が，独占的かつ５年連続して事

業委託を受けている実態など，公共の利害に係る

事項の記載が，一般読者の普通の注意と読み方を

基準として判断される控訴人の社会的評価を左右

する部分であり，そのような重要な事実の記載を

欠く紹介をした場合，一般読者は控訴人記事との

同一性を体感することはできず，控訴人記事への

信頼を毀損するから，被控訴人記事が上記重要な

事実の記載を欠く紹介をしたことは，控訴人の社

会的評価を低下させるものである」との主張をし

ていました。 

 しかし、裁判所は、「原判決が説示するとおり，

被控訴人記事の記載が控訴人の社会的評価を低下

させるものであるかどうかは，被控訴人記事につ

いての一般読者の普通の注意と読み方を基準とし

て，被控訴人記事の記載自体に基づいて判断され

るべきものであるから，被控訴人記事の記載自体

ではなく，被控訴人記事において控訴人記事の記

載の一部を紹介しなかったという点については，

たとえ紹介していない部分が控訴人記事における

重要な事実の記載であったとしても，原則として，

控訴人の社会的評価を低下させるものとは認めら

れない。もっとも，控訴人記事の記載の一部を紹

介しなかった場合に，被控訴人記事に接した一般

読者の普通の注意と読み方を基準として，控訴人

記事の趣旨や内容が誤解されるようなときには，

当該誤解に基づいてその著作者である控訴人の社

会的評価が低下するということはあり得ると解さ

れる。しかしながら，被控訴人記事に接した一般

読者の普通の注意と読み方を基準とすれば，被控

訴人記事は，控訴人が「東京国際映画祭と日本映

画全般の残念な国際的な地位は“映画村”のせいだ

と批判し，映画産業の既得権益に触れ」るととも

に，「２０１４年度の映画祭事業費の３分の２は大

手映画会社とその子会社，巨大広告代理店の電通，

大手不動産会社の森ビルらが独占する委託費にな

っていることを指摘し」て，「東京国際映画祭・・・

に対する厳しい批判」を行った旨を記載したもの

（控訴人の訳文による。）と理解されるのであって，

控訴人がこのような批判や指摘をした旨の一般読

者の理解は，控訴人記事の趣旨や内容を誤解した

ものとはいえず，したがって，被控訴人記事が，

控訴人記事の趣旨や内容を誤解させ，当該誤解に

基づいて控訴人の社会的評価を低下させるものと

いうこともできない。」と判断しました。 

 イ．また、控訴人は、「被控訴人記事の「日本映

画全般のがっかりするような国際的な地位」とい

う記載は，控訴人記事において控訴人が日本の映

画作品やその創作性，創作に関わる映画制作者を

含む国際的地位を「がっかりするほど低い」と評

価，評論したという事実を摘示したことになるが，

そのような事実はないから虚偽であり，映画プロ

デューサーである控訴人が説得力のある理由や根

拠を示すこともなく，他のアーティスト作品や創

作性の国際的地位が低いと評価，評論したという

虚偽の事実は，控訴人の社会的評価を低下させる」

と主張していました。 

 しかし、裁判所は、「被控訴人記事の「東京国際

映画祭と日本映画全般の残念な国際的地位」とい

う記載における「日本映画全般」（原文では，

「Japanese cinema in general」）という用語は，

多義的であるといえ，文脈次第では，控訴人が主
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張する「日本の映画作品やその創作性，創作に関

わる映画制作者」を指す意味に解される場合もあ

り得るものの，被控訴人記事においては，「日本映

画全般の残念な国際的地位は“映画村”（“原子力村”

から派生した造語）のせいだと批判し」という文

脈で用いられ（控訴人の訳文による。），これに続

いて，映画産業の既得権益，東京国際映画祭の事

業費の使途，政府のクールジャパン政策の恩恵の

享受について記載されているのであるから，被控

訴人記事に接した一般読者の普通の注意と読み方

を基準とすれば，ここでの「日本映画全般」とい

う用語は，日本の「映画産業」全体を指すものと

理解され，個別の映画作品や映画制作者を指すと

理解されるものではない。そして，そのような映

画産業という趣旨において，控訴人記事が日本の

映画産業が国際的に不本意な地位にあるとの趣旨

の評価，評論を行っていたことは，原判決１４頁

１行～１５頁１行記載のとおりであり，被控訴人

記事における控訴人記事の引用紹介が正確性を欠

くとまでは認められない。控訴人の主張は理由が

ない」、と判断しました。 

ウ．また、控訴人は、「被控訴人記事は，２０１５

年東京国際映画祭を受けて書かれたものであるか

のように紹介しているが，控訴人記事は，同年の

東京国際映画祭の前に発売されたものであり，映

画プロデューサーである控訴人が，被控訴人が大

幅に改善されたと批評した同年の東京国際映画祭

を受けてもなお残る毎年恒例の東京国際映画祭の

酷評を行ったという虚偽の事実は，控訴人の社会

的地位を低下させる」と主張していました。 

 これに対して裁判所は、控訴人主張のとおり，

控訴人記事が２０１５年東京国際映画祭を踏まえ

て書かれたものであるかのような印象を与える不

適切な措辞であるというべきである、と指摘しま

した。 

 しかし、裁判所は、「もっとも，被控訴人記事は，

それ自体が２０１５年東京国際映画祭の終了から

２週間足らずのうちに掲載されたものであり，「Ｘ

は２０１４年度の映画祭事業費の３分の２は大手

映画会社とその子会社，巨大広告代理店の電通，

大手不動産会社の森ビルらが独占する委託費にな

っていることを指摘した。」と記載して，控訴人記

事において指摘されているのが「２０１４年度の

映画祭事業費」であることをも示していることか

らすると，被控訴人記事に接した一般読者の普通

の注意と読み方を基準とすれば，控訴人が２０１

４年度の事業費を根拠として東京国際映画祭に対

する批判をしているものであると理解され，上記

の不適切な措辞を考慮しても，控訴人が２０１５

年度の事業費を根拠として東京国際映画祭に対す

る批判をしていると誤解されるものではないと認

められる」、などとして、「控訴人記事について，

２０１５年東京国際映画祭以降もなお残る毎年の

恒例行事となっている「厳しい批判」として紹介

したことは，不適切な措辞を含むものではあるも

のの，なお控訴人の社会的評価を低下させるとま

ではいえないものと認められる」とし、「控訴人の

主張は理由がない」と判断しました。 

（２）真実性の抗弁ないし公正な論評の抗弁の成

否について 

 裁判所は、「被控訴人記事が控訴人の社会的評価

を低下させるものではなく，被控訴人記事による

名誉毀損が成立しないことは，前記引用の原判決

が認定説示するとおりである」として、「真実性の

抗弁ないし公正な論評の抗弁の成否について判断

する必要はないから，この点に関する当審におけ

る控訴人の補充主張に対する判断はしない」とし

ました。 

 

◆名誉・声望権侵害の成否について◆ 

（１）控訴人は、「被控訴人記事は，控訴人記事へ

の意見表明ないし論評ではなく，恣意的に歪曲し

た虚偽の事実の摘示に該当する」と主張していま

した。 

 しかし、裁判所は、「被控訴人記事は，控訴人が

控訴人記事において「映画祭に対する厳しい批判」
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を行った旨記載するものであるが，控訴人記事が

「映画祭に対する厳しい批判」であることは，証

拠等をもってその存否を決することができる事項

ではないから，事実の摘示ではなく，控訴人記事

への意見ないし論評の表明に当たるというべきで

ある。控訴人は，「厳しい批判」は，「改善が見ら

れた２０１５年イベント以降でも毎年酷評がつき

まとう東京国際映画祭」という東京国際映画祭の

状態を説明しているものであると主張するが，被

控訴人記事は，「映画祭に対する厳しい批判は毎年

の恒例行事となっている。そして今回それを行っ

たのが映画プロデューサーであるＸである。」と記

載しているのであるから（控訴人の訳文による。），

控訴人が「それを行った」，すなわち，「厳しい批

判」を行ったとの意見ないし論評を表明している

ことは明らかである」とし「控訴人の主張は理由

がない」と判断しました。 

（２）また、控訴人は、「①「大幅な改善努力を見

せた２０１５年東京国際映画祭を受けてもなお毎

年恒例の酷評を控訴人が行った」，②「控訴人が日

本映画作品やその創作性及び日本映画制作者の国

際的地位が不本意であるという評価，評論を行っ

た」，③「不本意な国際的地位を理由として既得権

益を批判した」という記述は恣意的に歪曲された

虚偽であり，名誉・声望権を侵害する」と主張し

ていました。 

 しかし、裁判所は、「著作物に対する意見ないし

論評などは，それが誹謗中傷にわたるものでない

限り，著作権法１１３条６項の「名誉又は声望を

害する方法によりその著作物を利用する行為」に

該当するとはいえないところ，被控訴人記事が控

訴人又は控訴人記事を誹謗中傷するものとは認め

られないことは，前記引用の原判決が認定説示す

るとおりである」などとして、「控訴人の主張は理

由がない」と判断しました。 

 そして、裁判所は、「控訴人の請求をいずれも棄

却した原判決は相当であって，本件控訴は理由が

ないからこれを棄却する」と判断しました。 

６．コメント 

 本件は、控訴人が記載した記事に基づいて被控

訴人のウェブサイト上に掲載された文書が、控訴

人の有する翻案権等を侵害するものであり、その

文書の紹介記事の内容により控訴人の名誉等が毀

損されたとして争いになった事案の控訴審です。 

 本件控訴審では、裁判所は、複製権や同一性保

持権については原審の判断を引用し、控訴人から

補充的に主張された名誉棄損等による侵害の成立

についても否定しています。 

 著作物は、もともと思想又は感情を創作的に表

現したものであることもあって、著作物の創作者

には著作者人格権が認められています。そのため、

通常の財産権に関する訴訟とは異なって、著作者

の名誉や声望の侵害など、属人的な要素が主要な

争点になる場合も多いようです。 

 最近は、安易に引用や転載を行うことでトラブ

ルが生ずる例が多くなっておりますが、商業ベー

スでこうした引用や転載を行う場合には、特に注

意する必要があるようです。 

 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。 

【判決文等ＵＲＬ】 

（全文） 

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

464/086464_hanrei.pdf 

（原審） 

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

113/086113_hanrei.pdf 

  

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/464/086464_hanrei.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/464/086464_hanrei.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/113/086113_hanrei.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/113/086113_hanrei.pdf
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１．事案の概要 

 本件は、異議２０１４－９００３３５号事件（以

下、「本件決定」とする。）に対する商標登録取消

決定取消請求事件です。 

 原告は、下記に記載する、上段に「Dr. Coo」、

下段に「AQUA COLLAGEN GEL」を配した二段書き商

標（以下「本件商標」とする。）について、平成２

６年５月２０日に商標登録出願し、同年の９月８

日に登録査定を受け、その後登録料が納付され、

同年の１０月３日付で設定登録を受けた商標権者

です。 

 本件商標に対して、株式会社ドクターシーラボ

（平成２７年１２月に「株式会社シーズ・ホール

ディングス」に商号を変更。以下「申立人」とす

る）は、平成２６年１１月２９日に商標法４条１

項１０号及び１１号に該当するとして登録の異議

を申立てました。 

  特許庁は、この申立てを異議２０１４－９０

０３３５事件として審理し、平成２８年２月２９

日に本件商標の商標登録を取消す旨の決定を行い

ました。 

 取消決定の理由は、本件商標と引用商標１ない

し３は、「アクアコラーゲンゲル」の称呼を共通に

することなどから類似する商標と認められ、両者

の指定商品はいずれも「せっけん類」、「化粧品類」

であって、同一又は類似の商品といえるから、本

件商標は商標法４条１項１１号に違反してなされ

たというものです。 

 原告は、これを不服として、本件商標登録の取

消決定の取消しを求める訴訟を知財高裁に対して

提起しました。 

 詳細は、裁判所 HPにてご確認下さい。 

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

230/086230_hanrei.pdf 

２．本件商標 

 

本件商標：  

 

登録番号：第５７０７３６２号 

出 願 日：平成２６年（２０１４）５月２０日  

登 録 日：平成２６年（２０１４）１０月３日 

指定商品 

第３類 コラーゲンを配合したゲル状の化粧品，

コラーゲンを配合したゲル状のせっけん類 

３．引用商標 

◆引用商標１（登録第４５５９８１４号）◆ 

 

 

 

指定商品  第３類「コラーゲンを配合してなる

ゼリー状のせっけん，コラーゲンを配合してな

るゼリー状の化粧品」  

登録出願日：平成１３年２月２６日  

設定登録日：平成１４年４月１２日  

◆引用商標２（登録第５６９０４５２号）◆ 

 

 

 

指定商品  第３類「家庭用帯電防止剤，家庭用

脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯

用柔軟剤，洗濯用漂白剤，コラーゲンを配合し

てなるゼリー状のせっけん，コラーゲンを配合

してなるゼリー状の歯磨き，コラーゲンを配合

してなるゼリー状の化粧品，香料，薫料，つけ

づめ，つけまつ毛」  

登録出願日 平成２６年３月７日  

設定登録日 平成２６年８月１日  

判 決 
情 報 

平成２８年（行ケ）第１００９０号 商標登録取消決定取消請求事件 

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/230/086230_hanrei.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/230/086230_hanrei.pdf
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◆引用商標３（登録第５７０９６９４号）◆ 

 

 

 

指定商品  第３類「家庭用帯電防止剤，家庭用

脱脂剤，さび除去剤，染み抜きベンジン，洗濯

用柔軟剤，洗濯用漂白剤，コラーゲンを配合し

てなるゼリー状のせっけん，コラーゲンを配合

してなるゼリー状の歯磨き，コラーゲンを配合

してなるゼリー状の化粧品，香料，薫料，つけ

づめ，つけまつ毛」  

登録出願日 平成２６年５月１５日  

設定登録日 平成２６年１０月１０日 

４．ドクターシーラボ標章 

 

 

 

５．争点 

本件商標の商標法４条１項１１号該当性判断の誤

り 

６．裁判所の判断 

◆本件商標の商標法４条１項１１号該当性判断の

誤り◆  

 結論からいうと知財高裁は、本件商標は引用商

標１及び２に類似する商標であり、本件決定の判

断に誤りはないとしました。 

 原告は、本件訴訟において、「Aqua-Collagen-Gel」

の部分は全体として商品の品質、原材料を表示し

たものとして認められるから、自他商品識別機能

を有さないから、本件商標は４条１項１１号に該

当しないとの主張をしました。 

 そこで知財高裁は、申立人の商標である

「Aqua-Collagen-Gel」が取引者・需要者にどの程

度認識されているかについて判断しています。 

 証拠によると、以下のような事実があります。 

・申立人の国内通信販売に係る登録会員数は、平

成２６年７月時点において１０４５万人に達して

いる。 

・申立人は平成２３年度のスキンケア資料のメー

カーシェアにおいて第９位（シェア２．７％。第

１位の資生堂はシェア１２．２％）に位置してい

る。 

・ドクターズコスメ分野での平成２４年度の企業

別シェアでは、申立人は４５％のシェアを占め、

他を大きく引き離している（尚、第２位のロート

製薬のシェアが７．５％）。 

・申立人は、平成１１年２月の設立当初からドク

ターズコスメに属する商品の一つとして、「アクア

コラーゲンゲル」の名称を付したコラーゲンを配

合してなるゼリー状の化粧品（アクラコラーゲン

ゲル化粧品）を製造、販売していて、その後、ア

クアコラーゲンゲル化粧品は、複数の種類の化粧

品を販売するようになった。これらのアクラコラ

ーゲンゲル化粧品の容器には、いずれもドクター

シーラボ標章の下に「Aqua-Collagen-Gel」の欧文

字が組み合わされた標章（実質的に引用商標１と

同一といえるものが）表示され、その下に各種商

品の名称が欧文字や漢字で表示されている。 

・アクアコラーゲンゲル化粧品の累計販売個数は、

平成１４年１１月に１００万個を超え、平成２６

年７月には３，０００万個に達している。 

・申立人は、全国各地の放送局において、アクア

コラーゲンゲル化粧品のＴＶＣＭを繰り返し放映

している。そして、その放映回数は、平成２０年

８月から平成２１年７月までの１年間で２万８０

９３回、平成２５年８月から平成２６年７月まで

の１年間では１万６１４５回に及んでいる。…

etc. 

 上記のような認定事実から、知財高裁は、本件

商標の登録査定時（平成２６年９月８日）におい

て、申立人は、我が国のスキンケア市場における

有力メーカーの一つであり、とりわけドクターズ

コスメの分野では、パイオニア的な存在であると
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ともに、圧倒的なシェアを誇るトップメーカーで

あり、上述したような事実を総合的に判断すると

アクアコラーゲンゲル化粧品の商品名を片仮名で

表記した「アクアコラーゲンゲル」の標章及び引

用商標１及びその構成中の「Aqua-Collagen-Gel」

の文字は、本件商標の登録査定時（平成２６年９

月８日）において、申立人が製造、販売するアク

アコラーゲンゲル化粧品を表示する商標として、

全国のスキンケア化粧品やドクターズコスメの取

引者、需要者らの間において広く認識されていた

ものと認めることができるとしました。 

 本件商標と引用商標１及び２の類否判断につい

ては、本件商標は、上段に欧文字の「Dr. Coo」を、

下段に欧文字の「AQUA COLLAGEN GEL」を配した結

合商標で、上下二段に分けて表記されている上、

上段と下段は文字数、文字の大きさが違うことか

ら両者は外観上明瞭に区別でき、「Dr. Coo」と

「AQUA COLLAGEN GEL」の文字は観念上においても

特段の結びつきがあるものではなく、明瞭に区別

して認識されるものといえるとし、下段の「AQUA 

COLLAGEN GEL」の部分を要部として判断すること

が可能であるとしました。 

 引用商標１、２の「Aqua-Collagen-Gel」の文字

の部分は、前述したとおり申立人のアクアコラー

ゲンゲル化粧品を示すものとして全国の取引者、

需要者らに広く認識されている事実が認められる

からこの部分を要部として判断することが可能で

あるとしました。 

 そして、その上で、本件商標と引用商標１、２

の要部からは、「アクアコラーゲンゲル」の称呼と

申立人の製造、販売するアクアコラーゲンゲル化

粧品の観念が生じるものと認められるとし、本件

商標と引用商標１及び２とは、いずれも商標全体

の外観においては異なるものの、そこから生ずる

称呼及び観念をいずれも共通にする商標であり、

取引者、需要者にとって、互いに紛らわしく、そ

の出所について混同を生ずるおそれがあるものと

いえるから、両商標は類似する商標というべきで

あるとし、原告の請求を棄却しました。 

７．コメント 

 原告は、本件商標のうち「AQUA COLLAGEN GEL」

は、「AQUA」の部分がラテン語で「水」を表し、

「COLLAGEN」の部分が「膠原、コラーゲン」を意

味し、「GEL」の部分が「ゲル、膠化体」を意味す

るので、指定商品との関係においては識別力を有

さないので、要部として抽出すべきでないとの主

張をしています。 

 しかしながら、知財高裁は、認定事実から

「Aqua-Collagen-Gel」は申立人の商標として需要

者、取引者に広く認識されているので要部として

抽出できるとしています。 

 申立人の「Ｄｒ．Ｃｉ：Ｌａｂｏ アクアコラ

ーゲンゲル」は、ＴＶや雑誌などでも頻繁に広告

宣伝がなされており、メインは通信販売かもしれ

ませんが、ドラックストアやコンビニ等でも一部

取り扱われていますので、化粧品を使用する女性

であれば、大半の方はご存じなのではないでしょ

うか。 

 「Ｄｒ．Ｃｉ：Ｌａｂｏ アクアコラーゲンゲ

ル」は、オールインワンタイプの化粧品で、洗顔

後のスキンケアがこれ１つで済むというもので、

スキンケアを手軽に済ませられるという便利なも

のです。 

 私もサンプル品は使用したことがあるのですが、

乾燥肌なので、オールインワンタイプだと十分に

保湿をした気がしないので、製品購入には至らな

かったのですが、スキンケアを手軽に済ませたい

という人からは、かなり人気があるようです。 

 認定事実によると、申立人は、ドクターズコス

メの中で圧倒的なトップシェアを誇っており、ア

クアコラーゲンゲル化粧品は原告が設立された当

初の平成１１年から今までの間に累計販売数３０

００万個を超えている等の事情がございますので、

申立人のアクアコラーゲンゲル化粧品は、申立人
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の商標として取引者、需要者に広く認識されてお

り、これだけ売れているのであれば、自他識別機

能を発揮していたという判断で妥当だと思います。 

 尚、申立人は、商願２０１４－０７５８８３「ア

クアコラーゲンゲル」、商願２０１４－７５８８４

「Ａｑｕａ‐Ｃｏｌｌａｇｅｎ‐Ｇｅｌ」と２つ

の商標出願をしておりますが、商標法３条１項各

号及び４条１項１６号で拒絶査定を受けて拒絶査

定不服審判係属中です。 

 登録査定を受けるには、３条２項の適用を受け

る必要があり、３条２項の適用を受けるには著名

性が必要で、日本全国に知られている必要があり

ます。 

 個人的には、「Ａｑｕａ‐Ｃｏｌｌａｇｅｎ‐Ｇ

ｅｌ」は、オールインワンタイプ化粧品の先駆け

的な存在であり、認知度も相当高いと思いますの

で、３条２項の適用を認めても良いのではないか

と思いますが、特許庁がどのような判断をするの

か注目して見ていきたいと思います。

  

ロシア モスクワ 
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成均館大が米国で特許侵害訴訟を提起しました。

2016 年 11 月に、サムスン電子等を相手に米国で

特許訴訟を提起した KAIST に続いてアジアの大学

としては二番目です。 

成均館大もやはり KAIST のように特許管理専門会

社（NPE）が介入することなく、直接原告として出

ているという点で、アジアの大学も特許訴訟で収

益化に乗り出したという分析が提起されています。

また、同時に、国内の大学や研究機関の訴訟等を

代行するために設けられた韓国初の NPE「インテ

レクチュアル・ディスカバリー（以下、ID）」の役

割が曖昧になったという評価もあります。英国の

特許媒体 IAMは、成均館大が昨年 12月初めに、ド

イツの光学機器メーカーカール・ツァイスと米国

の 3DメーカーLMIテクノロジーを相手に、米国の

カリフォルニア北部連邦地方裁判所に特許訴訟を

提起したことを報道しました。原告である成均館

大学校産学協力団は、２つのメーカーが「構造化

光ベース 3D カメラの最適露出決定法及びシステ

ム」の特許（登録番号 7957639）を侵害したと主

張しています。 

外国の報道機関は、今回の訴訟の原告が、「アジア

の大学」であるという点に注目しています。これ

まで特許の収益化に関心がなかったアジア圏の大

学である KAIST や成均館大等が、一週間の間隔で

相次いで特許訴訟を提起したためです。さらに、

特許権行使をめぐった否定的な認識と、「パテント

トロール」と映る可能性があるという懸念等にも

拘わらず、大学が特許訴訟を提起した背景には、

研究開発の成果に対して訴訟で補償を受けようと

する意図があると解釈しています。 

大学が直接原告として訴訟を行った場合、NPE に

特許を譲渡してから、紛争の解決後に収益の一部

をもらっていた構造から抜け出すことができます。

期待収益が増えるという意味です。NPE 業界全体

には、このような変化が好材料として作用するこ

とが予想されます。大学が本格的に特許紛争に着

手すれば、様々な訴訟やライセンス戦略を立てる

のに NPE の助けが避けられないためです。優れた

研究成果を保有しているアジアの大学は、特許収

益化に特化した NPE にとって「金鉱」のようなも

のです。大学のこのような変化が NPE の事業モデ

ルにとって脅威よりも、むしろチャンスになる可

能性が高いという評価が出ている理由です。 

しかし、IDの立場は曖昧になることが予想されま

す。2010 年に、官と民の合同で出発した ID の主

要な役割には、大学と研究機関の特許権行使や収

益化支援等が含まれています。今回のように大学

が直接訴訟に乗り出せば、IDの役割が減ることが

避けられません。外国の報道機関は、米国特許商

標庁の資料を見ると、KAIST と成均館大はいずれ

も ID に特許を移転した記録があり、ID が訴訟を

代行してきた可能性もありますが、両大学が今後

訴訟を直接行うこととした場合、IDに投入する政

府の予算は再検討しなければならないと指摘して

います。IDの将来は、民営化から見つけなければ

ならないという既存の論調を再度繰り返したわけ

です。現在、IDは 2015年の営業収益（26億 2700

万ウォン）が営業損失（68億 3900万ウォン）の 3

分の 1 ほどに留まっている上、キム・グァンジュ

ン前社長も 10月に辞任する等、厳しい時期を過ご

しています。 

（ソウルの Ha & Ha 法律特許事務所からのレター

に拠ります） 

  

海 外 
情 報 

成均館大、米国で特許訴訟提起 
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韓国で公正取引委員会から独占禁止法に違反した

として、1 兆 300 億ウォンの課徴金の支払いを命

じられたクアルコムが、事実上不服として法廷攻

防を表明しました。特に、クアルコムは調査過程

で事件資料、重要証人に関する情報を共有してい

ない公正取引委員会の方針が、韓米 FTA 規定を違

背していると反発し、この事案を韓米通商問題に

拡大させる意向を示しました。公正取引委員会は、

全員会議でクアルコムの米国本社であるクアルコ

ム・インコーポレイテッドと無線通信用半導体事

業を行っている傘下の子会社 2 社に対して課徴金

1 兆 300 億ウォンを課しました。クアルコムがモ

デムチップセットの競合メーカーの要請にも拘わ

らず、チップセットの製造、販売に必須的な標準

必須特許（SEP）に対するライセンスの提供を、拒

絶又は制限したというものです。 

ある企業の特許が標準必須特許として採択される

と、他の企業は回避設計が不可能であり、該当技

術を利用しなければ関連製品を生産できません。

このため、標準必須特許の場合、特許権者は他の

企業と特許交渉を行う際に、公正で合理的、かつ

非 差 別 的 （ fair 、 reasonable 、 and 

non-discriminatory）でなければなりません。こ

れを「FRAND 原則」といいます。特定企業が新技

術を開発して独占的な特許を確保したとしても、

該当技術に対する IT 業界の需要が大きかったり、

代替技術がない場合、特許保有企業は FRAND 原則

に従って、他の企業にも適正な使用料を受け取っ

て特許をライセンスしなければなりません。公正

取引委員会は、SEP を保有しているクアルコムが

特許の利用者に公正で、合理的、かつ非差別的に

提供しなければならない FRAND 原則の違反し、途

方もないライセンス料を策定したり拒否し、不当

な利益を得たと判断しました。 

この日クアルコムは、課徴金に対して不服とする

立場を示し、即刻控訴する方針を明らかにしまし

た。クラルコムは、公正取引委員会の決定につい

て、「これは、韓国だけでなく、世界的に数十年間

行われてきた、そして、過去にクアルコムに対す

る公正取引委員会の調査で検討されたが問題とな

らなかったライセンスの慣行に関するものであっ

て、前例もないだけでなく、決して続くことのな

い決定である」として強く反発しました。これに

先だって、クアルコム本社の法務組織に、公正取

引委員会の課徴金賦課に関する内容が伝えられま

したが、内部の検討を経た後、事実上韓国政府と

の法廷攻防が予想されます。 

クアルコムの上層部は、「公正取引委員会の発表は

常識的に納得できない」とし、「法的対応をするの

は当然」と述べました。業界では、今回の法廷攻

防が複雑な IT 技術と直接的な関連があり、また、

サムスン電子、LG電子等関連メーカーの陳述確保

が必要なだけに、少なくとも 1～2年以上続くもの

と見ています。 

一般的にモバイルのチップセットは、スマートフ

ォンの頭脳に当たるアプリケーションプロセッサ

（AP）やグラフィック処理装置（GPU）、通信用モ

デムチップと呼ばれるベースバンド（Baseband）、

Wi-Fi チップ、オーディオコーデック、電力管理

チップ等多様な半導体が入ります。クアルコムは、

このような中核機能を１つにして、ワンチップ

（One-Chip）ソリューションとして具現したスナ

ップドラゴン（Snapdragon）シリーズを販売して

きました。クアルコム以外の他のモバイルチップ

メーカーも類似技術を保有していますが、問題は、

当時高性能の通信モデムを作ることができた会社

が 2009年以降数年間にわたって、クアルコムだけ

であったという点です。技術的に難しい部分もあ

りますが、クアルコムが保有している標準必須特

海 外 
情 報 

クアルコム、公正取引委員会の課徴金賦課に反発 
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許の影響が大きいのです。従って、クアルコムの

スナップドラゴンのようなモバイルチップセット

を作るためには、クアルコムの標準必須特許を得

なければなりません。 

クアルコムの暴挙は、この過程で表に出ました。

同社は、他の半導体企業、特にサムスン電子との

通信モデムのライセンス料における交渉過程で途

方もない価格を提案し、事実上、モデムチップの

市場参入を防いだのです。国内企業のある関係者

は、「クアルコムの暴挙は、特にサムスン電子のよ

うに携帯電話やモバイルチップセットを全て製造

する企業との取引で明確に露見した」と述べまし

た。この関係者は、「サムスン電子が自社のスマー

トフォンに自社開発のモバイルチップセットを入

れるためにクアルコムにモデムチップ技術のライ

センスを要請したが、クアルコムはモデムチップ

のライセンス料を過剰に高く設定した」とし、「結

局、サムスン電子の主力のスマートフォン製品に

自社のチップセットの代わりにクアルコムのスナ

ップドラゴンを使うしかない状況になった」と述

べました。 

公正取引委員会のシン・ヨンソン事務処長は、「今

回の措置は自国の企業の保護措置ではなく、世界

市場の競争制限的な効果を考慮して是正するため

である」とし、「クアルコムは世界 200余りの携帯

電話メーカーから必要なライセンスは全て受けて

きました。自社のものは与えず、他社のものは全

てもらうというクアルコムの主張は間違っている」

と述べました。このようなクアルコムのビジネス

モデルは、既に 2000 年代初めから世界の IT 業界

で問題として提起されてきました。当時も通信用

モデムチップ市場の強者であったクアルコムは、

1996年に世界で初めて開発した CDMA（コード分割

多重接続）モデムチップの標準必須特許技術に基

づいて、携帯電話の頭脳に当たるモバイル用中央

処理装置（CPU）及び QDSP、自社開発したソフト

ウェアを「抱き合わせ」する方式で事業を行って

きました。2009年にも公正取引委員会は、国内の

携帯電話メーカーにクアルコムが保有していた移

動通信技術の使用を強要し、自社の特許が満了と

なったり無効化とした以降も、使用料を支払い続

けさせる内容の契約を締結したという理由で、ク

アルコムに 2,732 億ウォンの課徴金を課しました。

これに対し、クアルコムが公正取引委員会を相手

に訴訟を提起しましたが、法院は「課徴金納付命

令を取り消す」ことを求めるクアルコムの請求を

棄却しました。 

2015年 2月に中国は、クアルコムに反独占規制及

び特許使用料の過多請求調査による課徴金 9 億

7500万ドルを課しました。中国政府が企業に課す

課徴金の規模のうち、過去最大の規模でした。中

国の反独占当局である国家発展改革委員会は、当

時クアルコムが、中国内のスマートフォンメーカ

ーから携帯電話の価格の 5％に達する特許使用料

を受け取ってきたことが「特許権濫用」であると

いう立場を示しました。その後、クアルコムは携

帯電話全体の価格ではなく、携帯電話の価格の

65％に該当する価格を基準に、3.5～5％の特許使

用料のみ受け取ることに合意しました。しかし、

今回の公正取引委員会のクアルコムに対する制裁

は、中国政府の方針とは多少性格が異なります。

業界の専門家は、今回の公正取引委員会の課徴金

賦課方針は、携帯電話の価格の 5％の水準をロイ

ヤリティとして算定するクアルコムのビジネス方

式に対する問題提起ではなく、半導体の競合企業

の参入を防ぐ不公正な通信モデムライセンス料の

策定のやり方を問題にしている点に注目していま

す。公正取引委員会の論理の通りクアルコムのラ

イセンス料の策定のやり方の違法性が認められる

場合、クアルコムが長期間維持してきたビジネス

モデルが揺らぐ可能性も排除できません。 

今回の法廷攻防は、今後、IT市場で米国、欧州等

の「パテントトロール」と韓国企業との間に発生

し得る法的問題を判断するのに重要な根拠になり

得ます。特に、IT業界のトレンドが人口知能、自

動車用半導体、5G通信等に転換する過程で、関連
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市場で独占的地位を構築しようとする大手企業間

の特許紛争が頻繁になることが予想されます。公

正取引委員会の発表が出てから、クアルコムが即

刻反発に出たのも、このような可能性を考慮した

ものと思われます。業界の関係者は、「クアルコム

は中国で天文学的な課徴金を課されたが、結果的

にスマートフォン機器の特定比率をロイヤリティ

に換算するビジネスモデルはそのまま維持してい

る」とし、「クアルコムの NXP買収以降、自動車用

半導体市場、クアルコムに有利な 5G通信等の次世

代市場でも、クアルコムの不当なライセンスのや

り方が続く可能性があるため、今回の訴訟は国内

の IT産業に与える影響が少なくないであろう」と

述べました。別の業界の関係者は、「クアルコムは

包括的ライセンス協定で自社の特許は高値で渡し、

相手方の特許はほぼ無償で受け取る不公正行為が

多かったという点を公正取引委員会が指摘した」

とし、「欧州では FRAND 原則を厳しく適用しており、

米国でも信義誠実の原則の次に FRAND 原則を重要

視している」と述べた。また別の業界の関係者は、

「FRAND 原則に違反し、独占的地位を利用して顧

客や競合企業に恣意的なライセンス料を策定した

り制限した場合、特許訴訟の法理的な根拠を作る

ことはできるが、直ちに違法であると判断するの

は困難である」とし、「FRAND条項について法的な

判断根拠が形成されたのも、2012年頃のサムスン

電子とアップルの特許訴訟から始まったため、ま

だ歴史が浅い」と分析しています。 

（ソウルの Ha & Ha 法律特許事務所からのレター

に拠ります） 

  

エジプト スフィンクス 
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 電流制限器は、電力会社から供給される電力が

予め締結された契約で定める契約量（アンペア値）

を超える事が無いように設けられるものです。そ

のため、電流制限器は、需要家の電力需要量が増

大し、契約している契約量を超えた場合には、電

力の供給を遮断するように動作します。しかし、

このような電力の遮断が生じた場合、需要家の電

力需要設備の全てへの電力の供給が突然絶たれる

ため、需要家に与える影響が大きくなるという弊

害がありました。こうした急な電力供給の停止に

対して、無停電電源装置や自家発電装置等を採用

して対応する事が可能ですが、これらを予め設置

しておくことは、コストが高くなり、特に一般家

庭での対応は困難です。 

 本特許は、電流制限器にかかる電流が過大とな

るか又はその蓋然性が高い場合に、当該電流制限

器が作動して電力の遮断が生じる前に需要家に報

知するとともに、一般家庭等で現在電灯契約され

ている契約量が適正であるか否かを電気知識が無

くても簡単な装置を設置する事で知る事が出来る

ようにし、どの程度の契約量であれば、電流制限

器が作動しないかについて、シミュレーションす

る事を可能とした電流制限器の電流報知器です。 

 図１は本特許の一実施例である電流制限器の電

流報知器１００の正面図で、図２はその内部構成

例を示すブロック図です。電流報知器１００は電

流制限器５５５の下流で、需要家の電気需要設備

の配電盤６６６の手前の電力線に電流検出手段２

０１介して接続されます。電流検出手段２０１は、

既存設備への取付が容易で着脱可能の、非接触型

の変流器（ＣＴ）を用い、電流制限器５５５の下

流側において、電流制限器５５５にかかる電流（負

荷電流）ＩＲを検出します。 

 電源スイッチ１０２は、本電流報知器１００の

作動用の電源３０１のＯＮ又はＯＦＦの切替えを

行うもので、本電流報知器１００では、作動用の

電源に電灯線からの電力を使用せず、本電流報知

器１００の内部に配設した蓄電池等の内部電源が

使用されます。そのため、本電流報知器１００の

取付と取外しは容易であり、需要家は簡便に本電

流報知器１００を利用することが出来ます。 

 設定電流切替スイッチ１０３は、設定手段２０

２における設定を行うための、操作手段３０２の

一つに該当します。そして、本設定電流切替スイ

ッチ１０３の操作により、本電流報知器１００に

接続されている電流制限器５５５の定格電流ＩＳ

Ｂに合わせて、比較評価手段２０３で用いる電流

制限器の定格電流値ＩＳの設定を行います。本設

定電流切替スイッチ１０３により電流値が選択さ

れると、当該選択された定格電流値ＩＳは比較評

価手段２０３に送られます。当該比較評価手段２

０３では、定格電流値ＩＳの値に基づいて、本電

流報知器１００内部に設けられた記憶手段から、

当該定格電流値ＩＳに該当する定格電流を有する

電流制限器の規格表のデータＤＩＳが読み出され

ます。そして、当該比較評価手段２０３において

は、電流検出手段２０１を通じて検出した電流を

安価で簡易なＣＴ変換器やＡＤ変換器等で処理し

た後、負荷電流ＩＲの値を算出し、当該負荷電流

ＩＲの値と規格表に記載されたデータＤＩＳとの

比較と評価とが行われます。そして、その結果に

基づいて、報知手段駆動回路２０５に用いられる

データＨＤＩが生成されて、そのデータＨＤＩが

報知手段駆動回路２０５に送られ、当該報知手段

駆動回路２０５において、報知手段２０６を作動

させるための信号ＨＤＳが出力され、報知手段２

０６による表示がなされ、或いは警報音を発生さ

せます。この際、本電流報知器１００に接続され

ている電流制限器５５５の定格電流ＩＳＢより低

めに定格電流値ＩＳを設定しておけば、需要家は、

契約電流を仮に現在よりも低いものにした場合に、

電力の遮断が生ずるか否かについてシミュレーシ

ョンを行うことが出来ます。 

 表示切替スイッチ１０４は、設定手段２０２に

おける設定を行うための、操作手段３０２の一つ

に該当し、報知手段２０６を構成する表示手段１

０５による表示の内容を切替えるスイッチです。

表示手段１０５による表示は、本電流報知器１０

特許紹介 特許第５７６５７３６号「電流制限器の電流報知器」のご紹介 
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０で設定した定格電流値ＩＳに対する現在の負荷

電流ＩＲのおおよその割合の表示（ＲＴ表示）、又

は、本電流報知器１００で設定した定格電流値Ｉ

Ｓに対する過去の負荷電流ＩＲＬの平均値ＩＡの

おおよその割合の表示（ＨＡ表示）、のどちらかを

選択できるようになっています。本表示切替スイ

ッチ１０４によりＲＴ表示を選択した場合には、

電流検出手段２０１により検出された現在の負荷

電流ＩＲが、設定手段２０２で選択された定格電

流値ＩＳの何％に該当するかが、前記比較評価手

段２０３により算定されて、その結果により、報

知手段駆動回路２０５に用いられるデータＨＤＩ

が生成されて、そのデータＨＤＩが当該報知手段

駆動回路２０５に送られ、当該報知手段駆動回路

２０５において、報知手段２０６を作動させるた

めの信号ＨＤＳが出力され、報知手段２０６によ

る表示がなされ、或いは警報音を発生させます。

本表示切替スイッチ１０４によりＨＡ表示の時間

を選択した場合には、選択した時間に基づき、平

均値算定手段２０４において、過去の負荷電流Ｉ

ＲＬの平均値ＩＡの算定が行われます。即ち、平

均値算定手段２０４では、適当なサンプリング間

隔をおいて記憶手段に記憶された過去の負荷電流

ＩＲＬの値を読み出し、選択された時間に該当す

る分だけ過去に遡って、過去の負荷電流ＩＲＬの

平均値ＩＡの算定を行います。そして、算定され

た平均値ＩＡは、比較評価手段２０３において設

定電流切替スイッチ１０３を通じて設定された定

格電流値ＩＳとの比較が行われ、当該定格電流値

ＩＳに対する負荷電流ＩＲＬの平均値ＩＡの百分

率が算定され、その結果に基づいて、報知手段２

０６の一つである表示手段１０５が駆動されます。

その結果、需要家は、現在から、選択した時間に

該当する分だけ過去に遡って、定格電流値ＩＳに

対する過去の負荷電流ＩＲＬの平均値ＩＡのおお

よその割合がどの程度であるかを、表示手段１０

５により知得することが出来ます。 

 表示手段１０５では、前述したＲＴ表示又はＨ

Ａ表示が、５段階に分けて行われます。表示手段

１０５には５つのＬＥＤを横一列に配置しており、

それぞれのＬＥＤの近傍には、左から右に順番に、

“１０”、“２５”、“５０”、“７５”、“１００”の表記がなさ

れています。これらの数字は、上述した電流制限

器５５５にかかっている現在の負荷電流ＩＲ、又

は、過去の負過電流ＩＲＬの平均値ＩＡが、本電

流報知器１００で設定した定格電流値ＩＳの何％

に該当するかの数字を表示するものです。 

 比較評価手段２０３においては、主として、現

在又は過去の負荷電流ＩＲと定格電流値ＩＳ等と

の比較と評価を行っていますが、比較評価手段２

０３では、電流検出手段２０１により測定される

電流値の時間的な変化を測定して、その評価を行

う構成とする事も可能です。即ち、測定される電

流値とその直前に測定された電流値との変化を測

定し、その結果を記憶手段に保存して評価に活用

することで、負荷電流ＩＲの将来的な変動の予測

とその予測に基づく報知に用いることが可能です。 

 このように、本特許による電流制限器の電流報

知器は、一般家庭を含む電力需要家の配電設備の

手前に簡便に取り付けが可能であり、電力の使い

過ぎによる停電の防止や、電力利用の平準化によ

る電気使用の節約等に有用です。 

（特許権者：株式会社ツーデン）

図１                          図２ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 この８７号がでる３月は、花粉がよく飛ぶ季節です。 

 寒がりなので、昔は、本当に春が待ち遠しかったのですが、２０代の終わり頃から花粉

症になってしまったので、春の嬉しさも半減です・・・。 

 日本では、スギ花粉症が最も一般的かと思いますが、私は、イネとヒノキが重度のアレ

ルギーで、スギは軽度のアレルギーなので、３月～５月が特に辛い感じです。 

 毎年、花粉症のレーザー手術を受けるのと、花粉症対策グッズを買いあさるのが恒例行

事化してしまっております。 

 毎年決まって買うのは、マスク、メントール配合のティッシュ、鼻炎スプレー、ミント

系の花粉用のキャンディ等です。 

 ほかにも、花粉対策用の眼鏡や鼻がすっきりするアロマオイルなども持っています。 

 今年は、空気清浄機を買い替えたのですが、もう一つ気になっているものがあります。 

 それは、花粉対策コートです。 

 何年か前から花粉症対策コートは出回っているのですが、大体は花粉が付着しにくいと

か、ついた花粉が落ちやすいとかだったのですが、去年位から花粉不活性化加工がされた

コートが発売されていてとても気になっています。 

 花粉不活性化加工のされたコートがとても気になっているのでいろいろ見ているので

すが、メーカーホームページ等には、スギ花粉に対する効果しか記載がなく、イネやヒノ

キの花粉に対しても効果があるのか、今のところ不明ですので、もう少し調べて効果があ

りそうだったら買おうかなと思っています。 

 本当は、完治できるものならしたいので、「アレルギーに減感作療法」を試してみたい

のですが通院できるような範囲に「アレルギーに減感作療法」をやっている病院がないの

で残念に思います。 

 いろんな花粉症グッズを試しながら今年もこの季節をうまく乗り切ろうと思う今日こ

の頃です。 
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