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第三者が名称先取り 出睦〆一一宮精読も

で注意喚起
特許庁は、 「最近、一部の出願人から他人の

商標の先取りとなるような出願などの商標登録
出願が大量に行われている」として、 「悪意あ
る商標出願」の被害者に向けて商標登録を諦め
ないよう呼びかけるメッセージを発表した。

商標登録をめぐっては、第三者が名称を先取
りして出願する例がたびたび問題になっている
が、特許庁によると、これらのほとんどが出願

手数料の支払いのない手続上の蝦庇のある出願
となっている。

特許庁では、このような出願については、出
願の日から一定の期間は要するものの、出願の
却下処分を行っている。仮に出願手数料の支払
いがあった場合でも、出願された商標が、出願

人の業務に係る商品・役務について使用するも
のでない場合や、他人の著名な商標の先取りと
なるような出願や第三者の公益的なマークの出
願である等の場合には、商標登録されることは
ない。

また、 「これらの出願についても、出願公開
公報やJ-PlatPatにて公表されているが、当該

情報はあくまでも商標登録出願がなされたとい
う情報の提供であり、これらの出願に係る商標
が商標登録されたことを示すものではない」と
して、 「このような出願が他人からなされてい
たとしても、ご自身の商標登録を断念しないで

ください」と注意喚起している。

是蒜講読蒜蒜芸」‾一高府の知的財産戦略本部は、 「知的財産推進

計画2016」を決定した。政府は人工知能(A工)
の活用を成長戦略の新たな目玉とする方針で、
A工が創作した小説や音楽などの著作権を含む
知的財産の保護の必要性や在り方について、具
体的な検討を進めることなどを盛り込んだ。

A工の創作物は、現在の法制度上、著作権な
どの権利の対象にならないというのが一般的な
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解釈だが、 「人間の創作物と外形上見分けるこ
とは通常、困難」と指摘。 A工が生み出した音

楽や動画、 3Dデータなど、現行の著作権法で
は保護できない創作物を保護するため、 A工創

作物の出現に対応した制度の創設に乗り出す。
政府は2016年度中に具体的な例や課題の洗い出
しを行い、早ければ2017年度中に法整備を含め
て対応する方針だ。

また、新技術、新時代への対応として「ビッ
グデータ時代のデータベースの取扱い」 「3Dプ
リンティングと知財制度」 「国境を越える知財

侵害への対応」などを短期・中期の取り組むべ
き検討課題としてあげている。

蓑擬蒜省’
経済産業省は、 「平成27年度ものづくり基盤

技術の振興施策」 (ものづくり白書)をとりま
とめ、公表した。

自書では、さまざまな機器がインターネット
でつながるIoT (Intemet of Things)社会の進

展に伴い、製造業は、 ITの進化により、生産
性の向上や新事業の開拓を一気に進められる環
境にあると指摘した。

現在、グローバル企業は高機能化よりも製品
を活用したサービスを充実させることで付加価

値を高めようと、しのぎを削っていると指摘。
「単に『もの』を作るだけでは生き残れない時
代に入った」とし、国内企業においても、もの
づくりの抜本的な変革を求めた。そのうえで、

経営者には自社の技術力という自らの強みを生
かしながら、 「もの」の生産だけでない「経営
革新」に踏み出すことを期待した。

こうした認識を受けて、製造業の新たな展開
と将来像、 IoT社会における一つの方向性とし

て、ロボット大国であるわが国が、産学官の協
力によりロボットの自律化など`ロボット革命’’

を実現していくことを打ち出している。そし
て、 ITやIoTのメリットを理解し、産学官一

体となって思い切った方向転換を行っていくこ
とが重要としている。



(2)
(6月号)

進歩性の判断(2段階を経る容易想到性判断)

審決取消請求事件　知的財産高等裁判所
平成27年(行ケ) 10094号

判決言渡　平成28年3月30日

陸士二重稟醸‾‾‾‾二二二コ
原告が所有する特許第5454845号(発明の名称:ロー

ダリ作業機のシールドカバー)に対して被告から特許無
効審判が請求された○特許庁ば無効2014-800071号
事件として審理し、本件発明は、引用発明1 (実願昭63-

106917号公報)及び、引用発明2 (特開平6-303802号

公報)に基づいて当業者が容易に発明をすることがで
きたものであるから、本件特許ば特許法29条2項の規
定に違反してされたものであるとして無効審決(本件審決)
をした。

原告が本件審決の取消を求めて出訴し、知的財産高
等裁判所は、本件審決には容易想到性の判断に誤りが
あるとして本件審決を取消した。
特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明1)

についてのみ紹介する。

<本件発明1 >

トラクタの後部に装着され、トラクタと共に走行する作

業機本体に支持される作業ロータと、その上方を覆うシ
ールドカバー本体とその進行方向後方側に連結され、前

記作業ローダの後方を覆うエプロンを有するシールドカバ
ーを備えるロー列作業機において、その進行方向後方

側の位置で固定され、その進行方向前方側の端部から
前記後方側の位置までの区間が自由な状態であり、前記
端部寄りの部分が自重で垂れ下がる、弾性を有する土除
け材が、前記シールドカバー本体の前記作業ローダ側の
面に2枚以上固定されるとともに、前記エプロンの前記
作業ロータ側の面に1枚以上固定され、前記土除け材は
前記シールドが-本体と前記サロンの周方向に隣接し
て複数枚配置され、前記土除け材の内、前記シールドカ
バー本体に固定された各土除け材の固定位置すべてが、

隣接する他の土除け材と互いに重なっていることを特徴と

するロータl)作業機のシールドか†‾0
<本件審決が認定した本件発明1と引用発明1との相違点>

本件発明1では、 「その進行方向後方側の位置で固定
され、その進行方向前方側の端部から前記後方側の位
置までの区間が自由な状態であり、前記端部寄りの部分
が自重で垂れ下がる、弾性を有する土除け材が、」 「前記
ェプロンの前記作業ローダ側の面に1枚以上固定され」、

シールドが-本体とエプロンに固定された土除け材はシ
ールドカバー本体とエプロンの周方向に隣接して配置さ

れ、シールドが-本体に固定された進行方向において

最も後方側の土除け材の固定位置が、隣接するエプロン
に固定された土除け材と互いに重なっているのに対し、
引用発明1ではエプロン側に土除け材がなく、そのよう
な構成を有していないo

廃す‾評決‾-‾一山コ

4月10日にした審決を取り消す

訴訟費刷ま被告の負担とする。

匿垂垂二二二二‾小二二二二二二二コ
本件審決は、引用発明2について、弾性部材23の前

端部23aが前方に建設されたものにかては、その建設
された(前方)端部寄りの部分は、自重で垂れ下がるも
のと解されると判断した。

しかし、引用発明2の弾性部材23の前方側の端部寄
りの部分の自重はる垂れ下がり畳は、弾性部材23の弾
性係数、長さ等に依存するから、弾性部材23の材質がゴ

ム等の弾力に富んだものであるとしても、その前方側の端

部寄りの部分が、ロータリ作業機本体の振動に伴って、
その振動時の振幅が最大限発揮する程度の弾性を有す
ることによる、技術的意義のある現象として「自重で垂れ
下がる」とは限らない。

したがって、仮に、引屈発明1に引用発明2を適用した
としても、後部カバー13に弾性部材を設け、その弾性部

材をその進行方向後方側の位置で固定するとともに、固
定部を除いて前方側を自由な状態とし、主カバー12に対
する土付着防止部材20の固定位置において、その土付着
防止部材20と互いに重なるようにする結果、引用発明1の
主か†-12に固定された各土付着防止部材20は、その固

定位置全てが隣接する他の土付着防止部材20と互いに重
なるようにはなるものの、引用発明lの後部カバー13に引

用発明2の弾性部材23として設けられた土付着防止部材
20は、その進行方向前方側の端部寄りの部分が自重で垂
れ下がるものではないから、本件発明lには至らない。

本件審決は、仮に引用発明2の弾性部材23の前端部
23aが前方に廷設された(前方)端部寄りの部分が自重
で垂れ下がるものでないとしても、エプロンに固定された
土除け材を、その端部寄りの部分が自重で垂れ下がるよ
うな材質のものとすることは、当業者が適宜になし得る程
度のことにすぎないと判断した。

しかし、引用発明2の弾性部材23の前端部23aが前方

に建設された(前方)端部寄りの部分を自重で垂れ下が
るものとすることを想到した上で、これを引用発明lに適

用することによって、引用発明lの後部か†-13に引用発

明2の弾性部材23として設けられた土付着防止部材20の

進行方向前方側の端部寄りの部分を自重で垂れ下がるも
のとするというのは引屈発明1を基準にして、更に引用

発明2から容易に想到し得た技術を適用することが容易
か否かを問題にすることになる。このように、引用発明l
に基づいて、 2つの段階を経て相違点に係る本件発明1
の構成に想到することは、格別な努力が必要であり、当

業者にとって容易であるということはできない○
また、引用発明2において、 l)ヤカバーに固着された

土付着防止部材(弾性部材)を自重で垂れ下がるように
構成すると、リヤカバーの枢着部分では、メインか†‾に
取り付けた低摩擦係数の部材と、 l)ヤカバーに取り付け
た弾性部材との接合部に間隙が生じるため、ここに土が
たまりやすくなるという引用発明2の課題を解決できな
い。したがって、引用発明2の弾性部材23について端部

寄りの部分が自重で垂れ下がるような材質のものに変更す
ることは、引用発明2の目的に反する。

そうすると、引用発明2において、弾性部材23の前方
側の端部寄りの部分を自重で垂れ下がるようにすることに
は、そもそも阻害要因があると認められる。弾醒博材23の

前端部23aを更に前方に建設して低摩擦係数の部材14と
重ね合わせた状態にした場合も、同様の理が妥当するこ
とから、前端部23aを前方に建設した弾性部材23の前方

側の端部寄りの部分が自重で動1下がるようにすることは、

当業者が適宜になし得る程度のものということはできないo

進歩性判断の論理づけの際、 「容易の容易は容易でな
い」と、実務で言われることがある○

特許庁の審決で引用発明1を基準にして、更に引用
発明2から容易に想到し得た技術を適用することを「当
業者が適宜になし得る程度のことに過ぎない」としだ点
について、判決でば「引用発明1に基づいて、 2つの段
階を経て相違点に係る本件発明1の構成に想到すること
は、格別な努力が必要であり、当業者にとって容易であ
るということはできな可とされた○

実務の参考になる部分があると思われるので紹介した。
以上
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回国囲各国が特許出願を増加

特許庁は、 「平成27年度特許出願技術動向調
査」をまとめた。本調査は、市場創出や国の政
策として推進すべき技術分野を中心に、今後の
進展が予想される技術テーマを年度ごとに選定
して調査を実施。平成11年度の調査開始から同
27年度までに224テーマの調査を実施している。

平成27年度のテーマの中から、ウェアラブル
コンピュータ(身体に装着して利用する形態の

情報機器)に関する調査結果を見てみると、調
査対象期間(2004年へ2013年)における日米欧

申韓台の主要6カ国・地域へのウェアラブルコ
ンピュータの特許出願件数は11,727件に上っ

た。出願先は米国が最大で約43%を占め、大き

く離れて日本が約19%となっている。
また、出願人国籍別では、米国籍からの出願

が最大で4,598件(約39%)、次いで日本国籍が

3,320件(約28%)、韓国籍が1,297件(約11%)、

欧州国籍が1,199件(約10%)となっている。

ウェアラブルコンピュータの用途別では、医

療介護用、ヘルスケア用、スポーツ用が多く、

局蒜認諾詩語藷年〕
韓国・

1 ,078件

9.2%

各国企業が主に健康関連市場での普及を目指し
ている傾向が浮き彫りになった。

特許庁では「腕時計型のウェアラブルコン
ピュータは、今後市場が大きく伸びると予測さ

れている分野であり、米国が先行している。近

年、各国が出願を増加させており、日本も出願
を急増(2013年は前年比約3倍)させている状

況」であることや、 「腕時計型の小型軽量化技
術は各国の出願が未だ少ない状況で、腕時計型
で先行する米国さえも網羅的な特許綱を構築で
きていない可能性がある」と分析しており、日
本は引き続き腕時計型の小型軽量化の研究開発
を強化すべきであるとしている。
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輩翳鞍
国土交通省は、中堅・中小建設企業の知的財

産を活用した海外展開を支援するため、知的財
産の保護・活用方策、各建設企業等の取組事例
を紹介するハンドブックを作成した。

知的財産を活用した建設業の海外展開につい
ては、権利化された技術の自社による施工・活
用や、他社に実施許諾することによるフィービ
ジネス等、適切なビジネスモデルが重要である
ことから、知的財産保護に関する注意事項やビ
ジネスモデルの考え方のポイントを企業の具体

的な取組事例を交え、分かりやすく解説した。
特に建設業は、用いられた工法が外部からは

分かりにくいなど模倣などの侵害が生じても、
その発見や証明が難しいという特徴があり、技
術流出や情報漏洩などの権利侵害を未然に防ぐ
ためのリスク意識の向上や対応策などが必要と

指摘している。
知的財産の対象は、施工方法やメンテナンス

の方法といった「工法」以外にも、建築物など
の材料となる資材・建材といった「モノ」、橋

●建設業における知的財産●

ー工法等-

(施工方法、メンテナン
ス方法等)

ーモノー

(建築物等の材料となる

資材、建材等)

ー構造-

(建物、橋梁等)

-ツールー

(工事等に用いる機材、
装置等)

梁などの「構造」、工事に用いる機材や装置と
いった「ツール」の4つに類型化できる。それ

らを活用したビジネスモデルは自社で実施する

「自己実施」と、他の企業に実施・仕様を許諾
する「他者実施」の大きく2つのパターンがある。

これらの使い分けや組み合わせによって、知

的財産を活属したビジネスモデルのあり方はさ
まざまあるため、各企業の具体事例を交えなが
ら解説し、知的財産の活刷こ役立つ内容を参考

事例として示している。
リスク対応については、現地のパートナー企

業を介して自社の技術が流出することも想定。
他社に技術を提供する場合には必要最低限と
し、契約で実施許諾や情報開示の範囲やパート
ナーとの秘密保持義務を規定する必要があると
した。
ハンドブックは同省のホームぺ」ジからダウ

ンロードができる。

http : 〃 www.mlit.go.jp/common/001 129587・Pdf
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お　　し　　ら　　せ 

._　子続期間更新登録申請　　　　　　◎特許出願の審査請求期限に?い三豊、　行わカ 

今月から存続期間更新登録申請の手続き可能期 鐙�����Κ�������
間に入る商標権 (おおよその範囲となります。詳しくは擬庁HPでご確認下さいo) 

∴:∵∴;高言∴∴∴〇十 昭和31年商標登録第490850号一第492175号 ;:∵:∵ めします。 ∴一丁∴子∵∵・∵∵∵十∴∴ 

◎特許料等の減免制度 鶉藷醸擬譲撥 http:〃wwv′.jpo.go・jp/cg皿nk.c軸rl=/tetuzuk胸Oukin/genmensochi.htm 

各年の11月1日一11月30日までに設定登録された商標権 

●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。 更新登録申請について疑問点などがございました ◎特許、商標の出願状況 

特　許　　商　標 

28年3月分　　　40,284　16,992 

ならば、お知らせ下さい。 �����D���NH�����V��C2R�

(器諜絹雫驚謹覇権　監鵬諜惹諾誌羅g。n」。uk。i_S。kuh。.htm 


