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特許審査官が用いる検索機能が利用可能に

トピックス
１．概要

ユーザーの皆様は、これらの機能を活用いただ

経済産業省ホームページ平成３０年３月９日更

くことにより、より正確で効率的な先行技術調査

新 プ レス リ リー ス に よ り ま す と 、 こ の た び、

が可能となります。また、研究開発段階における

J-PlatPat のデータベースを大幅に充実させると

重複投資の防止やイノベーションの促進が期待さ

ともに、検索機能を特許審査システムと共通化す

れます。

ることで、J-PlatPat で新たな検索機能が利用可

また、外国公報の英文テキスト検索が可能とな

能になります、とのことです。また、この会合に

ることで、米国・欧州・国際出願の先行技術文献

先立ち、１日には日米欧の三極ユーザー団体を招

を、英語にて横断的・効率的に調査することが可

待し、三極特許庁長官・ユーザー会合を開催しま

能になり、より適切な海外出願戦略を立てること

した。

が可能となります。

これらの機能を活用いただくことで、ユーザー
の皆様は、より正確で効率的な先行技術調査が可

３．J-PlatPat について

能となり、研究開発段階における重複投資の防止

特許庁では、特許情報がより幅広く簡便に利用

やイノベーションの促進が期待されます。また、

される環境を整備するために、平成１１年３月に

米国・欧州・国際出願の先行技術文献を、英語に

インターネットを通じて特許情報を無料で提供す

て横断的・効率的に調査することが可能となり、

る「特許電子図書館（IPDL）
」サービスを開始しま

より適切な海外出願戦略を立てることが可能とな

した。その後、高度化、多様化する特許情報に対

ります。

するユーザーニーズに応えるべく、平成２７年３

２．新機能について

月に特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）とし
てリニューアルを行い、インターネットを通じた

平成３０年３月１２日から、J-PlatPat のデー

迅速な特許情報の提供を行っております。

タベースを大幅に充実させるとともに、検索機能

J-PlatPat は、特許、実用新案、意匠、商標の

を特許審査システムと共通化することで、

国内外の公報等約１億３０００万件や、審査、登

J-PlatPat で新たな検索機能が利用可能になりま

録、審判に関する経過情報等を蓄積しており、そ

す。主な追加・改善機能は以下の通りです。

の利用回数は年間１億回を超えるなど、我が国に

＜追加機能＞

おいて、誰でも無料で検索・照会ができる特許情

機能１．特許分類とキーワードを掛け合わせた検

報提供サービスとして定着しております。

索

上記トピックスの詳細は、経済産業省ホームペー

機能２．近傍検索

ジの下記該当ページをご参照下さい。

機能３．外国特許公報（米国・欧州・国際出願）

ＵＲＬ＝

の英文テキスト検索＜改善機能＞

http://www.meti.go.jp/press/2017/03/20180309

機能４．国内の公開特許公報等のテキスト検索が
可能な期間の拡大

003/20180309003.html
（平成３０年３月９日更新）

機能５．検索結果表示件数の上限拡大
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［特許］第３６回三極特許庁長官会合開催

トピックス

長官会合では、三極比較研究の進捗を確認する

１．概要

とともに、今後の進め方について引き続き議論し

経済産業省ホームページ平成３０年３月５日更
新プレスリリースによりますと、特許庁（ＪＰＯ）
、
米国特許商標庁（ＵＳＰＴＯ）と欧州特許庁（Ｅ

ていくこととなりました。

４．ＰＣＴの品質改善

ＰＯ）は、３月２日、箱根町にて第３６回三極特

長官会合では、特許庁から、ＰＣＴ国際機関が

許庁長官会合を開催しました、とのことです。ま

作成する国際調査・予備審査の品質維持向上のた

た、この会合に先立ち、１日には日米欧の三極ユ

めの新たな取組の必要性を訴えたところ、そのよ

ーザー団体を招待し、三極特許庁長官・ユーザー

うな取組の重要性について認識が共有され、今後、

会合を開催しました。

具体的な対応策について議論を継続することに合

三極特許庁長官会合では、特許制度調和、コン

意しました。

ＰＣＴの品質改善及び標準必須特許に関する取組

５．標準必須特許等の第四次産業革命
関連

について議論を行いました。また、三極特許庁長

長官・ユーザー会合では、三極ユーザーから、

官・ユーザー会合では、特許制度調和、コンピュ

企業におけるＡＩ活用の実態や課題が紹介される

ータソフトウェア関連発明の三極比較研究、第四

とともに、ＡＩ活用について特許庁による支援が

次産業革命について議論を行いました。

要請されました。

ピュータソフトウェア関連発明の三極比較研究、

長官会合では、特許庁から、本年度の特許制度

２．特許制度調和

小委員会の報告書にて言及された、特許発明の標

三極特許庁長官・ユーザー会合（以下、
「長官・

準必須性に係る判断のための判定の新たな運用に

ユーザー会合」
）では、三極ユーザーから、本年９

ついて紹介し、標準必須特許について今後も状況

月の特許制度調和に関する先進国会合（Ｂ＋会合） を注視するとともに、五大特許庁で議論を行う方
に向けたユーザー間の議論の進捗が報告されまし
た。
三極特許庁長官会合（以下、
「長官会合」
）では、

針に合意しました。

６．三極特許庁長官会合参加者

三極ユーザーの議論の進捗を注視しつつ、制度調

日本国特許庁（ＪＰＯ）
：宗像長官 他

和の実現に向けて三極特許庁で引き続き協力して

米国特許商標庁（ＵＳＰＴＯ）
：イアンク長官 他

いくことが確認されました。

欧州特許庁（ＥＰＯ）
：バティステリ長官 他

３．コンピュータソフトウェア関連発
明の三極比較研究

（オブザーバー）世界知的所有権機関（ＷＩＰ

長官・ユーザー会合では、三極ユーザーから、

上記トピックスの詳細は、経済産業省ホームペー

Ｏ）
：サンデージ事務局次長 他

コンピュータソフトウェア関連発明のグローバル

ジの下記該当ページをご参照下さい。

な権利化に際しての課題が提起されるとともに、

http://www.meti.go.jp/press/2017/03/20180305

三極比較研究に対する期待が表明されました。

006/20180305006.html
（平成３０年３月５日更新）
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トピックス

新しい EPC 規定：更新料及び補充欧州調査料の支払い

欧州特許条

ければならず、現在の金額は 1300 ユーロですが、

約（EPC）の 2 つの規定が、2018 年 4 月 1 日に発

これまでは 190 ユーロ減額されています。

効します。1 つ目は、第 3 年度の更新料の支払い
に関する規定であり、2 つ目は、一部の PCT 出願

EPO 管理理事会が 2017 年 12 月 13 日に下した決

における補充欧州調査料の金額に関するものです。 定により、この調査料の減額は現在取り消されて
１．欧州特許出願の更新料は、出願日の 2 年後か

います。経過規定に従い、2018 年 10 月 1 日まで

ら毎年、欧州特許庁（EPO）に対して支払わなけれ

に補充欧州調査報告の調査料が期限内に減額され

ばなりません。ただし、第 3 年度の更新料は特許

た金額で支払われた場合、EPO の指令から 2 か月

付与までに支払わなければならず、特許付与後の

以内に不足額（即ち 190 ユーロ）を支払えば、当

更新料は、欧州特許が有効な各国内レベルで支払

該調査料は有効に支払われたとみなされます。欧

わなければなりません。今までは、EPO に支払う

州段階への移行を希望する PCT 出願人は、EPO を

べき各更新料は、納付期限に先行する 3 か月以内

ISA として選択することを検討した方がよいかも

に、即ち出願日の応当日に当たる月の末日の 3 か

しれません。例えば米国、日本又はロシアの出願

月前から支払うことができました。新しい EPC 規

人の場合には、受理官庁がこの選択肢を出願人に

則 51 は、第 3 年度の更新料に関してのみ、この前

与えています。それ以外の場合でも、欧州に子会

納期間を変更します。即ち、出願人は希望する場

社や支社がある出願人は、PCT 出願の共同出願人

合には、納付期限に先行する 6 か月以内に、第 3

として、欧州の子会社や支社を指定することによ

年度の更新料を支払うことができます。今回の改

り、この選択肢が可能となります。このようにす

正に伴い、値上げ前の支払いにより第 3 年度更新

れば、出願人は欧州段階への移行時に EPO に調査

料の増額を回避したい出願人にとって、対応可能

料を支払う必要がないため、欧州段階への移行時

な期間が拡大されます。この新しい規則は、第 3

の費用を節約しながら、ISA としての EPO による

年度更新料が 2018 年 4 月 1 日以降に支払われる、 高品質な調査の恩恵を受けることができます。さ
あらゆる欧州特許出願に適用されます。

らに、EPO により発行された ISA 意見書において
認定されたあらゆる特許可能な主題は、中国、日

２．2 つ目の規定は、別の種類の料金、即ち、次

本、韓国、米国、オーストラリア、ブラジル、コ

のいずれかの特許庁が、国際調査機関（ISA）であ

ロンビア、マレーシア、フィリピン、ロシア、ユ

った PCT 出願の欧州広域段階への移行時に支払う

ーラシア特許庁、カナダ、イスラエル、メキシコ

べき調査料に関するものです：オーストラリア特

及びシンガポールにおいて、PPH 試行プログラム

許庁、日本特許庁（JPO）
、韓国知的財産庁（KIPO）
、

に基づき出願審査を申請する際の根拠として用い

ロシア連邦知的財産特許商標庁（ロシア連邦）
、米

ることもできます。

国特許商標庁（USPTO）及び中華人民共和国国家知

米国ヒューストンの Osha Liang 事務所からのレタ

識産権局（SIPO）
。これらの Euro-PCT 出願の場合、

ーに拠ります

EPO により行われる補充調査の調査料を支払わな
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トピックス

主題の特許適格性-米国特許審査便覧（MPEP）の改訂

米国特許商

が高いという結論に至る場合（ステップ 1：NO、

標庁（USPTO）は、2018 年 1 月、米国特許審査便

及び/又は、ステップ 2B：NO）
、審査官は、ステッ

覧（MPEP）の改訂版を公表しました。特に、改訂

プ 1 及び/又はステップ 2B に基づく当該クレーム

版には、Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’

にかかる適切な拒絶理由を明確に述べなければな

L, 134 S. Ct. 2347（2014 年）において示された

りません。拒絶理由は、実体法に基づく不適格性

最高裁の特許適格性テスト
（以下、
「Alice テスト」

にかかる一応の証拠がある事件を示さなければな

という）の実体的な、且つ手続上の実施に焦点を

りません。一応の証拠がある事件の概念は、特許

当てた MPEP の各セクションに対する変更、即ち、 審査における手続上のツールであり、これは、審
MPEP の§2103、2104、2105、2106、及び 2106．03

査官と出願人との間で行き来する責務を割り当て

～2106．07（c）が含まれています。MPEP の改訂

るものです。特に、出願人が十分な通知を受け、

版は、主題の適格性に関する最近の判例法にかか

有効に応答することができるよう、クレームが特

る極めて徹底的な説明から成る一方で、USPTO メ

許を受けることができない理由を明瞭且つ具体的

モランダムにのみ記載のあった従前の USPTO 指針

に説明する最初の責務は審査官にあります。しか

も集約しています。

しながら、この改訂は、USPTO の政策について極

さらに、改訂版は、Alice テストに基づき拒絶理

めて教育的である一方、特許実務者は、裁判所に

由を発行し、克服するために要求される事柄にか

おいて生じる主題の適格性に関する判例法の変更

かる特許審査官と出願人に対する明確な指示を定

について継続的に情報収集するよう注意すべきで

めています。例えば、MPEP の§2106．07 は、特許

す。その重要性を示すべく、MPEP の§2106．05（d）

審査官と出願人との間で責務を以下の通り明らか

は、
「しかしながら、明細書に記載がなくとも、裁

にしています：

判所は、追加要素が十分に理解され、型通りで、

適格性に関する実体法の遵守について、クレー

ありきたりな活動であるとの認定を裏付ける証拠

ム発明を評価するに際して、審査官は、当該クレ

を要求しておらず、代わりに、当該問題を不要証

ーム発明が特許適格な主題を記載するものである

事実が適切な事項として扱っている。
」
（強調付加）

か否かに関して結論を導く前に、証拠全体（例：

と述べています。しかし、改訂 MPEP の公表からわ

明細書、クレーム、審査経過、関連する判例法、

ずか数週間後の 2018 年 2 月 8 日、CAFC は、
「クレ

先行技術など）を検討しなければならない。クレ

ーム要素又は要素の組み合わせが、関連分野の当

ーム発明が、特許適格な主題として認められるか

業者にとって十分に理解され、型通りで、ありき

否かの評価は、請求項毎に行われなければならな

たりなものであるか否かという問題は事実問題で

い。なぜなら、クレームは、明細書中の類似クレ

あり・・・[且つ]明確で説得力のある証拠により

ームによって自動的に決まるものではないからで

立証されなければならない。」と認定しまし。

ある。例えば、独立クレームが不適格であると判

Berkheimer v. HP Inc.、No. 2017-1437（連邦巡

断される場合であっても、従属クレームは、独立

回区控訴差裁、2018 年 2 月 8 日）参照。従って、

クレームに記載された判例法上の除外を著しく超

MPEP は依然として特許適格性を判断するための有

えるほどの限定を追加することを理由として、適

益なツールであるものの、特許実務者は、最新の

格となり得る。よって、出願中の各クレームは、

法律についていけるよう複数のリソースの活用を

そこに記載された特定の要素に基づき別個に検討

継続すべきです。

されなければならない。

（米国ヒューストンの Osha Liang 事務所からのレ

クレーム発明の評価の結果、クレーム全体とし

ターに拠ります）

て適格性に関する何れの基準も満たさない可能性
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審 決
情 報

パロディ商標の類否・出所の混同・フリーライド等

１．無効２０１７－８９００１７
本線商標は，称呼及び観念において比較すること
本件商標：

ができないものの，これを時と所を異にして離隔
的に観察した場合は，互いに混同を生じさせるお

登録番号：第５７９９４６０号

それがある外観上，類似の商標というべきである。
」
（２）出所の混同のおそれ

引用商標１：

「３本線商標は，本件商標の登録出願日前から，
我が国及び世界各国においても，請求人の業務に

登録番号：第４３７６３７７号

係る商品を表示する商標として取引者・需要者の

（その他引用商標２～１４あり）

間に広く認識されていたものと認められ，本件商
標と３本線商標とは，互いに混同を生じさせるお

当審の判断
１

それがある外観上，類似の商標というべきである。

商標法第４条第１項第１５号該当性について

そして，本件商標の指定商品は，被服，かばん類，

（１）本件商標と各引用商標との類否

履物等の服飾品を扱う者が販売する実情があるこ

「本件商標の３本線図形部分と引用商標１ないし

とからすると，本件商標は，本件商標権者がこれ

１４の３本線商標とを対比すると，両者は，左方

をその指定商品に使用した場合，これに接する取

向にやや傾けた長さが異なる細長い台形様図形３

引者，需要者は，請求人に係る著名な３本線商標

本を等間隔で平行に並べ，そのうちの左端に位置

を想起し，請求人あるいは同人と経済的又は組織

するものを最も短くし，右方向に向かって順次長

的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品で

くしていき，右端に位置するものを最も長くした

あるかの如く，その商品の出所について混同を生

図形であって，当該図形全体で三角形様の外形か

ずるおそれがあったというべきである。

らなる点で，構成の軌を一にし，外観において近
似した印象を与えるものである。」
「本件商標と３

したがって，本件商標は，商標法第４条第１項
第１５号に該当する。
」

２．無効２０１７－８９００１０
当審の判断
本件商標：

１ 商標法第４条第１項第１５号該当性について
（１）本件商標と引用商標との類否

登録番号：第５４９０４３２号

「本件商標と片仮名『ゴジラ』とは、ローマ字
と片仮名とが相違し、外観上、明らかに区別でき、

引用商標：

また、本件商標『ＧＵＺＺＩＬＬＡ』とローマ字
『ＧＯＤＺＩＬＬＡ』とは、２文字目及び３文字

登録番号：第４７８５８７６号 ほか

目の『ＵＺ』の文字と『ＯＤ』の文字とにおいて
相違し、さらに、本件商標は、上記（１）のとお
り、ややデザイン化されているものであるから、
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外観上、区別し得るというべきである。次に、称

者の範囲が異なるものであり、商品の目的、品質

呼については、本件商標は『ガジラ』の称呼が生

が相違し、生産、販売部門も同一であるとはいえ

じ、また、引用商標は『ゴジラ』の称呼が生じる

ない。

ところ、両者は、称呼における識別上重要な要素

してみれば、本件商標は、商標権者がこれをそ

を占める語頭音において、
『ガ』の音と『ゴ』の音

の指定商品について使用しても、取引者、需要者

に差異を有するものであるから、これらの差異が

をして引用商標を連想又は想起させることはなく、

短い３音構成の両称呼全体に及ぼす影響は決して

その商品が請求人又は同人と経済的若しくは組織

小さいものとはいえず、それぞれの称呼を全体と

的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品で

して称呼するときにおいても、その語調，語感が

あるかのように、その商品の出所について混同を

相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはな

生ずるおそれはないものというべきである。

いものといえる。さらに、観念については、本件

したがって、本件商標は、商標法第４条第１項

商標は特定の観念が生じず、引用商標は広く知ら

第１５号に該当しない。
」

れている『怪獣の名称としてのゴジラ』の観念が

２

生じるから、観念において類似するとはいえない。

商標法第４条第１項第１９号及び同項第７号
該当性について

そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称

「本件商標と引用商標とは、上記２（２）のと

呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれ

おり、相紛れるおそれのない非類似の商標であっ

がない非類似の商標というべきである。
」

て別異のものであり、上記２（３）のとおり本件

（２）出所の混同について

商標は、引用商標を想起又は連想させるものでも

「引用商標は、上記１のとおり、本件商標の登録

ない。そうとすれば、本件商標は、引用商標の名

出願時には、既に請求人の制作に係る怪獣映画に

声にただ乗りするなど不正の目的をもって使用を

登場する怪獣の名称として広く認識され、著名と

するものと認めることはできない。
」

なっており、それは査定時においても継続してい
たと認められるものである。

「本件商標が、その出願及び登録の経緯に社会
的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが

しかしながら、本件商標と引用商標とは、上記

商標法の予定する秩序に反するものとして到底容

（２）のとおり、相紛れるおそれがない非類似の

認し得ないような場合に該当するものであること

商標である。

を具体的に示す証左はない」
、「請求人らの主張及

また、本件商標の指定商品は、第７類に属する

びその提出に係る証拠のいずれを見ても、本件商

建築土木機械器具及び廃棄物関連の装置であって、 標をその指定商品に使用することが、社会公共の
専門的な特殊な機械器具装置といえるところ、そ

利益、社会の一般的道徳観念に反するものとはい

の需要者は、建設機械メーカーや建築・土木従事

えない。

者などである。一方、引用商標が使用されている

したがって、本件商標は、商標法第４条第１項

映画及びゴジラのキャラクター商品及び役務の需

第１９号及び同項第７号のいずれにも該当するも

要者は、広汎な一般消費者であるから、その取り

のとはいえない。
」

扱いに係る商品及び役務において、取引者、需要

３．無効２０１６－８９００１４
登録番号：第５３９２９４３号
本件商標：
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（３）アンケート調査結果について（請求人の主張）
引用商標１：

「本件調査結果によれば，該生活アンケートの回
答者の中には，調査対象商標の外観から，
『ピュー

登録番号：第４６３７００３号

マ』及び『プーマ』を連想，想起し，また，その
商品を購入した理由について『スポーツウェア・

調査対象商標：

スニーカーを購入した』
，
『
（有名な）スポーツメー
カー』と回答した者が存在することがうかがえる。

登録番号：第５３９２９４４号

しかしながら，調査対象商標から，
『ピューマ』及
び『プーマ』を連想，想起する場合があるとして

当審の判断

も，６割以上の者が『ピューマ』及び『プーマ』

１．商標法第４条第１項第１５号該当性について

を連想，想起しないこと，
『ピューマ』及び『プー

（１）本件商標と各引用商標との類否

マ』を連想，想起した者が必ずしも請求人の業務

「本件商標と引用商標とは，全体的な形状にお

に係る引用商標と誤認混同しているとは限らない

いて似通った印象を与えるものの，その全体を構

ことを考慮すれば，調査対象商標は，これに接す

成する頭部，首部，足部及び尻尾部において顕著

る者に，直ちに請求人の引用商標を連想，想起さ

な差異を有するものであって，その差異は，明瞭

せるとまでは，いうことができない。
」「したがっ

に看て取れるものであるから，外観において明ら

て，本件商標は，その登録出願時及び登録査定時

かに相違する。」
「本件商標からは，上記（２）イ

において，商標法第４条第１項第１５号にいう『混

のとおり，特定の称呼及び観念を生じないのに対

同を生ずるおそれ』があったとはいえず，同項同

し，引用商標からは、上記（３）イのとおり，
『プ

号に該当しない。
」

ーマ』又は『ピューマ』の称呼を生じ，
『ＰＵｍＡ

２．商標法第４条第１項第７号該当性について

のブランド』としての観念を生じるものであるか

不当な利益を得る等の不正な目的を有する出願か否か

ら，本件商標と引用商標は，称呼及び観念を異に

「引用商標は，本件商標の登録出願時には既に，

する。
」
「以上のとおり，本件商標と引用商標とは，

請求人の業務に係るスポーツシューズ，被服，バ

外観において明らかに相違し，称呼及び観念にお

ッグ等を表示する商標として，我が国の取引者，

いても相紛れるおそれはない。
」

需要者の間に広く認識されているとしても，本件

（２）出所の混同のおそれ

商標と引用商標とは，上記２のとおり，非類似の

「上記２のとおり，本件商標と引用商標とは，非

商標であって，別異のものと認められ，請求人が

類似の商標であって，別異のものというべきであ

提出した証拠からは，本件商標権者が引用商標に

る。そうすると，本件商標は，これを本件商標権

化体した信用・名声及び顧客吸引力に便乗し，不

者がその指定商品に使用しても，取引者，需要者

当な利益を得る等の不正の目的で本件商標を登録

に，請求人の業務に係る引用商標を連想又は想起

出願したものとすべき具体的事実は見あたらな

させることはなく，その商品が，請求人あるいは

い。
」「本件調査結果からは，調査対象商標に接す

同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する

る者に，直ちに請求人の引用商標を連想，想起さ

者の業務に係る商品であるかのように，商品の出

せるとまではいうことができず，請求人が提出し

所について混同を生ずるおそれはないものという

た本件商標権者に関する証拠（甲１８，甲２３）

べきである。
」

からは，本件商標権者が，どのような認識又は目
的を持って，本件商標を登録出願したものである
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かを推し測ることはできない。」
「本件調査結果に

していたものということができない。
」「以上のと

ついては，上記３（２）のとおり，本件商標から

おり，本件商標は，
『公の秩序又は善良の風俗を害

『ピューマ』及び『プーマ』を連想，想起した者

するおそれがある商標』に該当するものというこ

が，必ずしも請求人の業務に係る引用商標と誤認

とはできず，その登録がされた後においても該当

混同しているとは限らないこと，及び調査期間が

するものということはできないから，商標法第４

本件商標の登録査定後であることからすれば，本

条第１項第７号に該当しない。
」

件商標は，引用商標に化体した顧客吸引力に便乗

４．コメント
１

パロディ商標について

での「フランク三浦」の事件が最高裁に申し立て

パロディーの意味は、広辞苑第７版によりますと、 られていましたが、不受理とされ知財高裁の判決
「文学作品の一形式。よく知られた文学作品の文

が確定しました。知財高裁の判決は、特許庁の審

体や韻律を模し、内容を変えて滑稽化・諷刺化し

判において認められた類似性、出所の混同、フリ

た文学。日本の替え歌・狂歌などもこの類。また、

ーライド（著名商標へのただ乗り）等（商標法第

広く絵画・写真などを題材としたものにもいう。」

４条第１項第１０号、１１号、１５号、１９号該

とあります。文学作品や絵画・写真は著作権法に

当）を覆し、両者は非類似であり出所の混同は生

よる保護が可能ですが、パロディ作品はよく知ら

じないと判断しました（平成２７年（行ケ）第１

れた著作物等を基に創作されるものですので、事

０２１９号）
。当該判決でも「本件商標が商標法４

案により元の著作物の侵害が問題となる場合があ

条１項１５号に該当するか否かは，飽くまで本件

ります。

商標が同号所定の要件を満たすかどうかによって

商標は、文字、図形、色彩、音を構成要素とする

判断されるべきものであり，原告商品が被告商品

ものであるため、著名商標をパロディ化した商標

のパロディに該当するか否かによって判断される

も存在し得るものと考えられます。判例において

ものではない。
」と認定しており、パロディ性は商

は、
「『パロディ』なる概念は商標法の定める法概

標法の規定に該当するかについて影響しないと判

念ではなく，講学上のものであって，法４条１項

断されています。また、同号について「確かに商

１５号に該当するか否かは，あくまでも法概念で

標法４条１項１５号の規定は，周知表示又は著名

ある同号該当性の有無により判断すべきである」

表示へのただ乗り（いわゆるフリーライド）及び

と判断されており（平成２１年（行ケ）第１０４

当該表示の希釈化（いわゆるダイリューション）

０４号）
、類似性、出所の混同、著名商標へのフリ

を防止し，商標の自他識別機能を保護することに

ーライドや希釈化の判断にあたっては、パロディ

よって，商標を使用する者の業務上の信用の維持

であるか否かは考慮されないと考えられます。上

を図り，需要者の利益を保護することを目的とす

記事件の経緯を見ますと、特許庁は商標使用者へ

るものではあるものの，飽くまで同号に該当する

の配慮からパロディ商標は著名商標との混同のお

商標の登録を許さないことにより，上記の目的を

それやフリーライドに影響する、裁判所は需要者

達するものであって，ただ乗りと評価されるよう

の視点からパロディ商標であるか否かは影響しな

な商標の登録を一般的に禁止する根拠となるもの

いとの姿勢が見受けられます。

ではない。したがって，原告商品が被告使用商標

昨年、腕時計で著名な「フランク

ミュラー」の

の著名性に乗じ販売されたことを主張するのみで

文字商標とそのパロディ商標といえる手書き文字

は，本件商標が同号に該当することを根拠付ける
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主張となるものとはいえない。
」と判断している点

類似性の程度が重要とされ、同１５号には該当せ

も興味深いです。フリーライド等が生じることを

ず登録される可能性が高くなると考えられそうで

主張するためには、著名商標の識別機能が害され

す。
（なお、上記「フランク三浦」事件の判断は、

ており、それによって需要者が誤って商品を購入

文字商標の登録要件に関してのものであり、実際

するなどの需要者の利益が害されていることもあ

に販売されている時計の形態の類似性や侵害性に

わせて主張する必要があることになります。しか

ついて判断されているものではありません。
）

し、パロディ商標は、著名商標とは異なることは

パロディ商標に関連する事件は以下のものがあり

明らかであって、需要者の利益が害される可能性

ます。

は低いと考えられますので、パロディ商標は主に

※平成２７年（行ケ）第１０２１９号 審決取消請求事件※
ＶＳ

「フランク ミュラー」
（標準文字）

➝ 商標法４条１項１０号，１１号，１５号，１９号 非該当（類似しないし混同も生じない）
※平成２１年（行ケ）第１０４０４号 商標登録取消決定取消請求事件※

ＶＳ

➝ 商標法４条１項１１号，１５号，１９号 非該当（類似しないし混同も生じない）

※平成２３年（行ケ）１０４２６号 審決取消請求事件※

ＶＳ

➝ 商標法４条１項１０号，１５号，１９号 該当（類似し混同・フリーライド有）

※平成２４年（行ケ）第１０４５４号 審決取消請求事件※

ＶＳ

➝ 商標法４条１項７号及び１５号 該当（類似し混同・フリーライド有）

２

審決例①～③について

審決例①について、引用商標は被服などスポーツ

標は著名商標を基にして表現された商標といえる

関連商品において著名といえ、その商標は比較的

と考えられます。

単純な図形からなることを考慮すれば、その構成

審決例②について、両商標は文字商標同士であり、

に特徴があると考えられます。本件商標は、引用

映画「ゴジラ」の宣伝広告の規模や著名性を考慮

商標の単純な図形部分を変更させていますが、特

すれば、「ＵＺ」と「ＯＤ」の差異、
「Ｌ」の有無

徴的な構図において共通していますので、本件商

程度の相異であれば、本件商標は「ゴジラ」を基
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にして創作されたものと理解することは難しくは

ものと理解することは難しくはないと思われます。

ないと思われます。特許庁は、外観・称呼・観念

特許庁は、両商標の基礎となる構図の共通点より

から両商標は非類似であり、また、両商標が使用

も細部の相違を重視し、両商標は非類似と判断し、

される商品・役務の需要者・取引者が異なる等と

また、アンケート調査における６割以上が著名商

して、商標法第４条第７号、１５号、１９号には

標を想起・連想しない点に着目し、商標法第４条

該当しないと判断しています。請求人は本件商標

第７号、１５号、１９号には該当しないと判断し

の権利者が「ＳＵＰＥＲ

ＧＵＺＺＩＬＬＡ」や

ています。審決例③の引用商標は、欧州連合裁判

ＧＵＺＺＩＬＬＡ」などの使用例

所においても争われているケースが複数例あり、

や商標の持つイメージの共通性について主張して

以下の事例では、日々の消費財（履物）を購入す

いますが、特許庁は商標と指定商品の類似性のみ

る一般大衆の平均的な注意度であれば、詳細な相

から同号に該当しないと判断しています。

違点よりも大まかな不完全なイメージに依存する

審決例③は、引用商標は被服などスポーツ関連商

等と認定し、混同を生じるおそれがあると判断さ

品において著名といえ、その商標は単純な動物の

れています（月刊「パテント」２０１７年１２月

シルエットのみからなることを考慮すれば、その

号、５８頁参照）
。

構図にも特徴があるとも考えられます。両商標の

なお、審決例②及び③は現在、審決の取り消しを

細部は異なりますが、構図は共通するといえます

求めて出訴しています。

「ＳＰＡＣＥ

ので、本件商標は著名商標を基にして創作された

※欧州裁判事件番号 Ｒ１３０４／２０１６－１※

ＶＳ

➝ 類似性を理由とする混同のおそれ有り
（欧州連合商標に関する理事会規則第８条（１）
（ｂ）に該当）

ADVANCE
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判 決
情 報

平成２８年（行ケ）第１０２７８号

特許取消決定取消請求事件

そして、本件特許について、平成２７年１０月

１．標題

１５日、特許異議の申立てがされた後、原告は、

新規事項の追加、実施可能要件及びサポート要件

本件特許の明細書及び特許請求の範囲について訂

に係る判断については原告の請求が認容されたが、 正を請求した（以下「本件訂正」という。
）
。
新規性及び進歩性については分割要件により出願

特許庁は、
「本件訂正を認めるとともに、請求項

日の遡及日が認められずに原告の請求が棄却され

１ないし７、９ないし１３に係る本件特許を取り

た例。

消し、請求項８に係る本件特許を維持する」との

（平成３０年１月１５日 知財高裁判決言渡）

決定（以下「本件決定」という。
）をしたことから、

２．関連キーワード

原告は、本件

特許異議申立、新規事項の追加、新規性、進歩性、

５．訂正後の範囲請求項１及び２の記載

実施可能要件、サポート要件、
（分割要件）

本件訂正後の特許請求の範囲請求項１および２

３．関連特許法規

の記載は、次のとおりである（本判決文において

１１３条、１７条の２第３項、２９条１項３号及
び２項、３６条４項１号、３６条６項１号、
（４４
条）

を請求項番号に合わせて「本件発明１」などとい
い、本件発明１ないし７及び９ないし１３を併せ
て「本件各発明」としている。また、本件訂正後

４．事案の概要

の明細書を、図面を含めて「本件明細書」として

原告は、発明の名称を「ピタバスタチンカルシ
ウムの新規な結晶質形態」とする特許出願をした
（以下「本件出願」といい、本件出願当初の明細
書、特許請求の範囲及び図面を「本件出願当初明
細書等」という。
）
。
ちなみに、本件出願は、平成１６年２月２日（優
先権主張：平成１５年２月１２日、欧州特許庁）
にした特許出願（以下「第１出願」という。
）の一
部についてした特許出願（以下「第２出願」とい
う。
）の一部についてした特許出願（以下「第３出
願」という。
）の一部についてした特許出願である
（以下、第３出願当初の明細書、特許請求の範囲
及び図面を「第３出願当初明細書等」という。
）
。
原告は、本件出願について特許をすべき旨の査
定を受け、平成２７年２月２７日、設定の登録を
受け、同年４月１５日、特許掲載公報が発行され
た（請求項の数１３。以下、この特許を「本件特
許」という。
）
。
12

は、本件訂正後の請求項１ないし１３に係る発明

ADVANCE

いる。）
。なお、本件訂正後の特許請求の範囲請求
項３ないし１３の記載は割愛する。
「
【請求項１】
Ａ

２θで表して、５．０±０．２°、６．８±０．

２°、９．１±０．２°、１３．７±０．２°、２０．
８±０．２°、２４．２±０．２°に特徴的なピーク
を有し、２０．２±０．２°に特徴的なピークを有
しない、特徴的なＸ線粉末回折図形を示し、
Ｂ

ＦＴ－ＩＲ分光法と結合した熱重量法により

測定した含水量が９～１５％である（但し、１０．
５～１０．７％（ｗ／ｗ）の水を含むものを除く）
、
Ｃ

（３Ｒ、５Ｓ）－７－［２－シクロプロピル

－４－（４－フルオロフェニル）キノリン－３－
イル］－３、５－ジヒドロキシ－６（Ｅ）－ヘプ
テン酸ヘミカルシウム塩の
Ｄ 結晶多形Ａ。
Ｅ

但し、２θで表して、５．０±０．２°（ｓ）、

６．８±０．２°（ｓ）
、９．１±０．２°（ｓ）
、１

IP NEWS
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０．０±０．２°（ｗ）
、１０．５±０．２°（ｍ）、

を満たしておらず、同法１１３条４号に該当する、

１１．０±０．２°（ｍ）
、１３．３±０．２°（ｖｗ）
、

③本件各発明に係る特許は、同法３６条４項１号

１３．７±０．２°（ｓ）
、１４．０±０．２°（ｗ）
、

に規定する要件（実施可能要件）を満たしておら

１４．７±０．２°（ｗ）
、１５．９±０．２°（ｖｗ）
、

ず、同法１１３条４号に該当する、④本件出願は、

１６．９±０．２°（ｗ）
、１７．１±０．２°（ｖｗ）
、

第３出願の一部を新たに特許出願とするものでは

１８．４±０．２°（ｍ）
、１９．１±０．２°（ｗ）
、

ないから、もとの特許出願の時にしたものとはみ

２０．８±０．２°（ｖｓ）
、２１．１±０．２°（ｍ）
、

なされず、その出願日は平成２６年７月３０日と

２１．６±０．２°（ｍ）
、２２．９±０．２°（ｍ）
、

なるところ、本件発明１、１０及び１１は、引用

２３．７±０．２°（ｍ）
、２４．２±０．２°（ｓ）
、

例１に記載された発明（以下「引用発明１」とい

２５．２±０．２°（ｗ）
、２７．１±０．２°（ｍ）
、

う。
）であり、本件発明１２及び１３は、引用例１

２９．６±０．２°（ｖｗ）
、３０．２±０．２°（ｗ）
、

に記載された医薬組成物の発明（以下「引用発明

３４．０±０．２°（ｗ）
［ここで、
（ｖｓ）は、非

１’
」という。
）であるから、本件発明１及び１０な

常に強い強度を意味し、
（ｓ）は、強い強度を意味

いし１３に係る特許は、同法２９条１項３号の規

し、
（ｍ）は、中間の強度を意味し、
（ｗ）は、弱

定に違反してされたものであり、同法１１３条２

い強度を意味し、
（ｖｗ）は、非常に弱い強度を意

号に該当する、⑤ⅰ）本件出願の出願日は平成２

味する］に特徴的なピークを有する特徴的なＸ線

６年７月３０日となるところ、本件発明１、３、

粉末回折図形を示し、ＦＴ－ＩＲ分光法と結合し

５、７、１０及び１１は、引用例２に記載された

た熱重量法により測定した含水量が３～１５％で

発明（以下「引用発明２」という。
）及び技術常識

あるものを除く。

に基づいて、本件発明１２及び１３は、引用例２

【請求項２】

に記載された薬剤の発明（以下「引用発明２’」と

２θで表して、５．０±０．２°（ｓ）
、６．８±０．

いう。
）及び技術常識に基づいて、それぞれ当業者

２°（ｓ）
、９．１±０．２°（ｓ）、１３．７±０．

が容易に発明をすることができたものである、ⅱ）

２°（ｓ）
、２０．８±０．２°（ｖｓ）
、２４．２±

なお、仮に本件出願が、もとの特許出願の時にし

０．２°（ｓ）
［ここで、
（ｖｓ）は非常に強い強度

たものとみなされたとしても、本件発明１、３、

を意味し、
（ｓ）は強い強度を意味する］に特徴的

５、７及び１０ないし１３は、引用例３に記載さ

なピークを有する特徴的なＸ線粉末回折図形を示

れた発明（以下「引用発明３」という。
）及び技術

す、請求項１に記載の結晶多形Ａ。
」

常識に基づいて、当業者が容易に発明をすること

ここで、上記請求項１の符号Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ及

ができたものであるから、本件発明１、３、５、

びＥは、分説した構成要件を表し、
「構成要件Ａ」

７及び１０ないし１３に係る特許は、同法２９条

などと称することがある。

２項の規定に違反してされたものであり、同法１

６．審決の理由の要旨

１３条２号に該当する。
」というものである。
なお、本件各発明と引用例との一致点や相違点

審決の理由の要旨は、
「①本件各発明に係る特許
は、特許法１７条の２第３項に規定する要件（新
規事項の追加の禁止）を満たしていない本件補正
をした本件出願に対してされたものであり、同法
１１３条１号に該当する、②本件各発明に係る特
許は、同法３６条６項１号の規定（サポート要件）

ADVANCE

等については、本稿では割愛する。

７．取消事由
取消事由は以下の六点である。
（１）本件補正が新規事項の追加に当たるとした
判断の誤り（取消事由１）
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（２）サポート要件の判断の誤り（取消事由２）

そこで、本件発明１は、第３出願当初明細書等

（３）実施可能要件の判断の誤り（取消事由３）

に記載された事項の範囲内にあり、上記分割の要

（４）引用発明１又は１’に基づく新規性の判断の

件③を満たすかについて検討する。

誤り（取消事由４）

ウ （省略）

（５）引用発明２又は２’に基づく進歩性の判断の

エ 前記分割の要件③の充足の有無

誤り（取消事由５）

本件発明１は、２θで表して、５．０±０．２°、

（６）引用発明３に基づく進歩性の判断の誤り（取

６．８±０．２°、９．１±０．２°、１３．７±０．

消事由６）

２°、２０．８±０．２°、２４．２±０．２°に特徴

ちなみに、当裁判所は、上記取消事由１ないし

的なピークを有し、２０．２±０．２°に特徴的な

３及び５を判断し、うち取消事由１ないし３につ

ピークを有しない、特徴的なＸ線粉末回折図形を

いては、原告の主張を認容し、取消事由５につい

示すこと等により特定されるピタバスタチンカル

ては、原告の主張を棄却した。次の当裁判所の判

シウムの結晶多形であるところ、第３出願当初明

断としては、取消事由５の一部を記載する。なお、

細書等には、結晶多形Ａとして、このような結晶

上記取消事由についての当事者の主張については

多形は記載されておらず、結晶多形Ａと名付けら

割愛する。

れた結晶多形以外の結晶多形としても、このよう

８．当裁判所の判断（取消事由５）

な結晶多形が記載されているということはできな

ア

い。

分割出願が適法であるための実体的要件とし

したがって、本件発明１は、第３出願当初明細

ては、①もとの出願の明細書、特許請求の範囲の

書等に記載された事項の範囲内にあるということ

記載又は図面に二以上の発明が包含されていたこ

はできず、前記分割の要件③は満たさない。

と、②新たな出願に係る発明はもとの出願の明細

オ 原告の主張について

書、特許請求の範囲の記載又は図面に記載された

（中略）

発明の一部であること、③新たな出願に係る発明

しかし、第３出願当初明細書等にいう結晶多形

は、もとの出願の当初明細書等に記載された事項

Ａは、第３出願当初明細書等において名付けられ

の範囲内であることを要する。なお、本件出願が

たものであって、第３出願当初明細書等に結晶多

第１出願の出願時にしたものとみなされるために

形Ａとして説明される結晶多形は、２６個無偏差

は、本件出願、第３出願及び第２出願が、それぞ

相対強度図形等を示すピタバスタチンカルシウム

れ、もとの出願との関係で、上記分割の要件①な

の結晶多形である。２６個無偏差相対強度図形の

いし③を満たさなければならない。

うち、比較的相対強度の強い６個においてピーク

イ

本件決定は、第３出願当初明細書等には、Ｘ

を確認できる結晶多形が、第３出願当初明細書等

線粉末回析において２６個偏差内相対強度図形を

に開示された結晶多形Ａであると同定できたとし

示す結晶多形Ａしか記載されていなかったから、

ても、第３出願当初明細書等において開示された

６個のピーク及び１個のピークの不存在で結晶多

結晶多形Ａは、２６個無偏差相対強度図形のうち、

形Ａを特定する本件発明１は、第３出願当初明細

比較的相対強度の強い６個においてピークを確認

書等に記載された事項の範囲を拡大するものであ

できる結晶多形ではない。原告の主張は、第３出

ると判断した。

願当初明細書等の記載に基づくものではなく、採
用できない。
カ 小括
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以上によれば、本件発明１は、第３出願当初明

異議申立と言いますと、その申立理由が無効理

細書等に記載された事項の範囲内であるというこ

由とほぼ重複するため、このような取消訴訟も、

とはできず、前記分割の要件③を満たさない。し

無効審判の審決取消訴訟とほぼ同じような形で進

たがって、本件発明１に係る本件出願は、第３出

行するというイメージです。しかしながら、取消

願の一部を新たに特許出願とするものではないか

訴訟においては、異議申立の場合と、無効審判の

ら、その出願日は平成２６年７月３０日となる。

場合とでは違いがあります。具体的には１）何の

９．コメント

審決（決定）に対して訴訟提起が可能か、２）被
告適格、３）差し戻し審理における訂正請求の有

特許異議申立制度が平成２６年法改正（平成２

無があります。

７年４月１日施行）で導入されて以降、昨年あた

本件の詳細は、下記のＵＲＬをご参照下さい。

りから、異議決定を取り消すための訴訟の判決が

ＵＲＬ：

徐々に出てくるようになりました。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/
383/087383_hanrei.pdf

サウジアラビア
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平成２９年(ワ)第３１８３７号 建築ＣＡＤソフト著作権侵害損害賠償請求事件
みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金

１．標題

の支払を求める事案です。

建築ＣＡＤソフトのアクティベーション機能を

これに対し，被告は，商標権侵害の事実を認め

担うプログラムのクラック版をオークションサイ

ていますが，著作権侵害及び不正競争防止法違反

トで販売等した被告に対して、原告が損害賠償の

の各事実及び原告の損害額については争っていま

一部を請求し、それが認容された事案。

す。

（平成３０年１月３０日

東京地裁民事第４７部） （２）本件の原告は，建築設計関連のプログラム

２．関連法規

開発及びこれらに関連するインターネットの技術

著作権法第２７条（翻案権）
、同２３条（公衆送
信権）
、同２０条（同一性保持権）、不正競争防止
法２条１項旧１１号（不正競争行為）

一方、本件の被告は，ヤフー株式会社が運営す
るインターネットオークションサイト（「ヤフオ
ク」
）において，多くのソフトウェアを出品してい

３．事案の概要

た者です。

（１）本件は，原告が，「建築 CAD ソフトウェア
「DRA-CAD11」
（「本件ソフトウェア」）について著
作権及び著作者人格権を有し，また「DRA-CAD」と
の文字からなる商標に係る商標権を有していると
ころ，被告において，原告の許諾なしに本件ソフ
トウェアをダウンロード販売等すると共に，本件
ソフトウェアのアクティベーション機能（正規品
のシリアルナンバー等を入力しないとプログラム
が起動・実行されないようにする機能）を回避す
るプログラムを顧客に提供して同機能の効果を妨
げたものであり，かかる被告の行為は，原告の上
記著作権（複製権，翻案権，譲渡権）及び著作者
人格権（同一性保持権）を侵害するとともに，原
告の上記商標権を侵害し，さらに平成２７年改正
前の不正競争防止法２条１項１１号（
「旧１１号」
）
（同号は，同改正後の同法２条１項１２号に相当
しています。
）所定の不正競争行為に該当する」と
主張して，被告に対し，上記各不法行為に基づき，
損害賠償金２８１２万９５００円の一部である１
０００万円及びこれに対する平成２８年７月２日
（別訴で被告が上記商標権侵害に関する刑事事件
において有罪判決を受けた日の翌日）から支払済
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（３）本件ソフトウェア（DRA-CAD11）は，いわゆ
る建築 CAD ソフトウェアであり，建築設計図面の
作成，編集，印刷及び建築３次元モデル作成，レ
ンダリングを行う機能を有する Windows オペレー
ティングシステム向けプログラムである DRA-CAD
シリーズの一つです。
なお，本件ソフトウェアは，アクティベーショ
ン機能により，正規のユーザー以外の者は使えな
いようになっており，Ｂというモジュールプログ
ラムが上記アクティベーション機能を担っていま
す。
（４）原告は，本件ソフトウェアを販売しており，
その定価は税込み１９万９５００円ですが，営業
担当者経由での直接販売ないしオンライン販売の
場合，原則として，１０％引きの税込み１７万９
５５０円で販売しています。
（５）被告の行為
ア.被告は，平成２７年２月から４月にかけて，ヤ
フオクにおいて，商品名を「『DRA-CAD11』建築設
計・製図 CAD」などと記載し（以下，当該オーク
ション対象商品を「本件商品」
。なお，後記のとお
り，原告は，本件商品は本件ソフトウェアである
と主張するのに対し，被告は，本件商品はマニュ
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アルであって，ソフトウェアではないと主張して

CAD」などと記載し，即決価格４９８０円で多数出

います。）
，即決価格４９８０円で多数出品してい

品し，その際，
「商品説明」欄に「DRA-CAD11」と，

ました。

「注意事項」欄に「ダウンロード品同等」
「インス

被告は，上記ヤフオクにおいて，
「商品説明」欄

トール完了までフルサポートさせて頂きます」な

に「DRA-CAD11」と，「注意事項」欄に「ダウンロ

どと，
「発送詳細」欄において「ダウンロード販売」

ード品同等」
「インストール完了までフルサポート

であるなどとそれぞれ記載していた。そして，被

させて頂きます」などと，
「発送詳細」欄において

告は，ヤフオクにおいて本件商品を入札して代金

「ダウンロード販売」であるなどとそれぞれ記載

を被告に支払った顧客に対し，本件ソフトウェア

していました。

及びＢのプログラムのクラック版（いずれも原告

イ.被告は，上記アの出品に際し，原告の許諾なく， の許諾がないもの）が蔵置されていたオンライン
ヤフオクにおいて出品情報（「DRA-CAD11」との表

ストレージサイト「Ｃ」の URL をダウンロード先

示を含む。
）を掲載し，これによって原告の本件商

として教示し，かつ当該Ｂのプログラムのクラッ

標権を侵害しています。

ク版の起動方法及び本件ソフトウェアの起動・実

ウ.被告は，ヤフオクにおいて本件商品を入札して

行方法を教示するマニュアル書面を提供していた。

代金を被告に支払った顧客に対し，本件ソフトウ

その結果，当該顧客は，上記ダウンロード先から

ェア及びＢのプログラムのクラック版（いずれも

本件ソフトウェア（無許諾品）及びセットアップ

原告の許諾がないもの）が蔵置されていたオンラ

ＣＤの内容とクラックされたＢVer.11.0.1.3 を入

インストレージサイト「Ｃ」の URL をダウンロー

手することができ，セットアップを行った後，ク

ド先として教示し，かつ当該Ｂのプログラムのク

ラック版のＢを上書きすることにより，本件ソフ

ラック版の起動方法及び本件ソフトウェアの起

トウェアで要求されるアクティベーションを回避

動・実行方法を教示するマニュアル書面を提供し

することができた，というのである。
」と認定しま

ていました。当該顧客は，上記ダウンロード先か

した。

ら本件ソフトウェア（無許諾品）及びセットアッ

（２）そして、裁判所は、上記認定事実に加えて

プＣＤの内容とクラックされたＢVer.11.0.1.3 を

「①被告は，ヤフオクにおいて，あくまで

入手することができ，セットアップを行った後，

「DRA-CAD11」建築設計・製図 CAD 自体をオークシ

クラック版のＢを上書きすると，本件ソフトウェ

ョンの対象物と表示して出品しており，
「商品説明」

アで要求されるアクティベーションを回避するこ

欄には「DRA-CAD11」
，
「注意事項」欄には「ダウン

とができたという事です。

ロード品同等」
「インストール完了までフルサポー

４．本件の争点

トさせて頂きます」
，「発送詳細」欄には「ダウロ

本件では、被告による著作権侵害及び著作者人

ード販売」と記載されていたこと，②かかる表示

格権侵害の有無(争点１)、被告による旧１１号所

を見てオークションに入札した顧客も，当然，本

定の不正競争行為の有無（争点２）
、原告の損害額

件ソフトウェアを安価に入手する意図で入札を行

（争点３）
、が争点となっています。

ったと推認できること，③被告は，顧客に対し，
本件ソフトウェア及びそのアクティべーション機

５．裁判所の判断
１．被告による著作権侵害及び著作者人格権侵害
の有無について（争点１）について
（１）裁判所では、最初に、
「被告は，ヤフオクに
おいて，商品名を「『DRA-CAD11』建築設計・製図

ADVANCE

能を担うプログラムのクラック版（いずれも原告
の無許諾）のダウンロード先をあえて教示し，か
つこれらの起動・実行方法を教示するマニュアル
書面を提供し，その結果，顧客が，本件ソフトウ
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ェア（無許諾品）を入手した上，本件ソフトウェ

蔵置されていたサイトのアドレス（ダウンロード

アで要求されるアクティベーションを回避してこ

先）をヤフオクでの落札者に知らせるとともに，

れを実行することができるという結果をもたらし

別途，インストール方法が記載されたマニュアル

ており，被告の上記行為は，かかる結果を発生さ

を提供して，本件ソフトウェアが要求するアクテ

せるのに不可欠なものであったこと，④被告は，

ィベーションを回避可能にし，落札者がインター

営利目的でかかる行為を行い，多額の利益を得て

ネット回線を通じて本件ソフトウェアと同等の本

いること，以上の事実が認められる。
」と認定しま

件商品をダウンロード可能な状態にしたものであ

した。

る。
」とし、
「上記事実によれば，被告は，原告が

（３）その上で裁判所は、
「これらの事情を総合す

営業上用いている技術的制限手段（アクティベー

れば，上記(1)の一連の経過により，被告は，本件

ション）により制限されているプログラム（本件

ソフトウェアの一部に原告の許諾なく改変（アク

ソフトウェア）の実行を，当該技術的制限手段の

ティベーション機能の回避）を加え（本件ソフト

効果を妨げることにより可能とする機能を有する

ウェアの表現上の本質的な特徴の同一性を維持し

プログラム（Ｂのクラック版）を，電気通信回線

つつ，具体的表現に修正，変更等を加えて新たな

（インターネット回線）を通じて提供したものと

創作的表現を付加し）
，同改変後のものをダウンロ

評価できるから，被告は旧１１号所定の不正競争

ード販売したものと評価できるから，被告は，原

行為を行ったものと認められる。これに反する被

告の著作権（翻案権及び公衆送信権）並びに著作

告の主張は採用できない。
」と判断しました。

者人格権（同一性保持権）を侵害したものと評価

３．原告の損害額について（争点３）

すべきであり，これに反する被告の主張は採用で

（１）著作権侵害による損害額について。

きない。なお，原告は，譲渡権侵害を主張してい

裁判所は、
「本件ソフトウェアの定価は１９万９

るが，有体物の譲渡ではなくソフトウェアのダウ

５００円（税込み）であったものの，原告は，営

ンロードが行われたものとして，公衆送信権が侵

業担当者経由での直接販売ないしオンライン販売

害されたものと解すべきである。
」と判断しました。 の場合，本件ソフトウェアを，原則として，定価
他方、裁判所は、
「原告は，被告が本件ソフトウ
ェアをオンラインストレージサイト「Ｃ」におい

から１０％割引きした１７万９５５０円（税込み）
で販売していたものである。

て記録蔵置（複製）している旨主張するが，本件

そして，被告による本件ソフトウェアのプログ

ソフトウェアを「Ｃ」という名前のサーバに保存

ラムの著作権（翻案権及び公衆送信権）侵害の態

したのが被告であることを認めるに足りる証拠は

様は，故意により，本件ソフトウェアのアクティ

ないから，原告の上記主張は採用できない。
」と判

ベーション機能を無効化するプログラム（Ｂのク

断しました。

ラック版）の利用を教示することにより，本件商

２．被告による旧１１号所定の不正競争行為の有

品が本件ソフトウェアと同一であるものとしてヤ

無（争点２）について

フオクに出品し，本件商品を落札者に対してダウ

裁判所では、認定事実に基づいて、
「原告は，自

ンロード販売したものと評価できるものであり，

らが販売する本件ソフトウェアについて，Ｂとい

違法性が高いものといわざるを得ない。これによ

うプログラムが担うアクティベーション機能によ

って本件ソフトウェアの販売者（原告）や正規購

って，正規の購入者がシリアルナンバー等を入力

入者に対して与える影響をも考慮すると，本件に

しなければ利用できないようにしていたところ，

おいて，原告が，被告の上記著作権侵害行為につ

前記１.(1)のとおり，被告は，Ｂのクラック版が

いて，本件ソフトウェアの上記著作権の行使につ
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き「受けるべき金銭の額に相当する額」
（著作権法

もっとも、本件では、建築ＣＡＤソフト自体のア

１１４条３項）は，本件ソフトウェアの定価１９

ップロードなどについては、被告によるものとは

万９５００円から１０％を控除した１７万９５５

認定されておらず、被告の行為の実体は、かかる

０円に，本件商品の落札本数と認められる５４本

建築ＣＡＤソフトの違法アップロード先のアドレ

（甲９ないし１１。これを超える本数が落札・販

スを顧客に教示すると共に、かかる建築ＣＡＤソ

売された事実を認めるに足りる証拠はない。
）を乗

フトの一部を改変してアクティベーション機能の

じた９６９万５７００円であると認められる。
」と

回避を行うソフトウェアのダウンロード販売を行

判断しました。

っている点にありますが、裁判所では、かかる行

なお、被告は、
「両商品の価格差等を考慮すれば， 為が、本件ソフトウェアの一部に原告の許諾なく
仮に被告の行為がなかったとしても原告が本件ソ

改変を加え，同改変後のものをダウンロード販売

フトウェアを（対象本数分）販売できたとはいえ

したものと評価できる、と判断しています。

ない」等の主張をしていましたが，裁判所では、

なお、判決文によると、被告は，別件の著作権

「前記のとおり，本件における被告の行為態様の

法違反及び不正競争防止法違反を被疑事実として

悪質性に鑑みれば，このような理由で損害額を減

逮捕・勾留された後，本件に関する商標法違反等

額するのは相当ではない」などとして被告の主張

を被疑事実として再逮捕され、秋田地方検察庁大

を否定しています。

館支部から起訴、追起訴されています。そして、

（２）著作権侵害以外の損害額について

被告は，起訴事実を全て認めたため、秋田地方裁

裁判所では、
「原告は，著作権侵害以外に，商標

判所大館支部は，被告に対し，懲役２年６月（執

権侵害や不正競争防止法違反による不法行為につ

行猶予４年）罰金２００万円の有罪判決を言い渡

いても損害賠償を請求するところ（原告は，これ

し，同判決は確定したという事です。

らが実体法上は請求権競合であるとする。
）
，本件

また、ＣＡＤソフトは不正コピーが行われる例

全証拠によっても，商標権侵害及び不正競争防止

が多いと言われています。本件と同一被告かどう

法違反による原告の損害額のいずれについても，

かは不明ですが、本件と同一の原告の事件である

上記(1)の著作権侵害に基づく損害額である９６

「平成２６年（ワ）第３３４３３号

９万５７００円を超えるものとは認められない」、

求事件」では、本件ソフトウェアの前バージョン

と判断しました。

と思われる「DRA-CAD10」について５６本のダウン

６．コメント

ロード販売を行った被告に対して、原告が１１１

損害賠償請

本件でいうソフトウェアのクラック版とは、一

７万２０００円の損害賠償の請求をしており、裁

般的には、コンピュータの不正利用（クラッキン

判所では使用料相当額として５５８万６０００円

グ）のためなどに改変されたソフトウェア等を言

の請求を認めています。

いますが、正規版の著作権侵害になることは当然

本件判決文の詳細につきましては、下記ＵＲＬ

として、個人情報を盗み出すスパイウェアやパソ

をご参照下さい。

コンを破壊するウイルスなどの怪しげなものが含

【判決文等ＵＲＬ】

まれている場合もあるので要注意と言われていま

（本件判決文）

す。

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

本件は、建築ＣＡＤソフトに関する、こうした

479/087479_hanrei.pdf

クラック版のダウンロード販売に関するものです。
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判 決
情 報

平成２９年（行ケ）第１００５３号 審決取消請求事件
出 願 日：昭和５８年１２月９日

１．事案の概要
本件は、無効２０１６－８９００３１号事件の

指定商品：第３０類 菓子，パン
＝引用商標２＝

審決取消訴訟です。
原告は、被告の商標は、以下に記載する引用商

引用商標２：ＣＨＩＤＯＲＩＹＡ

標１、２に類似するとして商標法４条１項１１号

登録番号：第１８１１５０６号

を理由として、特許庁に対し無効審判を請求しま

登 録 日：昭和６０年９月２７日

したが、
「本件商標と引用商標とは，称呼が同一で

出願番号：昭５８－１１６８９７

あるとしても，外観及び観念において相紛れるお

出 願 日：昭和５８年１２月９日

それはないから，外観，称呼及び観念を総合して

指定商品：第３０類 菓子，パン

全体的に考察すれば，互いに紛れるおそれのない

４．取消事由

非類似の商標というのが相当である。
」として、無

商標法４条１項１１号該当性判断の誤りについて

効審判は不成立となりました。

５．知財高裁の判断の要旨

原告は、本件審決を不服として本件審決取消訴
訟を提起しました。

知財高裁は、商標及び指定商品の類否判断につ
いて、以下のように判断し、本件商標は商標法４

詳細は、裁判所 HP にてご確認下さい。

条１項 １１号に該当しないと判断した審決には

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

誤りがあるとして、審決を取消しました。

189/087189_hanrei.pdf

「本件商標は，前記のとおり，
『千鳥屋』の文字（標

２．本件商標

準文字）を横書きしてなるものであり，
『チドリヤ』

本件商標：千鳥屋（標準文字）

の称呼が生じるものと認められる。これに対し，

登録番号：第５５５５５６４号

引用商標は，前記のとおり，
『チドリヤ』又は『Ｃ

登 録 日：平成２５年２月８日

ＨＩＤＯＲＩＹＡ』の文字を横書きしてなるもの

出願番号：商願２０１１－９２２１６

であり，
『チドリヤ』の称呼が生じることは明らか

出 願 日：平成２３年１２月２１日

であるから，本件商標と引用商標は，称呼におい

指定商品：第３０類

茶，コーヒー及びココア，

て同一であると認められる。そして，本件商標が，

調味料，アイスクリームのもと，シャーベットの

漢字を書してなるものであるのに対し，引用商標

もと，穀物の加工品，ぎょうざ，サンドイッチ，

は，片仮名又はローマ字を書してなるものである

しゅうまい，すし，たこ焼き，肉まんじゅう，ハ

から，本件商標と引用商標の外観は同一であると

ンバーガー，ピザ，べんとう，ホットドッグ，ミ

はいえない。もっとも，本件商標と引用商標は，

ートパイ，ラビオリ

いずれも格別の特徴を有しない文字からなる商標

３．引用商標

であり，我が国において，外来語以外でも同一語

＝引用商標１＝

の漢字表記と片仮名表記又はローマ字表記が併用

引用商標１：チドリヤ

されることが多く見られる事情があること，証拠

登録番号：第１８１１５０５号

及び弁論の全趣旨によれば，
『千鳥屋』をローマ字

登 録 日：昭和６０年９月２７日

で表記することも一般的に行われていることが認

出願番号：昭５８－１１６８９６

められることなどを考慮すると，本件指定商品及
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び引用商標の指定商品の需要者にとって，文字種

に考察すれば、互いに紛れるおそれのない非類似

が異なることは，本件商標と引用商標が別異のも

の商標というのが相当であるとして、商標法４条

のであることを認識させるほどの強い印象を与え

１項１１号に該当しないとの判断がなされていま

るものではないというべきである。次に，本件商

す。

標から，
『千鳥屋』という菓子屋の屋号又は商号と

それに対し、本件審決取消訴訟においては、本

の観念が生じることについては当事者間に争いが

件商標と引用商標は、外観においては、文字種が

なく，本件商標からは，
『千鳥屋』という菓子屋の

異なるものの文字種が異なることは、本件商標と

屋号又は商号との観念が生じるものと認められる。 引用商標が別異のものであることを認識させるほ
…本件指定商品及び引用商標の指定商品は，いず

どの強い印象を与えるものではないとしています。

れも基本的には，さほど高価とはいえない日常的

そして観念については、
「千鳥屋」という菓子屋の

に消費される性質の商品（食品）であり，これら

屋号又は商号との観念が生じるとし観念について

は同一の営業主により製造又は販売されることが

も審決とは異なる判断をしています。その上で、

あり，同一店舗で取り扱われることも多いことか

本件商標と引用商標は、称呼において同一であり、

らすると，本件指定商品については，同一営業主

両商標からは同一の観念を生じるものといえるか

の製造又は販売に係る商品と誤認され，商品の出

ら誤認混同を生じるおそれがあるとしています。

所について誤認混同を生じるおそれがあるといえ

本件商標と引用商標とでは称呼が同一であるの

る。…一般の消費者としては，商標の外観を見て

で、称呼だけでも十分に混同の可能性があると思

商品の出所を判断することも少なくないと考えら

います。

れるものの，前記認定のとおり，本件商標と引用

また、本件商標「千鳥屋」及び引用商標の「チ

商標の外観については別異のものであることを認

ドリヤ」、
「ＣＨＩＤＯＲＩＹＡ」からは、そのよ

識させるほどの強い印象を与えるものではない。

うな屋号の店舗や商業主体を想像するのが自然で、

…以上によれば，本件商標と引用商標は，称呼に

これ以外の観念が特段思い浮かばないことからも

おいて同一であり，両商標からは同一の観念を生

観念も同一という判断で特に問題ないように思い

じるものといえるから，本件指定商品の需要者に

ます。

とって，引用商標と同一の称呼を生じる本件商標

したがいまして、称呼及び観念が同一なので混

を付した商品を，引用商標を付した商品と誤認混

同を生じるおそれは十分ありますので、審決を取

同するおそれがあるものと認められる。
」

消した知財高裁の判断の方が妥当だと個人的には

６．コメント

思います。

審決においては、本件商標と引用商標は、特定

同じ称呼を生じる場合でも、
「FRAME」と「FLAME」

の意味を有することのない一種の造語であり、共

のように観念が大きく相違すれば非類似と判断さ

に「チドリヤ」の称呼を生じ、称呼は同一である

れている例もありますが、日本では称呼を重視し

ものの、外観及び観念において相紛れるおそれは

ている傾向があり、称呼が同一であれば非類似の

ないから、外観、称呼及び観念を総合して全体的

主張は困難であると思われます。
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審査過程の権利放棄が当事者系レビューにまで及ぶ

ylus Networks, Inc. v. Apple Inc.（連邦巡回

当該発明が帯域幅の低減に功を奏するかという点

区控訴裁判所(CAFC)、2017 年 5 月 11 日）におい

について陳述しました。CAFC は、特定のクレーム

て、CAFC は当事者系レビュー（IPR）中における

が「・・・control point proxy logic のみ呼び

特許権者の陳述により、審査過程の権利放棄を争

出されることを必要とする」及び「
「CPP」のみ「呼

うことが出来ることを確認しました。つまり、特

び出される」
」という旨の Aylus の陳述に、審査過

許を行使する特許権者は、
IPR 中の自身の陳述が、

程の権利放棄が適用されるとの判決を下しました。

いかに自身のクレーム範囲や訴訟における立場に

これら陳述は、クレーム中の CPP logic を呼び出

影響を及ぼすかを一層意識しなければならないと

す方法を、明確にはっきりと権利放棄するもので

いうことです。審査過程の権利放棄は、特許権者

した。従って、もし特許権者の訴訟における弁護

が審査経過中に放棄した特定の意味を、再度取得

士と IPR における弁護士が異なる場合は、両者が

する（recapture）こととなるクレーム解釈の立場

緊密に連携することで、いかに IPR 中の主張が訴

を求めることを防止するものですが、現在はそれ

訟に影響を及ぼすかを把握しておくことが、特に

が IPR 中にも及ぶことになります。否定の陳述は、 この判決に照らして不可欠です。特許権者の IPR
明白かつ誤解の恐れのないものでなければなりま

における弁護士がクレーム範囲を狭める主張をす

せん。従って、特許を取得するために明確に、は

ることで、侵害行為の立証が不可能になることの

っきりと特定の意味を否定した場合、審査過程の

ないようにすることが肝要です。

権利放棄の原則により、放棄した権利範囲に整合

反対に、特許の有効性に異議を申し立てる被告

するようクレームの意味は狭められます。審査過

人又は申立人は、IPR 手続を利用することで、特

程の権利放棄により、一方でクレームが特許査定

許権者に対して訴訟の争点を絞ることができるよ

されるため、又は IPR において先行技術をうまく

うなクレーム解釈の具体的な見解を示すよう要求

避けるように、そして、他方で被疑侵害者に不利

し、また、非侵害の立場をより強固に示すことが

になるようにとは解釈されないことも確保されま

できます。特許権者の陳述は、異議を申し立てら

す。IPR において、審査過程の権利放棄は開始後

れた特許の優先権を主張する継続特許や分割特許

の陳述だけでなく、開始決定前の事前回答におけ

にも及ぶので、結果として特許権者の侵害の立場

る陳述にも適用されます。

に重大な影響を及ぼす可能性があります。

Aylus において、特許権者は IPR 手続中の事前
回答において、発明の主要な特徴である、いかに
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新不正競争防止法と商標法の模倣・混同の面における交錯

2017 年不正競

2017 年不正競争防止法第 6 条では、1993 年不正競

争防止法では、2014 年施行の商標法、2015 年施行

争防止法第 5 条第 2 号に規定されていた「有名商

の広告法、2008 年施行の独占禁止法で既に規律さ

品に特有の名称、包装、装飾」が、
「一定の影響を

れている事項について規定されておらず、1993 年

有する商品の名称、包装、装飾等と同一又は類似

不正競争防止法の「他人の登録商標を冒用するこ

の標識」と改められていますが、ここでいう「一

と」などの内容も削除する改正がされています。

定の影響を有する」とは、関係公衆に知られてい

しかしながら、2017 年不正競争防止法でも、模倣・

ることをいうと解されます。この条文の改正につ

混同行為について、2014 年施行の商標法と交錯す

いては、競争法で保護すべきものは、関係公衆に

る問題がなお存在しています。

知られている商業標識であって、有名商品のみで

１．登録商標の冒用についての法適用

はないと説明されています。実務の領域では、1993

2017 年不正競争防止法第 6 条 事業者は、次に掲

年不正競争防止法に規定されていた「有名商品に

げる混同行為を実施して、他人の商品であるか、

特有の名称、包装、装飾」は、商標法上の意義に

又は他人と特別の関係があると人に誤認させては

おける未登録の著名商標に相当すると広く考えら

ならない。

れていました。2017 年不正競争防止法第 6 条で保

（１）他人の一定の影響を有する商品の名称、包

護される「一定の影響を有する」商品の名称、包

装、装飾等と同一又は類似の標識を無断で

装、装飾、企業名称、社会組織の名称、氏名、ド

使用すること。

メイン名の主要部分、ウェブサイト名、ウェブペ

（２）他人の一定の影響を有する企業名称（略称、

ージなどの商業標識も、実質的には、2014 年施行

商号等を含む。）
、社会組織の名称（略称等

の商標法上の意義における未登録の著名商標に相

を含む。）
、氏名（筆名、芸名、訳名等を含

当する上、2017 年不正競争防止法第 6 条で保護さ

む。
）を無断で使用すること。

れる「一定の影響を有する」商業標識の保護範囲

（３）他人の一定の影響を有するドメイン名の主

も、未登録の著名商標の保護範囲を超えることは

要部分、ウェブサイト名、ウェブページ等

適切でないとされます。

を無断で使用すること。

３．実際の混同と混同を惹起するに足りることの

（４）他人の商品であるか、又は他人と特別の関

いずれが判定要件とされるか

係があると人に誤認させるに足りるその他

「混同」は、依然として、2017 年不正競争防止法

の混同行為。

に違反するか否かを認定する上での判定要件とさ

2017 年不正競争防止法第 6 条では、1993 年不正競

れていますが、結局のところ、実際の混同を要件

争防止法第 5 条第 1 号の「他人の登録商標を冒用

とするのか、それとも、混同を惹起するに足りる

すること」という内容が削除されていますが、こ

ことを要件とするのかでは、大きな隔たりがあり

れは、登録商標専用権の侵害を構成する行為に

ます。2016 年 2 月に国務院法制事務局により意見

2017 年不正競争防止法は適用しないようにして、 公募がされた不正競争防止法（改正草案審議案）
2014 年施行の商標法第 57 条、第 60 条などの条文

における表現は、
「公衆を惑わし、市場混同を惹起

のみを適用することを立法趣旨としたものです。

する」というものでしたが、2017 年 2 月の改正草

２．
「有名」
、「特有」から「一定の影響を有する」

案 1 次審議案では、
「市場混同を惹起する」という

への変更

表現が削除され、1993 年不正競争防止法の「事業

ADVANCE

IP NEWS

Spring.

23

者は、次に掲げる不正な手段を用いて市場取引に

て処理する」と規定されています。これは、商標

従事し……てはならない」という表現に戻されま

法改正の際に新たに追加された条文ですが、1993

した。しかし、2017 年 8 月の改正草案 2 次審議案

年不正競争防止法には、直接このことについて定

では、
「事業者は、次に掲げる混同行為に従事して、 めた条文がありませんでしたので、実務上、両法
他人の商品であるか、又は他人と特別の関係があ

をどのように整合させるかが、取り締まる者にと

ると人に誤認を惹起してはならない」という表現

っても長い間困難な問題となっていました。2015

が再び採用されています。このような前後の変化

年末に工商行政管理総局により公表された不正競

は、2017 年不正競争防止法における模倣・混同行

争防止法（改正草案意見募集案）から、2016 年 2

為が実際に混同を生じたことを要件とするのか、

月に国務院法制事務局により意見公募がされた不

それとも、混同を惹起するに足りることを要件と

正競争防止法（改正草案審議案）及び 2017 年 2 月

するのか、多くの人を困惑させています。

の改正草案 1 次審議案、2017 年 8 月の改正草案 2

この疑問に答えを出そうとするのであれば、2014

次審議案に至るまで、いずれも「他人の商標を企

年に施行された商標法の立法趣旨を勘案すること

業名称中の商号として使用する」混同行為を明確

が必要となりますが、同法第 13 条第 2 項では、同

に禁止しており、登録商標専用権を侵害する行為

一又は類似の商品について未登録の著名商標を複

とほぼ同じ行政処罰を設けています。

製、模倣、翻訳する行為が、第 57 条第 2 号では、 しかしながら、2017 年 10 月 31 日に全国人民代表
同一又は類似の商品について他人の登録商標と同

大会常務委員会に提出された改正草案 3 次審議案

一又は類似の商標を使用する行為が、いずれも「容

第 6 条では、また、
「他人の商標を企業名称中の商

易に混同を惹起する」ことを判定要件としている

号として使用する」という内容が削除されていま

ので、市場混同を惹起するに足りることが規制要

す。これによって、この種の混同を生じさせて人

件となるでしょう。立法の統一性は、法の内部の

を惑わすであろう行為に、2017 年不正競争防止法

調和、統一を追求するものである上、2017 年不正

を適用して規制することはできなくなり、商標法

競争防止法第 6 条の柱書きでは、
「事業者は、次に

第 58 条の規定は空洞化されているのではないか

掲げる混同行為を実施して、他人の商品であるか、 という疑問が生じます。しかし、2017 年不正競争
又は他人と特別の関係があると人に誤認させては

防止法第 6 条第 1 号では、
「商品の名称、包装、装

ならない」と表現されていても、同条第 4 号の抜

飾」の後に「等」の字が加えられていることを考

け穴防止条項では、
「他人の商品であるか、又は他

慮しますと、同号に規定されている「他人の一定

人と特別の関係があると人に誤認させるに足りる

の影響を有する商品の名称、包装、装飾等と同一

その他の混同行為」と表現されていますので、2017

又は類似の標識を無断で使用すること」には、2014

年不正競争防止法の下での模倣・混同行為の判定

年施行の商標法第 58 条に規定されている「他人の

も、
「混同を惹起するに足りる」ことが要件とされ

登録商標、未登録の著名商標を企業名称中の商号

るといえます。

として使用して公衆を惑わす」ことも当然含まれ

４．商標法第 58 条と 2017 年不正競争防止法との

ると解されます。また、仮に 2017 年不正競争防止

整合と適用

法第 6 条第 1 項の規定を適用することが困難であ

2014 年施行の商標法第 58 条には、
「他人の登録商

るとしても、2017 年不正競争防止法第 6 条第 4 号

標、未登録の著名商標を企業名称中の商号として

に規定されている「他人の商品であるか、又は他

使用して公衆を惑わし、不正競争行為を構成する

人と特別の関係があると人に誤認させるに足りる

ときは、
『中華人民共和国不正競争防止法』に従っ

その他の混同行為」と考えることもできます。言
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い換えれば、他人の登録商標、未登録の著名商標

引き上げられています。また、侵害の賠償額にも

を企業名称中の商号として使用する混同行為には、 高額の法定賠償額が認められるようになり、
「事業
商標法第 58 条に基づいて、2017 年不正競争防止

者がこの法律第 6 条、第 9 条の規定に違反し、権

法第 6 条、第 17 条及び第 18 条が適用されて処理

利者が侵害により受けた実際の損害、侵害者が侵

されます。この見解については、2017 年不正競争

害により得た利益を決定することが困難であると

防止法が施行された後で行政及び司法の実務を通

きは、人民法院により侵害行為の情状に応じて権

じて明らかにされることが待たれる。特に注目に

利者に 300 万元以下を与える賠償を判決する」と

値することとして、今回の法改正では、知的財産

されています。

権侵害行為に対する行政処罰が強化されており、

（北京の北京三友知識産権代理有限公司からのレ

行政処罰額も現行の 1993 年不正競争防止法の 20

ターに拠ります）

万元から 2017 年不正競争防止法では 300 万元まで

オランダ・ハーグ

ADVANCE

IP NEWS

Spring.

25

特許紹介

特許第６２１８４０３号
「電界放射型電子銃を備えたＸ線菅及びそれを用いたＸ線検査装置」のご紹介

生物試料、物性材料、産業用電子部品等の研究、

ーブ部１９内の下方に配設されたＸ線ターゲット

開発、解析調査等の用途において、試料の内部の

２３と、真空状態を形成して維持する真空ポンプ

状態や構造を、非破壊的にかつ高分解能で観察す

２７とで構成されています。

る装置として、投影拡大型のＸ線検査装置やＸ線

電子銃室１２は、主に電子銃１３、絶縁碍子部

ＣＴ装置等の検査装置が知られています。こうし

１４で構成され、電子銃室１２の外部には真空ポ

た高分解能タイプのＸ線検査装置においては、微

ンプ２７が接続されています。電子銃室１２の下

小焦点径かつ高輝度のＸ線源を有するＸ線管が必

端部は、ライナーチューブ部１９に繋がっていま

須です。

す。電子銃１３の電子源１６から発した電子ビー

本特許が解決しようとする課題は、開放管型の

ム１７は、その通路であるライナーチューブ部１

Ｘ線管を使用する高分解能タイプのＸ線検査装置

９内を走行しながら、ライナーチューブ部１９の

において、Ｘ線検査装置のＸ線管を、使用部品の

周りの真空外に配置した磁界電子レンズ部２８か

温度制限を受けない高い温度範囲でベーキング

ら集束作用を受け、さらに電子線絞り４０から電

（電子管装置の真空に面する部材の金属表面や金

子ビーム１７の一部の通過を阻止する制限を受け、

属内部に吸着若しくは吸収されている様々なガス

Ｘ線ターゲット２３の上に極微小点径の電子プロ

分子を、金属表面から放出させる）できること、

ーブとなって照射されます。その結果、Ｘ線ター

エネルギー効率良くベーキングできること、ベー

ゲット２３に、微小焦点径で高輝度のＸ線を発生

キング作業に掛かる手間を減らすこと、ベーキン

するＸ線源４７が生じます。このＸ線源４７から

グの所要時間を短縮すること、更に、Ｘ線管の全

電子ビーム１７の進行方向と同方向のＸ線の成分

体を温度ムラなく均一に加熱してベーキングする

を、真空管球部１１の下方外部でＸ線ビーム４８

ことです。即ち、本特許は、ベーキングの作業性

（透過ターゲット型のＸ線ビーム）として取り出

を良くして、性能が安定したＸ線管及びそれを用

されます。

いたＸ線検査装置等を提供することを目的として
います。

電子銃室１２の筐体、絶縁碍子部１４、真空ポ
ート２６、ライナーチューブ部１９、電子線絞り

図１及び図２は本特許の実施形態の１つを示し

４０、Ｘ線ターゲット２３などの各構成部材は、

ており、本特許に係るＸ線検査装置１の主要部は、 ロー付け、溶接、或いはメタルシールの方法によ
Ｘ線管２、試料ステージ５、Ｘ線検出器３で構成

って接合し、一体的な真空の密閉空間を形成して

されています。Ｘ線管２のＸ線源４７から発した

います。以降、この真空の密閉空間を形成してい

Ｘ線ビーム４８は、試料ステージ５に保持された

る部分を、
「真空管球部１１」と称します。

検査対象の試料４を透過し、そのＸ線透過画像は、

真空管球部１１のライナーチューブ部１９（Ｘ

Ｘ線源４７と、試料４と、Ｘ線検出器３との相互

線ターゲット２３を含む）は、磁界電子レンズ部

配置で幾何学的に定まる拡大倍率に拡大され、Ｘ

２８(走査コイル３９、非点補正子５１を含む)の

線検出器３によって検出されます。

磁極穴３１に対して着脱自在な構成であり、随時、

Ｘ線管２の主要部は、真空管球部１１と磁界電

真空管球部１１をＸ線管２から引き出すことが可

子レンズ部２８とで構成されています。真空管球

能です。そして、必要に応じて、真空管球部内１

部１１の主要部は、円筒状の電子銃室１２と、円

１の真空を保ったまま引き出して、真空管球部１

筒状のライナーチューブ部１９と、ライナーチュ
26
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１のみを高温でベーキングすることを可能にして
います。

Ｘ線ターゲット２３は、ライナーチューブ部１
９内の下端に一体的に、ロー付け等により装着さ

電子銃室１２と絶縁碍子部１４の接合は、碍子

れています。

とフランジを溶接、ロー付け又はメタルシールに

図１及び図２の構成では、Ｘ線ターゲット２３

より一体化してあります。メタルシールで真空シ

を交換する時は、絶縁碍子部１４のメタルシール

ールすれば、この部分のシールを外すことによっ

を外して、電子銃１３を除いた部分である電子銃

て、絶縁碍子部１４を真空管球部１１から分離し

室１２と、ライナーチューブ部１９と、Ｘ線ター

て、電子源１６の交換やＸ線ターゲット２３の交

ゲット２３とを一体にして交換する必要がありま

換が可能になります。電子源１６を交換するとき

す。

は、この部分のメタルシールを外せば、電子源１

この問題を解決するための構成を図３及び図４

６の交換は容易にできます。この場合、電子銃室

に示します。図３は真空管球部１１の他の構成例

１２やライナーチューブ部１９の部材は再利用で

を示し、図４は反射電子検出部４９の一例を示し

きます。Ｘ線ターゲット２３を交換する時は、こ

ています。

の部分のメタルシールを外して、電子銃１３を除

ライナーチューブ部１９の長さ方向に、上部ラ

いた部分である、電子銃室１２と、ライナーチュ

イナーチューブ２０と下部ライナーチューブ２１

ーブ部１９と、Ｘ線ターゲット２３とを一体にし

の上下に２分割できる構成としています。分割部

て交換することになります。

分の真空シールには、メタルＯリング４６やコン

図１は磁界電子レンズ部２８の構成を示してお

フラットフランジを用いることができます。最近

り、磁界電子レンズ部２８の主要部は、第１の電

市販されたメタルＯリングは、その直径が最小φ

子レンズ（コンデンサレンズ）
、第２の電子レンズ

８ｍｍ程度であり、コンフラットフランジの直径

(対物レンズ）で構成されており、電子銃室１２か

よりも遥かに小さいので、このメタルＯリング４

ら発した電子ビーム１７をＸ線ターゲット２３上

６を使用すれば、分割部の大きさを小さくするこ

に集束させる働きをします。磁界電子レンズ部２

とができます。真空管球部１１をＸ線管２から抜

８の中央部には磁極穴３１があり、この磁極穴３

き差しするためには、磁界電子レンズ部２８の磁

１に真空管球部１１のライナーチューブ部１９が

極穴３１の穴径を真空シールの外径よりも大きく

着脱自在に配置されています。磁極穴３１は、レ

する必要がありますが、直径φ１５ｍｍにすること

ンズ特性を決定する電子レンズのポールピースに

ができます。本構成とすることにより、Ｘ線ター

よって形成されるものであり、便宜のため、ここ

ゲット２３を有する側の下部ライナーチューブ２

では、各ポールピースの名称を電子源１６の側か

１だけを交換するだけで済みます。電子銃室１２

ら順に、第１の電子レンズ３２（上極３３、下極

と電子銃室側の上部ライナーチューブ２０の部材

３４）
、第２の電子レンズ３５（上極３６、下極３

は再使用できますので、廃棄部材が少なくて済み

７）と称することとします。磁極穴３１の周囲に

経済的です。また、両ライナーチューブの結合部

は走査コイル３９と非点補正子５１が配置されて

は、メタルＯリング４６によって真空シールして

おり、前者は、電子ビーム１７をＸ線ターゲット

いますので、高温のベーキングが可能です。

２３の上で走査する働きをします。後者は、電子
ビームの非点収差を補正する働きをします。

このようなメタルＯリング４６を使用すること
によって、ライナーチューブ部１９の分割部が小
さくなりますので、その分割部を第２の電子レン
ズ下極３７の付近に設けることができます。コン
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フラットフランジを使用する場合に比べると、ラ

を通すための孔を有し、Ｘ線ターゲット２３に近

イナーチューブ部１９の外径を細くでき、その結

い位置に対向配置することにより、Ｘ線ターゲッ

果、磁界電子レンズ部２８の磁極穴３１の穴径が

ト２３からの反射電子５０を効率よく収集し、反

小さくなり、磁界電子レンズ部２８自体も小型化

射電子５０による信号をリード線４３によって大

できます。また、磁界電子レンズ部２８の励磁電

気側に取り出す構成です。また、Ｘ線ターゲット

流も少なくて済むので、磁界電子レンズ部２８の

２３を交換する場合は、メタルＯリング４６以降

発熱量も少なくて済み、エネルギーの節約ができ

の下部ライナーチューブ２１と、それに組み込ま

ます。

れた反射電子検出電極４２を一体に交換すること

図４は、電子ビーム１７の集束に欠かすことの
できない電子線絞り４０を配置した実施例を示し

になります。この構成とすることにより、高い温
度でベーキングすることができます。

ます。電子線絞り４０の機能は、電子レンズの収

図４の検出支持部材４４はセラミックス製であ

差の影響を抑え、散乱電子など余計な電子線を遮

り、円筒状の形状をしています。反射電子検出電

断することです。通常は、直径φ２～３ｍｍの白金、 極４２は、検出端子支持部材４４の円筒の側面を
モリブデンなどの素材のディスクに円形の穴をあ

貫通すると共に、図４に示しますようにメタルシ

けて用いることが多いです。電子線絞り４０の取

ール４５によって真空シールしています。こうす

り付け位置は、絞りの効果が最も高くなる位置で

ることによって、高温ベーキングと超高真空での

ある対物レンズの主面付近とすることが多いです。 使用を満たす構成としています。メタライズ加工
しかし、余計な電子線を遮断でき、電子ビーム１

は、必要な部分のみ任意に選択して行うことがで

７の収束角を正しく制限することができるならば、 きますので、必要に応じて絶縁部と導電部を使い
素材、形状、配置については、さほど拘る必要は

分けることができます。反射電子５０の検出部に

ありません。電子線絞り４０の取り付け部分の真

通常用いられますハーメチックシールに比べて、

空シールはメタルシールを用いていますので、高

セラミックス製の支持部材とすることによって、

温でのベーキングが可能です。

反射電子検出部４９を大幅に堅固かつ小型化でき

図４は、Ｘ線ターゲット２３の表面の反射電子

ます。Ｘ線ターゲット２３や反射電子検出部４９

像を観察するための検出部の主要な構成の断面を

を含むライナーチューブの先端部を小さくするこ

示しています。磁界電子レンズ部２８の中に配置

とができますので、ライナーチューブの先端部を

した走査コイル３９により、電子線ビームをＸ線

収容するポールピースの外径も小さくて済みます。

ターゲット２３の表面上で走査させ、Ｘ線ターゲ

よって、磁界電子レンズの小型化ができ、レンズ

ット２３の表面からの反射電子線を反射電子検出

収差を小さく抑えながら、レンズ電流が小さくて

電極４２で検出しています。高分解能のＸ線像を

済むというエネルギー節約の効果があります。な

得るためには、電子線ビームをＸ線ターゲット２

お、図４における構成と効果は、図１及び図２に

３の面に対して正確にフォーカス合わせすると共

示す分割しないライナーチューブ１９を有するＸ

に、電子ビーム１７の非点収差を補正することが

線管にも適用できることは明白です。

欠かせません。Ｘ線像の観察のみによって、これ

（特許権者：株式会社マーストーケンソリューシ

らの作業を行うことは困難であります。図４では、 ョン）
反射電子検出電極４２は、中央に電子ビーム１７
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後記
改めましてアドバンスＩＰニュース２０１８年春号をお届け致します。
さて、平昌冬季オリンピック及びパラリンピックも終了し（と言いましても、本稿締め
切りはパラリンピックがギリギリ終了かというところなのですが…。
）
、メダルを獲得した
選手も、残念ながらメダルには届かなかった選手も次へ向けての一歩を踏み出すころであ
ろうかと思います。
３月、４月と言いますと、日本における一般社会でも年度末及び年度初めということで、
何かとバタバタとする時期ではないでしょうか。
そして、日本における年度初め（新年度及び会計年度）というと４月１日から始まり、
小学校や中学校でも４月１日から新学年（翌年の３月３１日まで）になると規定されてい
ます（学校教育法施行規則第５９条）
。では、小学校の１学年は何月何日生まれの子で形
成されるのかといいますと「４月２日生まれ～翌年の４月１日生まれの人」です。例えば
２０１８年でいえば、「２０１８年４月２日生まれ～２０１９年４月１日生まれの人」が
同じ学年を形成するわけです。
なぜ、４月１日生まれからではなく、４月２日生まれの人から？ってことになるかと思
いますが、このことは「保護者は、子の満６歳に達した日の翌日以後における最初の学年
の初めから、…これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。
」とい
う学校教育法第１７条第１項の条文にヒントがあります。即ちこの中の「満６歳」がカギ
となります。つまり、人は誕生日の前日が終了する時（午後１２時）に年を一つとる（満
年齢に達する）
、とされています。これを４月１日生まれの子どもに当てはめると、誕生
日の前日である３月３１日の終了時（午後１２時）に満６歳になることになります（年齢
計算ニ関スル法律と民法第１４３条より）
。
このことは、わが国特有なのか、それとも４月１日から会計年度や新年度が始まる国々
全般なのかは時間があれば調べてみようと思います。
【引用文献】
・文部科学省ホームページ、
「小・中学校への就学について“１．４月１日生まれの児童生
徒の学年について”
」
ＵＲＬ＝http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1309966.htm

「アドバンスＩＰニュース」春号 発行日：２０１８年４月２日
編集・発行 アドバンス国際特許事務所
〒107-0072 東京都港区赤坂２－５－７ＮＩＫＫＥＮ赤坂ビル８階
TELＬ 03-5570-6081 E-Mail advance@mx7.mesh.ne.jp

