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トピックス

［四法共通］平成２９年度「模倣品・海賊版撲滅キャンペーン」実施
に、特設ウェブサイトの開設や動画の配信、体感

１．概要

型イベントの開催を行います。
「本物」を買うこと

経済産業省ホームページ平成２９年１１月２７

が自分の幸せ、世の中の幸せにつながっていくこ

日更新プレスリリースによりますと、経済産業

とを啓発し、自らが模倣品・海賊版を購入しない

省・特許庁は、１２月１日（金曜日）から、平成

という意識の形成を図ります。

２９年度「模倣品・海賊版撲滅キャンペーン」を

（１）特設ウェブサイト

実施します、とのことです。

模倣品・海賊版問題全般についての理解浸透を

なお、当該プレスリリースでは、
「本物を買った。 図るため、特許庁ホームページ内にキャンペーン
未来が笑った。
」をキャッチコピーに、１０代後半
の消費者を主な対象として働きかけを行います、

ウェブサイト（※）を開設します。
当該ウェブサイトでは、キャンペーン動画のほ

としております。

か、怪しいサイトの見分け方など、ニセモノに騙

２．目的

されないための実践的な知識等を掲載します。
（２）動画再生広告

特許庁が平成２８年度に実施した模倣被害実態

キャンペーンの認知度の拡大を図るため、各種

調査によると、調査に回答した企業のうち、５社

ＳＮＳ等で、キャンペーン動画を配信します。

に１社が国内外で何らかの模倣被害を受けたと回

［４］協賛及び後援

答しています。また、近年は、インターネットを

内閣府知的財産戦略本部、警察庁、消費者庁、

通じた取引など、模倣品・海賊版の流通は複雑化・

総務省、法務省、外務省、財務省税関、文化庁、

広範化しています。そこで、特許庁では、模倣品・

農林水産省、観光庁、国際知的財産保護フォーラ

海賊版の国内流通・消費を抑制するために、
「模倣

ム（ＩＩＰＰＦ）

品・海賊版撲滅キャンペーン」を実施し、模倣品・

４．今後の取り組み

海賊版を「購入しない」だけでなく、
「容認しない」
国民意識の醸成を目指しています。

今後、経済産業省・特許庁では、本キャンペー

今年度は、消費が増えることで模倣品・海賊版

ンのような消費者啓発のほか、我が国企業の被害

に遭遇する機会が増えてくる１０代後半の消費者

状況を把握する調査や、取締り強化に向けた各国

を主な対象に、「本物」を買うことが自分の幸せ、 政府への要請及び人材育成の支援、海外に進出し
世の中の幸せにつながっていくことを啓発し、自

た日系企業の支援など、模倣品・海賊版撲滅のた

らが模倣品・海賊版を購入しないという意識の形

めの事業を、産業界や関係政府機関とも連携して

成を図ります。

総合的に実施してまいります。

３．概要

上記トピックスの詳細は、経済産業省ホームペー

［１］実施期間

http://www.meti.go.jp/press/2017/11/20171127

ジの下記該当ページをご参照下さい。

平成２９年１２月１日（金曜日）～平成３０年

003/20171127003.html

（平成２９年１１月２７

３月２３日（金曜日）

日更新）

［２］キャッチコピー

また、模倣品・海賊版撲滅キャンペーン特設ウェ

「本物を買った。未来が笑った。
」

ブサイト（平成２９年１２月１日開設予定）につ

［３］内容

きましては、特許庁ホームページの下記該当ペー

消費が増えることで模倣品・海賊版に遭遇する
機会が増えてくる１０代後半の消費者を主な対象
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国際出願関係手数料改定のお知らせ

トピックス
１．概要

４．調査手数料

特許庁ホームページ平成２９年１２月１日更新

調査手数料

現行

新

記事によりますと、平成３０年（２０１８年）１

ヨーロッパ

244,500 円

248,000 円

月１日から、国際出願（ＰＣＴ出願）関係手数料

シンガポール

181,200 円

185,300 円

が改定されます、とのことです。なお特許庁は、
平成３０年１月以降に国際出願関係手数料の納付
をする場合は、各種手数料の額及び適用関係に御
注意をお願いします、としております。

30 枚以降
1 枚につき
オンライン
出願

トピックス

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokus
（平成２９年１２月１

日更新）

現行

新

151,800 円

153,800 円

1,700 円

変更なし

34,200 円

34,700 円

注１）国際出願が受理された日に有効な手数料が
適用されます。
注２）納付日に有効な手数料が適用されます。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

３．取扱手数料

取扱手数料

下記該当ページをご参照下さい。
ai/pct_tesuukaitei.htm

２．国際出願手数料

最初の 30 枚

上記トピックスの詳細は、特許庁ホームページの

差額の調整が必要になりますので御注意ください。
現行

新

22,800 円

23,100 円

注３）国際出願が受理された日に有効な手数料が
適用されます。

全国初のドライブスルー葬儀場、長野・上田市に完成

１．概要
日本経済新聞電子版平成２９（２０１７）年１
２月１５日更新記事によりますと、車に乗ったま

設の葬儀場に導入し、同月１７日から運営を開始
します、とのことです。

ま葬儀に参列できるドライブスルーシステムを併

先ず、ドライブスルー用の窓口でタブレット（多

設した全国初の葬儀場が長野県上田市に完成し、

機能携帯端末）を使い、車内で名前や住所を登録

同月１５日に報道陣に公開された、とのことです。 して香典を係員に渡し焼香し、それと同時に喪主
当該葬儀場に関しては、高齢者や障害者でも無理

らは葬儀場のモニターで来訪を確認します。焼香

なく葬儀に参列できるようにと、土木建設や産業

にかかる時間は３分程度であります。

廃棄物処理を扱う上田市の会社が開発して特許

発明者は「最初は不謹慎という声もあったが、

（特許権者及び発明者は、当該会社の社長名義に

最近は高齢者や障害者のためにすごいことを考え

なっております。
）を取得し、同市内の葬儀社が新

てくれたと評価する声が圧倒的。高齢化が進む中
で、葬儀も時代に対応していく必要がある」と語
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っており、同社には神奈川、千葉、福岡などの葬

上記トピックスの詳細は、日本経済新聞電子版の

儀社４社からも引き合いがあるといいます。

下記該当ページをご参照下さい。

１５日の公開には英国やドイツなど海外メディ
アも取材に訪れた、と記事は結んでおります。

「全国初のドライブスルー葬儀場、長野・上田市
に完成」
（日本経済新聞電子版）
，
［ｏｎｌｉｎｅ］
，
２０１７年１２月１５日，
［２０１７年１２月２２

２．コメント

日 検 索 ］， イ ン タ ー ネ ッ ト < Ｕ Ｒ Ｌ ：

なお、本記事におけるドライブスルーシステム

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2468143

を併設した葬儀場に係る特許出願につきましては、 015122017L31000/
「葬儀施設及び葬儀参列支援方法」という発明の
名称で既に特許公開公報及び特許公報が公開され
ております。

トピックス

弁理士を主人公とした漫画「閃きの番人」のご紹介

日本弁理士会より、

続編は順次公開します。また、PDF 形式で公開し

弁理士及び弁理士の

ておりますので、ダウンロードし、印刷・配布す

業務内容を社会人だ

ることが可能です。

けでなく学生も含め
て幅広く知ってもら

なお、今後の公開スケジュールは以下のとおり
です。

うべく、弁理士を主

12 月下旬（第 2 話前編）

人公とした漫画「閃

1 月（第 2 話後編）

きの番人」が公開さ

2 月（第 3 話前編）

れたとの PR があり

3 月（第 3 話後編）
」

ましたので、ご紹介
いたします。

知的財産業務は目に見えない無体財産を取り扱う

「漫画「閃きの番人」は、弁理士・西屋ジョージ

業務で、事務的な作業が多く劇的な物語性はあり

と新人弁理士・桐生眞理がクライアントからの依

ませんので、漫画にしようとすると、どことなく

頼を解決していく知的エンタテイメント漫画です。 こじつけや誇張が感じられてしまいますが、皆さ
専門用語に注釈がありますので、知的財産につい

んもご存じの画風ですので、弁理士及び弁理士の

ての知識がない方でも楽しみながら弁理士及び弁

業務内容を知るためだけでなく、純粋に漫画を楽

理士の業務内容を知ることができます。

しめるものになっていると思います。続編が楽し

作画は、
「課長 島耕作シリーズ」等の制作に携わ

みです。

っている(有)ヒロカネプロダクションが担当して
います。
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音楽的要素のみからなる音商標の登録

トピックス
１．概要

平成 29 年 9 月 26 日付で特許庁より、音楽的要

特許庁は、企業のブランド戦略の多様化を支援

素のみからなる音商標（言語的要素がないもの）

するため、従来の文字や図形に加え、音商標、動

について、初めて登録を認める旨の判断をしまし

き商標、色彩のみからなる商標などの新しいタイ

た、とのアナウンスがありました。

プの商標について、平成 27 年 4 月 1 日から出願受

以下、特許庁の WEB ページを抜粋いたします。詳

付を開始しました。これまでに、約 1,600 件の新

細は以下のアドレスをご覧ください。

しいタイプの商標の出願を受け付けており、すで

http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/otosho

に 300 件を超える登録がなされています。

uhyou-hatsutouroku.htm

新しいタイプの商標は、言語以外の多様なブラン
ド発信手段として、企業のブランド戦略に大きな

平成 27 年 4 月から受付を開始した新しいタイプ

役割を果たすことが期待されます。特許庁は、引

の商標のうち、音楽的要素（※）のみからなる音

き続き、新しいタイプの商標出願についても適切

商標について、この度、初めて登録を認める旨の

な審査に努め、企業のブランド戦略構築を支援し

判断をしました。これらの登録を認めた商標につ

てまいります。

いては、出願人から登録料が納められた後、商標

※音楽的要素とは、メロディー、ハーモニー、リ

登録されることになります。

ズム又はテンポ、音色等をいいます。

２．今回、登録を認める旨の判断をした音楽的要素のみからなる音商標
出願人

大幸薬品株式会社

出願番号

商標

区分／指定商品・役務

2015-029809

第 5 類／胃腸薬

第 9 類／マイクロプロ
インテル・コーポレ
ーション

セッサ，ソフトウェア
2015-029981

のプログラムが可能な
コンピュータ用マイク
ロプロセッサ
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出願人

出願番号

商標

区分／指定商品・役務

Bayerische

第 12 類／

Motoren Werke

国際登録

Automobiles and

Aktiengesellschaft

1177675

parts thereof,

(BMW)

included in this class.

３．新しいタイプの商標の出願件数と登録件数（平成 29 年 9 月 19 日現在）
タイプ別内訳
合計
音

6

色彩

位置

ホログラ

動き

ム

出願件数

1,594

566

509

376

126

17

登録件数

303

172

2

35

83
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審 決
情 報

識別力の有無

商標法第３条第１項第６号の該当性

１．標題

また、当審において職権をもって調査するも、

不服２０１６－１８３９２

「新感覚」の文字が、本願の指定商品を取り扱う

（商願２０１５－１１０５７０拒絶査定不服審判

業界において、原審説示のような語句の一種とし

事件）

て、一般に使用されている事実を発見することが

２．本願商標

できなかった。

出願番号：商願２０１５－１１０５７０

そうすると、本願商標は、その指定商品につい

商標：新感覚（標準文字）

て使用しても、自他商品の識別標識としての機能

指定商品：第５類 衛生マスク，オブラート，

を果たし得るものとみるのが相当であるから、需

ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用

要者が何人かの業務に係る商品であることを認識

タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，生

することができないものとはいえない。
」

理用パンティライナー，脱脂綿，ばんそうこう，

５．コメント

包帯，包帯液，胸当てパッド，失禁用ナプキン，

本願は、拒絶理由通知後に、
「失禁用パンツ，大人

失禁用パッド，失禁用ライナー，愛玩動物用おむ

用紙オムツ（パンツ式のものを含む）
，失禁用おし

つ，愛玩動物用紙製おしめ，乳幼児用粉乳，乳幼

め，失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他

児用飲料，乳幼児用食品

の失禁用吸収性下着，紙製幼児用おしめ，使い捨

出願人：ユニ・チャーム株式会社

て（紙製）乳幼児用おしめ（パンツ式のものを含

出願日：平成２７年（２０１５）１１月１１日

む）
，使い捨て（紙製）乳幼児用トレニングパンツ」

３．拒絶査定の拒絶の理由の要点
「本願商標は、
『新感覚』と標準文字で表してな
り、
『今までにない感覚』ほどの意味合いを認識さ

を削除する補正がされており、出願人はこれらの
商品については本願商標の識別力は欠如している
と認めているようです。

せるものである。そして、
『新感覚』の文字は、商

しかし、例えば指定商品の「衛生マスク」につ

品の様子を表す文字として使用されている実情が

いては、
「マスク 新感覚」でネット検索しますと、

あることから、本願商標に接する取引者、需要者

本願商標が複数使用されていることが分かります。

は、これを商品の広告、宣伝等における商品の優

これは、原審及び当審でも認定されているように、

位性を表す語句、商品説明に一般に使用される語

本願商標がその文字から容易に意味合いを生じ得

句の一種と理解するにとどまるものといえる。そ

ることに起因しており、本願商標は商品の内容や

うすると、本願商標は、これをその指定商品に使

品質等を示すものとして一般的に使用されている

用しても、自他商品の識別標識としての機能を有

ことが窺えます。当審の判断では、
「
『新感覚』の

するものとはいえないことから、需要者が何人か

文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、

の業務に係る商品であるかを認識することができ

原審説示のような語句の一種として、一般に使用

ない商標と認める。したがって、本願商標は、商

されている事実を発見することができなかった。」

標法第３条第１項第６号に該当する。
」

と認定していますが、どのような証拠資料からこ

４．当審の判断

のような判断をしているのでしょうか。

「本願商標は、その構成全体から『新しく感じる
こと』ほどの意味合いを認識させるものであるも
のの、原審説示のように、商品の広告、宣伝等に
おける商品の優位性を表す語句、商品説明に一般
に使用される語句の一種と理解されるものである

本願商標の文字は、指定商品の分野に関わらず、
商品の内容や品質等をあらわすものとして広く使
用されているものと思われますので、独占適応性
になじまない語句であるといえるのではないでし
ょうか。

とまではいい難い。
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決
報

観念が同一の商標の類否（商標法第４条第１項第１１号）

１．標題

４．異議申立人の主張

異議２０１７－９００２２６

「特許庁の審決においても、
「ドリーム」
、
「ＤＲＥ

２．本件商標

ＡＭ」から「夢」の観念が生じると判断され（甲

商標：
「夢」
（標準文字）

ＲＥＡＭ／ドリーム」は類似すると判断されてい

区分：第３２類

る（甲７、甲８）
・・・実際、特許庁及び裁判所に

指定商品：ビール，ビール風味の麦芽発泡酒

おいて、
「博物館」と「ＭＵＳＥＵＭ」
、
「ＲＩＳＩ

商標権者：サントリーホールディングス株式会社

ＮＧ ＳＵＮ／ライジングサン」と「ＡＳＡＨＩ」
、

登録番号：第５９３８２２７号

「天使」と「ＡＮＧＥＬ」
、「Ａｆｔｅｒｎｏｏｎ

登録日：平成２９年３月２４日

Ｔｅａ」と「午後の紅茶」
、「天使のスイーツ」と

３．引用商標

「エンゼルスイーツ」など、日本語と英語の違い

引用商標１

が類似と判断されている（甲９）。
「ＤＲＥＡＭ」

商標：
「ドリーム／ＤＲＥＡＭ」

と「夢」も、日本語と英語でそれぞれ同じ意味を

区分：第３３類

有する語であるから、観念はほぼ同一であり、類

指定商品：洋酒，果実酒

似する。

５、甲６）
、
「ゆめ」及び「ゆめシリーズ」と「Ｄ

はあるが同じ意味合いを有する語同士である商標

商標権者：アサヒグループホールディングス株式

さらに、特許庁商標審査基準によれば、観念の

会社

類否においては商標構成中の文字や図形等から、

登録番号：第４０４８２１２号

需要者が想起する意味又は意味合いが、互いにお

登録日：平成９年８月２２日

おむね同一であるか否かを考察するとされており

引用商標２

（甲１０）
、かかる基準に照らせば「ｄｒｅａｍ」

商標：
「ドリーム／ＤＲＥＡＭ」

と「夢」は観念類似と判断されてしかるべきであ

区分：第３２類

る・・・実際の取引社会において、
「夢」と「ドリ

指定商品：ビール

ーム」とをほぼ同義の語として使用している例に

商標権者：アサヒグループホールディングス株式

はいとまがない（甲１２）
。・・・何よりも、本件

会社

商標権者が「マスターズドリーム」と「醸造家の

登録番号：第４０４８２１２号

夢」を同義の言葉として自ら述べていることから

登録日：平成１１年２月２６日

も、
「ドリーム」と「夢」とは同義であるといえる。

引用商標３

したがって、
「夢」と「ドリーム」とは観念を同

商標：
「ドリーム」

一とする類似する商標である。
」

区分：第３２，３３類

５．当審の判断

指定商品：ビール，ビール風味の麦芽発泡酒，洋
酒，果実酒

ア 本件商標と引用商標の類否

商標権者：アサヒグループホールディングス株式

「外観において、本件商標は「夢」の文字から

会社

なるのに対し、引用商標は「ドリーム」と「ＤＲ

登録番号：第５４６２１１６号

ＥＡＭ」
、又は「ＤＲＥＡＭ」の文字からなるから、

登録日：平成２４年１月１３日

両者は、その構成文字に顕著な差異を有し明瞭に
区別でき・・・本件商標から生じる称呼「ユメ」

8
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と引用商標から生じる称呼「ドリーム」とを比較

要者の認識を基準に対比される商標について個別

すると、両者は、構成音が明らかに異なり相紛れ

具体的に判断されるべきものであるから、それら

るおそれのないものである・・・観念においては、

をもって上記判断が左右されるものではない。
」

両者は「夢」の観念を共通にするものである。

６．コメント

そうすると、本件商標と引用商標とは、観念を
共通にするものの、外観においては明瞭に区別で

異議申立人が主張しているように、商標「ゆめ」

き、称呼においては相紛れるおそれのないもので

と「ＤＲＥＡＭ／ドリーム」を類似とした審決が

あるから、両者の外観、称呼、観念等によって取

存在するのですから（無効２００２－３５３５５）
、

引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合

当該無効審判の判断と本件の判断が異なった具体

して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれ

的な根拠、例えば酒類の分野では「夢」と「DREAM」

のない非類似の商標と判断するのが相当である。

とを区別して認識されている事実などが提示され

また、他に本件商標と引用商標とが類似するとい

ていてもよかったのではないかと考えます。商標

うべき事情も見いだせない。
」

の登録可能性を判断する資料の一つが審決例です

「なお、申立人は過去の審判決例を挙げているが、 ので、従来の審決の判断と異なる場合は、具体的
商標の類否の判断は、査定時又は審決時における

な根拠を明示し、予見可能性を考慮し得る判断が

取引の実情を勘案し、その指定商品の取引者・需

望ましいです。

ヴェネズエラ
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平成２８年（行ケ）第１０１８５号

審決取消請求事件

１．標題

されており、且つ該吸収体が存在する部位では、

請求人適格に関する法令解釈が争われ、原告の請

から内側にかけての領域に、伸縮弾性が発現され

求が認容された事例。

るように配されているとともに、該部位の少なく

（平成２９年１０月２３日 知財高裁判決言渡）

とも中央部においては、前記ホットメルト粘着剤

２．関連キーワード

によって該外層体に非伸縮の状態で配設固定され

請求人適格、利害関係人

記吸収体が存在する部位における、前記胴回り弾

３．関連特許法規

性部材による伸縮弾性が発現されない範囲が、該

１２３条２項

おむつ。

４．事案の概要

【請求項２】

切断されていることによって、該吸収体の両側縁

て伸縮弾性が発現されないようになっており、前

吸収体の幅の１／２以上であるパンツ型使い捨て

前記胴回り弾性部材が、圧接カットで切断されて

被告は、発明の名称を「パンツ型使い捨ておむ

いる請求項１記載のパンツ型使い捨ておむつ。

つ」とする特許（請求項の数３。以下「本件特許」

【請求項３】

という。
）の特許権者である。

前記吸収性本体と前記外層体とが部分接合で固定

原告は、平成２７年９月３日、本件特許につき、

されている請求項１又は２に記載のパンツ型使い

特許無効審判を請求しところ、特許庁は、平成２

捨ておむつ。
」

８年６月２４日、
「本件審判の請求を却下する。審

６．審決の理由の要旨

判費用は、請求人の負担とする。」との審決をし、
その謄本は原告に送達された。それを受けて原告

審決の理由の要旨は、
「要するに、請求人である

は、平成２８年８月８日、審決の取消しを求めて

原告は特許法１２３条２項の利害関係人に当たら

本件訴えを提起した。

ず、本件審判の請求人適格を有しないから、本件

５．本件特許の特許請求の範囲の記載

審判請求は不適法であって却下すべき。
」というも

本件特許の特許請求の範囲の記載は、次のとお
りである（以下、各請求項に係る発明を総称して
「本件特許発明」という。
）
。

のである。

７．取消事由
取消事由は以下の三点である。

「
【請求項１】

（１）請求人の陳述内容に関する認定の誤り

液透過性の表面シート、液不透過性の防漏シート
及び液保持性の吸収体を有する吸収性本体と、該

（取消事由１）
（２）請求人適格に関する法令解釈の誤り

吸収性本体の該防漏シート側に配された外層体と
を具備するパンツ型使い捨ておむつにおいて、前

（取消事由２）
（３）審理の進め方（審決の時期及び内容）に関

記外層体における着用者の胴回りに配される胴周

する誤り（取消事由３）

囲部に、該胴回りの周方向に向けて、かつ該外層

ちなみに、当裁判所は、上記取消事由２のみを

体の幅方向に亘ってホットメルト粘着剤によって

判断した。なお、上記取消事由についての当事者

配設固定された複数の胴回り弾性部材を備えてお

の主張については割愛する。

り、前記胴回り弾性部材は、前記外層体における、
少なくとも前記吸収体の両側縁よりも外方の部位
に、伸縮弾性が発現されるように伸長状態で固定
10
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８．当裁判所の判断（取消事由２）

以上によれば、原告は、製造委託等の方法によ
り、原告発明の実施を計画しているものであって、

［１］事実関係（省略）

その事業化に向けて特許出願をしたり、試作品を

［２］原告本人尋問における原告の陳述内容

製作したり、インターネットを通じて業者と接触

本件審判手続において、請求人（原告）の本人

をするなど計画の実現に向けた行為を行っている

尋問が行われていたが、当裁判所は、改めて原告

ものであると認められるところ、原告発明の実施

本人尋問を実施した。

に当たって本件特許との抵触があり得るというの

その際、原告は、本件審判請求を行った動機、
経緯等について、要旨次のとおり陳述した。

であるから、本件特許の無効を求めることについ
て十分な利害関係を有するものというべきである。

（１）原告は、特許権取得のための支援活動等を

被告は、
「請求人（原告）が、本件特許発明につ

行う個人事業主であり、自らも特許技術製品の開

いて、実施の準備をしている者と評価されるため

発等を行っている。

には、例えば、紙おむつを製造販売する事業に必

（２）原告発明は、自分（原告）の発明である。

要となる製造設備や資金、販売ルート等を備えた

（３）原告発明に係るおむつの開発に着手した理

企業等が、本件特許発明の実施に該当する事業の

由は、日頃から医療分野に興味を持っていたこと、 準備を行うとともに、請求人が、その事業の少な
特に子供の頃から（省略）ことや、
（省略）
、排せ

くとも一部において主体的に関与していること」

つの問題に関する知識があったこと、さらには、

が必要であるとした審決の判断は相当であるから、

災害の発生、外国人の需要などにより、商品開発

そのような事情の認められない本件においては、

をして市場に提供するチャンスがあると考えたこ

利害関係の存在を肯定することはできないと主張

とによる。

する。しかし、上記のような要求をするというこ

（４）～（７）
：
（省略）

とは、原告が製造委託先の企業等を求めようとし

（８）原告としては、設計変更等による回避も考

ても、相手方となるべき企業等が、本件特許との

えたが、原告発明を最も生かせる構造は、被告の

抵触のおそれを理由に交渉を渋るというような場

本件特許発明の技術的範囲にあると思われたため、 合には、直ちに本件特許の無効審判を請求するこ
原告発明を実施するには、本件特許に抵触する可

とはできず、まずは、原告が自ら製造設備の導入

能性を解消する必要性があると判断し、また、専

等の準備行為を行わなければならないという帰結

門家から本件特許に無効理由があるとの意見をも

をもたらすことになりかねないが、このように、

らったことから、本件無効審判請求を行った。

経済的リスクを回避するための無効審判請求を認

［３］検討

めず、原告が経済的なリスクを負担した後でなけ

以上のとおり、原告は、単なる思い付きで本件
無効審判請求を行っているわけではなく、現実に

れば無効審判請求はできないとするのは不合理と
いうべきである。

本件特許発明と同じ技術分野に属する原告発明に

また、被告は、原告発明と本件特許発明とは何

ついて特許出願を行い、かつ、後に出願審査の請

ら関係がない等として、原告による原告発明の実

求をも行っているところ、原告としては、将来的

施が本件特許に抵触することはあり得ないという

にライセンスや製造委託による原告発明の実施

趣旨の主張をする。しかし、原告発明は、主とし

（事業化）を考えており、そのためには、あらか

て折り畳み部を有する外層シートに関する発明で

じめ被告の本件特許に抵触する可能性（特許権侵

あるから、それだけで紙おむつを製作することが

害の可能性）を解消しておく必要性があると考え

できるわけではなく、他に様々な技術を利用する

て、本件無効審判請求を行ったというのであり、

必要があることは明らかであるところ、そういっ

その動機や経緯について、あえて虚偽の主張や陳

た、他に利用すべき技術の一つとして、本件特許

述を行っていることを疑わせるに足りる証拠や事

が無効なのであれば、それに係る技術を利用しよ

情は存しない。

うとすることも考え得るところである。被告は、
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本件特許発明以外の技術によっても代替可能であ

託先の企業等を求めようとしても、相手方となる

るという趣旨の主張をするものと思われるが、本

べき企業等が、本件特許との抵触のおそれを理由

件特許が無効なのであるとすれば、それにもかか

に交渉を渋るというような場合には、直ちに本件

わらず、原告が、本件特許発明の利用を回避しな

特許の無効審判を請求することはできず、まずは、

ければならない理由はないというべきであり、被

原告が自ら製造設備の導入等の準備行為を行わな

告の上記主張も失当である。

ければならないという帰結をもたらすことになり

９．コメント

かねないが、このように、経済的リスクを回避す
るための無効審判請求を認めず、原告が経済的な

本件では、特許庁は「請求人（原告）が、本件

リスクを負担した後でなければ無効審判請求はで

特許発明について、実施の準備をしている者と評

きないとするのは不合理というべきである。
」と説

価されるためには、例えば、紙おむつを製造販売

示して、原告に請求人適格がある、即ち原告が利

する事業に必要となる製造設備や資金、販売ルー

害関係人に相当すると認容しました。

ト等を備えた企業等が、本件特許発明の実施に該
当する事業の準備を行うとともに、請求人が、そ
の事業の少なくとも一部において主体的に関与し

本件の詳細は、下記のＵＲＬをご参照下さい。

ていること」が必要であるとした審決をしました

ＵＲＬ：

が、当裁判所は、
「しかし、上記のような要求（本

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

件審判請求）をするということは、原告が製造委

175/087175_hanrei.pdf
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平成２９年(ネ)第１００４２号

判 決
情 報

交通事故無料相談会宣伝広告チラシ損害賠償請求控訴事件（本訴）
著作権侵害差止請求控訴事件（反訴）
し，頒布する行為は，１審原告が作成した「本件

１．標題

１審原告ファイル」赤枠内の記載に相当する部分

控訴人（原告）は、自らも提携専門家の一員と

（
「１審原告追加部分」
。なお，別紙２の書面全体

して関与する交通事故無料相談会に用いられる宣

は１審被告アンケート１）についての１審原告の

伝広告チラシの製作者であるところ、被控訴人（被

著作権（複製権）を侵害し，その侵害行為によっ

告）が控訴人に無断で、他の地域における相談会

て作成された物を頒布する行為であるとして，１

のチラシ等としてこれを複製改変して用いている

審被告に対し，著作権法１１２条１項に基づき，

として、損害賠償請求や差止を求めたものの、被

１審原告追加部分の複製又は頒布の各差止めを求

控訴人による利用許諾の抗弁が認められて請求が

める請求を行っています。

棄却された事案。

（２）反訴請求

（平成２９年１０月５日 知財高裁 第２部）

１審被告が，１審原告による本件１審原告ファ

２．関連法規

イルの記載された宣伝広告チラシを作成し，頒布

複製権（著作権法第２１条）
、同一性保持権（同２

１審被告の著作権(複製権又は翻案権)又は著作者

０条）
、不法行為による損害賠償（民法７０９条）

人格権（同一性保持権）を侵害し，その侵害行為

３．事案の概要

によって作成された物を頒布する行為であるとし

する行為は，
「本件１審被告ファイル」についての

て，１審原告に対し，著作権法１１２条１項，２

本件は、１審原告が１審被告に対して次の（１）

項に基づき，本件１審被告ファイルの複製又は頒

の本訴請求をし、１審被告が１審原告に対し次の

布の各差止め並びに本件１審原告ファイルが記載

（２）の反訴請求をする事案です。原審ではいず

された宣伝広告チラシの頒布の差止め及び廃棄を

れの請求も棄却されたため、１審原告と被告の双

求めるとともに，著作者人格権侵害に基づく精神

方が本件控訴を提起しています。

的損害に係る損害賠償金３３万円及びこれに対す

（１）本訴請求

る不法行為後の日である平成２８年７月１１日か

１審原告が，１審被告による「１審被告広告１」

ら支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅

及び「１審被告広告２」を頒布する行為が，
「１審

延損害金の支払を求める請求を行っています。

原告広告」について１審原告が有する著作権（複

（３）前提事実

製権）及び著作者人格権（同一性保持権）を侵害

判決文によると、次のア～キの前提事実が認め

することによって作成された物を頒布する行為，

られています。

又は１審原告に対する一般不法行為に該当すると

ア．本件の原告は弁護士であり、被告は行政書士

して，１審被告に対し，著作権侵害又は一般不法

です。

行為に基づく財産的損害に係る損害賠償金５万円， イ．
「訴外Ｃは，平成１２年５月，交通事故被害者
著作者人格権侵害又は一般不法行為に基づく精神

の救済等を目的とする特定非営利活動法人である

的損害に係る損害賠償金３０万円及びこれらに対

「交通事故１１０番」(以下「本件ＮＰＯ法人」と

する不法行為後の日である平成２８年４月２６日

いう。)を設立し，その代表者に就任した。本件Ｎ

（訴状送達日の翌日）から支払済みまで民法所定

ＰＯ法人は，インターネットのホームページ上で

の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める

交通事故被害者の救済等に関連する情報を発信す

請求、及び、１審原告広告の複製又は頒布の各差

るとともに，平成１６年１月以降は，全国各地で

止めを求める請求を行っています。

定期的に無料相談会(以下「地方相談会」という。)

また、１審原告が，１審被告による「１審被告

を実施するようになった。

アンケート１」
，
「１審被告アンケート２」を作成
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地方相談会においては，本件ＮＰＯ法人に協力

が掲載されたもの）を配布した。本件原告ファイ

する弁護士，行政書士，医師などの専門家(以下「提

ルは，原告が，本件被告ファイルに原告追加部分

携専門家」という。)が交通事故被害者らとの相談

に係る追加又は訂正を加えて作成したものである。

を担当し，被告も提携専門家の一人を務めている。

４．本件の争点

（乙３９～４１，４４，４５，５２～５５，弁論
の全趣旨）

本件は本訴と反訴が併合された事案のため、争

ウ．Ｃと被告は，平成２３年５月ころまでに，相

点は多岐にわたりますが、裁判所では事案に鑑み、

談時に必要な基礎情報を交通事故被害者から予め

次のように、利用許諾の抗弁の成否（争点１－

獲得できるよう工夫した問い合わせフォーム（本

（３）
）
、改変許諾の抗弁の成否（争点２－（３）
）
、

件被告ファイル。ただし，
「交通事故相談会被害者

一般不法行為の成否（争点３）
、１審原告追加部分

ファイル」とのタイトルが付されたもの）を作成

の著作物性及び複製権侵害の成否（争点６）
、本件

し，これを本件ＮＰＯ法人のホームページに掲載

１審被告ファイルの編集著作物性の有無（争点８）

した。同問い合わせフォームは，本件ＮＰＯ法人

について順に判断されました。

のホームページを閲覧した交通事故被害者におい

５．裁判所の判断

て同問い合わせフォームに入力して送信すること
により，自動的に入力済みの本件被告ファイルが
作成され，その電磁データが保存される仕組みと

本件判決では、次のように判断して、本件控訴
を棄却しています。

なっていた。
（乙２，３，３０，３１，弁論の全趣
旨）

１．利用許諾の抗弁の成否（争点１－（３）
）につ

エ．原告は，平成２５年１月ころ，同年２月２４
日に甲府市で開催される交通事故の無料相談会

いて
裁判所では、上記認定事実に加えて、１審原告

(以下「本件甲府相談会」という。)の宣伝広告の

の作成した１審原告広告が本件ＮＰＯ法人の地方

ため，原告広告を作成し（なお，原告広告が原告

相談会の集客のために用いられることになった経

のみによって作成されたか否かは，当事者間に争

緯などを認定する事実認定を行い、次のように判

いがある。
）
，これを山梨県内で配布した。

断しました。

オ．Ｃは，本件甲府相談会の後，全国各地の提携

（１）
「①１審原告広告は、本件ＮＰＯの地方相談

専門家らに原告広告を交付し，これと同内容の宣

会の広告として作成されたものであること，②１

伝広告チラシを作成して配布するよう指示した。

審原告は，１審被告から，本件ＮＰＯ法人の地方

提携専門家らは，Ｃの上記指示に従い，原告広告

相談会の集客のために，１審原告広告の現物を送

の記載の一部をそのまま又は改変を加えて用いる

付することを求められたこと，③１審原告は，平

などした宣伝広告チラシを作成し，配布するよう

成２５年８月７日，１審被告から，Ａ広告が１審

になった。
（乙６～１４，弁論の全趣旨）

原告広告とほぼ同一内容であることを告げられた

カ．被告は，平成２８年１月ころ，同月２３日に

こと，以上の事実が認められるから，１審原告は，

静岡市で開催される地方相談会の宣伝広告のため， 平成２５年８月７日の時点において，Ａ広告が１
被告広告１（裏面に被告アンケート１が掲載され

審原告広告とほぼ同一内容であること，１審原告

たもの）を作成して配布し，同年２月ころには，

広告とほぼ同一内容のものが本件ＮＰＯ法人の地

同月２７日に高崎市で開催される地方相談会の宣

方相談会の集客のために用いられていることを認

伝広告のため，被告広告２（裏面に被告アンケー

識していたものと認められる。

ト２が掲載されたもの）を作成して配布した。

そして、上記の認定事実からすると、１審原告

キ．原告は，平成２８年６月ころ，同年７月１０

は、１審原告広告とほぼ同一内容のものが本件Ｎ

日に甲府市で開催される交通事故無料相談会の宣

ＰＯ法人の地方相談会の集客のために用いられて

伝広告チラシ（乙２８。裏面に本件原告ファイル

いることを何ら問題とすることなく，かえって，
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Ａ広告及び１審原告広告が同一の広告文言及び事

製権）及び著作者人格権（同一性保持権）とは別

例の紹介を用いていることを前提に，弁護士会か

個の法的利益を侵害された旨の主張と解される

らの指摘を回避するための１審原告広告の具体的

(最高裁判所平成２３年１２月８日第一小法廷判

表現に関する変更を提案しているものと認められ

決・民集６５巻９号３２７５頁参照)。しかし，１

る。

審原告の主張する利益が，著作権や著作者人格権

また、上記の認定事実からすると、１審原告は，

とは別個の法的に保護されるべき利益に当たると

上記の平成２５年８月７日から約２年６か月後の

はいえない上、認定された事実のとおり、１審原

平成２８年２月５日に至って，１審被告に対して

告は、１審原告広告の複製及び改変を許諾したも

１審原告広告に関する１審原告の著作権の侵害を

のと認められるから，１審被告が１審原告広告を

主張するようになったものと認められる。これら

無断で模倣したという１審原告の主張は，主張の

の一連の事実経過に、上記認定のとおり、１審原

前提を欠くものであって失当である」と判断しま

告は、１審被告と連携して、多数の交通事故の事

した。

案を処理し，Ｅや１審被告から，多数の交通事故
の案件の紹介を受けていたこと，すなわち，１審
原告は，本件ＮＰＯ法人と連携することによって

４．１審原告追加部分の著作物性及び複製権侵害
の成否（争点６）について

利益を得ていたといえることを総合すると，１審

１審原告追加部分は、交通事故相談の相談者に

原告は，本件ＮＰＯ法人の地方相談会の広告とし

対する質問項目の追加部分に該当しますが、裁判

て，１審原告広告を利用することを包括的に許諾

所では、最初に、
「著作権法は思想又は感情の創作

していたものと認めることができる」としました、 的な表現を保護するものであるから（著作権法２
そして、
「１審原告広告の著作物性について判断す

条１項１号）
，複製に該当するためには，既存の著

るまでもなく，１審被告が，１審原告広告につい

作物とこれに依拠して作成された物の共通する部

ての著作権を侵害する行為を行ったと認めること

分が著作権法によって保護される思想又は感情の

はできない」
、と判示しました。

創作的な表現に当たることが必要である」として、
当該１審原告追加部分の著作物性の判断を行いま

２．改変許諾の抗弁の成否（争点２－（３）
）につ
いて

した。
そして、裁判所では、
「１審原告追加部分と１審

裁判所では、認定事実に基づいて、
「１審原告は、 被告アンケート１及び２の共通する部分は，いず
１審原告広告を本件ＮＰＯ法人の地方相談会で使

れも著作権法によって保護される思想又は感情の

用するのに必要な範囲で改変することを許諾して

創作的な表現には当たらないから，１審被告アン

いたものと認められる。そして，１審被告広告１

ケート１及び２は１審原告追加部分の複製には該

及び２がその範囲を超えて改変されたとは認めら

当しないというべきである」
、と判断しました。

れない。
」と判断しました。
５．本件１審被告ファイルの編集著作物性の有無
３．一般不法行為の成否（争点３）について

（争点８）について

１審原告は，１審被告が１審原告広告を無断で

裁判所では、最初に、
「ある編集物が編集著作物

模倣して１審被告広告１及び２を作成したことに

として著作権法上の保護を受けるためには，素材

よって，１審原告が有する１審原告広告を模倣さ

の選択又は配列によって創作性を有することが必

れないという法的保護に値する利益が侵害された

要である（著作権法１２条１項）
」として、本件１

旨を主張していました。

審被告ファイルの編集著作物性の有無の判断を行

これに対して裁判所は、
「１審原告の主張は，１

いました。

審被告が１審原告広告を無断で模倣したことによ

そして、裁判所では、
「相談者から相談に先立ち

り，１審原告が，１審原告広告について著作権（複

交通事故に関する必要な情報を把握するという本
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件１審被告ファイルの性質上，①相談者個人特定

これに加えて、被告側から、
「本件ＮＰＯ法人の提

情報，②交通事故の具体的状況，③相談者の受傷

携専門家によって，原告広告と同内容の宣伝広告

及び治療の状況並びに④事故関係者の保険加入状

チラシが作成され，以後の地方相談会向けに配布

況に関する情報のほか，⑤具体的な相談希望内容

されたにもかかわらず，原告がこれに異議を述べ

についての情報を収集する必要があることは，当

なかった経緯からすると，原告が，原告広告の利

然のことであると考えられる」ところ、
「これらの

用を本件ＮＰＯ法人の提携専門家に対して許諾し

項目を上記のとおり設けたことによって，素材の

ていたことは明らか」等の主張がされており、結

選択又は配列による創作性があるということはで

果的には裁判所がこれを認めて、原告の主張が退

きない」としました。

けられています。

また、本件１審被告ファイルでは「複数の選択

原告側としては、不本意な結果になったと思わ

肢とそれに対応したチェックボックスが設けられ

れますが、著作権を含む知的財産権については、

ていることが認められる」ものの、
「チェックボッ

本件のように、明確な許諾の意思表示をしていな

クスを，上記のような項目と組み合わせて配置し

くとも、いわゆる「黙示の許諾」の成立が認めら

たからといって，素材の選択又は配列による創作

れる場合もあります（例えば、研修テキスト事件

性が認められるものではない」とし、
「他に本件１

知財高裁 平成１８年（ネ）１００２７号）
。

審被告ファイルにおいて素材の選択又は配列によ

そのため、権利者としては、他人が無許諾で自

る創作性があると認めるに足りる証拠はないから， 己の著作物の複製等を行っている場合には、これ
本件１審被告ファイルが編集著作物に当たるとは

を放置しておくと「黙示の許諾」の成立が認めら

認められない。
」と判断しました。

れる場合が有るため、将来的に権利行使をする意

６．コメント

志が有る場合には、こまめに警告等の手続きを採
っておく必要が有りそうです。

本件は、ＮＰＯ法人が主催する交通事故の地方

なお、本件判決文の詳細につきましては、下記

相談会において、原告弁護士が製作した宣伝広告

ＵＲＬをご参照下さい。

チラシが、高い集客効果を上げたと判断されたた

【判決文等ＵＲＬ】

めに、被告らがこれを他の地域における相談会の

（本件判決文）

宣伝広告に用いていたところ、原告から著作権侵

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

害等で損害賠償の請求等を受けたという事案です。 133/087133_hanrei.pdf
そして、本件では、原告弁護士が、被告に当該

（本件原審判決文）

宣伝広告チラシを提供した経緯や、当該ＮＰＯ法

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

人の提携専門家であり利益を受けていたことなど

812/086812_hanrei.pdf

が認定されて、原告の請求が棄却されています。

（本件原審別紙）

著作権侵害事件では、被告側としては、著作権
侵害の成立を回避するために、著作物性を否定す

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/
812/086812_option1.pdf

る主張を行うことが一般的です。本件の場合には、
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判 決
情 報

平成２８年（行ケ）第１０１９１号 審決取消請求事件

１．事案の概要
本件は、無効２０１５－８９００９４号事件の
審決取消訴訟です。
本件訴訟の原告は、平成１４年８月３０日に本

登 録 日：平成２６年６月６日
出願番号：商願２０１３－３４４６６
出 願 日：平成２５年５月９日
指定役務
第３６類「建物の管理，建物の貸与，建物の売買，

件商標と同じ文字から構成され、商品及び役務の

建物又は土地の情報の提供」

区分並びに指定商品及び指定役務を第３６類「マ

第３７類「建設工事，建設工事に関する助言」

ンションの管理，マンションの貸借の代理又は媒

３．争点

介，マンションの貸与，マンションの売買，マン
ションの売買の代理又は媒介，マンションの鑑定

争点①審決の認定の誤り

評価，マンションの情報の提供」とする「音楽マ

争点②平等原則，禁反言の原則，信義則の各違反

ンション」について商標登録出願（商願２００２

４．裁判所の判断

－０７３９９６。
）をしましたが、３条１項各号・

４条１項１６号を理由とする拒絶理由通知を受け、 争点①審決の認定の誤り
その後に意見書及び補正書を提出しましたが、平

原告は、
「音楽マンション」の語は、
「音楽の

成１５年６月２４日付けで拒絶査定を受けました。 演奏が可能なマンション」というマンションの
原告の拒絶査定が確定後の平成２５年５月９日、 コンセプト等を表す一般的な言葉として社会的
被告は、「音楽マンション」（標準文字）について

に認知されたものと認められるから自他役務識

商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務

別力がなく、商標法３条１項６号に該当すると

を第３６類「建物の管理，建物の貸与，建物の売

の主張をしています。

買，建物又は土地の情報の提供」
、第３７類「建設

それに対して、知財高裁は以下のように判断

工事，建設工事に関する助言」とする商標登録出

しています。

願をし、平成２６年６月６日に商標登録を受けま

「本件商標は，
『音楽マンション』という文字か

した（第５６７５５３０号、以下「本件商標」と

ら構成されているところ，音楽という文字とマ

する）
。

ンションという文字をそれぞれ分離してみれば，

原告は、平成２７年１１月１７日、特許庁に対

前者が『音による芸術』を意味し，後者が『中

し、本件商標が商標法３条１項６号に該当すると

高層の集合住宅』を意味するところ，両者を一

して、その商標登録を無効とすることについて審

体としてみた場合には，その文字に即応して，

判を請求した（無効２０１５－８９００９４号）

音楽に何らかの関連を有する集合住宅という程

が、特許庁は、平成２８年７月４日に「本件審判

度の極めて抽象的な観念が生じるものの，これ

の請求は，成り立たない。
」との審決をし、その謄

には，音楽が聴取できる集合住宅，音楽が演奏

本が同月１４日に原告に送達されました（以下、

できる集合住宅，音楽家や音楽愛好家たちが居

「本件審決」とする）
。

住する集合住宅などの様々な意味合いが含まれ

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。
詳細は、裁判所 HP にてご確認下さい。

２．本件商標

るから，特定の観念を生じさせるものではない。
そうすると，『音楽マンション』という文字は，
原告が使用する『ミュージション』と同様に，
需要者はこれを造語として理解するというのが
自然であり，本件商標の指定役務において，特

本件商標：
「音楽マンション」
（標準文字）

定の役務を示すものとは認められない。したが

登録番号：第５６７５５３０号

って，
『音楽マンション』という文字は，需要者

ADVANCE IP NEWS

WINTER

17

が何人かの業務に係る商品又は役務であること

審判請求をするなどして正しい判断を求めなかっ

を認識することができないものとはいえない。」 たのであるから，原告の主張は，失当であるとい
うほかない。したがって，原告の主張は，採用す

争点②平等原則，禁反言の原則，信義則の各違
反
上述したとおり、原告は被告よりも１０年以

ることができない。
」

５．コメント

上も前に本件商標と同じ文字から成る「音楽マ

争点①については、原告は、本件商標は、商標

ンション」について商標出願をしていますが、

法３条１項６号に該当するので審決に誤りがある

自他役務識別力がないとして拒絶理由通知を受

と主張していますが、知財高裁は、本件商標は、

け、意見書及び補正書を提出したものの拒絶査

音楽に何らかの関連を有する集合住宅という程度

定を受けたので、この段階で権利化を断念して

の極めて抽象的な観念が生じるものの、これには、

います。

音楽が聴取できる集合住宅、音楽が演奏できる集

原告からしてみたら１０年前に自分が出願し

合住宅、音楽家や音楽愛好家たちが居住する集合

た時に、自他役務識別力がないと判断されたの

住宅などの様々な意味合いが含まれるから、特定

で、安心して使っていたら、他人が出願して本

の観念を生じさせるものではないので、商標法３

件商標が登録されてしまったという最悪の事態

条１項各号に該当しないとの判断をしています。

が起きてしまった訳でとても納得できないとい

上記の判断については、知財高裁のいうことも

う心中は察するに余りあります。

分かるのですが、
「音楽が演奏できるマンション」

そこで原告は、自分が特許庁から拒絶査定を

というのが自然な解釈のように思え、他の観念に

受けたのにも関わらず、被告の本件商標を特許庁

ついては、若干不自然な解釈のようにも思います

が登録査定したのは、平等原則、禁反言の原則、

ので、この結論にはちょっと釈然としない気持ち

信義則にそれぞれ違反するとの主張をしました。

です。

これに対しては、知財高裁は以下のような判断

争点②については、本件の原告は、被告の１０

をしています。

年以上前に本件商標と同一の文字から成る「音楽

「原告は，本件商標と同一の文字からなり同一の

マンション」を出願しましたが、３条１項各号・

指定商品又は指定役務に属する『音楽マンション』 ４条１項１６号で拒絶査定を受けたので、商標を
につき，特許庁は過去において拒絶査定をしたに

使っていたら、被告がその後出願して登録になっ

もかかわらず，本件商標を登録査定したのは，平

てしまったので無効審判請求を行ったというかた

等原則，禁反言の原則，信義則にそれぞれ違反す

ちになっています。

るなどと主張する。 しかしながら，前記２のとお

私も、クライアント様から自他商品・役務識別

り，
『音楽マンション』という文字は，本件商標の

力があるかどうか微妙なものについて、出願する

指定役務において，特定の役務を示すものとはい

べきか否か、出願して拒絶となった場合に意見書

えず，需要者が何人かの業務に係る商品又は役務

や審判などどこまで対応するべきなのか相談を受

であることを認識することができないものとはい

けることがあります。

えないから，本件商標は，商標法３条１項６号に

例えば、指定商品「自動演奏をするピアノなど

該当するものとは認められない。そうすると，上

の楽器」等について商標「AUTOPLAY」
、指定役務「絵

記拒絶査定は，どのような資料に基づいて判断さ

本を利用した心理カウンセリング」について商標

れたかは必ずしも明確でないものの，商標法３条

「絵本セラピー」等の識別力が微妙なものが登録

１項６号該当性についての判断に誤りがあるもの

されてしまっているという事実があるので、この

といわざるを得ないから，これに対する不服審判

ような場合、多くの弁理士は念のため出願するこ

請求に係る審決等において取り消されるべきもの

とをすすめるかと存じます。

と解される。それにもかかわらず，原告は，不服
18
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出願して拒絶された場合にどこまで争うべきか
ということについては、理想を申し上げれば手段

求めなかったのであるから、原告の主張は、失当
であるとしています。

が尽きるまで争って頂きたいのですが、通常は登

商標弁理士の立場からすると、特に個人や中小

録可能性が低い案件にあまり費用は掛けられない

企業のクライアント様にとって、審判費用や審決

となる場合が多く、本件の原告のようにせいぜい

取消訴訟費用の負担は重く、また商標法第３条第

意見書・補正書を提出してそれでだめならあきら

１項各号該当性について審判や訴訟で争っても請

めるということが多いように思います。

求が認められないケースが多いので、知財高裁に

しかしながら、争点②にありますように、知財

上記のように正しい判断を求めて徹底的に争えみ

高裁は、原告が受けた拒絶査定は、どのような資

たいに言われてしまうと、ちょっと無慈悲なよう

料に基づいて判断されたかは必ずしも明確でない

に感じてしまいます。

ものの、商標法３条１項６号該当性についての判

しかしながら、こういった判決がでてしまった

断に誤りがあるものといわざるを得ないから、こ

からには、皆さまが商標法第３条第１項各号に該

れに対する不服審判請求に係る審決等において取

当する可能性がある商標を出願なされる場合には、

り消されるべきものであったにもかかわらず、原

本件判決の内容をふまえて、審判や審決取消訴訟

告は、不服審判請求をするなどして正しい判断を

等も考慮に入れて頂けたらと存じます。

ラオス

ADVANCE

IP NEWS

WINTER.

19

海
情

外
報

ゴルフゾーン 「仮想キャディ」などを相手に 特許侵害訴訟

スクリーンゴルフの会社である SG ゴルフが、ゴ

SG ゴルフとは 2 位の座を争っているマウムゴルフ

ルフゾーンとマウムゴルフを相手にした特許侵害

に対して、今回の訴訟がどのような影響を与える

訴訟を最近、法院に提起しました。ゴルフゾーン

かが注目されます。

の場合は今年 7 月 14 日付で大田中央地方法院に、

一方、SG ゴルフがゴルフゾーンを相手に、昨年

マウムゴルフは 21 日付でソウル中央地方法院に

6 月に特許審判院に申請した二件の特許権無効請

それぞれ提出しました。

求で、最近、特許審判院が SG ゴルフの請求を受け

SG ゴルフの関係者は、
「法院に提出した訴状で

入れて当該特許権について無効審判したことが確

明らかにした特許に対する侵害の内容は、両社と

認された。当該特許は、スクリーンゴルフでの音

も類似している。現在両社がサービス中のいわゆ

声案内提供システムと、スクリーンで提供するミ

るキャディ案内機能は、我が社が登録特許として

ニマップ関連の特許だが、全て 2009 年に出願され

保有している『人工知能キャディ』の原理をその

翌年に特許登録されたものです。元々はゴルフゾ

まま模倣して適用しているものだ」と伝えました。 ーンが、SG ゴルフを相手に当該特許権に対する特
さらに、
「現在、当該技術が適用されて販売されて

許侵害訴訟を提起していました。これに対抗して、

いるゴルフゾーンの『ビジョン』、
『ビジョンプラ

SG ゴルフ側が特許無効審判を提起したものでした

ス』
、
『トゥビジョン』
、
『GDR』と、マウムゴルフの

が、特許審判院が SG ゴルフの請求を受け入れるこ

『ティ・アップビジョン』に対する譲渡等のため

とで、ゴルフゾーンの立場としては体面を失うこ

の展示、或いは契約の申し込みを禁止する判決を

ととなりました。

訴状を通じて求めた状態」だと語りました。 市場

（ソウルの Ha & Ha 事務所からのレターに拠りま

シェアで確固たる 1 位の座を維持しながらも、少

す）

しずつその割合が縮小しているゴルフゾーンと、

海
情

外
報

インターネット裁判所： 始動

中国浙江省の省都である杭州は、最も著名な業

ライン、インターネットファイナンスなどのイン

界先導者である Alibaba（アリババ）社を含む何

ターネット取引に関係する法的な争いも急増して

千ものインターネット会社が本拠地と呼ぶ最も

いる。例えば、アリババ社を取り上げると、アリ

ホットな町であり、インターネット革新に対する

ババ社を提訴する訴訟は、2011 年から 2013 年の

可能性と魅力を示している。この町のインターネ

間の年 100 件未満から 2015 年の最初の 2 か月間で

ット雰囲気に更なるざわめきを加えつつ、先駆的

110 件に増大した。2015 年 8 月に、浙江省の司法

な司法革新である中国における唯一のインター

当局は、インターネット取引紛争、インターネッ

ネット裁判所が最近杭州に設立された。このイン

ト支払い紛争、インターネット著作権紛争、及び

ターネット裁判所は、2017 年 8 月 18 日に発表さ

それらの控訴を取り扱う最初の試験的裁判所とし

れたが、これは、2017 年 6 月 26 日に開催され、

て 4 か所の第一審裁判所と杭州控訴裁判所を指定

中国の習近平主席が議長を務める「総合改革を深

して、インターネット裁判所の前身であるオンラ

化させるための中央指導グループ第 36 回会議」

イン裁判所試験的プログラムを開始した。訴状提

の間に達した結論決定の結果である。

出、訴状送達、証拠交換、調停、公判を含む全手

インターネット技術及びビジネスの爆発的発展

続きがオンラインで実施される。

が中国に大きな経済的成長をもたらしている。そ

今年、インターネット関連紛争の独創的なオンラ

の一方で、電子商取引、オンライン・ツー・オフ

イン処理を一段上げて、真新しいインターネット
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裁判所が生まれた。インターネット裁判所は、以

場合、オンライン取引における販売業者と買手は、

下に掲げる５つの分類区分に入る事件のみを審理

一国の異なる地域にいるか、または全く異なる国

する。

にいるので、上記実務と手続きは、とりわけ便利

１） オンラインショッピング契約をめぐる紛争。 である。人々は、裁判所の訴訟プラットフォーム
この場合、販売業者が当該物を展示して販売の申

（http://www.netcourt.gov.cn/）で自分の身分を

し入れをし、買主がインターネット上で当該物の

登録するだけでよく、登録後に訴状をオンライン

情報を検索して見つけ、販売申し入れの受け入れ

で提出することができる。9 月 18 日に審理され

を表明する。次に、両者は、合意に基いて売買契

た最近の公判は、それぞれのコンピュータの前に

約を結び、その契約の誓約又は履行に関して紛争

座っている中国本土に在住する原告と、台湾にい

が生じる。

る被告と、裁判官とで、20 分そこそこで効率よく

２） 製造物責任紛争。オンラインショッピングの

行われた。この新しいオンラインシステムがなか

場合、製造業者／販売業者が製造／販売した製品

ったならば、訴状を被告に送達するために、もっ

が人身傷害又は物的損害を他者にもたらした、あ

と時間がかかったであろうし、被告が公判に出席

るいは他者にもたらす恐れがあり、製造業者／販

するために杭州まで旅する不便さは言うまでもな

売業者に法的責任があると申し立てられる。

い。

３） ネットワークサービス契約をめぐる紛争。こ

インターネット裁判所は、本日まで 1 ヶ月間以上

の場合、ネットワークサービスプロバイダがイン

運営されてきた。この短い期間の間に、900 通以

ターネット又はコンテンツサービスへのアクセス

上の訴状を裁判所は受領したが、そのほとんどは、

を消費者に提供する契約の誓約又は履行に関して

オンラインショッピング及びサービス契約並びに

紛争が生じる。

製造物責任紛争に関する。それにもかかわらず、

４） インターネットを介して誓約し履行される融

最 高額 の賠償 請求 500 万 人民 元は 、 Zhejiang

資契約や小口融資契約をめぐる紛争。オンライン

Radio and Television Group 社 が Gumi Video

で誓約し履行される契約の場合、借手が金融機関

Technology Limited 社と Gumi Cultural 社（両

に融資を申請し、期日内に利子の支払いを含めて

社とも、
最大移動体通信事業者の１つである China

借入金を返済する融資契約、あるいは借手が金融

Mobile 社の子会社）を、
『Running Man（走る男）
』

機関又は小口金融会社に小口融資を申請し、期日

と称される今人気のあるリアリティー番組を無許

内に利子の支払いを含めて借入金を返済する小口

可でネットに流したとして訴えた著作権侵害事件

融資契約のいずれかに関して紛争が生じる。

のものであった。

５） インターネット著作権をめぐる紛争。この場

裁判を待つ訴訟事件が裁判所で増え続け、影響

合、情報ネットワークを介して自身の作品を普及

の大きい事件が増えるにつれ、インターネット裁

させる権利の侵害をめぐって紛争が生じる。

判所の中国司法制度における立ち位置と、その役

従前のオンライン裁判所試験的プログラムと同様

割の果たし具合とは、注視に値する。

に、インターネット裁判所は、全ての局面の手続

（ヒューストンの Osha Liang 事務所からのレター

きをオンラインで行うため、原告と被告が物理的

に拠ります）

に裁判所に出廷する必要がなくなる。ほとんどの
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欧州訴訟シリーズ－パート 2：イタリアの捜索命令および差押え

イタリアは、ユーロ圏ではドイツとフランスに

原告側の弁理士が支援を提供することもある。フ

続いて 3 番目に大きな経済圏であり、その市場規

ランスの差押え（saisie-contrafaçon）とは異な

模と訴訟費用の安さから、欧州において知的財産

り、特許権者が手続に関与することが認められる

権を執行する必要が生じた場合に考慮すべき国

場合もある。命令の発行に続いて、当該命令の発

である。知的財産事案に対する独占的な管轄権が

行日から 20 営業日以内もしくは暦日で 31 日以内

イタリアの一定の裁判所に与えられているため、

に（いずれか後に到来する方の期限までに）
、本案

特許訴訟の審理に要する期間は短くなっている。

に関する訴訟が開始されなければならない。命令

本案に関する訴訟の第一審に要する期間は、事件

の執行によって得られた成果は、本案に関する審

の複雑さや裁判所の作業負荷によって異なって

理の過程で裁判官に提出される。捜索および差押

くるが、だいたい 2~3 年というところだろう。

えを指示する命令に不服がある者は、命令執行の

イタリアの知的財産訴訟制度ではディスカバリー

作業が終結した日から 15 日以内に不服申立を行

（証拠開示手続）を利用することはできないが、

うことができる。不服申立の審査を担当するのは、

本案に関する審理が開始される前に、イタリア国

3 名の判事から成る審査員団である。不服申立の

内で有効な知的財産権について原告が主張する侵

審査員団には、問題の命令を発行した判事は加わ

害に関する証拠を収集することが可能である。こ

ることができない。

うした証拠の収集は、捜索命令（descrizione）も

差押命令を妥当とするほど明白な侵害でない場

しくは差押え（sequestro）の請求によって実行さ

合に用いられるのが捜索命令である。侵害被疑製

れる。特許権者は、問題の知的財産権が有効であ

品が展示会や見本市に出品されている場合、また

って侵害されており、十分な訴訟理由が存在する

は展示会や見本市への出品もしくは展示後の製品

可能性が高いことを、蓋然性の優位に基づき立証

の返却のために現在輸送の途上にある場合、捜索

できなければならない。捜索命令と差押えはいず

命令はイタリア法が提供する唯一の対抗手段であ

れも、回復不能の損害が絡んでいる場合や証拠が

る。そのような場合には差押えは認められないか

破壊される恐れがある場合に、裁判所が一方的に

らである。侵害被疑製品がまだ販売されていない

許可しうる手続である。つまり、これらの手続に

か、販売されていたとしても極めて高価である場

ついて裁判所が事前に侵害被疑者に通告すること

合や、侵害を主張する対象が製品ではなく方法や

はない。これらの手続は、原告が主張する侵害に

方式である場合、捜索手続は特に役に立つ。捜索

関する証拠を被告が隠蔽、破棄もしくは改竄する

命令が発行されるためには、侵害の可能性ならび

のを防ぐものである。ただし、そのような措置の

に侵害を主張される知的財産権の有効性が十分に

実施によって被告が被る可能性のある損害につい

明白でなければならない。原告が侵害の事実を知

て言えば、捜索の方が差押えに比べて侵害の度合

った場合、可及的速やかに（数か月以内に）捜索

いが小さいため、一方的な捜索は一方的な差押え

命令を請求すべきである。さもないと裁判官は緊

よりも認められやすい。一方的な捜索ないし差押

急性を認めることができず、命令を発行しえない

えが認められた場合、その捜索および差押えはか

可能性がある。捜索命令が発行されると、原告は、

なり迅速に実行されなければならない。命令の確

裁判所の執行官の監督の下に、自らが侵害を主張

認、修正もしくは取消を目的とする聴聞の日程が

する製品/方法を検分して文書に記載することが

裁判所により決定されるからである。原告は、命

できる。執行官は報告書を作成して裁判所に提出

令が発行されてから僅か 8 日の間に、自らの申立

する。原告は、侵害被疑製品の製造に用いられた

書と当該命令を被告に交付しなければならない。

原材料および手段、関連の文書（侵害の存在を立

その後、裁判所の執行官（廷吏）によって命令が

証するのに役立つ商業文書、会計文書を含む）を

執行されるが、その際に技術面の専門家ならびに

検分し、記述することができる。差押命令が発行
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されるためには、侵害の可能性ならびに侵害を主

造に用いられた原材料や手段、関連文書等が差押

張される知的財産権の有効性がともに明白でなけ

えの対象になることもある。捜索命令と差押えの

ればならず、一般に捜索命令の場合よりも重い立

手続は、イタリアにおいて特に有用な権利執行戦

証責任が原告に課される。当事者間の手続によっ

略である。これらの手続によって、主張された侵

て命令の効果的な執行が妨げられる恐れがあるこ

害を立証し、特許権者が被った損害を金額に換算

とを原告が立証した場合、一方的な差押命令が発

するような証拠物件を集めることが可能になるか

行されることがある。ただし、一方的な差押命令

らだ。一方的な差押えを認めさせるのは難しいが、

を認めさせるのは難しい。差押命令が発行された

一方的な捜索命令を勝ち取るための要件はそれほ

場合、裁判所の執行官によって差押えが実行され

ど厳しくない。知的財産権者は、イタリア法が提

る。執行官は、侵害被疑製品を確認した上で当該

供しているこれらの手続---特に一方的な捜索の

製品を封印し、差押え品の管理責任者を指名し、

手続---について知っておくべきである。

裁判所のために報告書を作成する。捜索命令の場

（ヒューストンの Osha Liang 事務所からのレター

合と同様、侵害被疑製品のみならず当該製品の製

に拠ります）
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北京知的財産法院の特許裁判データ

北京知的財産法院で 2014 年 11 月 6 日の建院から

許行政事件のうち、特許権無効行政紛争は 758 件、

2017 年 6 月 30 日までに終結した特許事件 1,813

特許出願拒絶査定不服審判行政紛争は 335 件、そ

件を分析したところ、特許民事紛争 682 件（全体

の他の特許行政紛争は 38 件であった。これらの

の 37.6％）
、
特許行政紛争 1,131 件
（全体の 62.4％） 既済状況から北京知的財産法院の現時点の特許
が含まれている。特許民事事件のうち、特許権侵

裁判活動がある程度反映されている。

害紛争は 668 件、特許権帰属紛争は 14 件で、特

特許権侵害紛争は決定の形式での終結が多く判決の形式で終結する事件では
原告の勝訴率が高い
特許権侵害紛争 668 件のうち、判決の形式で終結

調停又は和解をした後で訴えを取り下げているも

したものは 142 件しかなく、他は調停の形式で終

のや、法院の釈明によって訴えを取り下げている

結したものが 4 件で、その余の 552 件はすべて決

ものも少なからぬ割合を占めており、このことは、

定の形式で終結しており、決定で終結したものは

現在では判決が特許民事紛争を解決する終局的な

全体の 78.1％にも達する。その主な原因は、侵害

形式ではなくなり、多元的に紛争を解決しようと

訴訟で係争特許の安定性が問われて、一部の原告

する意識や方式にまださらに向上の余地があるこ

が特許を無効にされることを懸念して自ら訴えを

とを示している。ただし、判決の形式で終結した

取り下げていることと、一部の原告の訴えでその

142 件の事件のうち、原告が勝訴したものは計 116

特許権が無効にされたため法院に却下を決定され

件で、勝訴率は 81.7％にも達する。

ていることにあるが、これら以外にも、当事者が

特許紛争の件数と地域経済の発展水準は正相関している
民事主体同士で生じる特許紛争は、特許権を侵害

るが、権利者数で上位 2 位は、それぞれ日本 8 名、

するケースに見られるだけでなく、他人の特許権

米国 6 名である。被告所在地の分布から見ても、

について無効審判請求をするケースにも同じよう

北京、広東、浙江が同じように数で上位 3 位とな

に見られる。
（１）特許権侵害紛争：特許権侵害紛

っている。
（２）特許権無効行政紛争：判決で終結

争 668 件のうち、中国大陸地域では計 186 名の権

した特許権無効行政紛争 576 件のうち、中国大陸

利者が 594 件の訴えを提起しているが、所在する

地域では計延べ 614 人が特許権無効審判請求をし

権利者数で上位 3 位は、
北京 69 名
（全体の 37.1％）
、 ており、そのうち、広東は延べ 154 人、北京は延
広東 34 名（全体の 18.3％）
、浙江 15 名（全体の

べ 92 人、浙江は延べ 59 人、上海は延べ 59 人であ

8.1％）の順となっている。

る。

北京市内では計 69 名の権利者が 253 件の訴えを提

外国、香港、マカオ、台湾からは計延べ 20 人が特

起しているが、総体経済で全市上位 2 位にある海

許権無効審判請求をしており、そのうち、米国は

淀区と朝陽区に主に集中しており、それぞれ 18 名

延べ 6 人、日本は延べ 5 人で、いずれも上位 2 位

と 14 名である。また、合計 37 名の外国、香港、

となっている。これらの侵害紛争と無効紛争の状

マカオ、台湾の権利者が 74 件の訴えを提起してい

況を総合的に考慮すると、法院の所在地であると
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いう要因が北京の係争主体の数に及ぼした影響を

済が発達しているほど特許紛争も多発しているこ

割り引いても、特許紛争の件数と地域経済の発展

とをこれらのデータから明らかにすることができ

水準には明らかな正相関関係が認められ、地域経

る。

特許民事紛争と特許行政紛争で関係する技術分野に差異がある
特許の技術分野情報が示されている 142 件の民事
裁判書のうち、各技術分野の事件数及び割合は、
国際特許分類表（ＩＰＣ分類）の分類基準でそれ
ぞれ生活必需品 43 件
（30.3％）
、
電気 28 件
（19.7％）
、
処理操作・運輸 17 件（12.0％）
、固定構造物 17 件
（12.0％）、化学・冶金 15 件（10.6％）、物理学
14 件（9.9％）
、機械工学 6 件（4.2％）
、繊維・紙
2 件（1.3％）となっている。
裁判書のうち、各技術分野の事件数及び割合は、
特許民事紛争と比較していくらか異なっており、
それぞれ化学・冶金 143 件（19.9％）
、処理操作・
運輸 133 件（18.5％）
、電気 114 件（15.8％）
、機
械工学 104 件
（14.4％）
、
生活必需品 102 件
（14.2％）
、
物理学 58 件（8.1％）
、固定構造物 55 件（7.6％）
、
特許の技術分野情報が示されている 720 件の特許

繊維・紙 11 件（1.5％）となっている。これらの

権無効及び特許出願拒絶査定不服審判に係る行政

データから、特許民事紛争と特許行政紛争では、
関係する技術分野においてある程度差異があるこ
とが明らかにされており、例えば、生活必需品、
電気など現在、特許権侵害紛争が多発している技
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術分野に属するものでは、その分野の権利者の権

パテントポートフォリオが既に完成しているか又

利行使意識も強く、特許技術の運用も活発である

は現在形成中の分野に属している。

が、化学・冶金、処理操作・運輸などの多くは、

国内外の権利者で明らかな差異がある
主に次の 2 つの点に表れている。
（１）主体の種

実用新案特許（18.5％）となっている。外国、香

別：特許権侵害訴訟を提起した 186 名の中国大陸

港、マカオ、台湾の場合では、件数の割合で順に

地域の権利者のうち、法人は 120 名、自然人は 66

発明特許（75.7％）
、意匠特許（21.6％）
、実用新

名で、両者の比率は約 1.8：1 であった。

案特許（2.7％）となっている。また、特許権侵害
訴訟を提起した件数で上位 10 位の権利者のうち、
中国大陸地域では、合計 8 名の権利者が主に家具、
かばん類、日用品の分野に関して意匠特許権を主
張しているが、発明特許権を主張した権利者は 2
名のみで、関連する製品はそれぞれ防火材料と搾
汁機であった。外国、香港、マカオ、台湾では、

一方、特許権侵害訴訟を提起した 37 名の外国、香

合計 7 名の権利者が主に通信、コンピュータ、自

港、マカオ、台湾の権利者のうち、法人は 34 名、 動車部品などの分野に関して発明特許権を主張し
自然人は 3 名で、両者の比率は約 11：3.1 であっ

ているが、その他 3 名の権利者が意匠特許権を主

た。中国の現行の特許制度では特許権の付与がさ

張している。さらに注目に値することとして、中

れやすくなっているが、これらのデータから、中

国大陸地域の権利者にせよ、外国、香港、マカオ、

国大陸地域の自然人は、特許権を取得して権利行

台湾の権利者にせよ、いずれも実用新案特許権で

使をする上で明らかな優位にあって、特許訴訟に

の権利主張を選択した権利者は少ない（これらの

おいて無視できない力となっていることが示され

権利者の保有する特許権の種別における割合はそ

ており、これも、
「大衆による起業、万民によるイ

れぞれ 18.5％、2.7％）上、勝訴率も 38.9％しか

ノベーション」の特許分野における具体的な表れ

なくて、発明特許と意匠特許の勝訴率より著しく

といえる。
（２）特許権の種別及び分野：中国大陸

低く、これらは、権利行使において弱いものとな

地域の権利者が保有する特許権の種別は、件数の

っている。

割合で順に意匠特許（51.7％）
、発明特許（29.8％）
、

特許権侵害の賠償額が上昇し続けている
権利者は、計 116 件の特許権侵害紛争で勝訴して
いて、獲得する侵害の賠償額も著しい上昇傾向に
あり、2015 年、2016 年、2017 年上半期の平均賠
償命令額は、それぞれ 35 万元、102 万 4000 元、
110 万 3000 元となっている。

元、平均賠償認容率 44.6％であった。2016 年には、

賠償請求額が法院に認容された割合から見ると、

平均賠償請求額は 187 万 7000 元（前年同期比で

中国大陸地域の権利者の 2015 年の平均賠償請求

195.6％の増加）まで上がり、平均賠償命令額は

額は 63 万 5000 元、平均賠償命令額は 28 万 3000

108 万 1000 元（前年同期比で 282.0％の増加）
、平
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均賠償認容率は 57.6％（13 ポイント上昇）に達し

侵害行為が既に停止されているもので、国益上、

た。2017 年上半期では、権利者の平均賠償請求額

公益上の考慮から判決で侵害の差止めが命じられ

は 126 万 4000 元、平均賠償命令額は 110 万 8000

なかったものはなかった。しかし、標準必須特許

元、
平均賠償認容率はさらに 87.7％まで上昇した。 紛争など多くの者の利益の関係する事件が増加し
外国、香港、マカオ、台湾に関連する事件では、

ていくに伴って、法院で将来、この点でのいくら

サンプルデータが少ない（計 10 件）ため統計の意

かの進展があるかは注目に値する。

義に乏しいが、平均賠償認容率も同じように明ら
かに上昇する傾向にある。これらのデータから、
司法による知的財産保護を引き続き強化せんとす
る北京知的財産法院の確固たる決意が十分に表さ
れている。
これらの勝訴判決のうち、判決で侵害の差止めが
命じられていない事件も 9 件あるが、そのうち、3
件は特許権の存続期間が満了したもので、3 件は
被告が市場事業者にすぎないもので、2 件は原告
が侵害の差止めを請求していないもので、1 件は

北京以外の地域と外国、香港、マカオ、台湾の主体も平等に保護されている
判決で終結した特許権侵害紛争のうち、中国大陸
地域の権利者は、129 件の事件のうち 106 件で勝
訴しており、勝訴率は 82.2％である。そのうち、
北京の権利者は、47 件の事件のうち 39 件で勝訴
していて、勝訴率は 83.0％であるが、北京以外の
地域の権利者も、82 件の事件のうち 67 件で勝訴
していて、勝訴率は 81.7％で、北京の権利者の勝
訴率と殆ど拮抗している。外国、香港、マカオ、

しかしながら、賠償命令額では、外国、香港、マ

台湾の権利者は、13 件の事件のうち 10 件で勝訴

カオ、台湾の権利者が獲得する平均賠償額は 102

しているが、勝訴率は 76.9％で、中国大陸地域の

万 2000 元で、中国大陸地域の権利者が同時期に獲

権利者の勝訴率よりやや低くなっている。

得する平均賠償額 75 万 7000 元を明らかに超える
ものとなっている。これらのデータを総合すると、
北京知的財産法院は、特許の保護において、北京
内外、中国内外の各主体の差別的でない平等な取
扱いをほぼ実現しているという一応の結論を導き
出すことができる。

司法審査は、全体的に権利者により有利である
一方で、特許権侵害の賠償額が上昇し続けている

方では、判決で終結した特許権無効行政紛争 576

ことは、司法に特許の価値が十分に認められてい

件のうち、国家知識産権局審判委員会に特許権の

ることを示しており、このことは、既存の権利者

有効が維持された事件は 233 件
（全体の 40.5％）
、

と潜在的な権利者にイノベーションを強化して、

特許権が無効にされた事件は 343 件（全体の

生産を拡大するよう奨励することにも資する。他

59.5％）あったが、これらの審決が司法手続に移
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行した後、北京知的財産法院では、特許権の有効

財産法院が特許権の取得及び保護について全体的

を維持する旨の審決が 34 件（発明 13 件、実用新

に積極的、肯定的態度であることが示されている。

案 12 件、意匠 9 件）取り消され、特許権を無効と

それとともに、裁判の専門化、技術調査官、人民

する旨の審決が 44 件
（発明 17 件、
実用新案 21 件、

陪審員の専門化などの裁判体制改革の恩恵を受け

意匠 6 件）取り消されている。司法審査がされた

て、裁判官の司法能力も実質的に向上していて、

後の取消状況を総合的に考慮すると、特許権の有

司法審査もより権威ある効果的なものとなってお

効が維持された事件の件数は 243 件、特許権が無

り、司法による知的財産保護の主導的役割が各々

効にされた事件の件数は 333 件にそれぞれ修正さ

の細かい分野で具体的に現れているところである

れ、両者の比率はそれぞれ 42.2％、57.8％となっ
ており、司法審査がされた後で特許権の有効が維
持された割合は 1.7 ポイント上昇している。
また、特許出願拒絶査定不服審判行政紛争 335 件
のうち、北京知的財産法院では、審決計 27 件が取
り消されて、取消率は 8.1％で、北京知的財産法
院が設置される前の同種の事件の取消率よりも高
くなっている。このような事情からは、北京知的

。

原告、被告のいずれともが外国、北京以外の地域の者である事件の件数が増
加し続けている
既に終結した特許民事紛争のうち、原告、被告の

注目に値することとして、中国大陸地域の権利者

いずれともが外国の者である事件は、2015 年には

が特許権侵害訴訟を提起した事件 594 件で関係し

1 件しかなかったが、2016 年には 3 件まで増加し

た計 622 名の被告のうち、
北京の被告は 348 名で、

た。北京知的財産法院の現時点の事件受理状況か

全体の 55.9％しかないが、このことは、北京以外

ら見ると、この種の事件は、将来、増加傾向を保

の地域の被告の割合が 44.1％に達することを意味

ち続けるものと思われる。また、原告、被告のい

している。外国、香港、マカオ、台湾の権利者が

ずれともが北京以外の地域の者である事件は、

特許権侵害訴訟を提起した事件 74 件で関係した

2015 年には計 51 件あったが、2016 年には 65 件ま

計 93 名の被告のうち、北京の被告は 39 名で、全

で増加して、2017 年上半期には 48 件終結してお

体の 41.9％しかないが、北京以外の地域の被告の

り、同じように毎年明らかな増加傾向を見せてい

割合は 58.1％にも達している。中国の法律では、

る。

被告の住所地が主な管轄の連結点と定められてい
る事情の下で、北京以外の地域の被告の割合がか
くも高くなっていることは、国内外の権利者が北
京知的財産法院を選択して特許民事訴訟を追行す
ることの方を希望しており、北京知的財産法院が
知的財産訴訟の優先地としての地位を徐々に確立
しつつあることを示しているといえる。
（中国 Sanyou からのレターに拠ります）
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特許第６１８８１３３号
「水車羽根と揚水羽根を一体化した同軸揚水羽根
及びこれを用いた揚水装置」のご紹介

特許紹介

本特許は、農業用又は工業用水路等の開水路お

板１１０との流水流路側の接合面は表面が滑らか

よび管水路に設置される小形の水車羽根と揚水羽

な曲線を構成するように構成されています。その

根を一体化した同軸揚水羽根及びこれを用いた揚

ため、該隔離板３００の外周の揚水羽根１５０部

水装置に関するものです。

分に導かれる流水は本水車羽根と揚水羽根を一体

図１は本特許の水車羽根と揚水羽根を一体化し

化した同軸揚水羽根Ｗの流路入口部分で大きな抵

た同軸揚水羽根Ｗの実施例を示したものであり、

抗を受けることなく通流することが可能となりま

このうち図（Ａ）は正面図、図（Ｂ）は図（Ａ）

す。

のＸ－Ｘ線における矢印方向の断面図です。

また、隔離板３００の外周に設けられた、第１

本特許では、中心に軸流水車２００が構成され、 通流板１１０と、第２通流板１２０及び第３通流
当該軸流水車２００の水車羽根２１０の外周を囲

板１３０は、本水車羽根と揚水羽根を一体化した

繞するように当該軸流水車２００と同心の中空円

同軸揚水羽根Ｗのうち、揚水羽根１５０と共にポ

筒状の隔離板３００が設けられており、当該隔離

ンプとしての機能を発揮する部分であり、このう

板３００の周囲には、第１通流板１１０と、第２

ち、当該第２通流板１２０及び当該第３通流板１

通流板１２０及び第３通流板１３０とから構成さ

３０は組み合わされて、図面上では断面が逆Ｌ型

れるバンドとが設けられ、更に該第１通流板１１

の円形のバンド状に構成されています。

０と該バンド及び該隔離板３００との間に設けら

そして、上記第１通流板１１０は、該隔離板３

れた流路の間に、当該軸流水車２００の回転軸４

００上に設けられ、該隔離板３００の流水出口側

００から垂直方向に、当該回転軸４００を中心と

開口端３５０よりも流水入口側寄りの外周上から、

した渦を巻いた放射状に、揚水羽根１５０が設け

軸流水車２００の回転軸４００とは垂直方向に延

られています。

伸された、内部に穴のある円板状に形成されてお

そのため、本水車羽根と揚水羽根を一体化した
同軸揚水羽根Ｗを揚水装置に用いた場合には、中

り、揚水羽根１５０を流路の背面側から支持する
ように構成されています。

心部に設けられた軸流水車２００に当該水車２０

また、上記第２通流板１２０及び上記第３通流

０の回転軸４００と平行に水流を導く事で、当該

板１３０とからなる上記バンドのうち、該第３通

軸流水車２００が回転し、それに伴い、上記隔離

流板１３０は、該隔離板３００の中心軸と同一の

板３００の外周の上記通流板の間に設けた揚水羽

中心軸を有し、該隔離板３００よりも更に口径の

根１５０が回転して、水流を導出できるようにな

大きな中空円筒状であり、該第３通流板１３０の

っています。

流体入口側開口部は前記隔離板３００の流水入口

更に詳細に説明しますと、上記中空円筒形状の

側開口部３１０と同一の平面上にあり、該第３通

隔離板３００は、図１（Ｂ）中で示します流水の

流板１３０の流体出口側開口部は、該第２通流板

方向Ｆに対し、流入路入口側を構成する開口端３

に１２０に接続されています。また、上記第２通

１０が本軸流水車２００の回転軸４００の流水入

流板１２０は、上記第３通流板１３０の下流側開

口側端面４１０と同一平面上にあり、流入路出口

口部に、該第２通流板１２０と該第３通流板１３

側を構成する開口端３５０が本軸流水車２００の

０とがつくる円環内に形成される流路の接合部の

回転軸４００の流水出口側端面４５０と同一平面

表面が滑らかになるように接合され、該第３通流

上に形成されています。

板１３０の下流側開口部の外周を起点として該軸

そして、上記隔離板３００の流水入口側開口端

流水車２００の回転軸４００と垂直な方向に延伸

３１０の外周方向への厚さは、上記隔離板３００

された内部に穴のある円板状に形成されています。

の外周側の直径が、当該隔離板３００の当該流水

そして、上記第１通流板１１０と上記第２通流板

入口側開口端３１０から当該隔離板３００と第１

１２０との間の流路は平行に形成され、該第１通

通流板１１０との流路入口側接合部にかけて緩や

流板１１０と該第２通流板１２０との外周は共に

かに拡大しており、該隔離板３００と該第１通流

同一の直径を有しています。
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また、図２に示しますように、上記揚水羽根１

車羽根と揚水羽根を一体化した同軸揚水羽根Ｗが

５０は、上記のように相互に平行に構成された該

設けられたケーシング５００の中心軸Ｚから見た

第１通流板１１０と、該第２通流板１２０との間

該中空円筒状ケーシング５００の中空円筒形状部

に設けられており、さらに詳細には、該隔離板３

分の外周側には、揚水された流水を集める渦巻管

００と該第１通流板１１０との接合部のうち流水

状ケーシング５５０が形成されています。なお、

流路側に面した該第１通流板１１０側の滑らかな

本実施例で、上記中心軸Ｚは、軸流水車２００の

曲線の曲率が０になる箇所Ｐ１と、該第２通流板

回転軸４００と一致しており、また、上記ケーシ

１２０と該第３通流板１３０との流水流路側に面

ング５００は、流入側ケーシング５００Ａと流出

した接合部のうち該第２通流板１２０側の滑らか

側ケーシング５００Ｂとに別れており、流出側ケ

な曲線を構成する曲線の曲率が０になる箇所Ｐ２

ーシング５００Ｂの流水入口側に渦巻管状ケーシ

とを結ぶ線分Ｉs を構成する部分から、該第１通

ング５５０が構成されています。

流板１１０と該第２通流板１２０との外周側端部

そして、上記ケーシング５００内に配設される

を結ぶ線分Ｉe を構成する部分までにかけて形成

流入側ステーベーン５１０は、流出側ステーベー

されています。

ン５２０と共に、その間に配設される上記水車羽

そのため、このように構成された本水車羽根と

根と揚水羽根を一体化した同軸揚水羽根Ｗとは水

揚水羽根を一体化した同軸揚水羽根Ｗでは、隔離

車軸７００とベアリング８００を介して接続され

板３００より外周側を通流する水などの流体は、

ており、当該水車羽根と揚水羽根を一体化した同

当該隔離板３００の開口端３１０と第３通流板１

軸揚水羽根Ｗを当該ケーシング５００内部で、回

３０とが形成する流路入口側から、大きな抵抗を

転自在に支持しています。また、該流入側ステー

受けることなく流路内に通流すると共に、その後

ベーン５１０と該流出側ステーベーン５２０の中

も滑らかに流路内を通流し、該第１通流板１１０

心にあって水車軸７００を支持する中心軸のそれ

と該第２通流板１２０との間を通り、本水車羽根

ぞれの端部は、該流入側ステーベーン５１０の側

と揚水羽根を一体化した同軸揚水羽根Ｗの外部へ

にはキャップ５１５、該流出側ステーベーン５２

滑らかに導出させる事が可能です。

０の側にはボスキャップ５２５が形成され、流入

次に、本特許の水車羽根と揚水羽根を一体化し
た同軸揚水羽根Ｗを用いた揚水装置の実施例につ
いて説明します。

又は流出する流体が滑らかな流線を形成するよう
に構成されています。
この結果、上記流入側ステーベーン５１０は、

図３は本特許の水車羽根と揚水羽根を一体化し

上記水車羽根と揚水羽根を一体化した同軸揚水羽

た同軸揚水羽根Ｗを用いた揚水装置Ｌの正面図で

根Ｗに至る流水の流れを安定化させると共に、上

あり、図４は、当該図３のＹ－Ｙ線における矢印

記軸流水車２００の水車羽根２１０への流水を当

方向の断面図です。なお、流水は正面からケーシ

該羽根面へ効果的に作用させる機能を有し、更に、

ング内に流入した後水車羽根２１０を図中で時計

上記水車羽根と揚水羽根を一体化した同軸揚水羽

回り方向に回端させた後、渦巻管状ケーシング５

根Ｗおよび当該流入側ステーベーン５１０を上記

５０を通って、揚水取出口９００から送出されま

中空円筒状ケーシング５００と一体化させること

す。

により、揚水能力を向上させる機能を発揮してい

上記図３及び図４に示すように、本実施例の揚

ます。

水装置Ｌは、上記水車羽根と揚水羽根を一体化し

また、上記中空円筒状のケーシング５００は、

た同軸揚水羽根Ｗを用いた揚水装置であって、中

上記のように前記水車羽根と揚水羽根を一体化し

空円筒状のケーシング５００を有し、当該中空円

た同軸揚水羽根Ｗが収納されたと同一の中心軸Ｚ

筒状のケーシング５００の内部には、当該中空円

上の位置に該当する箇所の外周部分に、該中空円

筒状のケーシング５００の中心軸Ｚに沿って、図

筒状ケーシング５００の中空円筒形状部分の周囲

中の矢印で示す流水の方向Ｆに対し、流水の入口

を取り囲むように構成された渦巻管状ケーシング

から順に、流入側ステーベーン５１０、水車羽根

５５０を有しています。そして、上記渦巻管状ケ

と揚水羽根を一体化した同軸揚水羽根Ｗ、流出側

ーシング５５０を構成する渦巻管の内部の空間は、

ステーベーン５２０とが設けられ、更に、当該水

上記中空円筒状ケーシング５００を構成する中空
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円筒内の空間と相互に連通する開口を有しており、 ケーシング５５０がつくる内部の流通路に導かれ、
前記第１通流板１１０及び前記第２通流板１２０

揚水取出口９００より排出されます。

の外周側端部は、該連通する開口において該渦巻

また、本実施例では、流入側ケーシング５００

管の内部の空間に対向するように構成され、両通

Ａの内径は本揚水装置Ｌへの流路入口側からは、

流板の間に設けられた上記揚水羽根１５０の端部

隔離板３００の内径と略同様のものとなっていま

Ｉe を構成する部分が当該渦巻管の内部の空間を

すが、本特許の水車羽根と揚水羽根を一体化した

向くようになっています。

同軸揚水羽根Ｗの外周に構成された当該隔離板３

この結果、上記第１通流板１１０及び上記第２

００と第３通流板１３０とがつくる揚水羽根１５

通流板１２０との間に形成された揚水羽根１５０

０への流路入口の直前の領域で、該流入側ケーシ

の回転により、上記中空円筒状ケーシング５００

ング５００Ａの内径が当該揚水羽根１５０への流

内部から導かれた流水は、該第１通流板１１０及

路入口の外径を含む大きさに拡大され、静水圧の

び該第２通流板１２０との外周側端部をつなぐ上

向上が図られるように構成されています。

記揚水羽根の端部Ｉe 部分を通り、上記渦巻管状

（特許権者：国立研究開発法人農業・食品産業技
術総合研究機構、田中水力株式会社）

図１

図２

図３

図４
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後記
睡眠中に見る夢のうちでも、坂を上ったり、或いは、走ったりする夢を見ると、実際に
運動しているわけでもないのに、目が覚めると、えらく疲れている、ということは誰でも
体験することのようです。（しかも、後ろ方向に進むと前方向に進むよりも疲れない、と
いうのもあるようです。）
実際に運動しているわけでもないのに疲労を感じるのは、「運動をすると疲れる」とい
う記憶乃至経験が、どういう経緯によってか、実際の身体の状態に影響を与えて、疲労感
を再現しているためと思われます。
また、夢の中で逆立ちをすると、（夢の中で逆立ちをする人はそう多くはいないでしょ
うが）なぜか元の姿勢に戻れなくなるようです（試してみました）。
これは、寝ている場合であっても、重力を感じる三半規管は重力の方向を正しく認識し
ているのに対して、精神の作用である夢の中では、体軸の方向を基本として夢の中の世界
の上下が構築されているために、逆立ちなどをすることによって、感覚の混乱が生じるか
らではないかと思われます。（（客観的な根拠は無いのですが）上述の、後ろ方向に進む
と前方向に進むよりも疲れないというのも、体軸の方向と実際の重力のずれが関係してい
るように思われます。）
こうした夢の中の心理的な作用と身体との相互作用と思われるものについては、どこか
で研究している人がいるのかもしれませんが、再現性が難しいので論文にするのは困難な
のかもしれません。
但し、夢と無関係な部分の心理的な作用と身体との相互
作用については研究例が有るようで、古いところでは、薬
の分野ではプラシーボと言われる効果（効くと思って薬（本
当は小麦粉などの薬効の無いもの）を飲むと、実際に効い
てしまうという効果）が知られていますし、感覚混乱説に
基づく宇宙酔いの再現実験などもされています（実際に体
験したら気持ち悪くなりました。）。
病は気から、などと言われますが、心理的な作用が身体に及ぼす影響が更に解明される
と、病気の治療などにも役立つようになるかもしれません。
平成３０年は犬年だそうです。屋根の上で昼寝するのが好きな犬は世界的に有名ですが、
弊所の近所には、門灯の上で夜寝するのが好き（らしい）猫がいます。
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