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はじめに

昨年、我が国では、大隅良典東京工業大学栄誉教授がノーベル生理学・医学賞を受

賞された。細胞がたんばく質などを自ら分解してリサイクル(再利用)する「細胞自

食作用(オートファジー)」のメカニズムを発見し、醐包内の根源的な生命現象を遺

伝子レベルで明らかにすることで痛や神経疾患の治療研究に大きな道を開いたことが

評価された。

湯川秀樹博士(1949年物理学賞受賞)からの日本のノーベル賞受賞者(外国籍含む)

は25人(物理学賞11人、化学賞7人、生理学・医学賞4人、文学賞2人、平和賞1人)、

21世紀に入ってからの自然科学系のノーベル賞受賞は16人で3年連続して自然科学

分野でのノーベル賞受賞者を出したことは我が国の科学研究レベルの高さを証明した

ものといえる。

特許制度は、産業財産権あるいは工業所有権(Industrial Property)と表現される

ように、工業や、産業の発達と密接に関係している。 21世紀に入って、この工業(イ

ンダストリー)の世界に大きな変革がもたらされようとしている。

ドイツでば2011年から「Industry 4.0 (第4次産業革命)」をスローガンに、産官

学一体となった製造業改革プロジェクトが進められている。

我が国でも、昨年、経済産業省が「新産業構造ビジョン　中間整理　一第4次産業

革命を1)」ドする日本の戦略-」を取りまとめて公表した。 I oT (Intemet of

Things、モノのインターネット)、ビッグデータ、人工知龍(AI)、ロボットなど

により、産業構造や就業構造が劇的に変わる可能性が指摘されている。

第4次産業革命の動きは社会で着実に進んでおり、デジタル家電や工T (情報技術)

分野で国内最大、アジアでも最大級の展示会である家電・ I T見本市「CEATEC

(シーテック)ジャパン」には、昨年、 I oTにカを入れる企業などの出展が増え、

出展企業・団体数が-昨年の2割増しになる盛況であった。

産業の発達と密接に関係する特許制度、等の知的財産制度は第4次産業革命と呼ば

れる劇的な変化の中で、どのようにあるべ.きか、どのように変わっていくべきか、ま

た、特許権侵害訴訟などの知財紛争処理システムはどのようになるべきか、検討が各

方面で開始されている。

そこで、年頭にあたり、特許庁の産業構造審議会などでの検討状況を特許庁などか

ら公表されている資料に基づいて紹介することとした。

以　上

平成29年1月1日
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改正特許法等の解説・ 2017

ー特許法、商標法の改正の動向へ

(1 )第四次産業革命を視野に
入れた知財システム

平成28年9月26日に開催された第9回目

の産業構造審議会知的財産分科会(会長:

五神真　東京大学総長)において「第四次

産業革命を視野に入れた知財システムの在

り方に関する検討会(仮称)の設置につい

て」と題する資料が配布され説明が行われ

た。

経済産業政策局、産業技術環境局、特許

庁から提供された資料の内容は次の通りで

ある。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/

Shin gikai/tiz a王_b un k ak ai_0 9_P ap er.htm

「第四次産業革命を視野に入れた知財シス

テムの在り方に関する検討会(仮称)の設

置について」

1.趣旨

人工知能や工oTの活用によってデータ

が爆発的に増加し、関連技術が急速に発達

する第四次産業革命の下では、新たな情報

財が次々と生み出されることになるため、

これに対応した企業の経営・知財戦略(標

準化戦略等を含む。以下同じ。)とそれを

支える知財制度・運用の在り方について早

急に検討を進めていく必要がある。

また、産業構造の変革によって、企業に

求められる経常・知財戦略は複雑化し、知

財制度・運用に期待される機能・役割も多

様化するため、上記検討においては、個別

産業分野ごとの将来像や課題を視野に入れ

つつ検討を進めていく必要がある。

このため、 「第四次産業革命を視野に入

れた知財システムの在り方に関する検討会

(仮称)」を設置し、新たな知財制度・運用

の在り方について、個別産業分野ごと又は

産業分野横断的な視点から検討を行うこと

とし、その結果を産業構造審議会新産業構

造部会や特許制度小委員会での議論に反映
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させていく。

2.検討内容

①新産業構造ビジョンの有力分野にお

ける課題への対応

新産業構造ピジョンにおける有力分野

(以下参照)を対象に、今後の企業の経営・

知財戦略の方向性、必要となる技術につい

ての強み・弱み、それらを踏まえた望まし

い知財制度・運用の在り方について、担当

部局・業界からの問題提起を踏まえ、検討

を行う。

●モビリティ(自動車分野)

●ものづくり等(ロボット分野)

●健康・医療・介護(医療・介護分野、
バイオ分野)等

○上記分野で部品の供給を行う中小企

業(葉形材産業など)等

②個別分野での議論等から導かれる産

業分野横断的な課題への対応(例示)

●データの利活用促進に向けた制度の

検討
-データ・データベースや関連技術

に係る保護制度の検討
一企業間におけるデータに係る契約

等の実態把握

●産業構造の変化に対応した知財シス

テムの在り方の検討
一標準必須特許問題の解決

一国境をまたいだ侵害行為に対する

適切な権利保護
-パテントトロール等への対応

一知的財産の協調利用の促進策の検

討

●第四次産業革命における戦略的な国

際標準化の推進
一新市場創造型標準化制度や国立研

究開発法人を活用した業種横断プ

ロジェクトの編成

一企業主導で国際競争力を獲得する

ための標準化体制のあり方の検討

昨年10月以来、担当部局・業界から、各

分野における企業の経営・知財戦略、必要

となる技術の強み・弱み、これらを踏まえ

た望ましい知財制度・運用の在り方につい

て問題提起を受けて、議論し、産業分野横

断的な課題とそれらを踏まえた知財制度が

向かうべき方向性について検討を加え、本

年3月末に中間整理とりまとめが行われる

予定である。

(2)知財紛争処理システムを
含む特許制度の検討

内外の社会経済情勢の変化に伴い、我が

国産業の国際競争力の強化を図ることの必

要性が増大している状況にかんがみ、知的

財産の創造、保護及び活用に関する施策を

集中的かつ計画的に推進するとの目的で平

成15年3月から内閣に設置されている知的

財産戦略本部の検証・評価・企画委員会、

知財紛争処理システム検討委員会から昨年

3月に「知財紛争処理システムの機能強化

に向けた方向性について-知的財産を活用

したイノベーション創出の基盤の確立に向

けて-」と題する報告が公表された。

この知的財産戦略本部での議論を踏まえ

て、 「知的財産推進計画2016」において、

我が国の知財紛争処理システムの一層の機

能強化のため、関係府省において、証拠収

集手続、適切な損害賠償額、権利の安定性

の向上に係る取組を推進するとされた。

I o T等の普及が第四次産業革命に大き

なインパクトを与えると予想され、情報通

信技術(工T)を利用する製品は膨大な件
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藍輔審「知的財産分科会」での検討状況の紹介
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数の特許が関与すると思われる。また、権

利関係も非常に複雑になると予想されるこ

とから、知財紛争処理システム及び、特許

制度全体について総合的な検討を行う目的

で昨年6月から産業構造審議会知的財産分

科会特許制度小委員会(委員長:高林龍

早稲田大学法学学術院教授)で検討が進め

られ、本年2月頃に、知財紛争処理に係る

議論の中間取りまとめが予定されている。

昨年6月8日の第14回特許制度小委員会

に資料として配布された「知的財産推進計

画2016 (ポイント)」の「知財紛争処理シ

ステムの機能強化」では次のように説明さ

れている。

6 (ポイント)」

○知財紛争処理システムの機能強化
●適切かつ公平な証拠収集手続の実現(中立的な専門家による査察制度、書類提出命令

発令の容易化など)
●ビジネスの実態やニーズを反映した適切な損害賠償額の実現

●権利付与から紛争処理プロセスを通じての権利の安定性の向上

<査察制度のイメージ>

童画語間三二手

<損害賠償額の算定規定>

◆故意又は過失の侵害者は「生じた損害」を賠償する。

立証された損害額〔立証努力によって変動〕

特許法の特例<立証負担を軽減する規定>

i通常のライセンス料了 侵害時のライセンス料相当額

○知財紛争処理システムの利用支援
●よろず支援拠点・テレビ会議の活用等中小企業や地方の知財司法アクセスの改善

http s://www.j p o.go.j p /shiry ou/to ushin/shin gik ai/n ewto kkyo_Shiryou 1 4.htm
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(1)はじめに

近年の商標制度に係る近時の主な動向と

してば　まず、平成26年の商標法の改正に

より、新しいタイプの商標が保護対象に追

加されるに至り、平成27年4月1日より、

その出願の受付が開始され、約1年半が経

過した。また、平成28年4月1日からは、

主に商標法第3条に係る審査基準が大幅に

改定され、これに沿った審査の運用が開始

されているところである。さらに、平成29

年においては、商標法第3条に続き、主に

商標法第4条を対象とした審査基準の改定

等も予定され、現在その内容の検討が進め

られているところである。

以下、新しいタイプの商標の出願の現状

や、昨年行われた審査基準の改定の内容に

ついて改めて確認したうえで、これから予

定される審査基準の改定の方向性につい

新しいタイプの商標の出願・登録状況

て、産業構造審議会知的財産分科会商標制

度小委員会商標審査基準ワーキンググルー

プの議事録等から、現時点でわかる範囲で

その内容を簡単に紹介する。

(2)平成28年における動き

A.新しいタイプの商標の出願・登録状

況について

平成27年4月1日より、新しいタイプの

商標と言われる「音商標」 「動き商標」 「ホ
ログラム商標」「色彩のみからなる商標」「位

瞳商標」について、出願・登録が可能となっ

た。現在制度の開始から約1年半程度が経

過し、徐々にその登録件数は増加してきて

いる。本原稿の作成時点(平成28年11月4

日)に、「J-Pla tp a t」で検索し

てみる限り、その出願・登録状況は下記の

ようになっている(拒絶査定が確定したも

のを除く。)。

出願件数 �6�霾��B�査定前の件数 

音商標 鼎Sb�66 �3���

動き商標 ���B�47 鉄r�

ホログラム商標 ��b�2 ��B�

色彩のみからなる商標 鼎c��0 鼎c��

位置商標 �3���16 �3�"�

合計 ��ﾃ3c2�131 儘づ#3"�

※2016年11月4日時点の「J -PlatPat」での検索結果より

葛6-



商標制度に係る近時の動向
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この内訳をみると、例えば「動き商標」

のように、比較的自他商品役務の識別力の

有無の判断が容易なものについては、その

登録の割合も高くなっている。一方で、「使

用による識別力の獲得」という事が問題と

なる、 「色彩のみからなる商標」や、 「音商

標」のうち、言語的要素を含まないもの等

については、いまだその登録が認められた

例は皆無である。これらについては、その

制度の導入前から、登録が難航するであろ

うことは予想されていたが、現在名出願人

が「使用による識別力獲得」の主張を行っ

ている最中のものが多数存在すると考えら

れ、今年中には登録となるものも出てくる

のではないだろうか。それらがどの程度の

証拠や主張によって、その登録が認められ

ることとなるのか等は、今後注目すべきと

ころである。また、今後新しいタイプの商

標の出願を検討している企業等にとって

は、これまでの出願における記載例等を参

考にするとともに、書類閲覧等の方法で、

拒絶理由の内容及びそれへの対応方法等を

書類閲覧で確認する等積極的に活用し、周

到な準備を行うのが登録への近道になると

考えられるところである。

B.審査基準の改定について

商標審査基準は、元々は外部に公開する

ものではなく、審査の適正と迅速を期する

ために庁内周資料として運用されていたも

のである。これが、-股に公開されるに至っ

た当初の商標審査基準では、その序文で、

「商標法が取引の実態の変化に伴って、運

用解釈を変えざるを得ない実体法である」

「めまぐるしく変動する経済社会の状勢に

対応ができなくなってきているため、その

当時の経済的、社会的客観状勢に即応する

ように改正が行われた。」 「審査基準に対す

る民間の意見を広く求める為、試みに公開

された」旨が記載されている。

現在、その審査基準を見るに、やはり現

在の取引の実情や、実務における感覚とは

ずれが生じており、商標審査基準ワーキン

ググループでの検討や、パブリックコメン

トをふまえた改訂により、これが少しでも

解消することが期待されるところである。

その改訂作業は、現在も進行中であるが、

その一部については既に完了しており、平

成28年4月1日より、これに従った審査の

運用が開始されているところである。以下、

主な改訂のポイントについて確認をしておく。

①商標法3条1項柱書

指定役務を行うために法令に定める国家

資格等が必要な場合において、当該資格を

有しないことが明らかな場合、 「自己の業

務に係る商品又は役務について使用をする

商標」にあたらないとして、第3条第1項

柱書要件を具備しないものと判断されるこ

とが明記された。なお、審査便覧において

は、これに該当する具体例として、以下の

ようなものがあげられており、これらの役

務を指定する場合には注意が必要である。
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審査便覧　41.100.04 (抜粋)

・役務「訴訟事件その他の法律事務」

について、出願人が弁護士又は弁護

士法人以外
・役務「登記又は供託に関する手続の

代理」について、出願人が司法書士

又は司法書士法人以外
・役務「工業所有権に関する手続の代

理」について、出願人が弁理士又は

特許業務法人以外
・役務「財務書類の監査又は証明」に

ついて、出願人が公認会計士又は監

査法人以外
・役務「医業」について、出願人が医

師又は医療法人以外
・役務「歯科医業」について、出願人

が歯科医師又は医療法人以外
・役務「調剤」について、出願人が薬

剤師、医師、歯科医師又は薬局の開

設の許可を受けた法人以外

②商標法第3条第1項第3号

書籍等の題号については、従来「書籍の

題号については、題号がただちに特定の内

容を表示するものと認められるときは、品

質を表示するものとする。」等とされるの

みで、基準が明確でない部分があった。こ

れをより明確にするために、その商標が商

品の内容等を認識させる場合について、以

下の通り、具体的事情が明記された。

なお、近年の判断を受け、人名等を商品

「録音済みの磁気テープ」、 「録音済みのコ

ンパクトディスク」、 「レコード」について

出願した場合、商標が、需要者に歌手名又

は音楽グループ名として広く認識されてい

る場合には、その商品の「品質」を表示す

るものと判断するとの基準も追加されている。

商品の品質を表示するものと判断され

る場合について(審査基準より抜粋)

(ア) 「書籍」、 「電子出版物」、映像が記

録された「フイルム」、 「録音済みの磁

気テープ」、 「録音済みのコンパクト

ディスク」、 「レコード」等の商品につ

いて、商標が、著作物の分類・種別等

の-定の内容を明らかに認識させるも

のと認められる場合。

(例)商品「書籍」について、商標「商

標法」、 「小説集」

商品「録音済みのコンパクトディス

ク」について、商標「クラシック音楽」

(イ) 「放送番組の制作」、 「放送番組の配

給」の役務について、商標が、提供す

る役務たる放送番組の分類・種別等の
一定の内容を明らかに認識させるもの

と認められる場合。

(例)役務「放送番組の制作」につ
いて、商標「ニュース」、 「音楽番組」、

「バラエティ」
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商標制度に係る近時の動向

叩叩叩叩叩尊習草野すず買持す予習買叩叩世帯叩叩甲骨叩叩胆汁草津甲です

(ウ) 「映写フイルムの貸与」、 「録画済み

磁気テープの貸与」、 「録音済み磁気

テープの貸与」、 「録音済みコンパクト

ディスクの貸与」、 「レコードの貸与」

等の役務について、商標が、その役務

の提供を受ける者の利用に供する物

(映写フイルム、録画済みの磁気テー

プ、録音済みの磁気テープ、録音済み

のコンパクトディスク、レコード等)

の分類・種別等の-定の内容を明らか

に認識させるものと認められる場合。

(例)役務「録音済みコンパクトディ

スクの貸与」について、商標「日本

民話集」

役務「映写フイルムの貸与」につい

て、商標「サスペンス」

(エ) 「書籍」、 「放送番組の制作」等の商

品又は役務について、商標が、需要者

に題号又は放送番組名(以下、 「題号等」

という。)として認識され、かつ、当

該題号等が特定の内容を認識させるも

のと認められる場合。

題号等として認識されるかは、需要者

に題号等として広く認識されているか

により判断し、題号等が特定の内容を

認識させるかば、取引の実情を考慮し

て判断する。

例えば　次の①②の事情は、商品の

「品質」又は役務の「質」を表示する

ものではないと判断する要素とする。

①一定期間にわたり定期的に異なる

内容の作品が制作されていること

(①当該題号等に用いられる標章が、

出所識別標識としても使用されてい

ること

(オ)新聞、雑誌等の「定期刊行物」の

商品についてば　商標が、需要者に題

号として広く認識されていても、当該

題号は特定の内容を認識させないた

め、本号には該当しない。

③商標法第3条第1項6号
いわゆるキャッチフレーズ等について

は、原則として、 3条1項6号に該当する

とされている-方で、現に使用の実例がな

いこと等を理由として登録が認められてい

る例も多数あり、具体的な判断基準が明確

になっていなかった。そこで、その判断基

準をより明確化するため、商標がその商品

若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経

営方針等を普通に用いられる方法で表示し

たものとしてのみ認識させる場合等の具体

的な事情が明記された。

キャッチフレーズに係る判断基準(審

査基準より抜粋)
・出願商標が、その商品又は役務の宣

伝広告としてのみ認識されるか否か

は、全体から生じる観念と指定商品

又は指定役務との関連性、指定商品

又は指定役務の取引の実情、商標の

構成及び態様等を総合的に勘案して

判断する。

(ア)商品又は役務の宣伝広告を表示し

たものとしてのみ認識させる事情

(例) ①指定商品又は指定役務の説

明を表すこと

(動旨定商品又は指定役務の特

性や優位性を表すこと

(動旨走商品又は指定役務の品

質、特徴を簡潔に表すこと

(①商品又は役務の宣伝広告に
一般的に使用される語句か

らなること(ただし、指定
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商品又は指定役務の宣伝広

告に実際に使用されている

例があることは要しない)

(イ)商品又は役務の宣伝広告以外を認

識させる事情

(例) (D指定商品又は指定役務との

関係で直接的、具体的な意

味合いが認められないこと

②出願人が出願商標を一定期間

自他商品・役務識別標識とし

て使用しているのに対し、第

三者が出願商標と同一又は類

似の語句を宣伝広告として使

用していないこと

・出願商標が、企業理念・経営方針等

としてのみ認識されるか否かは、全

体から生ずる観念、取引の実情、全

体の構成及び態様等を総合的に勘案

して判断する。

(ア)企業理念・経営方針等としてのみ

認識させる事情

(例) ①企業の特性や優位性を記述

すること

②企業理念・経営方針等を表

す際に一般的に使用される

語句で記述していること

(イ)企業理念・経営方針等以外を認識

させる蕾情

(例) ①出願人が出願商標を一定期

間自他商品・役務識別標識
として使用しているのに対

し、第三者が出願商標と同
一又は類似の語句を企業理

念・経営方針等を表すもの

として使周していないこと

/で‾

も

④商標法第3条第2項
3条2項の適刷こおいては、使用によ

り識別力を獲得した商標と、出願商標が

同-であること、実際に使われている商

品・役務と出願している商品・役務が同
-であることが、基本的な考え方となっ

ているが、近似の裁判例をふまえ、その

判断においては、必ずしも厳密に-致し

ない場合であっても、外観の際の程度や

取引の実情を踏まえて考慮する旨が明記

されている。
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3条2項における同一性の判断につい

て(審査基準より抜粋)

<商標の同一性が認められる場合>

①出願商標と使用商標が文字の表記方

法として縦書きと横書きの違いがあ

るに過ぎない場合

②出願商標と使用商標が共に-般的に

用いられる字体であり、取引者又は

需要者の注意をひく特徴を有せず、

両者の字体が近似している場合

③出願商標と使用商標の立体的形状の

特徴的部分が同一であり、その他の



商標制度に係る近時の動向

ですやすやすですやすやすですやすやすですやすやすやすやすやすやすやすやすやすやすやすやすやすやすやすやすやすやすや守や守です

部分にわずかな違いが見られるに過

ぎない場合

<商標の同一性が認められない場合>

①出願商標が草書体の漢字であるのに

対し、使用商標が楷書体又は行書体

の漢字である場合

②出願商標が平仮名であるのに対し、

使用商標が片仮名、漢字又はローマ

字である場合

③出願商標がアラビア数字であるのに

対し、使用商標が漢数字である場合

④出願商標が⑧のような態様である
のに対し、使用商標が回、△、圏
である場合

⑤出願商標が立体商標であるのに対し

使用商標が平面商標である場合、又

は出願商標が平面商標であるのに対

し使用商標が立体商標である場合す

ものとして使用していないこと

<商品・役務の同一性>

出願商標と使用商標の使用する商品又

は役務とが異なる場合には、指定商品

又は指定役務について出願商標を使用

しているとは認めない。ただし、指定

商品又は指定役務と使用する商品又は

役務とが厳密には一致しない場合で

あっても、取引の実情を考慮して、指

定商品又は指定役務と使周する商品又

は役務の同一性が損なわれないと認め

られるときは、指定商品又は指定役務

について出願商標を使用しているもの

と認める。

(①その他

国・地方公共団体の著名な標章等と同一

又は類似の商標の取り扱いについて、具体

例と共に判断基準を明確にするための改訂

(第4条第1項第6号)、近似の裁判例等を

踏まえた、第3条第1項各号に該当する例

示の変更等も合わせて行われている。

(3)現在検討が進められてい
る事項

上記の通り、主に第3条関連の審査基準

が改訂されたのに続き、現在は、主に不登

録事由に係る第4条を対象とする審査基準

の改定に向けての検討が、商標審査基準

ワーキンググループにおいて行われている

ようである。

現時点では、その内容の全ては明らかに

はなっていないが、これまでに公開されて

いる議事録等からわかる範囲で以下簡単に

紹介する。

①商標法第4条第1項第11号

商標の類否判断に係る検討については、

例えば以下のような内容の意見が出され、

検討がなされているようである。
・商標の類否判断(総論)についての改

訂案は、リーディングケースとされて

いる〔氷山印事件〕をベースに、商標

の考察にあたって、指定商品又は指定

役務における一般的・恒常的な取引の

実情を考慮できるものとする方向で検

討する。
・現行審査基準には、称呼の認定及び類

否判断について詳細な記載があるが、

予見可能性を高めるために、称呼、外

観、観念についてバランスよく示され

た改訂とする必要がある旨の意見が出

されている。
・結合商標の類否判断の一般的な考え方

は、全体観察を基本としつつ、商標の

構成部分の一部(要部)を抽出できる
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場合があるという方向となったが、つ
つみのおひなっこや事件のように、要

部抽出が認められる場合の要件を限定

しすぎないよう、記載ぶりについては

考慮する必要がある旨の意見が出され

ている。
・現在検討している改訂案は、現在、実

際に行われている審査実務を明確にす

るもので、現在の実務を大きく変更す

る趣旨のものではない旨の確認がなさ

れている。

②商標法第4条第1項第16号

主に構成面での見直しがはかられ、法律

上の要件に沿い、 「商品の品質又は役務の

質」 「誤認を生ずるおそれ」それぞれにつ

いて、その意味合いをより明確にするため

の、文言や具体例の追加などがなされてい

る。

③商標法制定の趣旨に反するという理由

での拒絶理由

現在、同一人が同一の商標について同一

の商品又は役務を指定して出願した場合、

「商標法制定の趣旨に反する」という条文

上には明記されていない理由で拒絶される

という運用がなされている。現状では、こ

れは「出願単位で商標と指定商品・指定役

務が完全同一の場合」、 「商標同-で、指定

商品・指定役務の一部が同一の場合」のい

ずれについても、当該拒絶理由が適用され

ることとなっている。しかし、特に後者の

ような出願がなされる背景には、同一商標

を使用し、新たに商品を販売する場合等に、

今後使用する商品等を含めて指定した新た

な出願とすることで、商標をまとめて管理

することを可能にするという意図があると

考えられるため、今後は前者のみをその対

象とすることで検討が進んでいるようであ

る。

④その他
その他、現時点では公益的な機関等(第

4条第1項第1号へ5号)、博覧会の賞(同

第9号)、登録品種(同第14号)、ぶどう酒

等の産地(同第17号)、地域団体商標(第

7条の2)等について文言の修正や、具体

例の追加等の検討がなされているようであ

る。また、第4条第1項第7号や8号につ

いても、今後検討がなされるものと予想さ

れる。

(4)まとめ

以上、新しいタイプの出願・登録状況及

び既に平成28年4月1日から運用が開始さ

れている、特に第3条を中心とした商標審

査基準の改訂の内容について簡単に説明す

るととともに、今後予定されている第4条

を中心とした審査基準の改定について、現

時点でわかる範囲で簡単に締介した。

特に商標法第4条第1項第11号の審査基

準等は、現状では実務を行ううえで、実際

の審査における判断との霹灘を感じざるを

得ないものとなってしまっている。実務を

行っていくうえでの、予見可能性を担保す

る等の意味でも、より実態を反映したわか

りやすい内容に改訂されることが望まれる

ところである。

その検討の過程については、特許庁ウェ

ブサイトの「産業構造審議会知的財産分科

会商標制度小委員会商標審査基準ワーキン

ググループ」の頁から確認することができ

るため、その議論の経過について、引き続

き注目しておきたいところである。
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塵構審「情報普及小委員会」報告にみる今後の公報発行等の方向性
叩叩叩靖や写叩阿曽叩尊背理叩尊叩背理買草津叩叩叩草津叩叩買持草津

2015 (平成27)年9月10日から3回に亘

り産業構造審議会　知的財産分科会　情報

普及活用小委員会(以下「小委員会」)で、

特許庁又はI NP I Tが運営する公的な特

許情報提供サービスJ-Pl a t P a t

(以下「JPP」)のあり方、法的検討も要

する公報のあり方、中小企業への情報普及

施策のあり方、の3点が審議され、 「特許

情報のさらなる活用に向けて」と題する報

告書(以下「報告書」)が2016 (平成28)

年3月に採択され公開された。この報告書

と議論を織り交ぜ紹介する。なお、詳細は、

以下の特許庁のサイトを参照されたい。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/

Shingikai4 ouhouJukyu_katsuyou」m enu止tm

なお、本原稿では、先の2点の情報提供

サービスと公報とについて報告する。

小委員会では、以下の3点の問題意識で

スタートされた。第1に、特許電子図書館

(IPDL)を刷新して、 2015年3月から

J PPを開設しているが、海外情報への
ニーズ等ユーザーのニーズの変化があり、

特許情報サービスの役割を整理する。第2

に公報の発行形態が紙からインターネット

へ変化し、プライバシー等これまで顕在化

していなかった問題点にも適宜対応する必

要がある。第3に、特許情報の活用という

視点ではまだ低調な多くの中小企業への施

策を講じていく必要がある。

(1 )公的特許情報サービスの

現状

①公的な特許情報サービスの全体像とし
て、特許庁、 INPIT、民間業者、海外

の特許庁が提供する特許情報サービスを通

じて、ユーザーは特許情報を活用できる状

況になっている(図表nr-1)。

②特許情報に係るインフラ整備

特許庁では、これまで、我が国のユーザー

が海外を含む出願情報・権利情報を確認す

るため、先行文献の調査ツールの整備を中

心とした世界最速(FAl工を2014年3月に

達成) ・最高品質の審査の実現、我が国の

審査結果が海外庁でも尊重されるよう世界

最速・最高品質の審査結果の発信、の3つ
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図表Ⅳ-1報告書「図工-3　特許情報サービスの全体像(現状)」より

生国丘

欧州特許庁

米国特許商標庁

中国国家知識産椅居

能国特許庁等

・縮午庁公報等　　　　　　　　・経過情報　　　　　　　　　次/ 

へ、順1 �6�8ｸ4驅��の提供 剩� 劾 

インタ 　経 俤h�ｸ���三三十爵　　暑 

富付加価値・多様なサービス 鵜繋鶉蒜深紫　検束課㌍ビス 

J 箸�
ユーザー 

特許庁作成

図表Ⅳ-2　報告書「図工-5　発行している公報種別とその変遷」よりj

発行媒体の 　変遷 公報名称 哇B�璃 凉b�鱒憩 侏ｸ���2�

維　新 抱����4Bﾕ$��DVD"ROM　,_　インターネット 

特許・実用新案公報 冖韭�#)D簫��R��丁 平成6年1月- �����困�[ﾙ�ﾃ�iD繆ﾈ鈔�†丁 平成27年4月へ 侏I�X������R價ﾘﾗ2�
明治38年-(実) 劔設定登録から約6-7週で発行 

公開公報 傴ｩ��CiD簫�平成5年1月- �� 侏I�X����盈ｙJﾘﾗ2��ｮ�*�.s�D緝ﾈ霹��2�平成16年1月~ 兌ﾙ�ﾃ#yD紿ﾈ�,ﾂ�

登録実用新案公報 ���ﾂ�平成6年7月- 兌ﾙ�ﾃ�iD��ﾈ闔｢�平成18年1月- 侏I�X����盈ｙJﾘﾗ2��ﾙ.�6��*�.yo�2ﾓH�,YJﾘﾗ2�

意匠公報 傴ｩ��吋簫�平成12年1月- ���ﾂ�平成19年1月- 侏I�X����以笙Jﾘﾗ2��ﾙ.�6��*�.yo�BﾓX�,YJﾘﾗ2�

商標公報 冖韭�#)D��平成12年1月- ���ﾂ�平成22年1月へ 侏I�X�����笙Jﾘﾗ2��ﾙ.�6��*�.yo�BﾓX�,YJﾘﾗ2�

公開・国際商標公報 ���ﾂ�平成12年1月- ���ﾂ�平成22年1月- 侏I�X�����笙Jﾘﾗ2��ﾙ.�6��*�.yo�'�8�,YJﾘﾗ2�

審決公報 ��Y�3�9D簫�平成12年1月- ��平成27年4月~ 侏I�Xﾈ����緯X�ｾ�價ﾘﾗ2�

特許庁公報 (公示号等) 傴ｩ��#YD�-b�　¥ ���ﾂ� 價ﾘﾗ9?ｨ,ﾘ顥}�,�.h.��,�.��ﾋI�Xﾈ�����
平成之7年4月一 

特許庁作成
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塵構審「情報普及小委員会」報告にみる今後の公報発行等の方向性
やすやすやすやすやすやすやすやすやすやすや守ですやすやすですやすやすやすやすやすやすやすやすやすやすや字ですやすやすやすやす

図表Ⅳ鵜3　報告書「図I-7外国特許情報サービス(FOP I SER)」より

特許庁作成

の観点でインフラ整備を行ってきた。

(a)出願情報・権利情報を確認

まず、インターネット公報として、 2004

年(平成16年) 6月から一部導入して、

2015年(平成27年) 4月から総ての公報に

拡大し、公報種別・発行日単位で検索して、

ダウンロードすることが可能となっている

(図表Ⅳ-2)。

また、 JPPでは、従来のIPDLに較

べて、

・充実した検索サービス

・使いやすいユーザーインターフェ

イス
・中韓文献翻訳・検索システムへの

リンク

. J-GLOBAL (科学技術振興

機構が運営する総合的学術情報
データべ」ス)との連携

・「色彩」 「音」等の新しいタイプの

商標の検索サービス

等の特徴を加えている。

また、外国特許情報サービスとして、米

欧中韓の五庁のみならず、多くの海外庁と

データー交換をおこなっており、この枠組

みで受領した外国の特許情報を2015年(平

成27年) 8月7日から「外国特許情報サー

ビス(FOPISER)」により公開して

いる。このサービスでばJ PPで既に提

供している国以外の特許情報について簡易

検索及び紹介を可龍とするものであり、現

在、ロシア、台湾、豪州、シンガポールの

情報が提供されており、今後も順次拡大予

定としている(図表ⅡT-3)。

また、中韓文献翻訳・検索システムを

2015年(平成27年) 1月から開始し、同年

7月時点で、 2003年以降に発行した文献約

-15鵜



図表Ⅳ-4報告書「図工-9　0PD等による我が国特許庁の審査結果の発信」より

逆二三へ二三

;//∴一一〆一〈・ ‾‾ -叫へ-

了ワンポー幼いドシゴ
ne porぬl Dossier (OPD)

サーチ緯果・害董結果に関する惰積をリ
アルタイムに五庁問で相互参照可能

(日→英機観照訳)

特許庁作成

1250万件の公報データが蓄積されている。

両国の特許文献が、世界の特許文献の65%

を占めるという状況によるニーズに基づ

き、機械翻訳で日本語テキスト変換して提

供し、ユーザーから誤訳報告を受け機械翻

訳辞書に反映する等訳質を改善している。

(b)世界最速・最高品質の審査の実現及

び審査結果の発信

上記の中韓文献翻訳・検索システムによ

り審査官の日本語による検索環境の整備を

するとともに、審査の効率化のため各特許

庁の審査結果を共有し、互いに参照する出

願・審査関連情報(ドシエ情報)を相互共

有するシステムを整備している0

2004年(平成16年)から我が国のドシエ

情報の提供を開始し、 2006年(平成18年)

には日米欧三庁で相互にドシエ情報を参照

米国特許商標庁

重囲≡三重

できるシステムを構築し、 2008年(平成20

年)には日米欧中韓五庁内で同一発明のド

シエ情報を一括取得して見やすい形式で提

供する工Tサービス「ワン・ポータル・ド

シエ(OPD)」を提唱した。 OPDば

2013年(平成25年)から五庁審査官で運用

を開始し、審査を進めている○

上記のドシエ情報の海外庁への提供にあ

たり、審査書類の英語訳や引用文献の一部

機械翻訳も提供して、日本の審査結果を海

外庁で利用促進を図っている。また、 2015

年(平成27年) 3月以降、一般ユーザーに

対して、我が国のドシエ情報を他庁のドシ

ェ情報とともに-括提供して、ユーザーに

とって我が国及び海外における円滑な権利

取得に寄与することが期待される(図表Ⅳ
-4)。
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塵構審「情報普及小委員会」報告にみる今後の公報発行等の方向性
やすやすやすやすや字ですやすやすトゲやすやすやサトすやすやすやすやすやすやすやすやすやすや写やすやすです干すせずやすやすやす

図表Ⅳ-5　報告書「図工-10　各庁が提供する特許・実用新案の無料の情報提供サービス」より

特沖 劔?ｩgｲ�剄`外庁 世界知的所有権機関 (WIPO) �)u�鮖��*���3���米国特許商標庁 (USP丁O) 亊異�<�ｹi*��╋����中国国家知識産桂馬 (SIPO) 

主なサービス 剩ｨ9���E��B�中軽文献翻 訳・検索シ 播��'U8ｹ�"�Pate∩tScope �,g7��6V觚B����PatFT/AppF丁/ PatentAp函cation 儿ﾕ�ﾘE2� 

ステム 剿�FV蹙&Vvﾅ7FW"�����"�GPSN/ 僊naIysISOfSIPO/ 　CMPR 

書誌データの蓄積国数 剴��*俛��2か国 店,ﾈﾙ�.)�r���MR�41か国以上 涛�*俛�決�2�2か国(米国、中国) ��*俛�渥異���103の国や組織 

ユーザーインターフェースの言語 劔?ｩgｸﾎｨ�X���ﾎ｢�日本籍 �?ｩgｸﾎ｢�英鱈I日本語・独語・西 慾・仏揖・韓国語・葡 語・熊吾・中国轄・アラ ビア鱈 ��英語 亊異�ﾎｨ�X��ﾎ｢�中国語・英語・日本 語・露語・西語・葡語・ 独語・アラビア轄・仏 　語 

等 

検索機能 儁Hﾘhﾉ�R����● ���0 ���0 ���○ 

分類検索 俛�Lﾘ股�日本 �(hﾙ���ｭ異��露、台湾、 妻.号_誠 鼎�*俛�決�2�90か国以上 兔Hﾙ���(hﾙ��韓国 ���8,ﾈﾙ�.)�y�B�IPC ���○ ���0 ���● ���0 

CPC ����× ����× ���0 ���× 

円、Fターム ��ﾂ�X ����× ����× 浮�× 

キーワード 模索 俛�Lﾘ股�日本 �(hﾙ���ｭ異��露、台湾、 憂.星、絨 鼎�*俛�決�2�90か国以上 兔Hﾙ���(hﾙ��韓国 ���8,ﾈﾙ�.)�y�B�言語 �?ｩgｸﾎｨ�����ﾎ｢�日本語 ��ﾎ｢�英語、日本語等多数 ��ﾎｨ��Zxﾎｨ��<b�ﾎｨ��?ｩ���ﾉ9��英語 亊異�ﾎｨ����ﾎ｢�中国語、英語等 

書誌事項 ��ﾂ�○ ���● ���0 ���0 

請求の範囲 ��ｲ�0 ����× ����0 ��ｲ�○ 

黄文抄録 ��ｲ�× ���× ����× ���8 

全文検索 俛�Lﾘ股�日本 �(hﾙ���ｭ異��× �#H,ﾈﾙ�.)�y�B�EP、WO 兔Hﾙ���(hﾙ��韓国 �����(hﾙ���¥Hﾙ���U����x�ｩ?ｩ��9��

言語 �?ｩgｸﾎ｢�日本語 ����英語、日本蕗等多数 ��ﾎｨ��Zxﾎｨ��<hﾎ｢���9��英語 亊異�ﾎｨ����ﾎ｢�中国籍、英語、日本 　置 

トランケーシヨン (前方、後方、中間一致に 　よる検索) 凵� ���○ ���0 ��ｲ�0 ��(�)9���ｲ�

NO丁　、 �0 ���0 ��ﾂ�○ ��ｲ�● ���

近傍検薫 凵~ ���× ���○ ����0 ��ｲ��ﾂ�

念検索 凵~ ����× ����× ���� ���

履歴演算 凵~ ��"�+ﾉ��,ﾂ�yｩ��,ﾈ-ﾒ��× ����0 ����× × ��ｲ��ｲ�

検索絃果フィ ルダノング �5�6X�ｸ5�5��× ����× ����× ����○ ����
文献穂別 浮�× ����× ����0 ����● 

書誌事項 ヽ‾‾ヽヽl 浮�× ����× 浮�○ ���× 

サポート 機能 冏ﾉo2�コン丁ノツ 表示 �?ｨ���中日、韓日 堀�ｸ�ｸ���H�V��6��D"�高pot「ansIate(10か国 宙ﾋ飃Y�ﾙ�B��中英 亊���中英 

検索言語 ������������日本橋 �������������美穂、日本語を含む14 か国栢(キーワード翻訳 　方式) �����ﾂ��ﾂ����英語、中国語 �Hﾙ�������ﾎ｢��4ﾈ�ｸ8��ｸ6曳ﾉo2�_ｸ���中国籍、英指 ○ 

検索ワードハイライト 劍�ﾂ���ｲ���ｲ�0 

ステータ i 検索籍果i ソートi i �5蔚ﾈ鹵�5�6X�ｸ5�5��ｭi��ｹR���������������������○ ○ ��ﾂ����

× ����X ��ｲ�× ����× ����

引用致 ����× ����× ����0 ����× 

書誌敦瑠 ����● ��ﾂ�0 ���● ���　○ ○(枝葉式出力) 

検索結果エクスポート 検索履歴の保存 凵~ ����× ���0 ��伊�X��|ﾒ��0 

× ����× × ���0 ����" ��ﾂ���

統計分析 く‾、・プ 凵~ �������������0 ���○ × 

管理機能 �6ﾘ�UH+�6ﾘ6x7ﾘ6(���������4D棉��劍������× × �������× 0　1 �����ｲ�○ ○ 
ウオッチング/アラートi　x 劍���× ����0 枇�����������������������

(2)海外庁の公的な特許情報
の付加価値サービス

①特許・実用新案に関する無料のサービス

外国語で記載された文献を大量に読み込

むことは多くの時間を要することからその

負担を軽減すべく外国語の特許・実用新案

文献を翻訳して提供するサービスがある。

我が国では特許庁及びI NP I Tではこの

サービスは提供しておらず、海外庁が提供

している情報提供サービスのうち代表的な

ものには、概念検索等の高度な検索機能、
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図表Ⅳ-6　報告書「図工喜11各庁が提供する意匠の無料の情報提供サービス」より

意匠 劔?ｩgｲ�丶8､�*��
世界知的所有 権機関 (ⅧPO) �(�)��ﾘy&ﾙ4俥�蝎*��兔Hﾙ�<�ｹhⅹUy*��韓国特許庁 �(hﾙ�ﾙ�彿&ﾘ��蝌ﾊ�ｼr��2����

(則!PO) �(JSP丁O) 嫡ｸｸﾃ���

主なサービス 剩ｨ9���E��B�з�V��H諞�vR����Vｲ��「OPIS巨R 牌ﾆ�&�認W9���F�F�&�6R�DesignⅥew ��6V���FW6没蘿套r�PatFT/AppFT 閥��ﾟﾅ2�cMPR 

富誌デーータ及び意匠図面蓄積国数 劔?ｩ�粳¥Hﾙ���･ｨﾙ��霞.台湾 塗,ﾈﾙ�.)�xﾕB�41の国や細粒 ���*俛��菜園 丼ｨﾙ��串国 

ユーザーインターフェースの言語 劔?ｩgｸﾎｨ����ﾎ｢�日本語 ��ﾎｦ兒xﾎｨ�Y�ﾂ���ﾎ｢�英語・狼轄・仏 語等(32言語) ��ﾎｨ�X48986�6ﾂ�英語 亊異�ﾎｨ�X��ﾎ｢�中国・英寮・日 本語 ンア語等(7言 　語) 

検索機能 儁Hﾘhﾉ�R�出願番号、出願日、登録番 　号、登録日等 ��ｲ�0 ���0 ���0 ���0 

キーワード 検索 兒鰻冖ﾂ�0 ����0 ���0 ���0 ���

出騒人(旛副署) ���× ���0 ���0 ���0 

創作者 ���× ���0 ���0 ���0 

分類 ���× ���0 ���0 ���0 

意匠や物品に関する説明文 ���× ���0 ����0 ���0 

参考文献 ���× ����× ����× ����X 

ステ一一タスによる絞り込み 凵~ ����× ���0 ����0 ����

画像 検索 凉駅��(*ｩD8�8,倡y.�+X+ﾘﾆ��2�.)�hﾜｨ,ﾉwi�h,hｽ�*(ｷ(+�枴�ﾂ��8��/�¥�-y�h*h,IUﾈ鹵�　0 (画像意匠公報検 索支接ツール) ����× ����× ����X ����

公知資泡 検索 兒鰻冖ﾈ��Zｩ}���ﾏi&ﾘ��{�B�ﾘh��ﾏi&ﾙ?ｨ��Jﾘﾗ9?ｩ9��0 ����× ����× ����× ����

サポート 機能 �5�6X耳耳5�5蔚ﾈ鹵�����× ����0 ���× ���× 

検索結果ソート 儿 ���0 ���0 ���0 ����

検索結果エクスポート 凵~ ����× ���× 浮�0 ����

イメージ一昔表示 �0 ���0 ���0 ���0 ���

統計分析(内訳分析) 凵~ ����0 ���0 ���× ����

入力交接機能 (セッション中の履歴の表示等) 凵~ ����0 ����X ���　0 (会貝登録により検索 式保存機能あり) ����

ステータス表示、検索結果ソート、パテン

トマップ作成等のサポート機能、ウオッチ

ング機能等の管理機龍が挙げられるようで

ある(図表Ⅳ-5)。書誌データ及び全文

検索データのカバー範囲では下町工P〇、 E

P〇、 SエPOが充実しており、多言語対

応についてはWIPO、 EPOが充実して

いるとしている。

②意匠に関する無料のサービス

意匠の一次情報を使った付加価値情報提

供サービスについては、我が国及びINP

工Tのサービスでは提供しておらず、海外

庁が提供している情報提供サービスのうち

代表的なものとしては、ステータスによる

絞り込み等の検索機能、各種のサポート機

能が挙げられるようである(図表Ⅳ-6)。

収録国数及びユーザーインターフェイス言

語についてはWI PO、 OHMのサービス

が充実しており、参考文献検索、画像検索、

公知資料検索については、現在の所、日本

のみが提供している。

(①商標に関する無料のサービス

商標の一次情報を使った付加価値情報提

供サービスについて、我が国特許庁及び工

NP ITのサービスでは提供しておらず、

海外庁が提供している情報提供サービスの

代表的なものとしては、ステータスによる

絞り込み、各種サポート機能等が挙げられ

るようである(図表Ⅳ-7)。イメージ検

索等の検索機能、収録国数及びユーザーイ

ンターフェイス言語についてはW工P〇、

〇HMのサービスが充実しており、周知著

名商標、不登録標章検索については、日本

のみが提供している。

④海外での官民の役割分担
EPOでは、特許情報の普及で民間との
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塵構審「情報普及小委員会」報告にみる今後の公報発行等の方向性
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図表Ⅳ喜7　報告書「図工-12　各庁が提供する商標の無料の情報提供サービス」より

高禄 劔?ｩgｲ�丶8､�*��
世界知的所有権機 　関 �(�)��ﾘy&ﾙ4俥�蝎*��畏D����兔Hﾙ�<�ｹhﾘ)�*��竣国特許庁 �(hﾙ�ﾉx徂ﾔ瑛｢�ﾗ9�ﾘｬyyﾙ�ﾘｼr�

(間PO) 剪�5�)､��(灼PO) 傅IUxｼr��9�､2��

主なサービス 剩｢ﾕ�ﾆ�E��B�FOP)SER ��丁勅view ��丁「ade爪さ「k 儿ﾕ�ﾟﾅ2�商標近似香油 

Databasc 中W6S��T6迂�2���7i�ｦY+"�)ｨｨ�52���>ﾉ8��ﾘﾘxﾛ�9��>ﾉ8��9�Hﾘ�oｲ�

書誌デーづ及び商標イメージの蕾穣国数 劔?ｩgｲ�鍵、台湾、 巨UIPO �#x*俛��41か国 ���*俛��米国 亊異��b�中国 

ユーザーインターフェースの言語 劔?ｩgｸﾎｨ�X��ﾎ｢�日本語 ��ﾎｨ�YZy���Y�ﾈﾎ｢�英語・独膳・仏語・日本 　指等 (31言語) ��ﾎｨ�X48986�6ﾈ5h4�ﾎ｢���9茶xﾋ險ﾒ��英語 亊異�*譏��ﾎ｢�中国籍・英鱈 

検索機能 儁Hﾘhﾉ�R����0 ���0 ���0 ���0 

キーワード 検索 俘)��0 ���○ ���0 ��ﾂ�0 ���

称呼 ��ｲ�?ｨ,ﾈ-ﾒ��0 ��ｲ�0 ���○ ���0 

各謹琶号 ���0 ��ﾂ�0 ���○ ���● 

各種日付 ���0 ��ﾂ�● ���● ���× 

区分 ���0 ��ｲ�0 ��ｲ�● ���● 

掠利害等 ���0 ��ﾂ�● ���0 ���× 

ターム検索 ���● ��ﾂ�0 ���0 ���0 

高禄種別 ��ｲ�× ����○ ��ｲ�0 ��� 

トランケーシヨン (前方、後方、中間 一致による検索) ���○ ���0 ���0 ���X 0 

タイプ別絞り込み ���× ���○ ��ｲ�● ���○ × × 0 X 

スナータ �5�,�.h.俟�.異�-ﾒ�× ����0 ��ﾂ�. ����0 

称呼検索 図形等商標検索 剴咜ｾ語 ��ﾂ�● ��ﾎｨ�Y<hﾉ��YZxﾎ｢�英語等 ��ﾎ｢�萎結樋国梧 

● ● 0 ● ���● ● × × ��ｲ�0 ����ﾂ�の●　○ ○ 

商品役務名検索 劍�����ｲ�)､ﾔ6��72��0(丁Mclass) �0 × 

周知書名商標検索 不登録標章検索 剳������������× × �����������

イメージ検索 前日　◆ 凵~ ����0 ���6V��V6���ｨ��2���(�(ｺI:��ﾈⅹUx,ﾈ-ﾒ�× ����× × �������

サポート 糀1 l i 倆ﾖ�5H�ｸ7(5異�ﾝｹZｩ}餠ﾂ��ﾘﾆ�9兒ｩ}餠ﾂ�����ﾂ�X × 0 ��ｲ��ｲ�〇 〇 〇 ��ﾂ��ｲ�× × 0 ��ｲ��ｲ�○ ○ 
ス丁-タス表ホ 凵~ �0 �0 �0 浮�

模索結果ソート 詰果エクポ 凵~ ���0 ��ﾂ�● ����● ● Oi ����

ロスIヽ-ト イメージ一覧 統ニ 凵~ × ������○ ○ ��ﾂ���● ○ �������������

計分析(内訳分析) 凵~ ����0 ���0 ����× ����

競合を回避する従来方針を転換して、 2007

年(平成19年)から積極的にサービス向上

させており、 EPOと欧米の民間業者が加

盟するPa tCom(Pa七en t C。

mmi t t e e)との定期的な意見交換の

場を設けて、 EPOが行う今後1年間の計

画を説明しているようである。

米国でも、従前は付加価値データの提供

は民間業者に委ねてきたが、 2015年(平成

27年)からUSPTOでも検索結果を基に

それを分析した結果を表示する等の高度な

サービスを始めているようである。

韓国でば2015年(平成27年) 6月に特

許庁知的財産情報ユーザー向けサービスの

提供及び管理に関する規定を施行し、官民

の役割分担につき、以下の各項目に該当す

れば特許庁から提供できるとされているよ

うである。
・法律上の根拠があるデータ

・公共性が認められるサービス

・民間のサービスが存在しないか、

民間が提供することが困難なサー
ビス

・付加価値的ではなく、標準的な情

報提供サービス

(3)今後の公的特許情報サー
ビスの方向性

① 「平成27年度特許情報提供サービスの現
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図表Ⅳ-8　報告書「図工-17　特許情報サービスの活用に関する現状と将来像」より

より高度な
サービスへ

性に気付いているが
活用していない / ③J-PlatPatを活用している、

将来像

特許庁作成

状と今後に関する調査」によるアンケート

調査によればJ PPについて、全体で「ポ

ジティブな影響がある」 (47%)と回答し

ている一方、オンライン検索サービス業務

を行っている者では「ネガティブな影響が

ある」 (43%)と回答していることが報告

されている。

また、上記アンケートでも中小企業では

特許情報、 J P Pが十分に活用されていな

い回答も指摘されており、裾野の拡大を目

指していく必要性が指摘されている。

②この間の産業構造審議会知的財産分科会

のとりまとめ(2014年(平成26年) 2月)

等の報告もふまえ、我が国ユーザーが享受

するサービスの質が全体として世界最高水

準となるように特許情報サービスを提供し

ていき、特許情報を広く普及していくため

の基盤を引き続き整備していくという基本

的な考え方を示している。

出願情報・権利情報の確認のためのサー

ビスとして、特許庁内の審査官向けのデー

クーベースに蓄積された文献情報も、著作

権や契約状の制約のない範囲で、インター

ネットを通じて積極的に提供していくとし

ている。また、企業の進出先として関心が

高い国の文献や日本からの出願が多い海外

庁・機関が発行する文献を参照できる環境

を整備するとしている(具体的な国名は無

い)。さらに、機械翻訳を活用した日本語

でアクセスできる環境の整備や、公的な

サービスの計画については、事前に広く周

知するように努めるとしている。

世界最速・最高品質の審査結果の発信の

サービスについては、海外庁がより参酌し

やすい環境や、審査結果の提供に加え審査

結果を理解するための審査基準等も含めて

審査結果に関するポータルサイト的な位置
づ骨を目指すとしている。
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塵構審「情報普及小委員会」報告にみる今後の公報発行等の方向性
や写せ弓や弓は∵州十㌢上すトゲや写せ弓や弓や守門∵置十手トナトすやすや守で弓や弓は∵胃予か上手トナナすす守で弓や十円∵揮十手トゲすす

(4)法的検討も要する公報の
あり方

問題となった「住所」の記載を中心に報

告する(公示号等の公開系登録系の公報以

外の公報の必要性、出願人が未成年者の場

合の法定代理人の記載等も議論されている

ようである)。

①住所掲載規定の変遷

住所についてば法律上の掲載事項とし

て明記されていない時期もあったものの、

明治以降の各公報等において、権利者氏名

とともに原則公開されていた。権利の公示

に関連する情報として、公衆が権利者の住

所を把握することが可能な状況にあった。

昭和34年法では、公告段階及び登録段階

では出願人の住所や特許の発明者の住所等

が公報掲載事項として明記され、その後の

法改正においても、権利の公示を目的とし

た登録系公報においては、権利者及び発明

者等の住所の公報への掲載が法律上明記さ

れている。

また、出願情報の公開を目的とした公開

系公報については、昭和45年法において、

特許・実用新案に閑し出願公開制度が導入

されたが、その際出願人の「住所又は居所」

が公報掲載事項(特許法第64条)となり、

現在に引き継がれている。商標においても、

平成11年法に基づく公開公報発行時から現

在に至るまで出願人の住所又は居所が掲載

されている。

②公報として膚報提供すべき内容に関す

る規定

各国特許庁が発行する公報に関する国際

ルールとしては、パリ条約12条で「定期的

な公報」を発行することを求めると共に、

これを掲載して公示する最低限の内容とし

て、 ``特許権者の氏名及びその特許発明の

簡単な表示’’ “登録された商標の複製’,が

求められている。また、公報への掲載は求

められていないものの、発明者には発明者

名誉権(パリ条約第4条の3)がある旨が

明記されている。

国内法においては、パリ条約上義務づけ

られている事項のみならず。 「出願情報の

公開」と「権利の公示」の観点から多様な

情報を盛り込んでいる。また、個人情報に

ついては、特許庁ば特許法等に基づき、

発明者及び出願人の氏名、住所等の情報を

取得している。また、これらの個人情報は

特許法第64条等に基づき、公報において公

開すべき項目と定められており、公報等を

通じて公開されることになる。そのため、

特許庁HPにおいて、個人情報の利用目的

を明示している。なお、 「行政機関の保有

する個人情報の保護に関する個人情報の保
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図表Ⅳ-9　報告書「図Ⅱ-8　諸外国の公報における住所の記載の状況」より)

※1米国、欧州には実用新案制度が存在しない。

※2　欧州について、特許は「欧州特許庁(巨PO)」、意匠・商標は「欧州共同体商標意匠庁(
〇日IM) 」がそれぞれ所管している。

※3　中国について、特許"実用新案・意匠は「中国国家知識産権局(SIPO)」、商標は「中国
国家工商行政管理総局(SA重C) 」がそれぞれ所管している。

※4ドイツ特許庁の発行する意匠、商標の公報においては、権利者の住所は概略掲載され
るが、他に「連絡先」 (代理人も可)の住所の全てが掲載される。

護に関する法律」では、行政機関が個人情

報ファイルを保有した場合には原則、帳簿

を公表しなければならないこととされてい

ることから、総務省が作成している個人情

報ファイル簿にも登録しているそうである。

なお、意匠では創作者情報の掲載を法定

していない(意匠法20条)。

③住所の記載の利用状況

前記「平成27年度特許情報提供サービス

の現状と今後に関する調査」 (特許庁)の

アンケート(2013年に出願件数が多かった、

大企業400、中小135、大学50、公的機関

15、個人100を無作為抽出)で、公報に記

載されている住所の利用頻度について「利

用したことがない」と8割が回答している。

次ぎに「年に数回程度利用したことがある」

が1割となっていた。

また、利用目的として最も多いのは「特

定の発明者・出願人を抽出するため」が3

割、 「同姓同名の判別のため」 「統計や分析

のため」がそれぞれ2割、ライセンスや権

利買い取りのための接触のため」は1割弱

となっていた。

④　指摘されている問題点

インターネットの普及により公報入手の

利便性が向上した中で個人情報保護を求め

る声が高まっており、公報に住所が掲載さ

れることにより、約4分の1の回答者が「D

M送付等の」影響があった」と回答してい

る(上記アンケート)。

また、インターネット版「官報」初めを

はじめとして、国や関連機関がインター

ネットにで情報提供する大規模な個人情報

を有するサービスにおいても、無料で個人

名から住所等の個人情報を過去の情報も含

めて網羅的に検索できるサービスはほぼ存
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産楠審「情報普及小委員会」報告にみる今後の公報発行等の方向性
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しない状況であるという。

また、諸外国の動向についても、個人情

報への配慮等の理由から公報に記載されて

いる住所は概略化されている国が多い(図

表ⅡT-9)。

(①今後の方向性

基本的な考え方として、 「公報における

住所記載のあり方」 「公報における情報提

供のあり方」の検討にあたっては、 「(公報

として情報提供する)必要性と法律上の意

義(国際ルールを含む)」 「情報を活用する

ユーザーの利便性の確保」 「(インターネッ

トの普及に伴い)情報へのアクセスが容易

になったことによる弊害」等の視点を踏ま

えるべきであるとしている。また、今後の

方向性として示す内容の中に法的な手当が

必要な内容も含まれるが、対応可能なもの

から順次実現に向けた措置を請じていくべ

きであるとしている。

また、報告書では、公報における住所記

載のあり方として、インターネットの普及

による公報入手の利便性が向上した中で個

人情報の保護を強化する必要性が高まって

いることに鑑み、公報に掲載する住所を概

略化すべきであるとしている。また、概略

化は、個人を対象とし(法人は除く)、公

報に記載され出願人・権利者・発明者等と

して記載される者の総ての個人の住所を想

定している。

また、住所の概略表記にあたって、具体

的に住所のどこまでを表記するについて

は、個人情報保護の視点の他、情報の利用

実態等も勘案しつつ決定すべきであるとし

ている。特に「出願人・権利者」と「発明

者等の公報に住所が掲載される他の主体」

とは、住所の概略表記の際の情報量を異な

らせることも検討すべきであるとしている

二二ク‾せニー‾

(例えば発明者等は都道府県まで、出願人・

権利者は市町村まで、等)。また、住所を

概略記載するかどうかを個人の選択制にす

べきとの案も検討されていたようである

が、出願時の住所全表示の弊害の予見が難

しく、個人の選択ミスの弊害の除去できな

い等も理由により、統一的な表記とする結

論となったようである。

(㊦その他

なお、特許庁では、出願マスタ、審判マ

スタ等の各データから「整理標準化データ」

を作成して公開に供しており、 2015年(平

成27年) 4月10目付けの工NP IT発表に

よれば整理標準化データに含まれる出願

人、発明者等の住所について、 「1.国内の

住所については市区町村までを表示(注)

市区町村の判別ができない場合は都道府県

名までを表示」 「2.外国の住所については

国名までを表示」としている。ご存知のよ

うに、 JPPで提供されている情報におい

てば既に住所の概略記載が実施されてい

る。

以上
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付録　平成6年以降の特許法の改正概要の
履歴(概略年表)

年度 弌ﾉ�8,ﾈ･Iwb�

1993年 ��Y^)�8,ﾉLﾘ鈷,ﾉ4ｹ�8峇��hｴｸ馼ﾘ�,x��ｽh鉅��ﾜXﾎ8,ﾈｹ��)yﾙu),ｩ&ﾘ�Xｹ��(ﾛ�.姥2�

(平成5年) 兀��)Kｹ���鳧,ﾉ<�ｹi���,ﾉLﾘ鈷,ﾉ^)�8,ﾉ�xﾌ�鋳�<�ｹid��c�x����9鋳�

(施行:平成6年 1月1日) ��Y�)Kｹ�y7�,ﾈｬ��h峇�<�ｹik8ﾏ��)Kｸ,�*�*(,I/��9���/��)Eﾈ,h+X��<�ｹik8ﾏ��"�

判係属中の訂正審判請求を禁止、補正却下不服審判・訂正無効審判を廃止)(特 

許法第123条、等) 

・無審査実用新案登録制度の採用(実用新案法第15条) 

1994年 ��Y^)�8,ﾈ鳧ｯｩ4��xﾌ�,ﾈ淤�2�<�ｹhﾛ�.���,ﾘﾋI�X,h+X,H�)Eﾈ��ｹ��)yﾙu),ｩ&ﾘﾎ8,ﾒ�

(平成6年) 傀ｩ.�,ﾈｯｨｭH,ﾈ-ﾙ^)�8�)Eﾂ忠<�ｹid��c�x����9鋳�

(施行:平成7年 7月1日) ��Yk鞏x��,ﾈｴﾈﾝｩwhﾈ�,ﾈｬ刎��<�ｹid��c3hﾄｒ�

・特許権の効力の拡大(発明の実施行為に「譲渡又は貸渡しの申出」を追加) 

(特許法第2条) 

・特許対象の追加(原子核変換の方法により製造されるべき物質)(特許法第32条) 

・特許付与後の特許異議申立制度の創設(平成8年1月1日施行) 

・特許権の存続期間を、原則、特許出願の日から20年を越えないに変更(特許 

法第67条) 

・特許料の追納による特許権の回復(特許法第112条の2) 

・外国語書面出願制度の導入(特許法第36条の2) 

・特許請求の範囲の解釈にあたっての発明の詳細な説明の参酌(特許法第70条の2) 

・パリ条約の同盟国以外の国からの特許出願に対する優先権の適用(特許法第 

43条の2) 

1998年 ��Y<�ｹh�ｮ�,ﾉ�hﾎ8ﾍｩKｹ&h,�*�*�.兩ｨｯﾈ�Xｹ��(ｦﾙ.因��,ﾈ竧宜,ﾈﾊ�+ﾈ+R�<�ｹid��

(平成10年) ��c3�����

(施行:平成11年 1月1日) ��Y<�ｹik8ﾏ��)Kｸ,�*�*�.凉ﾙu)^(�,ﾉ�xﾌ��<�ｹid��c�3����c(ﾘ���

・特許権等の侵害に対する民事上の救済及び刑事罰の見直し(逸失利益の立証 

の容易化(特許法第102粂第1項)、侵害の罪についての親告罪規定の削除、 

両罰既定の改正(法人の罰金刑の上限額の引き上げ)(特許法第201条)) 

1999年 ��Y�hｴｹ�ｹ�ｨｷ�駟u(,ﾈｦy�R愛��,�*�*(,Hﾏi�)&ﾘ.x.ｨ+ﾙJﾙk��X､��,�*�*(,Hﾏi�"�

(平成11年) 們�邵+8.ｨ+ﾙJﾙk���48985��ｸ6ﾈ6(6x�8,Xﾏi&ﾘ,�,�,�+ﾙJﾙk�/��hｴｹ�ｸ/��(�+X+ﾒ�

(施行:平成12年 1月1日) 價ﾙk�,�,x��忠<�ｹid��c#估ｒ�
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平成6年以降の特許法の改正概要の履歴
やサトヂトか上質守門弓や守やすやすトゲ上質守門弓や弓やすやすトゲ中門十質守門弓やすやすですやすやすやすやすやザやすやす

1999年 ��Y�hｴｹ�ｹ�(�,ﾉ~�､�ｹ.�,ﾉ4ｹw����ｸ,ﾈｦy�R�48985��ｸ6ﾈ6(6x,�.h.價ﾙUﾈﾗ8郊/��

(平成11年) (施行:平成12年 1月1日) �,x�����hｴｹ�ｸ��n�,ﾉ~�､�*ｩ4ｹw�+8.ｨ.����ｸ,ﾙ:�ｩJﾙk�,侘�.x.ｨ,�*"忠<�ｹid��

第30粂) 

・審査請求期限を出願日から7年以内から3年以内に短縮(特許法第48条の3) 

(平成13年10月1日以降の特許出願に適用) 

・特許出願人の申請による早期出願公開の導入(特許法第64条の2) 

・特許権侵害に対する救済措置の拡充(具体的態様の明示義務(特許法第104粂 

の2)、文書提出命令の拡充(特許法第105条)、等) 

2002年 ��X�YZ��h,ﾉJﾙk�,�7h8ﾘ4�8�8�*ｨｭﾈ-ﾈ.ｨ.�+�,h,ﾉk隕ﾘ嶌ｷ�-���Jﾙk�,�,(*(,H,ﾈ�X���

(平成14年) 倡ｸ�hﾗ8郊,ﾉk隕ﾘ峇�<�ｹid��c(��忠[ﾙ�ﾃ�ID纔ﾈ��?ｨ邵ﾗ2��

・明細書中への先行技術文献開示義務制度(特許法第36条、第49条)(平成14年 

9月1日施行) 

・外国語による国際出願の翻訳文提出期間の延長(特許法第184条の4、5) 

(平成14年9月1日施行)(PCTの改正により国際出願の国内移行期間が一律 

に優先日から30カ月へ延長) 

・間接侵害規定の拡充(特許法第101条)(平成15年1月1日施行) 

・「明細割と「特許請求の範囲」の分離(平成15年7月1日施行) 

2003年 ��YWIu靜8腰ｶ9�ﾉzy�y7�,ﾉG�鉅ｷ�-�<�ｹik8ﾏ��)Kｹ�y7�,ﾈ淤�2�����ﾉ4ｸｦ�,ﾈ淤�8���

(平成15年) �9鋳�<�ｹid��c�#8����9鋳�

(施行:平成16年 1月1日) ��Y<�ｹik8ﾏ��)Kｸ,ﾉ�(ﾈ稲h�����y(h,�*�*�.�/��9�)Kｹ���ｯｨｭH,ﾉ�xﾌ���9忠<�ｹb�

法第126条、等) 

・無効審判の審決取消訴訟提起後所定期間内に訂正審判請求があった場合の裁 

判所による決定での審決取消の新設(特許法第181条第2項)(平成23年改正 

により廃止) 

・出願の単一性(-つの出願に含め得る発明の範囲・数)に関する規定様式の 

改正(特許法第37粂) 

・審査請求料金の返還制度の導入(特許法第195条) 

2004年 ��Y�Yk�Jﾙk雍ｹ.�,ﾈﾊ�+ﾈ+R�<�ｹid��c3X����

(平成16年) (施行:平成17年 4月1日) ��X��w��h栗�y7�,ﾈ淤�2溢�w��h栗6��,舒�,8*ﾙ<�ｹh�ｮ��y7�,ﾉ;�?ﾈ���i��ｯｨｭB�

の延長(出願日から6年⇒出願日から10年)、訂正できる範囲の拡大)(特許 

法第46条の2、実用新案法第10条、第14条の2第2項、等) 

・無効の抗弁の規定の新設(特許法第104条の3)(裁判所法等の一部を改正す 

る法律(平成16年法律第120号)) 

-25葛



2006年 ��Y<�ｹh�ｮ�/�ZｨｨH,X*ｸ.倬隸ｩ4��xﾌ�,ﾈｬ刎��<�ｹhﾛ�.夷8,ﾉZｨｨB忠<�ｹid��cCH���

(平成18年) ��c�ﾘ���

(施行:平成19年 4月1日) ��YZｨｨH�ｮ�,ﾉ�(ﾛ�,�*�*�.竸)�8,ﾉ�xﾌ��<�ｹid��cS���,ﾃ(���c�x��,ﾃ)�cXﾘ���

・拒絶理由通知を受けた後に特許請求の範囲に記載された発明を技術的に特徴 

の異なる別の発明に変更する補正の制限(特許法第17条の2第4項、第49条 

第1号) 

・外国語書面出願の翻訳文提出期間の延長(特許法第36条の2) 

2008年 ��Y<�ｹh�ｮ�&丶ｸ,�*�*�.們�邵ｹi��,佛x.�6���y7�,ﾉ���ﾒ�<�ｹid��c3H��,ﾃ"��

(平成20年) (施行:平成21年 4月1日) ��Y^�y4�8�485ｨ985闇��,�,(*(,H,ﾈ耳ｨx+X+ﾙ6���y7�,ﾉ���ﾒ�<�ｹid��c祷���b�

1項、産業活力再生特別措置法第58条第1項) 

・拒絶査定不服審判請求期間・拒絶査定不服審判請求の際に補正を行える時期・ 

拒絶査定を受けた後に分割出願を行うことのできる時期の見直し(特許法第 

121条第1項、第17条の2第1項、同第44条第1項) 

・優先権書類の電子交換の対象国の拡大(特許法第43条の5) 

2011年 ��Y,ｨ�ﾘ��邵ﾊ�9�,ﾉ�靱)�y7�,ﾈﾊ�+ﾈ+R�9i�)�靱)�y7�,ﾉ;�?ﾂ忠<�ｹid��c祷�����b�

(平成23年) (施行:平成24年 4月1日) �3H��,ﾃR��

・冒認・共同出願違反の出願に係る救済措置の整備(特許権の移転請求権の創 

談、特許権の移転登録前の実施による通常実施権)(特許法第74条、第79条の2、 

等) 

・審決取消訴訟提起後の訂正審判請求の禁止・「審決の予告」の創設(特許法第 

126条、等) 

・再審の訴えにおける主張の制限(特許法第104条の4) 

・訂正審判・訂正請求における訂正の請求単位の見直し・審決の確定範囲の明 

権化(特許法第126条、第167条の2、等) 

・特許無効審判の確定審決の第三者効の廃止(特許法第167条) 

・発明の新規性襲矢の例外規定の適用対象の拡大(「特許を受ける権利を有する 

者」の行為に起因して新規性を襲失したものにまで拡大)(特許法第30条) 

2015年 ��Y�Yk�Jﾙk��y7�,ﾈﾊ�+ﾈ+R依H跖諍w��)9亢����y7�,ﾉ;�?ﾂ忠<�ｹid��c3X����

(平成27年) ��Y<�ｹid���o���+UB�,��陌�+X+ﾘ淤�2�<�ｹid��cX���c8ﾘ����c3h��,ﾃ)�c2�

へ4項、第38条の2、第38条の3、第38条の4) 

.商標法に関するシンガポール条約(STLT)に対応した商標法の改正(商標法 

第9条第3項) 
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平成6年以降の慧匠法の改正概要の履歴
十字やすやすですやすやすやすやすやすやすやすやすやすやすやすやすやすやすやすやすやすやすや字ですやすやすですやすやすやすやす

付録　平成6年以降の意匠法の改正概要の
履歴(概略年表)

年度 弌ﾉ�8,ﾈ･Iwb�

1998年 ��YYIZｨ�8��,ﾉ]ｸﾎﾂ�8��d��c(��9鋳�

(平成10年) ��Y�鞐ﾉvX杭�ｸ,ﾉwhﾈ�,ﾈ処*ｸ�8+���c8���c(ﾘ���

(施行:原則平成 ��Y�hｮ�8��,ﾈ自YH,i:�ｩiH,ﾙ}韜x,ﾈﾎ8ﾍｨ�8��,ﾉ]ｸﾎﾈ�､��c8��,ﾃ"��
11年1月1日、) ��Xｴ�Eﾈ,�,ﾈ-ﾘｮ�,8*ﾘ�8��,ﾉ]ｸﾎﾈ�､��cX����

・組物の意匠制度の見直し(第8条) 

・先後顧判断における拒絶確定出願等の取り扱い(先願の地位)の見直し(第 

9条) 

・類似意匠制度の廃止と関連意匠制度の創設(第10条等) 

・工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の改正(意匠登録出願の電子 

出願開始)[施行日:H12/1/1] 

1999年 ��Y�hｴｹ�ｹ�ｨｷ�駟u(,�48985��ｸ6ﾈ6(6x,X,ﾈﾏh､ｨ/�,x����c8����

(平成11年) (施行:原則平成 12年1月1日) ��Y�hｴｹ�ｹ�(�,ﾉ~�､�4ｹw�駟u(,�48985��ｸ6ﾈ6(6x,X,ﾈﾏh､ｨ/�,x����cH����

2006年 ��X�8��ﾊ�,ﾉ�i��ｯｨｭH,ﾈ露+r��c#�����

(平成18年) ��X�8��,ﾉ.宛�,ﾈﾊ�+ﾈ+R���ﾞﾈ枴�ﾉ,x��忠�c(����

(施行:原則平成 ��X�8��6�駢hﾈ�,ﾈﾊ�+ﾈ+R��c8��,ﾃ"��
19年4月1日) ��X�8��,ﾉ}韜x,ﾉLﾘ鈷,ﾉk隕ﾘ峇��c#H����

・関連意匠制度の見直し(出願時期の緩和等)(第10条) 

・新規性喪失の例外の適用の手続の見直し(証明書提出時期の緩和)(第4条)[施 

行目:H18/9/1] 

・秘密意匠制度の見直し(請求時期の緩和)(第14条) 

2011年 (平成23年) (施行:原則平成 24年4月1日) ��Y�hｴｹ�ｹ�(�~�､�hﾈ�,ﾉk隕ﾘ峇�<�ｹhﾏi_�9佝hﾝｨ�､���cH����

2014年 ��X�8��,ﾈﾙ�ﾝｹ6��,亊h+x.�6��ｸ4�i.�,ﾈ5x8X6ﾈ�ｸ7X淤�8ｺi.�/�4ｹ��,們�邵+x.��

(平成26年) (施行:平成27年 5月13日) �+ﾘ-�,ﾈｴｹ.�,ﾉ�餔R��cc���,ﾃ99��i�ﾙ9鋳�
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付録　平成4年以降の商標法の改正概要の
履歴(概略年表)

年度 弌ﾉ�8,ﾈ･Iwb�

1991年 ��X6ｨ�ｸ5絢i.�,��k�+X�x�,ﾉ?ｩgｹZｩ}�/�ﾙ�ﾝｹZｩ}�,兔��+X,Hﾜﾉw��+�,ﾈﾜﾉw�,��

(平成3年) 僵ｨ*)o�k�ⅹUx,ﾉ;�?ﾂ�*(.ﾘ.H.傅ﾉHI9冩�k�,佛x.傅IUx/��*ﾘ�"���}韜xﾅ�5(�ｲ�

(施行:平成4年 �6��i�ﾙo�k�ⅹUx,ﾉ6���y7�,ﾈ､ｨ跖,僵ｨ,�,H��tI�i6���y7����Z�6���y7����
1月1日) 佗���4俶yw�ﾊ�,ﾉ��7���ﾕ��i6��,ﾉ<�~�9�*ｨﾜﾉw�+8.ｨ+ﾖ��

1996年 ��Yzy�ﾈⅹUx,ﾉ6���x､ｨ趙淫IUyd��c(���c�ﾘ���

(平成8年) ��YUx��[h鬨�ｮ��Y�ﾈｾiZｨ�ｮ�/�ｭﾈ-�6H���ｮ��y7�,ﾈﾜﾉw��

(施行:原則平成 ��X�ｮ委h､ｩ�y7ｈⅹUyd��c�(��,ﾃ"��
9年4月1日) ��YWIu靜8,ﾈⅹUy6�闕亳9�ﾉzy�y7�-h,ﾈ淤�2淫IUyd��cC8��,ﾃ)�ﾂ��

・商標権の回復(商標法第21粂)、商標権の存続期間の更新申請制度(商標法第 

23条)登録料の分割納付制度(商標法第41粂22) 
・商標権の移転の制限の緩和(商標法第24条の2)、連合商標制度廃止 

・不使用取消審判における使用商標の社会通念上同一と認められる範囲の明確 

化(商標法第50条1項)他 

1998年 (平成10年) ��Y6����,ﾉJﾘﾗ2淫IUyd��cs���,ﾃ"��

1999年 ��X7ﾘ6�8ｨ6(6絢i.�,ﾈｶ9.飲�,舒�,8*ﾙ<�~�,ﾉ�i�ﾒ淫IUyd��cc���,ﾃ)�ﾂ��

(平成11年) ��Y�ﾉ<�ｹid�,ﾈ淤�8,僵ｨ*(���)Kｸ,�*�*�.凉ﾙu)^(�,ﾉ�xﾌ����隘�,���+x.冕�h�2�

(施行:原則平成 �,ﾈｷ鞋��-�ﾅ乂iK�,ﾈﾊ�+ﾈ+X���隘�,ﾈﾝ�,�,(*(,H,ﾉ�Xﾙ�ﾝ�ｹ.�,ﾈﾞﾘ���{ﾉK�ｯ��
12年4月1日) �.�,ﾈ淤�2嬰��ﾈ,ﾉK�ｾ�ﾅ�,ﾈ�8ﾌ�ｧｨ,ﾈ処*ｸ�8+��*ｩ;�?ﾈ+8.ｨ+ﾒ淫IUyd��c3案��ﾂ��"�

2002年 ��XⅹUx諍w�･ID�,ﾉk隕ﾘ峇淫IUyd��c(ﾄ�8ﾘ��6H鷓4兩ｹd�,X,ﾈⅹUx,ﾈ諍w��Ivﾂ�

(平成14年) �,ﾉk韭b�

2005年 (平成17年) ��Y&闔i&9�ﾈⅹUy�y7�;�?ﾂ淫IUyd��cx��,ﾃ"宙邵ﾗ3ｩ[ﾙ�ﾃ�吋紿ﾈ��?｢��

2006年 (平成18年) ��Yo�k�ⅹUx,�*(.ﾘ.H.傅ﾉHHⅹUx,ﾉ;�?ﾂ育ｸﾗ3ｩ[ﾙ�ﾃ�僖紿ﾈ��?｢��

2011年 (平成23年) ��XⅹUyd��cH���ﾘ��8ﾘh,ﾈ淤�2�

2014年 ��Y�h+X*(5�487h,ﾈⅹUx,ﾉ6���y7�;�?ﾂ淫IUyd��c(���ﾂ��

(平成26年) ��Y&闔i&9�ﾈⅹUy�y7�,ﾈﾊ佶h+X,�.h.����ｮ稲Y�ﾈ*ｨｦy�X+8.ｨ+ﾘ�"淫IUyd��cx��,ﾃ"��

(施行:原則平成27年4月1日) 

2015年 ��XⅹUyd�,亊h+x.�5h984ｸ7ﾈ�ｸ8ｸ��o��5DﾅB�,��陌�+X+ﾘⅹUyd�,ﾈ淤�2淫IUyd��

(平成27年) ��c����c8ﾘ���
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鮮綬∴靂欝賊態縫欝撥鞠禽 く瀬詳簿へ線撃擬態総欝翁繊懇意

鮮残務離籍灘輔弼蝦漑蟻議　態護憲繚弼融潅

上　出願料

料　　　金 

特　　許 ��Bﾃ����

実用新案 ��Bﾃ���ｲ��c�D饂ｨ自�c9D饂ｨ��w��h栗6�驅��

意　　匠 ��bﾃ����

商　　標 �2ﾃC���粟iZｩ�H�繧ﾃc����

2.特許料・登録料

(1)特許料

料　　　金 兌ﾙ�ﾃ�iD紿ﾈ��?ｨ決ﾗ�,��(ﾛ��兌ﾙ�ﾃ�iD�8ﾈ�3�?ｨ-ﾈ,X,��(ﾛ��請求をした出願 剞ｿ求をした出願 

基本料 ����ﾘ�h��基本料 ����ﾘ�h��

第1年から第3年まで毎年 �"ﾃ����200 ���ﾃ3���900 

第4年から第6年まで毎年 澱ﾃC���500 ��bﾃ����l,300 

第7年から第9年まで毎年 ��津3���1,500 �3"ﾃ#���2,500 

第10年から第25年まで毎年 鉄RﾃC���4,300 田BﾃC���5,000 

※第21年から第25年については、延長登録の出願があった場合のみ

(2)実用新案登録料　　　　　　　　　　　　　(3)意匠登録料

料　　　金 舒馮ｹ{��請求項毎 

第1年から第3年まで毎年 �"ﾃ����100 

第4年から第6年まで毎年 澱ﾃ����300 

第7年から第10年まで毎年 ��づ����900 

(4)商標登録料

料　　　金 ��

商標登録料 �#づ#���霎iZｩ�B�

分納額(前期・後期支払) ��bﾃC���霎iZｩ�B�

更新登録申請 �3づ����霎iZｩ�B�

分納額(前期・後期支払) �#"ﾃc���霎iZｩ�B�

3喜　出願詩査講求料等

(1)特許

料　　　金 ��

第1年から第3年まで毎年 唐ﾃS���

第4年から第20年まで毎年 ��bﾃ����

※第16年から第20年については、平成19年4月1日

以降の出願のみ

料　　　金 舒馮ｹ{��請求項毎 

出願審査請求 ���づ����4,000 

特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願 都�ﾃ����2,400 

特許庁以外が国際調査報告を作成した国際特許出願 ���bﾃ����3,600 

(2)実用新案(技術評価請求)

基本料 ����ﾘ�h��

技術評価書の請求 鼎"ﾃ����l,000 

特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願 唐ﾃC���200 

特許庁以外が国際調査報告を作成した国際美馬新案登録出願 �32ﾃc���800 

平成29年1月1日　発行


