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蓑覇霜害
ステータスレポート2015

特許庁の最新の統計情報などをまとめた「特
許庁ステータスレポート2015」が発表された。

同レポートによると、 2015年の国内特許出願件
数は31万8,000件と、 14年と比べて2.3%減少した
一方、出願年別に見た特許登録率(特許出願件数

に対する特許登録件数の割合)は増加傾向にある。
企業活動のグローバル化に伴い、海外で出願

するケースが増えており、 2015年に日本国特
許庁を受理官庁としたPCT国際出願件数は
43,097件で過去最高を記録している。

商標の国内出願件数は14年比18.4%増の14万
7,000件と大きく伸びた。音や動きなど新しいタイ
プの商標の申請受付けが始まったことが影響し
たとみられる。意匠登録出願件数は2万9,903件。

特許登録件数を企業別みると、第1位はトヨ
タ自動車で4,614件、 2位はキヤノンで3,717件、

3位は三菱電機で3,364件となり、電機と自動

車関連メーカーがトップ10の大部分を占めた。
商標登録上位5社は、第1位が資生堂で443

件、 2位はサンリオで370件、 3位は富士通で
283件、 4位は花王で272件、 5位は森永乳業で

264件の順となっている。

中小企業の海外進出　_一一

特許庁は20ユ6年度から中小企業が海外で知的
財産権を侵害した場合の訴訟費周を肩代わりす
る保険制度を創設した。
特許庁と商工会議所などの中小企業団体が保

険料を折半で出し、損保などに保険業務を委託
する。企業は保険料を直接支払わず、団体への
加盟費用などで賄う仕組み。

近年、中小企業の外国出願件数の増加に伴い、
海外での知財訴訟に日本企業が巻き込まれる
ケースが増えているが、中小企業の中には経済
的負担から応訴することができず、正当な権利
を主張することができないまま事業撤退する可
能性もある。中小企業が海外に進出した際に現
地で特許権や商標権を侵害してしまう恐れもあ
るため、今回、新たに保険制度を導入し、海外
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での訴訟費用の負担を少なくすことで海外展開
を後押しすることにした。
特許庁は中小企業を会員とする商工会議所な

どの全国団体に補助金を交付し、中小企業の海
外知財訴訟保険加入の際にかかる掛金の1 / 2
を補助する。

フランク・ミュラ

スイスの高級腕時計ブランド「フランク・ミュ

ラー」を連想させる腕時計「フランク三浦」の製
造販売会社が平成24年に商品「時計」等について、
商標「フランク三浦」の登録を受けていたところ、
スイスのフランク・ミュラー社が商標登録無効審

判を請求し、特許庁は「フランク三浦」の商標
登録を無効にする審決を昨年9月に下した。これ
について、知財高裁が、特許庁の審決を取消した。

知財高裁は、「フランク三浦」と「フランク・
ミュラー」とは、称呼においては類似するもの
の、外観において明確に区別し得るものであり、

観念においても大きく異なるものである上に、
商品「時計」等において、商標の称呼のみで出
所が識別されるような実情も認められず、称呼
による識別性が、外観及び観念による識別性を
上回るともいえないから両商標は似ていないと
した。そして、「フランク三浦」及び「フランク・
ミュラー」が商品「時計」等に使用されたとし
ても、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそ
れがあるとはいえないとした。

フランク・ミュラー社は、 「フランク三浦」

社がフランク・ミュラー社の時計と外観が酷似
した時計に商標「フランク三浦」を付して販売
している事情も主張したが、そのような主張は、
「商標『フランク三浦』の登録査定時以後の事
情に基づくものであり、それ自体失当である」
として排斥された。

「仮に、この事情を考慮したとしても」とし
た上で、フランク・ミュラー社の時計は、多く
が100万円を超える高級腕時計であるのに対し
「フランク三浦」社の時計は、その価格が4,000
円から6,000円程度の低価格時計である点など
を指摘して、商標が類似するものとはいえない
という認定を左右する事情にならないとした。
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進歩性の判断(顕著な効果) 

審決取消請求事件　知的財産高等裁判所 
平成27年(行ケ)第10054号 

判決言渡　平成28年3月30日 

第1　事

本件は、特許無効審判請求を不成立とした審決の
取消訴訟である。

被告は、特許第3480736号(発明の名称:気道流

路および肺疾患の処置のためのモメタゾンフロエート
の使用) (本件特許)の特許権者である。

原告ば本件特許について無効審判請求をしたと
ころ(無効2014-800055号)、特許庁は、 「本件審判

の請求は、成り立たない。」との審決をした。

審決は、本件発明の構成について、甲1発明に甲
2- 5に記載された公知技術や周知技術を適用する
ことは容易想到である、甲2発明に甲1、 3-5に記

載された公知技術を適用することは容易想到である
と判断した。その上で、本件発明の顕著な効果を認め、

進歩性を肯定した。
そこで原告は、審決の取消事由として、顕著な

効果についての判断の誤りを主張した。
争点は、進歩性判断の当否(顕著な効果の有無に

っいての判断の当否)であり、知財高裁は、顕著な

効果を理由に進歩性を肯定し、特許無効審判請求を
不成立とした審決は、誤りであるとして、取り消した。

ここでは判決に示された顕著な効果の有無を判断

する観点についてのみ紹介する。

特許庁が無効2014-800055号事件について平成

27年2月3日にした審決を取り消す

訴訟費用は被告の負担とする。

本件発明の構成が、公知技術である引用発明に
他の公知技術や周知技術等を適用することにより容
易に想到できるものであるとしても、本件発明の有す
る効果が、当該引用発明等の有する効果と比較して、

当業者が技術常識に基づいて従来の技術水準を参
酌した上で予測することができる範囲を超えた顕著
なものである場合は、本件発明がその限度で従来の

公知技術から想到できない有利な効果を開示したも
のであるから、当業者がそのような本件発明を想到

することは困難であるといえる。
したがって、引用発明と比較した本件発明の有利

な効果が、当業者の技術水準から予測される範囲を
超えた顕著なものと認められる場合は、本件発明の
容易想到性が否定され、その結果、進歩性が肯定
されるべきである。

そして、当業者が予測できない顕著な効果といえる

ためには、従来の公知技術や周知技術に基づいて
相違点に係る構成を想到した場合に、本件発明の有
する効果が、予測される効果よりも格別優れたもので
あるか、あるいは、予測することが困難な新規な効
果である必要があるから、本件発明の有する効果と、
公知技術を開示する甲1発明、甲2発明に加え、周
知技術を開示する甲3発明一甲5発明の有する効果
についても検討する。

この場合、本件発明における有利な効果として認
められるためには、当該効果が明細書に記載されて
いるか、あるいは、当業者が、明細書の記載に当業

者が技術常識を当てはめれば読み取ることができる
ものであることが必要である。
なぜなら、特許発明は、従来技術を踏まえて解決

すべき課題とその解決手段を明細書に記載し、これ
を一般に開示することにより、特許権としての排他的

独占権を取得するものである以上、明細書に開示も
示唆もされず一般に公開されないような新たな効果や
異質な効果が後日に示され、仮に、従来技術に対し
て有利な効果であるとしても、これを掛酌すべきもの
ではないからである。

判決は上記のように顕著な効果の有無を判断する
観点を示した上で本件発明の明細書に記載された
具体的な効果である、 ①アレルギー性鼻炎に対する
治療効果、 ②全身的な吸収及び代謝、 ③全身的な
副作用に関してそれぞれ検討し、本件明細書の記載
からは、甲1発明や甲2発明よりも、本件発明1が、
治療効果の点、全身的な吸収及び代謝の点、全身性
副作用の点で優れているかどうかを理解することは困

難といわざるを得ない、あるいは、優れているかどう
かを理解することはできないとし、審決には顕著な効

果の判断の誤りがあるとして審決を取り消した。
特許請求している発明によって発揮される効果は

発明の進歩性を判断する際の一つの考慮要素になる

(特許庁特許審査基準)。実務の参考になる部分が
あると思われるので紹介した。

今回の判決が確定すると特許庁で無効2014-
800055号事件の審理が再開されることになる。

本件審決取消訴訟において、被告(特許権者)は、
本件発明の顕著な効果を認めた審決の判断は妥当と
反論しつつ、併せて、審決の判断のうち、相違点に
係る構成の容易想到性の判断についても争う旨主張
した。しかし、知財高裁は、審決の相違点に係る容

易想到性を認めた判断が誤りであれば本件発明の
進歩性を肯定した審決の結論に誤りはないから、本
件審決取消訴訟において、相違点に係る構成の容易
想到性の判断の誤り自体は、審決を取り消すべき事
由には該当しないとして、相違点に係る構成の容易
想到性を審理及び判断の対象とせ井本件発明の顕
著な効果の有無についてのみ判断した。そして、最
後に次のように判示している。

「なお、当裁判所は、本件訴訟において、相違点に
係る構成の容易想到性について審理、判断するもの
ではないところ、本件特許のような、十分な治療効果
を有しながら副作用がわずか(又は生じない)とされ
る実用可能な『薬剤』の特許発明に関しては、その特

許無効審判においても、治療効果の維持と副作用の
減少(又は不発生)の両立という観点から審理、判断
されることが望ましく、例えば複数ある相違点のうち
個々の相違点に限っては想到できるとしても、これらを
総合した全体の構成が当該薬剤としての効果等を維
持できるものであるか否かが重要であるから、本件審

判手続においても、これらの点を念頭に置き、本件訴

訟で主張、立証されたものを含め、相違点に係る構成
について改めで慎重に審理、判断すべきものといえる。」

以上



(5月号)
(3)

外国出願費用の半額を補助

は龍議書謀議)
特許庁は、中小企業の戦略的な外国出願を促

進するため、外国への事業展開を計画している
中小企業等に対して、外国出願にかかる費用(外
国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、
翻訳費用等)の半額を助成する事業を行ってい
るが、平成28年度の中小企業知的財産活動支援

事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
の公募が6月にも実施予定となったo

独立行政法大日本貿易振興機構(ジェトロ)
と各都道府県等中小企業支援センター等が窓口

となり、全国の中小企業が支援を受けることが
できる。地域団体商標の外国出願については商
工会議所、商工会、 NPO法人等も応募できる。
また、意匠においては、 「ハーグ協定に基づく
意匠の国際出願」も支援対象。

ジェトロの応募受付期間は、6月中に実施予定。

◎応募資格

各都道府県の中小企業支援センター等の管内
に事業所を有している「中小企業者」または「中

小企業で構成されるグループ」 (構成員のうち
中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者
の利益となる事業を営む者)で、応募時に日本

国特許庁に対して特許、実用新案、意匠、商標
の出願を既に行っており、採択後に同内容の外

国出願を年度内に出願(P CT国際出願に基づ
く国内移行及びマドプロ出願、意匠のハーグ出
願を含む)を行う予定であること。

ただし、ハーグ協定に基づく国際出願の場合、

ハーグ出願時に日本国を指定締約国として含む

場合は、外国特許庁への基礎となる先の国内出
願がなくても対象となる。
⑥選定基準
・先行技術調査等の結果からみて外国での権利

取得の可能性が明らかに否定されないこと。
・助成を希望する出願に関し、外国で権利が成

立した場合等に、 「当該権利を活用した事業
展開を計画している」又は「商標出願に関し、
外国における冒認出願対策の意思を有してい
る」中小企業着筆であること。

(※)冒認対策商標:第三者による抜け駆け出
願(冒認出願)の対策を目的とした商標出願

看助成対象経費園
外国特許庁への出願料、国内・現地代
理人費用、翻訳賞筆

書補助率・上限額漢
・補助率:1/2

1企業に対する上限額:300万円(複数

案件の場合)
・案件ごとの上限額

特許: 150万円

実用新案・意匠・商標:60万円
冒認対策商標: 30万円

◎補助金の交付までの流れ
日本国特許庁へ出願→補助金の申請→採択決

定→外国へ出願→外国出願にかかる費用の支払
い→必要書類を補助事業者へ提出→補助金額の

確定→補助金の支払い
申請受付期間及び方法などの詳細は、都道府

県等中小企業センター、独立行政法大日本貿易
振興機構(ジェトロ)などのHP参照
https : 〃 www.jetro.go.jp/services/ip_SerVice-

overs eas_app li.html

漢ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト出川州一間剛川剛剛=同州一問l用一一間=l剛Ii仙川iii剛1iil剛l川剛ii剛ii剛l

「知的財産権活用企業

事例集201 6」を刊行
看特許庁8

特許庁は「知的財産権活用企業事例集2016」
を刊行した。中小企業の先進的な知的財産の活

用事例を具体的に紹介している。新技術を生み
出し、それを知的財産として武器にすることで
市場を獲得・拡大し、世界で活躍している中小
企業の取り組み事例を紹介している。

本事例集は、さまざまな業種の中小企業の知
財戦略を分野別に整理。ニーズに合った事例が

検索しやすいよう、分野別のほか、知財キーワ
ードごとにインデックスもつけている。

【知財キーワード】特
許・実用新案、意匠(デ
ザイン)、商標(ブラン

ド)、ノウハウ、海外展

開、模倣品・侵害、共
同研究開発、技術供与・

提携、発明の発掘、知
財体制、社員への報奨、

特許情報の活用、ブラ
ンドカ向上、資金調達、

支援策活用など。
特許庁のホームぺ-

ジでは全ページのPDFデータが公表され、ダ

ウンロードが可能。

https : // www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/

kigyou」ireii20 16・htm
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審　決　紹　介 

本件商標「MASASHiYAMAGUCHI」は、商標法第4条第1
項第8号には該当しない、と判断された事例(不服2015-
15023号、平成28年1月26日審決、審決公報第195号)

1　本願商標

本願商標は、 「MASASHIYAMAGUCHI」の欧文字を暫しで
なり、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企
画又は運営.映画の上映・制作又は配給,ストリーミング方
式によるインターネットを利用した画像の提供,演芸の上演,
演劇の演出又は上演,音楽の演奏,ストlノ-ミング方式によ
るインターネットを利用した音楽の提供」他を指定役務とし
て、平成26年3月27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、 「MASASHIYAMAGUCHI」の欧文

字を横暫きて暫してなるところ、当該文字は、他人の氏名を欧文
字で表したものと同一であり、その者の承諾を得たものと認めら
れません。したがって、この本願商標は、商標法第4粂第1項第
8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものであるo
3　当蕾の判断
本願商標は、 「MASASHIYAMAGUCHI」の欧文字からなる

ところ、その櫛戌は、同じ沓体、同じ大きさの欧文字を等間
隔に外観上まとまりよく-体的に表してなるものである。

ところで、日本人の氏名をローマ字で哀詞することは広く
行われているところ、その表し方としては、氏と名の区切り
が明らかなように、例えば氏と名の頭文字のみを大文字に
した表示、または、氏と名の区切りにスペース若しくはコン
マを用いた表示が一般的といえる。

そうすると、本願商標は、まとまりよく一連に表されており、
その構成全体をもって一体不可分のものとして把握されるも
のであるから、かかる構成においでは、これに接する取引者、
箭安着をして、直ちに、氏名を表したものと把握し、認識す
るとはいい難いものである。

してみれば本願商標は、通常、ローマ字で表す「氏名」を普
通に表示したものとはいえず、本願商標が商標法第4条第1項第8
号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れないo

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

本件商標「asobius」は、商標法第3条第1項第3号及び第4
桑第1項第1 6号には該当しない、と判断された事例(不服201 5-
1 2665号、平成28年2月2日審決、審決公報第1 95号)

1　本願商標
本願商標は、 「aSObius」の文字を標準文字で表してなり、第9類、

第25類及び第41類に属する願割こ寵減のとおりの商品・役務を措
定商品・指定役務として、平成26年4月25日に登録出願され、そ
の後、第9類「レコード.インターネットを利用して受信し、及

び保存することができる音楽ファイル.インターネットを利用し
て受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビ
デオディスク及びビデオテープ」他と補正されたものである。
2　原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、 「本願商標は、 「aSObius」の文字を標準文字で表

示してなるところ、当該文字は、 2011年10月に詰成、 2013年5
月29日にデビューし注目を浴びている日本の5入組のバンド名
であり、ニッポン放送優秀新人9月度、 TOKYOFM 「RADIO
DRAGON」、 FM GUNMA 「KAMINARI RECORDS」 9月度

号三号冨茶話議※評驚●罷講読譜警告
る実情が窺える。そうすると、 「aS。bius」の文字を本願指定商
品中、第9類「レコード,インターネットを利用して受信し、
及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利
用して受信し、及び保存することができる画像ファイル録画済
みビデオディスク及びビデオテープ」に使用するときには、こ
れに接する取引者・需要者は、当該商品に係る収録曲を歌唱、
演奏する者を表示したものとして理解、認識するにとどまり、
単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがっ
て、本願商標は、商標法第3粂第1項第3号に該当し、前紀商
品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせ
るおそれがあるから、商標法第4条第1項第16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　当蕾の判断
本願商標は、辞暫等に載録された成語でなく、また、特定の

意味合いを有する語として一般に知られたものともいえないこ
とから、特段の事情がない限り、通常特定の観念を生じない一
種の造語であると理解、認識されるというべきものである。

ところで、原審において示したインターネット情報及び当
番における職権調査によれば、 「aSObius」の欧文字は、 5入組
のロックバンドが、グループ名として使用していることが認
められる。そして、該グループは、出願人(請求人)の親会
社に所属するタレントであるところ、その活動状況をみると、
デビューからこれまでにシングルCD3枚、ミニアルバムCD
l枚及びアルバムCD2枚をリl)-スし、そのうちの3rdシン
グルである「window」が日本コカ・コーラ株式会社の製品「い・
ろ・は・す」のCMに使用されたものの、これらのCDの売り
上げが特に高いというわけではなく、また、ライブ活動も行
われているが、さほど規模が大きいものとはいえない。その他、
該グループの名称が一般に広く話題になったというような実
情も見当たらない。

そうすると、バンド「asobius」ないしその名称が、我が国
において一般に広く知られているということはできない。

してみれば、本願商標は、商品の特定の内容を表示したも
のと直ちに理解、認識されるものといい得ないというのが相
当であるから、商品の品質を表示したものとはいえずまた、
商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同
法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査
定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、緒論のとおり審決する。

お　　　し　　　ら　　　せ

◎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

昭和31年
々　41年

々　51年

々　61年

平成8年
平成8年
平成18年

商標登録第489017号一第490789号
ク　第721809号一第723900号

ヶ　第1222409号一第1229299号

ク　第1896703号一第1908194号

ヶ　第2716611号一第2717480号

ヶ籍親書二籍謹書
各年の10月1

●この手続期間は、商標権の存続期間満了前6ヶ月から期間
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
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、更新登録申請書
を提出し、この申請書に登録料を表示し、又は登録料を添
付します。 (尚、存続期間経過後6ヶ月は登録申請できます)。

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、
ご注意下さい。更新登録申請について疑問点などがござい
ましたならば、お知らせ下さい。

ましてはお問い合わせ下さい)

◎特許出願の審査請求期限について

鰹鰭撥麗翳驚薄
霧譲彊鵠盤遠謀警謀議
何語葉警務頴黙諾襲幣嬬饗採譜
◎特許料等の減免制度

蕃基線雛凝照諾署鵜萌琵謀議練

ついて、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けら
れます。減免を受けるための要件、手続等の詳細は、以

覇鰯請謁罷繕混助。皿g。肌。nS融的

◎特許、商標の出願状況

詳しくは特許庁填Pでご確認下さい。
距p//wvwjpo.gojp/shiryou/to血ei/sy血gan_tOukeLsok血0.htm


