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01模倣品被害の調査報告書
ネット経由の被害が６割超

■特許庁■

　特許庁は、偽ブランド品や海賊版
など企業の模倣品被害状況をまとめ
た報告書「2015年度模倣被害調査
報告書」を発表した。
　調査報告によると、特許や商標な
どの侵害を受けた日本企業は21.9％
に上った。被害の割合は、商標が
56.4％、特許･実用新案が34.0％、
意匠が30.0％、著作物が17.4％。
　模倣被害を受けた企業のうち、中

国での被害が64.1％、韓国が18.9％
となり、中国・韓国で80％以上を
占めている。
　国内外で電子商取引が盛んになる
中、模倣被害にもインターネットの
悪用が絡むケースが増加している。
模倣被害を受けた企業896社のうち、
インターネットを通じて被害に遭っ
た割合は62.3％と高い水準にある。
通販やネットオークションのサイトで

偽物が取引されたり、ネット上のデ
ザインやソフトウエアを違法コピー
されたりといった被害が多くみられた。
　模倣手口も巧妙化しており、「中
身と包装やロゴシールなどを別々の
場所で製造し、販売時に組み合わせ
る」「ウェブサイトを削除されても、
別のサイトを使ってインターネット
上で模倣品の販売を繰り返す」など
の事例も報告された。

熊本地震　お見舞い申し上げます
　この度の熊本県を中心とする地震により被災されました皆さまに、心よりお見舞い
申し上げます。
　また、被災地等におきまして、救援や復興支援などの活動にご尽力されている方々
に深く敬意を表しますとともに、皆さまの安全と被災地の一日も早い復興を心よりお
祈り申し上げます。

アクシス国際特許業務法人
所員一同

知的財産権の権利別被害社数の割合（複数回答）

商標 56.4%

30.0%

34.0%

17.4%

4.8%

6.7%

10%0% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

意匠

特許・
実用新案 インター

ネット上での
被害あり

62.3%

37.7%

インター
ネット上での
被害なし

著作物

営業秘密・
ノウハウ

その他

インターネットによる
模倣被害の状況
（単数回答）
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　調査は昨年９～11月、特許や商
標などの出願件数が多い上位約
8,000社を対象に行い、4,090社か
ら有効回答を得た。

　今回の調査結果や企業による模倣
品対策の取組事例は、特許庁ホーム
ページ上で公開している。
http://www. jpo.go. jp/torikumi/

mohouhin/mohouhin2/jittai/jittai.
htm
（出典：特許庁「2015年度模倣被
害調査報告書」）

02フランク・ミュラーの腕時計
「フランク三浦」の商標登録は有効

■知財高裁■

　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、特許庁の審決を取り消
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。

インターネット上での模倣被害の内容（複数回答）

海外インターネット通販サイトによる模倣品の販売取引

国内インターネット通販サイトによる模倣品の販売取引

インターネット上のコンテンツやデザイン等の著作物の違法コピー

国内オークションサイトを使った模倣品の販売取引

その他

海外オークションサイトを使った模倣品の販売取引

インターネットを活用して提供している機能やサービスの模倣

無回答

48.2%

32.3%

25.1%

15.8%

12.2%

7.3%

3.8%

10.0%

10%0% 20% 30% 40% 50% 60%
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0311関連法案を提出
TPP関連の特許法の改正案

■政府■

　政府は、TPP（環太平洋パートナ
ーシップ協定）の承認案と特許法など
11の関連法改正案を国会に提出した。
　特許法の主な改正事項は次の通り。
①�発明の新規性喪失の例外期間の

延長

　特許法では特許出願前に既に公表
されている発明は、新規性がないも
のとして権利が認められないのが原

則だが、公表から６ヶ月以内に出願
したものについては、一定の条件の
もとで例外として救済する措置を規
定している。
　TPP協定の要請を受け、今回の改

正案では、この例外期間を現行の６
ヶ月から１年に延長する。学会など
で研究成果を発表する機会を確保し
つつ、特許出願をしやすくするため
の措置。

②特許権の存続期間の延長

　特許権の存続期間は、原則、特許
出願の日から20年で満了するため、
医薬品等の一部の例外を除いて、こ
の期間が延長されることはない。
　改正案では、特許出願の日から５
年を経過した日又は出願審査請求が
あった日から３年を経過した日のい
ずれか遅い日以後に特許権の設定登
録がなされた場合には、特許権の存
続期間の延長ができる制度を設ける。

　なお、施行日が「ＴＰＰが日本国
において効力を生ずる日」とされて
いるため、法案が国会で可決、成立

し、日本がＴＰＰを批准しても、米
国がＴＰＰを批准するまでは、施行
されないことになる。

04標準必須特許の扱いなど
独禁法の運用指針を改定

■公正取引委員会■

　公正取引委員会は、標準規格を満
たす製品に欠かせない特許の利用に

関する独占禁止法の運用指針（知的
財産ガイドライン）の改正案をまと

めた。FRAND条件でライセンスを
受ける意思のある者に対する差止請

いずれか
遅い日

出願
▼

審査請求
▼

５年

※延長される期間【Ｂ】は、期間【Ａ】から、出願人の責めに帰する期間、
　審判・裁判に関する期間等を除外して算出。

３年

特許権の設定の登録
▼

A B

出願から20年
▼

１年（現行６ヶ月）
学会等での公表により、
新規性が否定されない

▼
公表内容を出願

▼
学会等での公表

▼
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求訴訟などは独占禁止法が禁じる不
公正取引に該当する場合があると明
記した。
　標準規格とは、メーカーが違う製
品間でもサービスなどが利用できる
よう定めた技術的なルールで、IT
分野など技術革新が著しい分野では、
標準規格が策定されている。
　改正案では、企業が標準規格に採
用された特許を盾にライバル企業の
生産を妨害することは独禁法違反に
なる場合があると規定した。
　「標準必須特許」は、標準化団体
（特許の標準化を進める業界団体）
に「公正、妥当かつ無差別的に利用
を許可すると宣言」（FRAND宣言）
する見返りに標準規格に認定される
もので、標準必須特許を持つ企業は、
ライバル企業に対して、標準必須特
許の利用を公正、妥当かつ無差別的

なライセンス料で許諾することを約
束しなければならないとされている。
　しかし、同業他社が自社の標準必
須特許を利用することを認めておき
ながらも、特定のライバル企業には
ライセンス料を高く請求したり、困
難な条件を課すなどして、事実上妨
害する行為が行われることもあった。
標準必須特許をめぐるアップル対サ
ムスンの訴訟で知財高裁は、サムス
ンがアップルからの申し出を拒否し
た行為が特許権の濫用に当たると判
断している。
　そのため、改正案では、標準必須
特許を利用したいというライバル企
業の申し出を拒否する行為や生産の
差止めを求める行為は独占禁止法の
不公正取引に当たる場合があると規
定した。

05アップル対日本企業
「米で裁判」の合意は無効

■東京地裁■

　米「アップル」に対し、電源アダ
プタのピンを納入していた「島野製
作所」（東京都）が約100億円の損
害賠償を求めていた訴訟で、東京地
裁は、国際的な裁判管轄について中
間判決を言い渡した。「『紛争は米国
の裁判所で解決する』という両社の
合意は無効」と判断し、審理を東京
地裁で続けることを決めた。国際的
な裁判管轄をめぐる企業間合意を無
効と判断するのは異例。

　裁判では損害賠償請求の審理に先
立ち、「どの国の裁判所で審理する
か」という「国際裁判管轄」が争わ
れた。両社は契約時に「紛争は（ア
ップル本社がある）米カリフォルニ
ア州の裁判所で解決する」と合意し
ていたが、東京地裁は「両社の合意
は『契約内容との関係の有無などに
かかわらず、あらゆる紛争はカリフ
ォルニア州の裁判所が管轄する』と
しか定められていない」とし、合意

は広範すぎるため無効と判断した。
　島野製作所によると、同社はアッ
プルから増産を求められて設備投資
を行った直後に取引を減らされ、納
入価格を半額以下にするよう要求さ
れた。さらに納入済みの在庫部品に
も値下げ分を適用され、約159万
ドル（約１億６千万円＝当時）のリ
ベートを支払うよう要求されたとし
ている。

●FRAND特許の仕組み●

標準化団体
標準規格に採用

公正、妥当かつ無差別的な条件で
特許権利用を認める

FRAND宣言

「妥当なライセンス料」で
特許利用を許可

Ａ社

標準規格に沿った製品を販売

Ｂ社

Ａ社の
技術
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06拒絶理由通知の
応答期間を延長

■特許庁■

　特許庁は、平成27年特許法等改
正の施行に伴い、４月１日より特許
出願・商標登録出願における拒絶理
由通知の応答期間の延長に関する運
用を変更した。

①特許出願

　これまでは、拒絶理由通知の応答
期間内（60日）に対応できない合
理的な理由がある場合（比較実験に
時間を要する等）に、応答期間の延
長（１ケ月）が認められてきたが、
４月１日以後は、合理的理由を記載
することなく、１回の請求により２

ケ月の応答期間の延長が認められる。
　また、拒絶理由通知の応答期間
（60日）経過後であっても、２ケ月
以内であれば合理的理由を記載する
ことなく、１回の請求により、２ケ
月の期間の延長が認められる。
　ただし、この期間延長請求を行う
際には、期間内の延長請求よりも高
額な手数料（51,000円）が必要と
なる。

②商標出願

　これまでは、出願人が国内居住者
である場合、応答期間（40日）の

延長が認められていなかったが、４
月１日以後は、合理的理由を記載す
ることなく、１回の請求で、１ケ月
の応答期間の延長が認められる。
　また、拒絶理由通知の応答期間
（40日）経過後であっても、２ケ月
以内であれば、合理的理由を記載す
ることなく、１回の請求により、２
ケ月の期間の延長が認められる。
　ただし、この期間延長請求を行う
際には、期間内の延長請求よりも高
額な手数料（4,200円）が必要とな
る。

〜ブログ開設のお知らせ〜

〈特許出願及び商標登録出願における拒絶理由通知の応答期間延長〉

国内居住者による「特許出願」の場合

指定期間 応答期間内に行う期間延長請求 応答期間経過後に行う期間延長請求

60日 ＋２ヶ月（１件につき2,100円） ＋２ヶ月（１件につき51,000円）

国内居住者による「商標登録出願」の場合

指定期間 応答期間内に行う期間延長請求 応答期間経過後に行う期間延長請求

40日 ＋１ヶ月（１件につき2,100円） ＋２ヶ月（１件につき4,200円）

弊社ＨＰにおいて、知財法務コンサルタント 堤 卓一郎のブログ「知財の教訓」を開設しております

（http ://axispat.jp/blog/）。

企業で知財業務35年の経験者が伝えたい知財戦略のヒントを随時発信中！

今後も皆さまの知財戦略に少しでもお役に立てる情報を提供していきますので是非ご覧下さい！！
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四十而不惑�
� 弁理士  波多野�寛海

　今年の五月で四十歳の誕生日を迎えました。
人生八十年とするならば丁度折り返し地点とい
ったところです。昨年の夏に結婚し、また、ア
クシスに入所して７年たち、公私ともに大きな
転換点を迎えつつある気がいたします。
　アクシスに入所する前は、システム会社でSE
として勤務し、更にその前は、生物系の大学院
生として研究室に入り浸って実験に明け暮れる
日々を過ごしていました。大学院を修了して、
専攻とは無関係のシステム会社に就職する際に
は、これまでの専門知識を捨てることに随分悩
み、また、システム会社からアクシスへ転職す
る際には、SEとしてのキャリアを捨てることに
随分悩みました。
　しかし、いざアクシス入ってみると、バイオ
系の案件やソフトウェア系の案件を手掛けるこ
ともありますし、また日々の業務効率化のため
細々とではありますが簡単なプログラムを組ん
だりしております。
　アップルの創始者ジョブズがスタンフォード
大学卒業式で行ったスピーチはかなり有名です
が、その中で使われたフレーズで”Connecting 
the dots”というのがあります。ジョブズは、
大学時代にcalligraphyを学び、それが後の洗練
されたマッキントッシュのフォントデザインに
つながったというわけです。まさに点と点が繋
がった瞬間です。ジョブズには遠く及びません
が、何がどこでどのような形で役立つか分から
ないということを、身を以て実感した次第です。

　これが理由というわけでは
ありませんが、定年後も続け
られる趣味を何か１つ持とう
と思い、５年前からヴァイオ
リンを習い始めました。なぜ
にヴァイオリン？と思われる
かもしれませんが、ピアノや
ギターだと弾き語りさせられそうなので、音痴
の自分にはダメ。サックスなどの管楽器も歯の
矯正中なのでダメ。こんな感じで消去法でヴァ
イオリンにたどり着いた次第です。
　いざ始めてみるとなかなか難しく音程をとる
ことすら苦労していますが、その分、１曲弾け
るようになった時の喜びも大きいのがこの楽器
の魅力です。そんなわけで、挫折せずに何とか
続いておりますが、テレビで放映されているよ
うな優雅な音色とはまだまだ程遠い状態です。
来月の初めての発表会に向けて練習中ですがこ
のままだと生き恥を晒すことになりそうです。
今のところ、ヴァイオリンを習ってよかったこ
とと言えば、音感が良くなって音痴が治ったこ

とくらいでしょう
か？初心者に優しく
ない楽器なので、も
し、今後楽器にチャ
レンジされる人がい
ましたら、いちおう
他の楽器をおすすめ
しておきます。

axis
column
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