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煉翰財産醸造計離i測睦i，∵帝知財本部▽ 

虜務発輝の権利ゐ帰属を法人に 
政府の知的財産戦略本部は、「知的財産推進 

計画2014」の原案をまとめた。6月の成長戦略

に反映させる。

研究者の職務発明の権利の帰属を発明者から

法人に改める方向を打ち出した。企業には利益
への貢献度に応じて発明した研究者らに報酬を

義務づけるようにする。
企業の営業秘密を不正に漏らした産業スパイ

への罰則を強化し、被害者の告訴がなくても提

訴できる「非親告罪」にする。
発明者が申請してから特許を取得するまでに

かかる期間を現在の半分の14カ月以内に短縮す

る。国ごとに異なる特許の審査基準を統一する

「特許法条約」や商標法に関する出願方法の簡
素化などを定めた「シンガポール条約」への加
入も検討する。

塵擬態え短鰯擬＼　亨膚米欧主要国▽ 

郷財取引価格に新ルール 
日米欧の主要国は、複数の国に子会社を有す 

る企業がグループ内で知財取引をする際の価格

について、共通のルールを導入することを合意

する方向で調整していることが判明した。日本
経済新聞が報じたところによると、企業がグ
ループ内での知財取引の価格をわざと低くして

節税することを防ぐのが狙い。
新ルールでは知財の将来の推計利益から取引

価格を算定する方針。実際の利益が推計を上回
れば追徴課税することも検討する。日米欧など
34カ国が加盟する経済協力開発機構（OECD）

が9月に打ち出す多国籍企業への課税強化策に

盛り込む。
企業が国境を越えたグループ内の取引で知財

価格を操作し、利益を低税率国に集める節税策
に対応する。本社がある国から法人税率が低い

国に設けた子会社に安い価格で知財を売る行為
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を防ぐため、知財の取引価格を決める際の国際
ルールを定める。

現在は知財の取引に明確なルールがなく、企

業は独自に価格を設定して売買している。安い

価格で知財を売れば、本社の売却益が少なくな

り、本国で納める法人税が減る。知財を使って

営業する各国の関連会社から知財使用料という
形で法人税率が低い国の子会社に所得を移せば

納税額が少なくなる利点もある。
グループ内での知財取引の価格決めを制約す

る新ルールは、知財から将来得られる利益を計

算して現在の価格を決める案を軸に検討する。
仮に将来発生した利益が計算で想定した以上に

多ければ、追加課税することも検討する。逆に
実際の利益が計算を下回れば、取りすぎた税を

還付する。

東纏で漣騒内灘　　　　・一▽ホンダ▽ 

華言語－カブ十が立体商標に 
ホンダは世界的ロングセラーの二輪車「スー

パーカブ」の形状が立体商標として登録される

ことが決まったと発表した。特徴的な米コカ・
コーラのガラス瓶などと同じように形だけで製

品を識別できると認められた。半世紀以上にわ
たり一貫したデザインコンセプトを保ち、デザ

インを見ただけでホンダの商品だと認識される
ようになったため。乗り物では国内で初めて。

スーパーカブは同社の創業者、故本田宗一郎

氏が自ら開発を指揮し、1958年に発売。白いフ
ロントカバーや大口径のタイヤが特徴で、郵便

や新聞の配達に使われている。累計生産は8700

万台（3月時点）を超えた。アジア各国でコピー
モデルが出回ったこともあり、海外でも立体商

標を出願する可能性があるという。
立体商標は、立体的な形状が一見して他社の

商品と識別できるものについて、商標法で保護

する制度で、これまで国内では、コカ・コーラ
の瓶や、乳酸菌飲料「ヤクルト」のプラスチッ

ク製容器などが認められている。
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審決取消等請求事件　拒絶理由が通知
されることなくなされた拒絶審決

知財高裁　平成24年（行ケ）第10405号
平成25年10月16日判決言渡

（1）原告は、発明の名称を「殺菌消毒液の製
造方法」とする発明について、平成17年に特許
出願したが、平成21年に拒絶査定を受けたので、
同年11月これに対する不服の審判を請求し、特許
庁はこれを不服2009－21966号として審理した。

この審理において、特許庁は、平成24年7月
18日付けで拒絶理由通知（最後）（以下「本件
拒絶理由通知」という）を行い、原告は、請求
項の数を2から1へ減少させるなどの手続補正
（以下「本件補正」という）を行ったところ、
特許庁は補正後の本願について、「本件審判の
請求は成り立たない」との審決をした。

そこで、原告（特許出願人）が拒絶査定不服
審判不成立の審決の取消しを求めた事案である。
（2）審決の理由
本願発明は、本願出願日前に頒布さ

物である刊行物1に記載された発明（以下「引
用発明」という）と、以下の点で一致し、相違
点を有しないから、特許法第29条第1項第3号
の規定により、新規性欠如で、特許を受けるこ
とができないというものである。

「次亜塩素酸ナトリウムの水溶液に、炭酸ガ
スを混入した後に、塩酸の水溶液を溶解して
pH調整を行うようにした希釈用濃縮殺菌消毒
液の製造方法」。
（3）原告の主張
原告は、審決には本願発明の認定の誤り、引

用発明認定の誤り、本願発明の新規性判断の誤
り及び手続違背があると主張し、本件を提起した。

籠窒∴喜怒魯諒

取消事由1（本願発明認定の誤り）
取消事由2（引用発明認定の誤り）
取消事由3（本願発明の新規性判断の誤り）
取消事由4（手続違背）

（1）判決：特許庁が不服2009－21966号事件に
ついて平成24年10月9日にした審決を取り消す。

（2）当裁判所は、審決には、特許法159条2
項の準用する同法50条に違反する違法があり
（取消事由4）、かかる手続違背は審決の結論に
影響を及ぼすものであるから、審決は取消しを
免れないと判断する。
（3）原告は、平成24年8月27日、本件補正を

行い、補正前発明1に係る請求項1を削除する
とともに、補正前発明2を請求項1に繰り上げ
た上、同請求項中の明瞭でない記載の釈明を目
的とする補正を行い、本願発明とした。これの
審決は、平成24年10月9日に行われた。
（4）（取消事由4について）
原告は、本願発明が刊行物1に記載された発

明であり新規性を欠くとの拒絶理由は原告に通
知されていないから、審決には、特許法159条
2項の準用する同法50条に反する違法があると

主張する。
本願発明が引用発明と一致し相違点を有しな

いから新規性を欠如するとの拒絶理由は、拒絶
査定において示されていないから、特許法159
条2項の「査定の理由と異なる拒絶理由」に当
たる。そして、補正の内容に照らすと、本願発
明は、実質的には補正前発明2に当たるところ、
補正前発明2については、本件拒絶理由通知に
おいては進歩性を欠如するとの拒絶理由（特許
法第29条第2項該当）が通知されていたものの、
補正前発明1とは異なり、引用発明との差異は
ないから新規性を欠如するとの拒絶理由が通知
されたとは認められない。
本件拒絶理由通知は、あえて補正前発明1に

ついてのみ、引用発明と差異がないとの拒絶理由

を通知し、補正前発明2については相違点（炭
酸水の遊離炭酸濃度が、本願発明では100ppm～
3000ppmであるのに対し、引用発明ではそのよ

うな特定がなされていない）が存在することを
理由に、進歩性を欠くとの拒絶理由のみを通知
したに過ぎないから、原告において引用発明と
同一であるとの拒絶理由が示されていることを
認識することは困難であったと考えられる。

そうすると、審決は、かかる拒絶の理由を通
知することな
違反したもの

行った点で、同法50条の規定に
言わざるを得ず、出願人の防御

権を保障し、手続の適正を確保するとい
からすれば、審決の結論に影響を及ぼす
いうべきである。

第4

特許法50条には、審査官が出願の拒絶査定を
する場合には、出願人に対し、その理由を通知
して意見を述べる機会を与えなければならない
ことが規定されている。この特許法第50条の規

定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と
異なる拒絶の理由を発見した場合に準用されて
いる（特許法第159条第2項）。

特許庁が審決に先立って行った拒絶理由通知
（本件拒絶理由通知）は、補正前の請求項1の
発明についてのみ、引用発明と差異がないとし、
実質的に本願発明にあたる補正前の請求項2の
発明については、相違点が存在することを理由
に進歩性を欠くとの拒絶理由通知をしたに過ぎ
ないから、出願人である原告において、本件拒
絶理由通知によって、補正前の請求項2の発明
に対して引用発明と同一であるとの拒絶理由が
示されていることを認識することは困難であっ
たと考えられる。
進歩性（特許法第29条第2項）の判断の対象

となる発明は「（特許法第29条第1項各号に該
当しない）新規性を有する『請求項に係る発明』」
であるとされている（特許庁　特許・実用新案
審査基準）。
新規性欠如で本願発明は特許を受けることが

できないとした本件審決は、本願発明（補正前
の請求項2の発明）に新規性欠如の拒絶理由が
存在することを通知することなく行った点で、
特許法第159条第2項の準用する同法50条の規
定に違反したものであり、この手続違背が、審
決の結論に影響を及ぼすとされたものである。

実務の参考になる部分があるので紹介した。
以上
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PCT出願件数、10年で2倍 

～グローバル活動の進展顕著に～ 

臆特許行政年次報告書2014年版■ 

特許庁は、「特許行政年次報告書2014年版」

を公表した。この報告書は、知的財産制度を取

り巻く現状や方向性、国内外の動向と分析につ
いて、直近の統訓育報等をもとに取りまとめた

もので、1949年から毎年発行され、今回で第66

巻となる。

知的財産制度を取り巻く環境の変化

同報告書によると、2013年度には、特許、意

匠、商標の累積出願件数がそれぞれ、1，500万件、

265万件、830万件を超え、特許の累積登録件数

も2014年1月には500万件を突破。

単年での出願件数（2013年）については、特

許が328，436件、意匠が31，125件、商標が117，674

件となっている。

また、日本企業のグローバル活動の展開に伴
い、海外への特許出願はこの10年間で約2倍の

件数となり、2012年には約20万件と過去最高の

水準となった。
とりわけ、国際条約の枠組みを活用した国際

一括出願（PCT国際特許出願）の件数は、こ

の10年間で2倍以上に増加。2013年の出願件数

中小企業における特許保有の有無と
従業員1人当たりの営業利益

（百万円）
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（3）

特許権あり　　　　　　特許権なし

（資料）平成25年度中小企業等知財支援施策検討分析事業「中小企業の知的
財産活動に関する基本調査報告書」（特許庁、2014年3月）

は43，918件（速報値）であり、米国に次いで世

界第2位となっている。

中小企業における特許保有の効果

中小企業における知財活動の状況の項目で
は、特許権を保有している中小企業の従業員1

人当たり営業利益は0．96百万円、特許権を有し

ていない中小企業は0．29百万円となっている。

特許を保有している中小企業は、保有してい

ない企業に比べて、従業員1人当たり営業利益

が3倍以上も高くなっており、特許権を保有す

ることが中小企業における営業利益の増加に効

果をもたらす要因のひとつであるとしている。
この分析からも、中小企業の経営戦略におい

て、自らが保有する優れた技術等を権利化して

有効活用する取り組みは、今後ますます進展す
る経済のグローバル化に対応するためにも重要

であるといえる。
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特許をもとに無担保融資

技術力など評価して判断
寵謝掛軽薄熟鰭薄謝楼～千葉銀が知財活用融資
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千葉銀行は企業が保有する特許の市場価値を
もとに融資する「ちばぎん知財活用融資」を始

めた。財務諸表に載っていない企業の技術力や

商品開発能力を民間調査会社の報告書や独自調

査で判断し、原則無担保で融資する。

不動産担保などによらない新たな資金需要を

掘り起こすのが狙い。特許を切り口にした融資
は全国的にも珍しい。

企業が保有する特許は、特許庁に登録された

公開情報であれば閲覧できるが、専門性が高く、

銀行が融資の判断材料にするのは難しかった。
このほど三菱総合研究所が公開情報をもとに特

許の市場価値を試算する仕組みを開発。同行は

内容や申請件数から分析した報告書「企業特許

レポート」を参照、さらに企業への聞き取りな

ど独自調査も加え判断材料とする。

同行は「これまでなかなか融資できなかった、

技術力はあっても不動産や金融資産を所有して
いない企業にも融資を検討することができる」

と期待している。

対象は売上高が1億円以上、営業利益と経常

利益がプラスで債務超過のない企業。報告書で

特許の市場価値が1千万円以上とされた企業
に、1－5年間で1千万円以上の運転資金を融

資する。今後、需要に応じて1千万円以下の小

口融資や、設備資金など他用途への対象拡大も

検討する。
同融資の開始に合わせ、同行は特許に特化し

た経営相談を実施。有効活用できていない特許

の他企業への売却や、特許技術を使った新たな

事業展開の可能性をアドバイスする。また、知

的財産の専門家がいる県発明協会や中小企業基

盤整備機構、県産業振興センターなど公的機関
とも連携し、特許の有効活用を支援する。
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丁重二二墓］
別掲商標ぼ構成中「開成中突破模試」の文字部分が指
定役務の質、内容を表示して、自他役務の識別機能を果た
すものではないし、「開成中」と略称する「開成中学校」が
全国各地に複数存在するとしても、これを採択使用すること
が商取引の秩序を乱すというような事情を窺うことはでき
ないこともあって、構成自体がきょう激、
卑わいなどの文字又は図形からなるもの
ではない等、公の秩序又は善良の風俗を
害する虞がある商標とは言えないから、
商標法第4条第1項第7号に該当しない、
と判断された事例（不服2013－17843、

平成25年11月28日審決、審決公報第
169号）

別掲（本願商標）

1　本願商標

本願商標は別掲の通りの構成からなり，第41類「技芸・
スポーツ又は知識の教授，進学のための模擬試験の実施，

教育情報の提供，セミナーの企画・運営又は開催，憲子
出版物の提供，図書及び記録の供覧，書籍の制作，教育・
文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作（映画・放送番組・
広告用のものを除く。），映画・演芸・演劇・音楽又は教
育研修のための施設の提供，レコード又は録音済み磁気
テープの貸与，録画済み磁気テープの貸与」を指定役務
として、平成25年2月20日に登録出願されたものである。

2　原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標はその構成中に『開成中』の文
字を有してなる処、該文字は東京都荒川区西日暮里にあ
る学校法人開成学園が運営する著名な『開成中学校』を
表すものであるから、上記学校法人と関係が認められな
い出願人が商標として採択使用することは、商取引の観

点に照らして穏当でない。従って、本願商標は商標法第
4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を
拒絶したものである。

3　当審の判断

本願商標は別掲の通り、濃赤色の正方形の上部に、白
抜きでトロフィーと思しき図形と、その左右両側に、桃

（6月号）

色の帯状図形を配し、該正方形の下部に、白抜きで「開
成中」及び「突破模試」の文字を上下二段に害した構成
からなるものである。

ところで、中学校等の各学校は教育行政の一端を担う
ものであり、一般的には、特定の地域において存在するも
のである。そして、本願の指定役務に係る学習塾などの
受験業界においては、当該特定の学校の入学試験合格に
向けた講座が開催され、「○○中模試」、「○○高模試」等
の表示のもとで模擬試験が実施されている実情がある。

そうとすると、本願商標構成中の「開成中突破模試」
の文字部分は、「開成中学校の入学試験を突破するため
の模擬試験」種の憲味合いを認識させるものであり、そ
の指定役務との関係においては、役務の質、内容を表示
するものであって、自他役務の識別標識としての機能を
果たすものではない。

そうすると、「開成中」の文字を有する本願商標が登
録されたとしても、その指定役務の分野において、請求
人が該「開成中」の文字を独占的に使用できるものとい
うことはできない。

また、本願商標に接する取引者、需要者は「開成中突
破模試」の文字部分について、上記の通り認識し、その
構成中の「開成中」の文字部分について「開成中」と略
称される、それぞれ所在等が明確な特定の学校として認
識するものというべきであるから、請求人が本願商標を
使用することが、当該学校及びその名声等にただ乗りす

ものであるとか、名声等を希釈化するものであるとい
ような事情を窺うことはできない。
してみれば本願商標が、その構成中に「開成中」の文

字を有し、「開成中」と略称する「開成中学校」が全国各
地に複数存在するとしても、これを採択使用することが、商
取引の秩序を乱すというような事情を窺うことはできない。

さらに、本願商標の構成自体がきょう激、卑わい、差
別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は
図形からなるものではなく、本願商標をその指定役務に
ついて使用することが社会公共の利益に反し、又は社会
の一般的道徳観念に反するものでもなく、他の法律によっ
てその使用が禁止されているものとも認められない。

したがって、本願商標は公の秩序又は善良の風俗を害
する虞がある商標とは言えないから、商標法第4条第1
項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当
でなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論の通り審決する。

お　　し　　ら　　せ

⑥商標権存続期間更新登録申請

今月から存続期間更新登録申請の手続き可能期 間に入る商標権 凵怩ｱの手続期間は、商標権の存続期間満了前6ケ月から期間 

満了日までとなっており、存続期間は通常設定登録の日か 
昭和29年 〟39年 ク49年 傅IUy6���cCSS3cxﾘh���cCScS38ﾘb�4��ccSs�ヨﾘh���ccS涛スﾘh,ﾃ"�x��c��鼎3��ﾘh���c��都塔�ﾘb�

ら10年間ごとになります。 

商標権存続期間更新登録申請に際しては、更新登録申請害 
ク　59年 �5����c�s#s3�俘h���c�s33C#�ﾘb�を提出し、この申請膏に登録料を表示し、又は登録料を添 

平成6年 �4����c#c塔��(ﾘh���c#s��c��ﾘb�付します。（尚、存続期間経過後6ケ月は登録申請できます）。 

平成16年 ����c33s�Cc�ﾘh���c33s�Cc�ﾘb�4����cC��C��hﾘh���cC�#�cヨﾘb�平成9年4月1日から更新登録手続が変わりましたので、 

平成16年 凾ｲ注意下さい。更新登録申請について疑問点などがござい 
≡各年のl摘 i‘ゝ 佝ﾈ�3��ﾈ險Ie�-ﾈ,X,��ﾘﾉｹ6��+8.ｨ+ﾘⅹUxﾊ��　　　　　　　　　　　　　′ll ましたならば、お知らせ下さい。 

枯・大正　に吉定登　された　、につきましてはお　い合わせ下　い 

麗覇藤懸藤懸整撥響 
平成23年7月中の特許出願については速やかにチェッ

クされ、必要なものは6月中に審査請求されるようお勧
めします。
審査請求の際には特許庁へ審査請求料（特許印紙）を納

付します。ご不明の点がございましたならばお問合せください。

◎特許料等の減免制度
個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、

◎特許、商標の出願状況（推定）

特　許 傅H��Ur�

2∴6∴一 俐ｸ�Z｢��#c3�2�9237 

静．＿年．＿i批 剴����2�99％ 

詳しくは特許庁HPでご確認下さい。
http：／／www・JpO．gOjp／shiryou／toukei／syutugan＿tOukeLSOkuho．htm
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