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改正特許法等の解説・ 2015
‑特許法、意匠法、商標法の改正の動向一
特許異議申立制度、救済措置の拡充
ジュネーブ改正協定の概要等
新しいタイプの商標への保護対象の拡充
潮枇枇租離合軽輩事跡取枇降積㌍俺や繭葦も枇確軽輩÷

はじめに
昨年、ノーベル物理学賞が、赤崎勇名城大教授、天野浩名古屋大教授、中村

修二米カリフォルニア大サンタバーバラ校教授に授与された。日本出身のノー
ベル賞受賞者は22人となり、 2000隼から2014年までの15年間では自然科学分野

で日本出身の11人がノーベル賞を受賞した。

選考委員が「人類のより良い生活につながる発明ばを与えるとしたアルフ
レバ・ノーベルの思いにまさに合致する」と讃えだ氏の功績は、青色しE
Dとこれを使用した高輝度白色光源の実現で、 「白熱誠が20世紀を照らした。
21世紀はしEDが照らす0」と評された。

試行錯誤と失敗を重ねながら研究・開発を続け、今日では交通信号、しED
照明、大型ディスプレー、携帯電話・携帯端末など世界中の日常生活の場で広
く使用され、更に、 20世紀の白熱電球に比較した大幅な消費電力削減により21

世紀の地球環境に大きな影響を与える発明・開発を成し遂げだ氏へのノーベ
ル物理学賞授与は、我が国で技術開発や基礎研究にがさわる多くの人々に勇
気を与えた○今回の受賞が、我が国の産業界、我が国で研究・開発にがさわ
る人々の自信、誇りとなって、新たな産業を切り開く、新たな創作が‑層意欲
的に進められることが期待される。

特許制度をはじめとする工業所有権制度は、産業の発達(特許法第1条、等)

を目的とする制度であり、新たな創作の誕生、育成、保護、利用と深く関係し
この工業所有権制度においては、 「日本再興戦略」及び「知的財産政策に関する
基本方針」 (げれも平成25年6月閣議決定)を踏まえ、今後10年間で、世界最

高の「知的財産立国」を目指し、この実現に向け、知的財産の更なる創造・保護・
活用に資する制度約・人的基盤を早急に整備するための措置を請じるとして、
昨年、特許法等の一部改正が行われた。

そこで、今回の特許法等の改正の概要を特許庁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
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I.特許法の改正

(1)はじめに
産業構造審議会知的財産分科会特許制

度小貫会((旧)産業構造審議会知的財
産政策部会特許制度小委員会)では、平
成24年8月28日(第35回) ‑平成25年2

月25日(第39回)の小委員会において、

・強く安定した権利の早期設定の実現に

向けて
・ユーザーの利便性向上に資する手続の

見直し
についての議論がなされた。

今般の特許法改正により、特許異議の
申立て制度が創設され、一部手続の救済
措置が拡充されたのでこれらの内容を紹
介する。
なお、紹介する特許法改正の内容につ
いては、特許庁HP 「平成26年度特許法

等改正説明テキスト」からダウンロード
‑3

可能である。
http://www・jp〇・gO・jp/torikumi/
ib ento/text/h2 6」10 ukais ei・htm

(2)特許異議の申立て制度
(i)背景
平成15 (2003)年の法改正による旧特
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出典:平成24年度産業財産権制度問題調査研究「安定的な権利付与に向けた制度に関する調査研究」 (一般財団法人知的財産研究所) (特許庁発行の説明会テキストよ 劍.ｒ

立制度の廃止後、特許無効審判【図表1‑4】旧特許異議申立制度(特許付与後 年数は一時的に増加しが、現在の異議申立制度における審理の結果)(2003年)
ま法改正前の水準で移行している(図
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発行の特許無効審判制度は、原則誰で

謄｢粐

671件
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特許取消 !、つでも請求可能であるので、特許権(全部又は一部)

にとっては、特許権を取得したにもか 1気嵩㌢
求を受けるかわからない期間が続くこ
わらずヽいつ、誰から特許無効審判の
になり、権利が不安定になるおそれが
る(図表1‑2)。

特轍鮒丁正あり)

1薄雪
(資料)特許庁作成

また、特許無効審判は原則口頭審理を(第36回特許制度小委員会議事次第・配布資料より)

用しているので、利用する側にとって 続が負担となるとの指摘がなされてい制度により年間2・000件以上の特許権が (図表1‑3)○ 取消し又は訂正の上で維持されていたこ さらに、2003年当時、旧特許異議申立とから(図表1‑4)、現在も同様の割
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【図表1 ‑5】特許権を見直すための新たな機会の必要性について

件数 乖Hﾘr

a
b
c

新しい機会が必要、若しくは制度の変更が必要
新しい機会も制度の変更も不要
どちらともいえない
合計

3

#2
B

67.6%
31.5%

0.9%
100,0%

出典:平成24年度産業財産権制度問題調査研究「安定的な権利付与に向けた制度に関する調査研究」
(‑般財団法人知的財産研究所)

(特許庁発行の説明会テキストより)

(特許庁発行の説明会テキストより)

合で存在する可龍性の高い蝦庇ある特許
権が、見直しの機会なく存在し続けてい
る可龍性があるので、特許権を見直す新
たな機会が望まれていた(図表1 ‑5)。

(ii)改正の内容
今般の特許法改正では、特許権の早期
安定化を可能とすべく、簡易かつ迅速な
ー6一

審理が可能な特許異議の申立て制度が創
設され、併せて特許無効審判の請求人適
格について調整がなされた(図表1‑6)。
A,特許異議の申立て制度
A‑1.申立人と申立期間
特許無効審判制度の性格との違い等が
総合的に判断され、特許の見直しの契機

特許法の改正
亭西洋を′ヲ拘中隊′浮れ両耳,*帥薄暗卵塊書評′沖

【図表1 ‑7】特許巽議の申立て制度と旧制度
との差異

を広く求めるため、何人も、特許掲載公
報発行の日から6月以内に限り、特許庁
長官に特許異議の申立てをすることがで

坦制度
特許掲載公報

きることになる(第113条)。

A‑2.申立理由

申立理由については、権利帰属に関す

る事由は含まず、公益的事由(新規性、
進歩性等)のみに限定される(第113条
各号) 。

A‑3.料金

権利の早期見直しによる安定化と不要
な紛争の未然防止、制度の利用促進の観
点から特許無効審判よりも低廉とし、料
申立書の要旨を変更する補正lま不可能

金は1件につき、 16,000円に1請求項に
っき2,400円を加えた額となる(特許法

(特許庁発行の説明会テキストより)

別表(第195条関係))。

認められる(第120条の5第5項)。
B,特許無効審判制度

A‑ 4.旧特許異議申立制度との差異

①申立書の要旨変更期間の短縮
審理の効率化を図るため、旧特許異議
申立制度と比較し、申立書の要旨変更を
認める期間が短縮される(第115条第2

特許無効審判の請求人については、利
害関係人のみに限定される(第123条第
2項)。
C,施行日について

項) (図表1‑7)0

②審理方式
旧特許異議申立制度では、書面審理の
ほか口頭審理も採用されていた。今般の
特許異議の申立て制度でば特許異議に
係る当事者性を特許無効審判よりもより
一層低いものとして、異議申立人にとっ
て利用しやすい制度とするため全件書面
審理となる(第118条第1項)。

③異議申立人への意見書提出機会の付与
旧特許異議申立制度では、異議申立人
に意見書の提出が認められていなかっ
た。今般の特許異議の申立て制度では、
制度の利便性向上を図るため、特許権者
による訂正請求があった場合には異議
申立人にもこれに対する憲見書の提出が

改正法の施行日は平成26年11月10日時

点でまだ決定していない。なお、特許異
議の申立て制度の対象となる特許は、施
行日後に発行された特許掲載公報に係る
特許となるようである。

(3)救済措置の拡充
(i)背景
2011年3月11日に発生した東日本大震

災によって被災した被災地の企業等を救
済するため、特許庁は、特定非常災害の
被害者の権利利益の保全等を図るための
特別措置に関する法律の適用はり、特
許庁に対する手続の法定期間について必
要な救済措置を講じた。

‑7‑

【図表2‑ 1 】優先権主張制度

「年以内

①発明Aに関する

②発明Aを含む

最初の出願

後の出願

この時点では
発明Aは新規

発明Aが論文に
掲載された

優先権を主張した場合、後の
出願②の発明Aについての新
規性は、 ①の時点を基準に判
断される。

この時点では
発明Aは公知

(特許庁発行の説明会テキストより)

【図表2‑2】出願審査請求制度

(特許庁発行の説明会テキストより)

しかし、日本国外で発生した災害によ

る被災者が特許庁にする手続について
は、特許法等に救済規定が設けられてい
る手続の範囲、及び運用で対応可能な範
囲でのみ救済が行われ、救済規定が設け
られていない手続については救済されな
かった。
‑方、欧米や中国、韓国等の諸外国で

は、災害時における救済制度が整備され
ており、東日本大震災時にも手続の救済
措置が各国で迅速に講じられた。
このような事情に鑑みて、国際的な法
制度に倣い、災害(海外のもの含む)等
のやむを得ない事由が生じた場合には、

迅速な手続期間の延長を可能とする等、
制度利用者の利便性の向上に資する救済
措置の整備が行われた。

ー8‑

(ii)改正の内容
A,手続期間の延長に係る規定の整備

今般の法改正により、例えば特許料の
納付手続等、特許法等に基づく手続をす
る者の責めに帰することができない事由
が生じたときは、その手続期間を一定の
期間に限り延長することができることと
なる(第108条4項等)。

B.優先権主張手続に係る救済措置
現行法の優先権主張制度では、最初の
出願(優先権主張の基礎となる出願)か
ら優先期間内である1年以内に後の出願

(優先権の主張を伴う出願)をしなけれ
ばならず、後の出願と同時に、優先権の
主張をする旨の書面を提出する必要があ
る(図表2‑1)。

今般の法改正により、優先期間内に後

特許法の改正

由があるときは、一定期間内に限り出願審
査請求ができることとなる(第48条の3第

の出願をすることができなかったことに
正当な理由があるときは、一定の期間に
限り優先権の主張をすることができるこ
ととなる(第41条第1項)。また、優先

5項)。

なお、その‑定期間内に出願審査請求
がされた特許出願について特許権の設定
登録があったときは、請求期間の待遇に
っいて記載した特許公報の発行後から、

権の主醇をする旨の書面について、出願
と同時でなくとも一定期間内であれば提
出できることとなり、その補正について

当該一定期間内に出願審査請求がされた

も一定期間内にできることとなる(第17
条、第17条の4、第41第4項)。
c,出願審査請求手続に係る救済措置

旨が記載された特許公報の発行前までの
間に、当該特許出願に係る発明の実施を
行った第三者は、当該特許権について通
常実施権を有することとなる(第48条の
3第8項)。
D,施行日について
改正法の施行日は平成26年11月10日時
点でまだ決定していない0
以上

特許出願は、出願審査請求をして初め
て審査が行われる○出願審査請求は出願
日から3年以内にしなければならず、出
願審査請求をしなかった特許出願は取り
下げられたものとみなされる(図表2‑2)。

今般の法改正により、出願審査請求に
っいて、その請求期間の徒過に正当な理
ー9
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Ⅱ.意匠法の改正

囲国語
襲撃を孝三

(1)はじめに
① 5月14日に公布された「特許法等の
一部改正する法律」の意匠法改正部分(以

下、 「改正意匠法」とする。)は、
(ア)特許庁長官に、意匠の国際登録に
関するハーグ協定のジュネーブ改正協
定(以下「ジュネーブ改正協定」とす
る。)の国際出願をできる旨(第60条
の3一第60条の5)

(イ)ジュネーブ改正協定ルートで我が

国を指定締約国として入ってくる国際
出願について、我が国での取り扱い(第
60条の6一第60条の23、第26条の2第

3項等)、

(ウ)ジュネーブ改正協定
のその他の改正
を規定したものである。

関係

以外

また、改正意匠法では具体的な内容は
省令などに任せている内容が多い規定に
なっている(2014/11/27時点で未定)○

② また、今回の改正に関連して「意匠
審査基準」が、産業構造審議会知的財産
分科会意匠制度小委員会意匠審査基準
wG (以下、 「審査基準WG」とするo)
において、議論されてきた。 10月27日の
第2回WGで案がまとまり、 11月28日迄
に意見募集をして、 12月16日の第3回W

Gで意見を調整して最終決定される計画
である(本誌がお手元に届く頃には改正
「意匠審査基準」が決定して、公表され
ていると思われる。詳細は、末尾の参考

文献1を参照されたい)。
③ 本稿では、先ず、簡単にジュネーブ
改正協定のしくみを紹介し、次ぎに、審
査基準WGで議論された審査基準改訂に
あたり指摘された論点を紹介して、ジュ
ネーブ改正協定の国際出願と国内出願と
の違いから改正内容を解説する。また、
審査基準に絡まないジュネーブ改正協定
関係の改正、ジュネーブ改正協定関係以
外の改正についても言及する。
さらに、上記審査基準WGで議論され
たロカルノ協定に基づく国際意匠分類の
運用について簡単に説明する。

(2)ジュネーブ改正協定の概要
① ジュネーブ改正協定の国際意匠登録
出願は、 1つの手続で複数国に意匠登録
出願を行うことができるという点で、先
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意匠法の改正

【図2‑ 1】日本弁理士会研修所意匠委員会「忘れていませんか、意匠のこと。」テキスト(2012)

より執筆者加筆

WIPO
国際事務局

実体審査は
行わない

①日本意匠出願若しく
は登録は不要
②JPO経由不要
⑤インターネット出願可
④英語願書
⑤料金一括納付と返納
制度

行する特許協力条約(PCT)、商標のマ
ドリッド協定議定書の出願手続の効果と
同様である。日本の基礎出願や基礎登録
が不要という点では特許協力条約の出願
に近似し、国際登録があるという点では
マドリツト協定の議定書の出願に近似し

ているが、その内容は大きく異なる。
国際出願は、原則WIPO (国際事務局)

に手続することになる。また、国際出願
は、日本国特許庁(特許庁長官)にする
こともでき、この場合、日本国特許庁は、
伸介官庁としてW工POへ̀̀書類の配達

をするだけになるが、窓口での相談など
のサービスを行う予定である。また、通
常は、 WIPOサイトのe‑faillingからオン

ライン出願をすることになると思われ

る。制度の概要、具体的な出願様式など
ば末尾の参考資料2、 3の『パテント』
2014年9月号、 2013年9月号の記事を参

照されたい。
② 国際出願の第一の利用形態として、
日本の意匠登録出願に基づきパリ優先権
主張をして、日本以外の締約国を指定し
て国際出願をする場合が考えられる○ま
た、第二の利用形態として、日本も指定
締約国の一国として国際出願をすること
も考えられる。
この第二の利用形態の場合と、他の国
から日本を指定締約国に含む国際出願の
場合で、その国際出願を我が国の意匠法
として、どう取り扱うかを規定した改正
が、今回の意匠法改正のメインであり、
意匠審査基準の改正である○
③ ジュネーブ改正協定では、国際出願
後、国際事務局により方式的な審査が行
われ、方式的要件を満たした場合には、
原則として国際出願日をもって国際登録
され、ジュネーブ改正協定における国際
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登録の効果は、 「国際登録の日から、指
定締約国において、当該指定締約国の法

また、使用できる言語は、英語、フラ
ンス語、スペイン語の3つである(第6

令に基づく意匠の保護の付与のための正
規の出願と少なくとも同一の効果」を有

共通規則) 。

することとなる(協定第14条(1))。

の発効は、 2014年11月27日現在発表され

また、各指定締約国では、国際登録の
公開から拒絶通報期間内(実体審査団は
12ヶ月以内)に、国内法に基づき国際
登録の効果を拒絶することができる。拒
絶通報期間内に拒絶の通報がなされない
場合、または拒絶の通報が取下られた場
合には、その取下の日から、国際登録は
「各指定締約国の法令に基づく意匠の保
護の付与と同一の効果」を有することと

ていない(2015年4月一6月頃とみられる)。

なる(協定第14条(2))。

なお、当然ながら、 「国ごとに」登録

なお、ジュネーブ改正協定の我が国で

(3)ジュネーブ改正協定関係
の改正・その1
まず、ここでは、改正審査基準の論点
に基づき、関係する改正について解説す
る。

<論点1 >意匠審査基準におけるジュ
ネーブ改正協定対応項目の位置づけ
改正条文 弌ﾉ

9

なし

YH
Xﾙ
ﾝｸ
録出願」新設

されるのであって、 「世界共通の意匠権」
ができるわけではない。

また、指定締約国での審査の如何に寄
らず、国際事務局は、原則として国際登
録から6ヶ月後に、国際意匠公報より公
開する(協定第10条(3) (か、第17共通
規則(1) (iii)以下「国際公表」とする○)

が、出願人の請求による早期公開も可能
である(第17共通規則(1) (i))。

c

(ﾛ旭顏

第2部一第10部、第
12部(旧第11部)に
追記

国際意匠登録出願の審査では、意匠の
認定から意匠登録の要件の判断等の総て
の論点に関わるものであるので、新たに
「国際意匠登録出願」の部を起こし、他
の国内出願の審査に影響を生じる部分は
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意

三三三三三三三三三三三三三三

∴‑∴∴ 劔剪

審査における適用法

≠

畿 劔剪

改正条文 改正審査基準 第60条の6第1項第11部第1章111・1 劔剪
意匠法第60条の6
参考:第6条、第16「

。。。 劔

の規定」注意書き 劔

ジュネーブ改正協定では、本協定およ

○ 劔剪

び関連税別類(ハーグ協定共通規則、実

㍉言 劔剪

施細則)で国際意匠登録出願出願および

く二二㌦‑‑へこ> 劔剪

国際登録に関する手続について規定する 劔剪
一方、各指定締約国では自国の法律に基 劔剪

っき国際登録の効果を拒絶することがで

対応関係を明らかにした。また、英語で 劔剪

きる旨を規定している。よって、国際意

記載されたまま認定する旨も明らかにし 劔剪

匠登録出願の審査で前提となる適用法を た。 劔剪
明確にし、我が国の国内出願と同様の判

<論点5>国際意匠登録出願の場合にお 劔剪

断基準で審査を行う旨を明らかにした。 ける、意匠が具体的なものであるか否かの 劔剪
玲占3>国際登録簿に記載された事項

判断 劔剪

と意匠登録出願の願書又は図面に記載す 劔改正条文 弌ﾉ 9 (ﾛ旭顏
第60条の6第1項
c
YI c8

べき事項との対応関係

<論点4>国際意匠登録出願に係る意匠 劔参考:第2条第1
の認定 劔項、2項、

,h*ｨ,X*ｸ.

改正条文 弌ﾉ

第60条の6第1項
参考:第6条

9

c

b

(ﾛ旭顏

YI
"

8

2菘

X

2
/

ﾕﾉ

Xﾔ鮎h
ﾈ+r

.

9y駅
,ﾈ,X*

+x.
.

,h

13

c(
Xﾙ

ﾝｹ6

饋ｸ,

13.1.2「意匠が具体的

記録された事項と意 劍,

,ﾈ,X*

.

匠登録出願の願書又 剴

2

Xﾔ鮎h

は図面に註載すべき 劍.

,h*ｨ,X*ｸ.

事項との対応関係」 112.2「国際意匠登録 劍* .

,h

b

9y駅

+

,ﾈ,R

,h b

(a)国内出願では、願書および図面な

出願に係る意匠の認 凾ﾇの形式および記載事項に関する要件
定」 凾ｪ、意匠法第6条および意匠法施行規貝I
ジュネーブ改正協定に基づく国際出願 劍,Y.
.况ﾈ ,ﾉOXﾖﾈ,Xｴｹ. 8.ｨ,H*(. ｲ
の国際登録簿に記載された事項と国内出 劍自̲ｸ
ﾙ ﾝｸ
6
頽 ｮ ﾈﾋ8,h, 俛
願の願書又は図面等に記載すべき事項と 劍
ｮ ｩi
は、完全には一致していないので、その 劍,(*(,H,ﾘ

ﾘ+x‑x*ｸﾆ
* h‑ ｴﾈﾝｨ馼ﾘ ,
o ,hｭi ｴｹ Y} Xｴｹ. 8.

W工PO国際事務局がこの審査を行うこと
になっている。さらに、指定締約国では、
形式又は記載事項について自国の規定と
反することを理由に拒絶にすることがで
きない。
国際意匠登録出願において、立体図で
6面図が揃っていない場合などの取り扱
いが問題となる。

(b)国内出願か国際意匠登録出願かで
求められる開示水準に違いが生じること
は好ましくないので、国内出願に準じて
取り扱うこととした。すなわち、形式お
よび記載事項ではなく、現行審査基準の
その出願に係る願書及び図面の記載が意
匠審査基準21.1.2 (1) ①‑⑱に掲げる記

載不備を有すると同様の状態にあるの
で、 「意匠が具体的」かどうかの実体で
審査をすることとした。
具体的には、意匠の内容、すなわち、
・意匠に係る物品の使用の目的、使用
の状態等に基づく用途及び機能
・意匠に係る物品の形態
うかを審査することとした○
<論点6 >意匠法第3条第1項各号及び
第2項の規定の適用判断における、国際

意匠登録出願の出願日と同日に公知に

参考:第3条第1

2

項各号、2項

2

(ﾛ旭顏
79'｣8

hｴｹ

出願の出願日と公知日が同日の場合に
は、 3条1項各号および2項の規定によ
る拒絶の根拠とはしない旨の取り扱いと
した。
<論点7 >意匠法第3条の2の適用判断

における、国際意匠登録出願の出願日と
同日に公開された先願の意匠の扱い

なった意匠等の扱い
9
c

願日は日単位で特定され、時分は特定し
得ない。
(b)そこで、同日における時分単位で
の先後関係が明らかでない場合には、意
匠法第3条第1項第2号の規定を適用し
ないとの取り扱いを踏まえて((意匠審
査基準22.1.2.5 (2)参照)、国際意匠登録

が直接的に導き出すことができなるかど

改正条文 弌ﾉ
第60条の6第1項

録出願前に公知になったか否かは、時分
も考慮して判断する。
これに対して、国際意匠登録出願の出

改正条文 弌ﾉ 9
参考:第3条の2
c

ｲ
d

113.4.1「意匠法第3

c2

条の2の規定の適用
に関する時期的要件」

条第1項第1号
113.2.1.1意匠登録出

願前について

他

(a)意匠法第3条第1項各号および第
2項の規定上、公知の意匠などが意匠登

(ﾛ旭顏
YI c8

国際意匠登録出願でも、国内出願と同
様に、先願と同日の後願は3条の2の規
定に該当する旨を明らかにした。
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<論点8 >国際意匠登録出願の場合にお

ける、意匠法第4条第2項の規定の適用
畠ナ 尤めの手続
を受けるための千手院
改正条文 弌ﾉ 9
第60条の7
c
参考:第4条

B

(ﾛ旭顏
YI cH
Xﾙ

ﾝｸ

6

録出願の場合におけ
る意匠法第4条第2
項の規定の適用を受
けるための具体的な
手続」

新規性喪失例外の適用を受けるための
手続は、国内出願の場合、 「出願と同時
に受ける旨の書面」を提出し、かつ30日

以内に「証明する書面」を提出すること
を要していた。国際意匠登録出願の場合、
自国を指定する国際登録の内容を指定締
約国が知り得るのは、原則として国際公
表の日以降であるので、取り扱いを定め
る必要があった。
そこで、国際意匠登録出願では、

(A)国際公表後、省令で定める期間
に、例外適用を受けようとする旨の
書面を特許庁長官に提出
(B)国際公表後、省令で定める期間
に、証明書を特許庁長官に提出
(C)所定様式の新規性の喪失の例外
証明書提出書を特許庁長官に提出
の3つの手続を必要とする取り扱いとし
た。
<論点9 >国際登録時に‑意匠とされた

意匠に基づく国際意匠登録出願に、意匠
法第7条に基づき複数の意匠が含まれて
いると判断される場合の扱い
<論点10>国際意匠登録出願が、意匠
法施行規則で定める物品の区分によりさ
れていないと判断される場合の扱い

(a)国際出願では、同じロカルノ分類
の範囲でかつ規定する最大図面数の範囲
で、多意匠を1件の国際出願に含めるこ
とができる。また、第60条の7第3項で

【意匠に係る物品】とみなす「国際登録
の対象である意匠を構成する一又は二以
上の製品など」の註戦は出願人に任され
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ておりかつ英語で表記されている。
一方、国内出願では、施行規則別表第

1で定める物品の区分と同程度に【意匠
に係る物品】を記載し、かつ一意匠一出
願の規制があった。

(b)国際意匠登録出願でも、国内出願
と同様に第7条に照らして判断すること
とした。

第7条違反を解消するためには、補正

くは色彩又はこれらの結合に相当するか
どうかが不明確な場合の扱い
<論点14>図面中で「保護を求めない
もの」として表された、意匠に係る物品
に対して付加的な要素を表す破線等を削
除する補正の扱い
改正条文 弌ﾉ
第60条の6第1項

参考:第2条第1

9
c

8

(ﾛ旭顏
YI c蔭ﾘ

,ﾈﾙ

ﾝｸ

YIZ｢

6

(新第60条の24)又は分割出願(第10条
の2)で対応することとなる。

項、第2項 偬

<論点「1> 「保護を求めないもの」が
表されている国際意匠登録出願の扱い
<論点12>国際意匠登録出願における、
部分意匠の意匠登録出願であること、及
び、意匠登録を受けようとする部分の認

出願における部分意
匠の取扱い」
(a)国際出願では、複製物中には図示
されるが保護を求めないもの(意匠の一
部や背景その他のものを含む。)につい
て、説明や図面中の点線などで表すこと
が認められている。国内出願では、必要
図の線図に掛かるような線のような記載

定

<論点13> 「保護を求めないもの」が
意匠に係る物品の部分の形状、模様若し

ー16‑
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118.1「国際意匠登録
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は認められていない。
また、国際出願では、願書様式で「部
分意匠」欄の記載は認められていなく、
複製物中には図示されるが保護を求めな
いものについて、説明において「保護を
求めないもの」についての記載が認めら
れている。これに対して、国内出願では、
部分意匠について保護を求める場合に
は、願書に【部分意匠】の欄を記載して、
【意匠の説明】の欄に保護を求める部分
を明示することが求められている○
(b) 「保護を求めないもの」が表され

た国際意匠登録出願で、当該「保護を求
めないもの」が、意匠に係る物品のうち
の「意匠登録を受けようとする部分以外
の部分」に相当し、その結果、 「意匠登
録を受けようと,する部分」を特定するこ
とができるものについては、また国際意

匠登録出願を総合的に判断して部分意匠
の保護を求めるものについては、我が国
における部分意匠の意匠登録出願として
取り扱う。
この場合、 【部分意匠】の欄の補正を

求め、あるいは【部分意匠】の欄を職権
で追記する。
(c)また、国際意匠登録出願に、部分
の形状などに相当するかどうかが不明確
なものが含まれている場合、国内出願の
判断に準じて、国際意匠登録出願の内容
を総合的に判断したとしても、具体的な

と判断できる場合には当該破線等を削除
する補正は、要旨を変更しないものとし
て取り扱う。
<論点15>意匠法第8条の適用判断に
おける、英語で記載された「意匠に係る
物品」の扱い
改正条文 弌ﾉ
参考:第2条第1
項、第8条

9
c
偵

(ﾛ旭顏
YI c傲ﾒ
Y

yZ

ﾈ

と認められる要件」
119.1.1.1「「意匠に係

る物品」の欄に記載
されたものが経済産
業省令で定めるもの
であること」

一の意匠の内容を直接的に導き出せない

第8条の規定の組物の国内出願では、

場合には、 「意匠が具体的なものとは認

施行規則別表第二に掲げる組物に該当す
るもので、適当な構成物品についての形
態が示されて、かつ統‑があることを要
する。
国際意匠登録出願の場合の言語は英語
であるため、 【意匠に係る物品】の欄に

められない」として取り扱う。また、国

際意匠登録出願の内容を総合的に判断し
た場合に、意匠に係る物品の全体の形態
に対して「付加的な要素のみを保護を求
めないもの」として破線等で表している
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の記載」の要旨を変更するものであるか
どうかの観点から行う。また、国際意匠
登録出願は、原則、英語の記載を基礎と
して判断するが、英語以外の言語(フラ
ンス語、スペイン語)を用いた国際意匠
登録出願の場合、国際事務局が作成した
英語翻訳による記載ではなく、国際出願
の言語による記載を参酌すればその補
正が要旨を変更するものでないことが釈
明された場合には、当該補正を要旨を変
更するものではないと認める取り扱いと
した。

「a set of ‑」のように記載されていれ

ばよく、英語表記による記載が、施行規
則別表第二に該当する組物かどうかな
ど国内出願と同様に取り扱うo
<論点16>国際意匠登録出願に係る願
書又は図面の記載についての葡正がこれ
らの要旨を変更するものであるか否かの

<論点17>国際意匠登録出願の場合に
おける、パリ条約による優先権等を主張
するための手続
<論点18>国際意匠登録出願の場合に
おける、我が国の国内出願を基礎とした
優先権の主張の効果
改正条文 弌ﾉ
第60条の10

参考:第15条1項

c

9

(ﾛ旭顏
YI

B

c

X

H

d

cc

条の10の規定」

国際出願は、協定の規定により、パリ
条約による優先権等の主張を含めること
ができるため、国際意匠登録出願の場合

の記載についてした補正が、これらの要

旨を変更するものであるか否かの判断
は、当該補正が、その国際意匠登録出願

には、特許庁長官に対して優先権を主張
する旨を記載した書面を提出することを
要しない。
他方、国際意匠登録出願の場合であっ
ても、国際公表があった日から経済産業
省令で定める期間内にいわゆる優先権証
明書を特許庁長官に提出されなければな

らず、不提出であれば当該優先権の主
張はその効力を失う。なお、「特定国」(特

の出願日(国際登録の日)において国際

許法第43条の2第2項)についての優先

登録簿に記録された事項及び「出願当初
の国際意匠登録出願に係る願書及び図面

ていないため、国際意匠登録出願におい
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権の主張は、協定の規定により認められ

慧匠法の改正
明や*キ醐

ても認められない。
また、国際意匠登録出願において、我
が国の国内出願を基礎とする優先権の主
張がなされた場合に、パリ条約第4条A
(1)の規定にいう「他の同盟国において
出願をすること」には該当しないため、
当該優先権の主張による効果は認めない
(特許法の国内優先権主張のような効果
は規定しなかった)。
<論点19>国際公表された意匠の扱い
改正条文 弌ﾉ 9 (ﾛ旭顏
参考‥第3条第1 冖8+R

項各号、第2項
国際事務局が国際意匠公報により国際
公表した意匠を、頒布された刊行物に記

載された意匠等として扱う。従前から自
明であるため、特に追記は行わなかった。
<論点20>他の出願が国際意匠登録出
願である場合の、意匠法第3条の2の規
定の適用における先後の判断
改正条文 弌ﾉ
参考:第3条の2

9 (ﾛ旭顏
c)YI cH

9 (ﾛ旭顏
ciYI c

参考:第9条、第 田

H

10条第1項 刔頽

ｮ

Xﾙ

ﾈ

ﾝｸ

d

6

c

条第1項又は第2項
の規定の判断の基準
日」

24.1.7.4「国際意匠登

第7部第3章

録出願の意匠法第3
条の2の規定の判断
の基準日」

73.1.1.3.3「国際意匠

意匠法第3条の2の適用判断におい
て、 (目前の)他の出願が国際意匠登録
出願である場合、当該出願がされたとみ
なされた日(国際登録の日)を我が国に

おける国際意匠登録出願の出願日とし
て、取り扱う。ただし、有効な優先権主
張を伴う場合には、優先日となる(現行
の24.1.7.2

改正条文 弌ﾉ
第60条の6第1項

と同趣旨)。

<論点21 >他の出願が国際意匠登録出
願である場合の、意匠法第9条の規定の
適用における先後の判断
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登録出願の意匠法第
10条第1項の規定の

判断の基準日」
意匠法第9条の先後願の適用判断にお
いては、同一又は類似の意匠についてさ

れた二以上の意匠登録出願に国際意匠登
録出願が含まれている場合、意匠法第60

条の6第1項の規定により、国際意匠登
録出願がされたとみなされた日(国際登
録の日)を我が国における国際意匠登録
出願の出願日として、意匠法第9条の適
用判断を行う。第10条第1項の関連意匠
での先後願の判断でも同様である。

<論点23>参考‥意匠の後日出願と国

<論点22>国際意匠登録出願に係る意
匠について、その元となる国際登録の放
棄若しくは限定がなされた場合又は国際
登録の更新がなされなかった場合におけ
る、意匠法第9条の適用判断
改正条文 弌ﾉ 9 (ﾛ旭顏
第60条の14
ciYI c
参考‥第9条第3 田

項

ｨ,ﾈ

Y

ｮ

hｮ永H,ﾙ:

h+X,H竧.

扱われない意匠登録
出願の類型」注意書
きの追加

国際登録に関し、協定の規定により、
放棄若しくは限定がされた場合や、更新
がされなかった場合には、当該国際登録
は消滅することとなる。消滅した国際登
録を元とする国際意匠登録出願は意匠
法第60条の14第1項の規定に基づき取り
下げられたものとみなされることから、
9条の適用上、他の出願に対する拒絶の
根拠とならないことを明示した。

意匠法第10条第 1項は、関連意匠(本

意匠の後願)として意匠登録を受けるた
めの条件の‑つとして、 「本意匠に係る
意匠公報の発行の目前に出願されたもの
であること」を規定している。ここでい

う「意匠公報」は、意匠法第20条第3項
の規定により本意匠の意匠登録出願が掲
載された意匠公報であるから、国際意匠
登録出願に係る国際公表の国際意匠公報
は、関連意匠の適用判断における意匠公
報として取り扱わないことを明示した。
第3条の2の「意匠公報」の取り扱いも
同様である。
ただし、本意匠が国際登録出願の場合、
本意匠が国際公表されると、後願となる
関連意匠が新規性を失うので、公開繰り
延べなどの対策が必要な旨が指摘されて
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いる。

意匠法の改正

<論点24>ジュネーブ改正協定に基づ
く国際出願を基礎とする優先権の主張の
効果
改正条文 弌ﾉ
参考:第60条の10

9
c

(ﾛ旭顏
YI c

101.2「パリ条約によ

る優先権等の主張の

効果が認められるた
めの要件」
パリ条約第4条A (2)は、同盟国の

間で締結された多数国間の条約により正
規の国内出願とされるすべての出願は、
優先権を生じさせる旨を規定している。
また改正協定では、国際出願はその出願
日から、出願の結果のいかんを問わず、
パリ条約第4条に規定する正規の出願と
同等のものとすることを規定している。
よって、国際意匠登録出願における優先

権の主張による効果を認めることを明示
した。
なお、 <論点17>でパリ条約における
優先権等を主張するための手続について
言及した。
<論点25>ジュネーブ改正協定第12条
(2)に規定する国際登録の効果の拒絶を
通報すべき場合
<論点26>拒絶の通報に記載すべき、
拒純の根拠となる理由の範囲
改正条文
改正審査基準

国際登録の対象が当該指定締約国の法令
に基づく条件を満たしていない場合に、
当該国際登録の一部又は全部の効果を拒
絶する権利を認めている。国際意匠登録
出願が、我が国の法令に基づく保護の付
与のための条件を満たしているとはいえ
ない以下の場合には、拒絶の通報を行う
旨を規定した。
・国際意匠登録出願が拒絶理由(意匠
法第17条第1項各号)に該当する場合
・国際意匠登録出願に関する手続又は
処分の確定を待つ必要がある場合
・国際意匠登録出願以外の出願に関す

る処分の確定を待つ必要がある場合

121.2 「審査手順の概

なお、国内出願での拒絶理由通知(第19
条で準用する特許法第50条)は、国際事
務局に対する拒絶の通報を介して行われ
る。拒絶の通報は英語でなされるが、参

要」

考日本語訳を付ける旨も検討されてい

122.5 「国際意匠登録

る。

参考:第17条、準 第12部審査の進め方

第1章第2章

特第50条

出願の場合の拒絶の
通報」
協定では、指定締約国の官庁に対して、
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また、協定では、拒絶の通報には拒絶
の根拠となる全ての理由を記載すべき旨
を規定しているので、当該拒絶の通報

国際意匠登録出願では、強制的に国際
公表されているから、秘密意匠の請求(第
14条)ができない旨を規定した。
(c)第60条の11

国際意匠登録出願では、出願・権利の
承継は総て国際登録簿で管理されるの
¥
﹁

で、権利の承継は特許庁長官ではなく国
際事務局に届ける旨を規定した○
ヽ

(d)第60条の12

を行う時点で提示し得る範囲で、合理的
な範囲で複数の理由を通報することを明

(4)ジュネーブ改正協定関係
の改正・その2
ここでは、今回の意匠法改正で、意匠
審査基準からみの条文以外の改正条文に
っいて、簡単に言及する。
(a)第60条の3‑第60条の5

日本国特許庁が仲介官庁として、国際
登録出願を預かる旨の規定であり、具体
的な内容は省令による。条約上、認定要
件を満たした出願であれば所定期間内
にWIPOに到達したことを条件に、仲介
官庁が受理した日が出願日となる(協定
第9条、第13共通規則)。
前述のように、仲介官庁は受理後の方
式審査ができないので、明らかな認定要
件違反の国際登録出願は、受理前に本条
で処理されることになる。
(b)第60条の9

国際意匠登録出願では強制的に国際公
表されるから、日本を指定締約国として
いる場合、設定登録前に出願内容が公表
されることになるための手当として、特
許の補償金請求権(特許法第65条)と同
様の制度を新設した。なお、意匠法では、
公開即模倣のおそれもあり出願公開制度
を採用していないので、その趣旨を加味
して、補償金の内容がどの程度となるか
は今後の実務による(ガイドライン的な
ものが作成されるかどうか未定)。
なお、この補償金は移転請求権(第26
条の2第1項)と同様に取り扱う旨が規
定された(同条第3項)
(e)第60条の13

国際意匠登録出願では、出願時に5年
分の登録料に相当する手数料を納めてい
るので、第20条第2項で、登録査定・審
決後に、登録料の納付を待たずに意匠権
が発生する旨の読替をしている○
(f)第60条の14

1項の国際意匠登録出願の取り扱いは
上記<論点22>で記載したが、 2項では、
同様に何らかの原因で国際登録が消滅し
た場合は、国際意匠登録出願に基づく意
匠権も消滅する旨も規定している。
(g)第60条の17、第60条の18、第60条
の19
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国際意匠登録出願に係る意匠権の処分
は、各指定締約国での状況も含めて、国
際登録簿で管理されるので、国際登録簿
に無い管理項目を除き、国内の登録原簿
によらをい読替をしている。
(h)第60条の21、第60条の22

国際意匠登録出願に係る登録料は総て
国際事務局に納付するので、その旨の読

替をすると共に、我が国で拒絶査定と
なった場合には、出願時に支払った5年
分の手数料で、我が国の登録料に相当す
る分を返却する旨を規定した。

(5)その他の改正
救済措置の拡充の観点から、期間を途
過した場合であっても、責めに帰するこ
とができない理由がある場合には、理由
が無くなってから原則14日以内で期間の
経過後6月以内に、その手続をなすこと
ができる旨が規定された。
・第4条第4項 第4条第3項に規定す

る新規性喪失の例外を受けるための
証明書の提出期限

走には、 2014年7月現在、 54カ国が加盟
している。

(b)ロカルノ協定とジュネーブ改正

との関係については、両協定中には明示
的に規定されていないが、両協定は、そ
の実務運用において、実体的な関係を有
している。

(6)ロカルノ協定(意匠の国
際分類)発効

すなわち、ジュネーブ改正協定に基づ
く規則では、ロカルノ協定の同じ類に属
する限り、複数意匠を1出願に含めるこ
とを許容している。また、国際出願に含
める製品(意匠に係る物品)は、国際意
匠分類の物品のアルファベット順の一覧
表に示されている語を用いて特定するこ

①ロカルノ協定の概要

とが望ましいとしている。

(a) 「1979年9月28日に修正された

②国際意匠分類の運用方針

・第43条第4項 登録料の納付期限
・第67条第9項 第67条第8項に規定す

る過誤綱の手数料の返還期限

1968年10月8日にロカルノで署名された

(a)国際意匠分類は、ロカルノ協定上、

意匠の国際分類を定めるロカルノ協定」

事務的・管理的な性質のみを有し、意匠
の保護の範囲に影響を与えるものではな

(以下「ロカルノ協定」という。)は、
1971年4月27日に発効した意匠の国際分

いとされている。ただし各国には、国際

類を定める条約であり、 2014年9月24日

意匠分類により意匠の保護の範囲等を定

に我が国において発効した。ロカルノ協

めることも認められている。
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【図2 ‑ 2】現行意匠公報の意匠分類の表記

我が国では、国際意匠分類を、意匠の
管理及び検索のための手段としてのみ使
用し、意匠の類似範囲等を定める手段と
しては使用しないこととした。
(b)ロカルノ協定では、国際意匠分
類を主たる体系として使用するか、副次
的な体系として使用するか選択する権利
を留保するとされている0

我が国は、より検索に適した精緻な構
造を持つ日本意匠分類を有し、国内での
利用実績があり、利用者にも広く普及し
ていることから、当面は、日本意匠分類
も国際意匠分類と併用する。
なお、従前から意匠公報には、日本意
匠分類とともに国際意匠分類も並記され
ている(図2‑2)。この運用を継続す

ることにより、協定上求められる刊行物
等への表示義務は果たされる。
(c)また、今後、国際意匠分類に、日
本語で明文化した分類定義を整備した上
で、国内出願に日本意匠分類の付与運用
を基礎として、国際意匠分類の付与運用
を行う。

(2) 『パテント』 2014年9月「ハーグ協

定ジュネーブアクトの実務と留意点」
日本弁理士会HP >日本弁理士会の活
動>出版物のご案内>
月刊「パテント」>月刊「パテント」
の記事内容> 2014年月刊パテント >

【参考文献など】
(1)特許庁HP

(確定した審査基準が公開された以降
は、そちらを参照ください)

2014年10月29日更新

お知らせ‑パブリックコメント一意見

月刊パテント9月号
http://www.j p aa.or.j p/?p二24983

提出手続
ハーグ協定のジュネーブ改正協定に対

(3) 『パテント』 2013年9月「ハーグ

応した憲匠審査基準の改訂案に対する
意見募集:
http://www.jpo.go.jp/iken/

協定ジュネーブアクトの概要」
日本弁理士会HP >日本弁理士会の活
動>出版物のご案内>

hague̲141 029・htm

月刊「パテント」>月刊「パテント」

ロカルノ協定に基づく国際意匠分類の
運用方針(案)に対する意見募集:

の記事内容> 2013年月刊パテント

http://www.jpo.go.jp/iken/

http://www.jpaa.or.jp/?p二23110

>

月刊パテント9月号

locamo̲141029.htm
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以上

商標法

Ⅲ.商標浅

薄螺法敵敬二よる保護対義の腕菟

(1)はじめに
商標法の改正による、いわゆる新しい
タイプの商標への保護対象の拡充につい
ては、これまでにもたびたび紹介してき
たが、昨年中にはその制度の導入に向け
た大きな動きがみられた。すなわち、商
標法の改正を含む「特許法等の一部を改
正する法律」が、平成26年5月14日に法
律第36号として公布されるに至っている。

この法律は、一部を除き、公布から一

年以内に施行されることになるが、現在、
産業構造審議会知的財産分科会の商標制
度小委員会のワーキンググループにおい
て審査基準の検討が行われ、施行に向け
た準備が進められているところである。
以下、いよいよ導入が間近に迫ってき
た、新しい商標について今一度整理をし、

合わせてその他改正事項についても紹介
していく。

(2)新しいタイプの商標への
保護対象の拡充
A.新しいタイプの商標の保護の類型
今回の改正においては、新しいタイプ
の商標の動きが広がりつつある国際的な
状況や、権利範囲の特定性等を踏まえた
うえで、以下のものが新たに保護対象に
加えられることになった。なお、 「匂い」

「触感」及び「味」等については、今回
の改正の対象外となっている。
新たに保護対象となった新しい商標に
ついては、登録による権利行使が可能に
なる他、いわゆるマドプロ出願での複数
国へ一括しての出願なども可能になる。
【音の商標】
音楽、音声、自然音等からなる商標で

あり、聴覚で認識される商標。
※参考

国外での登録例

久光製薬株式会社(欧州での登録)
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※参考

【色彩の商標】
輪郭のない色彩のみからなる商標。
※参考

国外での登録例

株式会社ニコン(ドイツでの登録)

国外での登録例

株式会社トンボ鉛筆(欧州での登録)

【動きの商標】
図形等が時間によって変化してみえる
商標。
※参考

※参考

国外での登録例

国外での登録例

久光製薬株式会社(米国での登録)

東レ株式会社(欧州での登録)
「臆臆臆臆臆臆臆

【位置の商標】
図形等の標章と、その付される位置に
よって構成される商標。

臆器￣￣￣∴臆臆∴音音音音二二二二

二二二二一一一題題葵￣￣￣￣ ￣ ￣￣

三三三三音

【ホログラムの商標】

物体にレーザー光などを当て、そこか
ら得られる光と、もとの光との干渉パ
ターンを感光材料に記録し、これに別
の光を当てて物体の像を再現する方法
及びこれを利用した光学技術を利用し
て図形等が映し出される商標。
すなわち、図形などが見る角度によっ
て変化してみえる商標のことである。
ー26臆

B.改正にかかる条文の主な内容
i)商標の定義を規定する第2条第1項
柱書において、音の商標、色彩のみから
なる商標が保護対象に加えられた点が明
記されている。
第2条第1項
この法律で「商標」とは、人の知覚に
よって認識することができるもののう

商標法

圭」文字、図形、記号、立体的形状若
しくは色彩又はこれらの結合、音その

他政令で定めるもの(以下「標章」と

不登録事由を定めた第4条、登録商標の
範囲を定めた第27条等、新しい商標の保
護に関連する規定について条文が変更さ

いう。)であって、次に掲げるものを

れている。

いう。

詳しくは、以下の特許庁HP等から改
正条文の内容を参照されたい。

※下線部が今回の改正に係る部分
ii)第2条第3項第9号において、音の

※ 「特許法の一部を改正する法律」が記

標章を発する行為が、また、 2条4項第
2号において、音を記録媒体に記録する
行為が加えられ、商標の使用の定義の見
直しがなされた。

載された特許庁HPのURL http‥//

iii)第5条第2項において、新しいタイ

プの商標について商標登録を受けようと
するときに、その旨を願書に記載すべき
ことを、第5条第4項において、その商
標の種類により、商標の詳細な説明を記
載し、所定の添付物件を提出すべきこと
を明記する等、商標登録出願に関する規
定の見直しがなされた。
iv)その他、登録要件を定めた第3条、

WWW.j po.go.j p/torikumi/kaisei/kaisei2/
tokkyohoutou̲kaiei喜26051 4.htm

C.制度の導入に向けての検討事項
新しい商標を適切に登録し、また保護
できるようにするべく、産業構造審議会
の商標審査基準ワーキンググループにお
いでは、新しい商標の審査基準の策定に
向け各種事項の検討がなされている。
検討事項の一例をあげると、新しいタ
イプの商標の識別力の判断について、例

えば言語的要素を含まない音の商標の
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麗
で、参照されたい。

識別力の有無をどのように判断するの
か。類否の判断について、例えば、音の
商標について、言語的要素を含む音の商
標と、当該言語的要素を文字で表した文
字商標との類否がどのように判断される

http://www.j po.go.j p/shiryou/toushin/

のか。その他、音の商標の出願について、

Shingikai/Lmark̲Sinsakijunwg「menu.

演奏楽器がなく、特定の楽器で演奏され
た音声ファイルが添付された場合、音の
商標の権利範囲はどのように判断するの
か等、個別に検討が行われている。
現在も新しいタイプの商標を想定した
審査基準の原案をもとに、詳細な検討が
進められているようであり、法律の施行
に向けてさらにその整備が進むと予想さ
れる。執筆時点で確認する限りでは、こ
れらの検討を経て、平成27年1月以降に
は、改正の内容をふまえた審査基準の公
表がされる予定となっているようであ
る。

なお、ワーキンググループにおける具
体的な議論の内容及び進捗については、
以下のURしにおいて公開されているの
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※参照 ワーキンググループの検討内容
が公開されている特許庁HPのURし

htm)

(3)その他改正点(地域団体
商標等)
A.地域団体商標の登録主体の拡充
地域団体商標制度は、地域ブランドの
適切な保護による、地域経済の活性化の
支援等を目的に、平成18年4月に導入さ
れた制度であり、平成26年10月の時点に
おいて573件の登録がなされている。

地域団体商標については、従来その登
録を受けられる主体が「事業協同組合等」
に限定されていた。しかし近年において
は、これ以外に、 「商工会」 「商工会議所」
「特定非営利活動法人(NPO法人)」等
が地域ブランド振興の担い手の一つと

商標法

なっているという実情をふまえ、地域ブ
ランドの更なる普及・展開をはかるため、
これらの「商工会」 「商工会議所」 「特定

非営利活動法人」並びに「これらに相当
する外国の法人」も登録主体となること
が可能になった。
なお、地域団体商標の登録主体の拡充
に係る改正部分については、他の改正事
項に先駆け、平成26年8月1日より既に
施行済となっている。
また、地域団体商標については、近年
インターネットを利用した通信販売が盛
んとなっている実情等をふまえ、例えば
周知性の要件の判断指標の一つとしての
「隣接都道府県」の再考等、審査基準の

見直しにかかる検討も行われている。

B.国際機関の紋章等と類似する商標
の適切な保護
パリ条約では、加盟国に対し、国際機
関が使用する紋章等を他者が商標登録す
る事を防止する義務を課しており、我が
国においては、これが第4条第1項第3
号において担保されている。
但し、パリ条約上においては、このよ
うな国際機関と関係があるとの誤認が生
じない場合には、その登録をすることが
可能になっており、これまで我が国にお
いでも、その登録が認められた例は存在
していた。

今回の改正では、上記の点をより明確
にするために、第4条第1項第3号が改
正され、 ① 「自己の業務に係る商品等を
表示するものとして需要者の間に広く知
られている商標等」、 ② 「国際機関と関
係があるとの誤認を生ずるおそれのない
商品等について使用する商標」について
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は、国際機関を表示する標章と同一又は
類似であっても商標登録することができ
ることが明示されている。

(4)まとめ
以上、既に公布済の「特許法等の一部
を改正する法律」に基づいた、新しいタ
イプの商標への保護対象の拡充等につい
て簡単に触れた。
今回の改正は、商標の保護対象の拡充
を中心とした非常に規模の大きなものと
なっている。一部を除き執筆時点で正確
な施行日は不明であるものの、その施行
に向け現時点から情報を収集しておくこ
とは重要であると考えられる。特に、新
しい商標については、使用により識別力
の獲得が要件と在るものもあるので、既
に施行後の出願を検討している等の場合
には、今から議論の内容等を把握し、準
備を進めておく必要があるであろう。
以上
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121条第1項、第17条の2第1項、同第44条第l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)
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・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)
・発明の新規性喪失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喪失したものにまで拡大)(特許法第30条)
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特許庁「平成26年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金(中小企業外国出願支援事業)」
http://www.jpo.go.jp/cgi/Iink.cgi?urI=/SeSaku/Shien̲gaikokusyutugan.htm

中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業に
対して外国出願にかかる費用の半額を助成。
助成金申請を受け付ける補助事業者は、都道府県等中小企業支援センター(地域実施機関(特
許庁H Pに掲載))及びジェトロ(全国実施機関)。公募期間や申請方法等の詳細は補助事業者によっ
て相違する。申請にあたって事前に補助事業者まで確認・問い合わせする必要あり。
J ETRO日本貿易振興機構(ジェトロ)
http://www.jetro.go.jp/news/announcement/201 40623825‑neWS

中小企業外国出願支援事業(外国出願費用の助成)

中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業に
対して、基礎となる出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同内容の外国出願にかかる費周の半
額を助成。

<補助事業の地域実施機関の‑例>
東京都知的財産総合センター
http://www.tokyo‑kosha.or.jp/chizai/josei/

中小企業が戦略的に知的財産を活用し、自社の強みを生かした事業展開を支援することを目的
として、都内中小企業を対象に、知的財産に関する助成金を交付。外国特許・実用新案・意匠・
商標出願費用助成事業、外国侵害調査費用助成事業(外国での侵害対策(調査、鑑定、警告等)
に要する費用の一部を助成)、特許調査費用助成事業(他社特許調査に要する費用の一部を助成)

公益財団法人あいち産業振興機構
http://www.aibsc.jp/tabid/31 4/DefauIt.aspx

愛知県内中小企業者の国際的な事業展開に向けた支援のため、外国への出願に要する経費の一
部を助成。
大阪府(経済産業省近畿経済産業局近畿知財戦略本部)
http://www.kansai.meti.go.jp/kip‑net/Shien/osakafu.htmI

外国特許・実用新案・意匠・商標出願費用の一部を助成(地域中小企業知的財産戦略支援事業
補助金)

大阪府府独自の「ものづくりイノべ」ション支援助成金」、 「地域産業支援力強化事業補助金」
において、開発した技術の特許調査に要する経費を補助対象(補助率1/2以内)

<その他>
日本弁理士会の特許出願等援助制度
http://www.jpaa.or.jp/?p=794
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