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01第三者が名称先取り出願
「悪意ある商標出願」で注意喚起

■特許庁■

　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瑕疵の

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。

02「冒認商標」の無効・
取消係争の費用を助成

■特許庁■

　特許庁は本年度より中小企業向け
に中国で現地企業から自社のブラン
ドの商標や、地域団体商標を冒認出
願された中小企業等に対し、異議申
立や無効・取消審判請求など、「冒
認商標」を取り消すためにかかる費
用を助成する「冒認商標無効・取消
係争支援」を新設した。
　近年、中小企業の海外進出に伴い、
海外で現地企業から自社ブランドの
商標や地域団体商標を「冒認出願」

されるトラブルが増えている。冒認
商標とは、中国など海外でブランド
名を「悪意の第三者」が先取り出願
した商標のことで、冒認商標により、
日本企業が自らのブランドを商標と
して使用できないなど、海外でビジ
ネスを展開するうえで障害となる
ケースがある。
　インターネットの普及により、誰
でも外国ブランドの情報を簡単に入
手できるようになったことで、将来、

中国に進出しそうな日本企業のブラ
ンドを商標出願・登録しておき、先
に登録してあることを理由に、商標
を高値で買い取らせようとする事例
もある。
　冒認商標を取り消すためには、多
大な時間とコストがかかるため、特
許庁は今回、新たに冒認商標を取り
消すためにかかる費用の一部を助成
することにした。
　支援の内容は、冒認商標の取り消
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しにかかる異議申立、無効審判請求、
取消審判（例：中国における三年不
使用取消）請求、訴訟等に要する費
用、およびこれらに要する弁護士、
弁理士等の代理人費用（和解金・損

害賠償金は含まず）について500万
円を上限に、3 分の2を補助する。
　この支援事業は、日本貿易振興機
構（ジェトロ）を通じて行われる。 

詳しくはジェトロHP参照。
https : //www.jetro.go.jp/services/
ip_service_overseas_trademark.
html

03知的財産推進計画 2016
人工知能（AI）の創作物を保護へ

■政府・知財本部■

　政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（AI）の活用を成
長戦略の新たな目玉とする方針で、
AI 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。
　AI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。AI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、AI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。

⃝AI創作物を巡る現行知財制度の適用⃝
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04日米協働調査
公開前の出願申請も可能に

■日米特許庁■

　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。

05J-PlatPat で開始
各国のドシエ情報を一括で参照

■特許庁■

　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
初めて一括把握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、特許審査に関連する情報
（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。

申請不可

申請不可

従来の要件 申請可

申請可
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　 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WIPO-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。
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。

06
〔解説〕均等侵害の第 2、第 5 要件

損害賠償請求控訴事件　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

第１　事案の概要

　発明の名称を「Web－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。
第２　判決

　本件控訴を棄却する。控訴費用は
控訴人の負担とする。
第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、Cookie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、同一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Cookie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
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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、Cookie
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。
　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、③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



アクシス国際特許業務法人発行ニュースレター［vo l . 0 8］

休日の楽しみ�
� 弁理士  小板橋�浩之

　休日の楽しみは自転車での散歩です（ポタリン
グと呼ぶそうですね）。私の住む東京都北区は、
都内と言うには落ち着いていて、区役所と区議会
の所在地である王子にも、高層ビルはなく、たぶ
ん最も高いのは、「北とぴあ」というタワーでし
ょうか。主に北区関連の施設が入っていて、最上
階の17階には展望台は、無料（！）です。付近
に高い建物がないせいか、展望台からは、天気の
良い日を選べば、東京都の北側方面が、17階な
りにそこそこ遠くまで一望できます。北区は荒
川に面しているので、荒川のサイクリングコー
ス沿いに、少し遠くまで行くこともできます。
　ポタリングをしていて、思いもかけない場所
に、古い造りの昭和らしいお店や、和菓子屋さ
んがあったりすると、小躍りして、入ってみま
す。不思議なことに、同じ店名の和菓子屋さん

があちこちにあったりするのですが、チェーン
店というわけではないようです。よく見ると、
お店のちょっと奥まったところに、古くてつや
つやした木彫りの看板に、「登録商標・・・」と
お店の名前が書いてあったりします。商標の重
要さが理解されているようで、安心します。お
店の人に話を聞いてみると、古くからつながり
のあるお店同士で集まって、一緒に商標登録を
していたりするのだとか。具体的な商標管理の
話をさらに聞いてみたいところなのですが、い
きなりそんな話を深掘りするのは無粋というも
のですから、ちょっと買い物をして、またポタ
リングを続けます。そうすると・・また、商標
登録している雰囲気のある店名のお店が・・。
商標登録の話をお店の人に聞いてみるかどうか
迷いながら、休日のポタリングは続きます。

axis
column

高いところに昇ってみました（北とぴあ　展望台）

17階なりにそこそこ一望できます（北とぴあ　展望台から）
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