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日米協働調査 二赫
_十重関前の出願申請も可能に
日本国特許庁と米国特許商標庁は、 8月1日

から、これまで申請が認められなかった公開前
の出願についても申請を可能とした。

両庁は、日米に出願された発明をそれぞれの
特許審査官が調査・見解を共有する日米協働調
査試行プログラム(日米協働調査)を行ってき
たが、利便性向上のため、公開済要件を削除し、

公開前の出願についても申請を可能とした。こ
れにより、日米両国での公開を待つことなく日

米協働調査の申請を行うことができ、より早期
に両国での特許権の取得が可能となった。

これまでは、日米両国での出願公開を待つ必

要があったため、第1国への出願から18月を経

過するまで申請ができなかったが、今回の要件
緩和によって、両国に出願を行った時点で申請
が可能となるため、 6月以上申請時期を早める
ことができる。

殴芸善言蕎認諾
ノンアルコールビール市場のシェアトップを

争うサントl)-とアサヒビールとの間の特許権

侵害訴訟で先月20日に知的財産高等裁判所にお
いて和解が成立した。

この訴訟は、アサヒビールが平成25年9月か

ら販売した「ドライゼロ」 (商品名)に対して、

発明の名称を「pHを調整した低エキス分のビー
ルテイスト飲料」とする特許権(特許第5382754

号) (サントリー特許)を所有しているサント

リーが、特許権侵害にあたるとして製造・販売
の差止、廃棄を求めていたもの。
一審東京地方裁判所(平成27年(ワ)第1025号

平成27年10月29日判決言渡)は、サントリー特

許は特許庁における特許無効審判によって無効
にされるべきものと認められるから、特許権者
であるサント1)」はアサヒビールに対して権利

行使できず(特許法104条の3第1項)、それ以
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外の点を判断するまでもなく、サントリーの訴
えは認められないとした。
サントリーは、これを不服として知的財産高

等裁判所に控訴し、一方、アサヒビールは、平
成28年4月14日付で、サントリー特許の無効を

求める特許無効審判請求(無効2016-800049)

を特許庁へ提出していた。

今回の和解により、特許権侵害訴訟も、特許
無効審判請求も取り下げられ、アサヒビールは

「ドライゼロ」の製造、販売を継続することになる。

琵露語藷
特許庁は、 5大特許庁(日本、米国、欧州、

中国、韓国)への出願に加えてPCT国際出願
等の特許審査関連情報(ドシエ情報)を、世界
で初めて一括把睦できるサービスを開始した。
これによりユーザーはグローバルな審査情報を

ワンストップで得ることができるようになった。

企業活動のグローバル化に伴い、同一の発明

が複数の国や地域で出願されているため、特許庁

は、 5大特許庁及び世界知的所有権機関(WIPO)

との間で、特許審査に開通する情報(ドシエ情

報)を各庁で共有するためのシステム整備の協
力を進めてきたが、 7月25日からドシエ情報共

有サービスのユーザーへの提供を開始した。
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で

開始された「ワン・ポータル・ドシエ(OPD)」

の提供サービスの概要は以下の通り。
・ 5大特許庁やWエPO-CASE参加庁(当面は

WIPOとカナダ)のドシエ情報(PCT国際出願含む)

を見やすい形式で一括参照できる。例えば、各国で
の手続・審査状況を一括把握でき、また、各種書類

データを容易に取得できる。 WIPO-CASE参加

庁を含むドシエ情報の一括提供は世界で初めて。
・各庁のドシエ情報の英訳も提供される。例え

ば、中国への出願の拒絶理由通知書を、中国語
と英語で取得可能。
・各庁のデータベースをリアルタイムに検索可

能で、最新の情報を得られる。
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均等侵害の第2、第5要件 

損害購償請求控訴事　知的財産高等裁 
判所　平成28年(ネ)第10017号 

判決言渡　平成28年6月29日 

二二二二二二コ
発明の名称を「V¥reb-POS方式」とする特許

第5097246号に係る本件特許権を有する控訴人

(一審原告)が、被控訴人(一審被告)に対し、
被控訴人がインターネット上で運営する電子商
取引サイト(本件ECサイト)を管理するために
使用している制御方法が、本件特許の請求項1
の発明(本件発明)の技術的範囲に属し、本件
特許権を侵害すると主張し、不法行為による損
害賠償請求権に基づき損害賠償請求を行った。
原審(東京地方裁判所　平成26年(ワ)第34145号)

は、本件ECサイトの制御方法は、本件発明の文

言侵害に当たらず、その技術的範囲に属すると
いうことはできないとして、控訴人の請求を棄

却した。そこで、控訴人が原判決を不服として
控訴した。

控訴審において控訴人は均等侵害の主張をも
行ったが、本件ECサイトの制御方法は、本件発
明の構成要件を充足しないと判断されるととも
に、同方法が本件発明と均等なものとしてその

技術的範囲に属するということはできないとさ
れた。

ここでは控訴審で争われた争点「本件ECサイ

トの制御方法が本件発明と均等なものとしてそ
の技術的範囲に属するか否か」についてのみ紹

介する。

匿三二両涙‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾「

本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負
担とする。

二二　]3　理由

均等の第2要件(作用効果の同一性)について
本件発明と本件ECサイトの制御方法は、少な

くとも、ユーザが所望する商品の注文のための
表示制御過程に関する具体的な構成において、
本件発明においては、オーダ操作(オーダ・ボ
タンをクリック)が行われた際に、 Web-POS

クライアント装置からWeb-POSサーバ・シス

テムに送信される情報の中に商品基礎情報が含
まれているのに対し、本件ECサイトの制御方法
においては、顧客が「お買い上げ」ボタンをク
リックした際に、顧客のコンピュータから管理
運営システム内にあるサーバに対して送信され
るリクエスト情報には、 C○○kie情報等が含まれ

るが、注文された商品に係る商品基礎情報は含
まれていない点において、相違する。
そこで、本件ECサイトの制御方法、すなわち

オーダ操作が行われた際に、 Web-POSクライ
アント装置からWeb-POSサーバ・システムに

送信される情報に、注文された商品に係る商品
基礎情報を含めずに、 Cookie情報等を含めるこ
とにより、本件発明の目的を達成することがで
き、同-の作用効果を奏するか否かについて検
討する。

ユーザが所望する商品の注文のための表示制

御過程に関する構成において、 Web-POSサー
バ・システムがC○○虹e情報等は取得するものの、

注文された商品に係る商品基礎情報を取得しな
いという本件ECサイトにおける構成を採用した

場合には、本件発明のように、 Web-POSサー
バ・システムは、注文時点における商品ごとの

価格などが含まれた基礎情報をリアルタイムに
管理することができないというべきである。
本件ECサイトの制御方法、すなわち、オーダ

操作が行われた際に、 Web-POSクライアント

装置からWeb-POSサーバ・システムに送信さ
れる情報に、注文された商品に係る商品基礎情
報を含めずに、 C○○kie情報等を含めるという方

法では、本件発明と同一の作用効果を奏するこ
とができず、本件発明の目的を達成することは
できない。

したがって、均等の第2要件の充足は、これ
を認めることができない。

均等の第5要件(特段の事情)について
均等の第5要件は、対象製品等が特許発明の

特許出願手続において特許請求の範囲から意識
的に除外されたものに当たるなどの特段の事情
もないことである。すなわち、特許出願手続に
おいて出願人が特許請求の範囲から意識的に除

外したなど、特許権者の側において一旦特許発
明の技術的範囲に属しないことを承認するか、
又は外形的にそのように解されるような行動を
とったものについて、特許権者が後にこれと反

する主張をすることは、禁反言の法理に照らし
許されないから、このような特段の事情がある
場合には、均等が否定されることとなる。
控訴人は、本件発明は、引用文献1に記載さ

れた発明に基づいて容易に発明をすることがで
きたものであるから特許法29条2項の規定によ
り特許を受けることができないとの拒絶理由通
知に対して、意見書を提出した。

そして、控訴人は、意見書において、引用文
献1に記載された発明における注文情報には商
品識別情報が含まれていないという点との相違
を明らかにするために、本件発明の「注文情報」
は、商品識別情報等を含んだ商品ごとの情報で

ある旨繰り返し説明した。
そうすると、控訴人は、ユーザが所望する商

品の注文のための表示制御過程に関する具体的
な構成において、 Web-POSサーバ・システム
が取得する情報に、商品基礎情報を含めない構
成については、本件発明の技術的範囲に属しな
いことを承認したもの、又は外形的にそのよう

に解されるような行動をとったものと評価する
ことができる。
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そして、本件ECサイトの制御方法において、
管理運営システムにあるサーバが取得する情報
には商品基礎情報は含まれていないから、同制
御方法は、本件発明の特許出願手続において、
特許請求の範囲から意識的に除外されたものと
いうことができる。

したがって、均等の第5要件の充足は、これ
を認めることができない。
まとめ

よって、均等のその余の要件の成否につき検

討するまでもなく、本件ECサイトの制御方法が
本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に
属するということはできない。

第4　考察

特許請求の範囲に記載された構成中に、相手
方が製造等をする製品又は用いる方法(以下「対
象製品等」という。)と異なる部分が存する場
合であっても、 ①同部分が特許発明の本質的部
分ではなく、 ②同部分を対象製品等におけるも
のと置き換えても、特許発明の目的を達するこ
とができ、同一の作用効果を奏するものであっ
て、 (①上記のように置き換えることに、当該発

明の属する技術の分野における通常の知識を有
する者(当業者)が、対象製品等の製造等の時
点において容易に想到することができたもので
あり、 ④対象製品等が、特許発明の特許出願時
における公知技術と同一又は当業者がこれから
当該出願時に容易に推考できたものではなく、
かつ、 ⑤対象製品等が特許発明の特許出願手続
において特許請求の範囲から意識的に除外され
たものに当たるなどの特段の事情もないときは、

同対象製品等は、特許請求の範囲に記載された
構成と均等なものとして、特許発明の技術的範
囲に属するものと解するのが相当である(最高
裁平成6年(オ)第1083号同10年2月24日第三

小法廷判決・民集52巻1号113頁参照)。

本判決は、被控訴人による本件ECサイトの制
御方法は、均等の第2、 5要件を充足しないと
判断した上で、均等のその余の要件の成否につ
き検討するまでもなく、本件ECサイトの制御方
法が本件発明と均等なものとしてその技術的範
囲に属するということはできないとした。
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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先使用権制度の簡略版と

説明会用の資料を公表
臆特許庁■

特許庁は新たに先使用権制度に関する簡略版
の小冊子と説明会用の資料を公表した。
近年、企業が生み出した技術について、他社

に使用することを許すオープン戦略と自社で独
占するクローズ戦略とを適切に組み合わせるな
ど　より複雑かつ高度な知的財産戦略を策定す
ることが重要になっている。それに伴い、他社
によって取得された特許権の権利行使から自社
の事業を守るために「先使用権」制度活用の重
要性も高まっている。

そこで特許庁は、先使用権制度に対する理解
を深め、先使用権の証拠確保を効果的に実践し
てもらうため、制度を利用するに当たり参考と
なる情報を集めた冊子を公表した。
【先使用権とは】
特許権は、新規性・進歩性等の要件を備えた

発明を独占的に実施することができる権利で、

発明完成　　事業準備
(秘匿)　　　の開始

蜜髄!閥

蜜擢星僅

ある発明について最も早く特許出願をした者に
与えられる。

これに対し、先使用権は、他者がした特許出
願の時点で、その特許出願に係る発明の実施で
ある事業やその事業の準備をしていた者に認め
られる権利。先使用権者は、他者の特許権に対
して特許無効審判を請求することなく事業を継
続できることにより、特許権者と先使用権者と
の間の公平が図られている。
例えば、会社Aが自社にとって大切な発明を

ノウハウとして取り扱い、特許出願を行わずに

発明の実施である事業の準備をしていたとこ
ろ、偶然に同じ発明をした会社Bが、その発明
について特許出願をすることがある。このよう
な場合でも、 AがBによる発明のことを知らず
に自ら発明を完成しており、 Bの特許出願の時
点で、その発明を実施する事業の準備をしてお
り、かつ、それらを裁判で証明できれば、 Bが
特許権を取得しても、 Aはその発明を一定の範
囲内で実施し続けることができる。
小冊子は特許庁HPでダウンロードが可能。
http : 〃www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/seido/

S enShiy o u/p df/index/s ens hiyo uk en_kanry aku.

pdf

事業の開始 一十事業継続可能十〇十

特許出願　　　　　　　　　　特許取得
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審　決　紹　介 

裂認諾鵜島翳聾籍謂　別掲
断された事例(不服2016-945号、平成　Ka与る′
28年4月20日審決、審決公報第198号)

1本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第12類「自動

車用ドアトリム,自動車用ボディーサイドトリム,自動車用
サンバイザ,自動車用トランクトリム,自動車用ピラートリム,

自動車用ルーフトリム,自動車用トノカバー,自動車用トノ
ボード　自動車用シート,自動車への出入り及び自動車走行
時の乗員の身体支持のための自動車用アシストダ)ッブ荷
物エリアの自動車用ラゲージトリム,自動車用インスツルメ
ンツパネル,自動車用コンソールボックス,自動車用にプレ

カットされ特定の形状に成形された騒音並びに振動減衰用自
動車インシュレ一夕,自動車用リヤパーセルシェルフ,自動

車のドアフレーム下部用のキックプレート」を指定商品とし
て、平成27年3月19日に登録出願されたものである。
2　原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本

願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、兵庫県南部の地名である「加西」又は、東
京都江戸川区南部の地名である「葛西」を欧文字表記した
ものと看取させる「KaSaI」の文字を曹してなるものである
から、商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示
したものと認識するにすぎない。したがって、商標法第3
条第1項第3号に該当する。

(2)本願商標は、ありふれた氏である「葛西」、 「笠井」又は「河
西」を欧文字表記したものと看取させる「KaS虹」の文字を
菖してなるものであるから、ありふれた氏を普通に用いら
れる方法で表示したものと理解するというのが相当である。
したがって、商標法第3条第1項第4号に該当する。

(3)本願商標は、商標法第3粂第2項の要件を具備しない。
3　当馨の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、 「KaSaI」の欧文

字を元に図案化してなるものであるところ、その構成文字は、
太く丸みを帯びた文字で若干右に傾斜した態様からなるもので
あって、大文字と小文字を同じ縦の長さをもって表し、それら
を等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されている点に特徴
を有するものであるから、普通に用いられる方法を脱する程度
にまで創造された特徴ある書体からなる商標として認識、理解
されるというのが相当である。

そうすると、これをその指走商品にっ
た氏を普通

白州I出口

について使用しても、商
品の産地、販売地やありふれた氏を普通に用いられる方法で
表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての
機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第l項第3号及び同項第
4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、結論のとおり審決する。

本願商標「バレンシアハート」は、商標法第4条第1項第16号
には該当しない、と判断された事例(不服2015-21124号、平
成28年4月1 8日審決、審決公報第198号)

1本願商標
本願商標ば「バレンシアハート」の片仮名を標準文字で表し

てなり、第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,
ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」を指定商品と

して、平成26年11月7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、 『バレンシアハート」の文字を標準文
字で表してなるところ、その構成中にスペイン東部の都市『バレ
ンシア』の文字を有してなるから、これをその指定商品中『スペ

インバレンシアで製造された菓子,スペインバレンシアで製造さ
れたパン」等、スペインバレンシアで製造された商品以外の商品
に使用する時は、その商品の品質について誤認を生じさせるおそ
れがある。したがって、本願商標は、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　当審の判断

本願商標は、 「バレンシアハート」の片仮名を標準文字で表し
てなるところ、その構成申「バレンシア」の文字については、地

名事典に、 「スペインの都市名」及び「べネズェラの都市名。」と
の記載があるとしても、いずれも我が国において広く-枝に知ら
れているとはいい難い。

また、当賽において職権で調査するも、本願の指定商品との関
係において、 「バレンシア」の文字が、商品の産地や販売地を表
示するものとして一般に使用されている事実や認識されていると
認めるに足る華美は発見できなかった。

そうすると、「バレンシア」の文字をその指定商品に使用しても、
これに接する取引者、需要者が、該文字を商品の産地、販売地
を表示したものと認識するものとはいい難い。

してみると、本願商標は、その構成中に「バレンシア」の文字
を有しているとしても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれは
ないものといえる。

したがって、本願商標が、商標法第4粂第1項第16号に該当
するもの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、結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 
(おおよその範囲となります。詳しくは特許庁HPてこ確認下さい。) 

昭和32年　　商標登録第493946号一第495474号 
ク　42年 �4����cs#イ�俘h自�cs3##塗ﾘb�

ケ　52年 �4����c�#C#C�8ﾘh自�c�#CcC度ﾘb�

〃　62年 �4����c��#3S��ﾘh自�c��3���(ﾘb�

平成9年 �4����c#s�ン�(ﾘh自�c#s�鉄��ﾘb�

平成9年 ��c3#C3��8ﾘh自�c3#SS���ﾘb�

平成19年 �4����cS��C��hﾘh自�cS�##�cxﾘb�

各年の1月1日へ1月31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 
ならば、お知らせ下さい。 

(明治、大正時代に設定登録された商標権 
につき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

擬塞繕譲謙譲認諾欝諒
闇に審査請求されなかった特許出願は取り下げたものと
みなされます。
平成25年9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8月中に審査鯖求されるようお勧

何語轄繊鵜轢誌誤認離離蝶認
◎特許料等の減免制度

鷲藷翳撥鰯隷
下の特許庁HPでご確認ください。
http:〃www.j p o.gojp/cg班nk.cgi?url = /tetuzukL/ryoukin/genmenso c血htm

◎特許、商標の出願状況

i i i �<���ｹb�商　標 

28年5月分 �21,982 ���ﾃs�"�

前　年　比 �101% ���BR�

詳しくは特許庁HPでご確認下さい。
http:〃w.jp0.gOjp/shiryou/toukei/syutugan」oukeLSOkuho.htm

●


