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新年のご挨拶
　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　特許制度は、産業財産権あるいは工業所有権（Industrial Property）と表現され

るように、産業や工業の発達と密接に関係しています。21 世紀に入って、この「イ

ンダストリー」の世界に大きな変革がもたらされようとしています。

　ドイツでは、2011 年から「Industry 4.0（第 4 次産業革命）」をスローガンに、産

官学一体となった製造業改革プロジェクトが進められています。

　我が国でも、経済産業省が昨年、「新産業構造ビジョン　中間整理　〜第 4 次産業

革命をリードする日本の戦略〜」を取りまとめて公表しました。IoT（Internet of 

Things、モノのインターネット）、ビッグデータ、人工知能（AI）、ロボットなどに

より、産業構造が劇的に変わる可能性が指摘されています。

　第 4 次産業革命の動きは社会で着実に進んでいます。昨年、デジタル家電や IT（情

報技術）分野で国内最大級の展示会である家電・IT 見本市「CEATEC（シーテック）

ジャパン」には、IoT に力を入れる企業などの出展が増え、出展企業・団体数が一昨

年の 20 ％増となる盛況ぶりでした。出展された多くの先端技術は、企業の利益・事

業拡大だけでなく、生活の向上、そして、社会の発展に結びつくものと期待されます。

　産業の発達、社会の発展と密接に関係する知的財産制度は、第 4 次産業革命と呼ば

れる劇的な変化の中で、どのようにあるべきか、どう変わっていくべきか、各方面で

検討が開始されています。対応が必要な課題は多く残っていますが、国が進める新産

業ビジョンの下、創意工夫とチャレンジ精神、そして、現状を突破する革新的な技術

開発によって、本年を日本経済再生に立ち向かう 1 年としたいものです。

　弊所におきましても、益々高まる知的財産の重要性に対し、皆様にご満足いただけ

る知財サービスを提供できるよう、所員一同更なる努力を重ねて参りますので、昨年

に増してご愛顧くださいますよう、心よりお願い申し上げ

ます。

アクシス国際特許業務法人

所 員 一 同
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012015 年 4 月に制度開始
特許異議申立、1,000 件超える

■特許庁■

　特許庁は、特許異議の申立件数が
2015 年 4 月の制度開始以来、累計
で1,000件を越えたとして、国際特
許分類（IPC）別の内訳件数ととも
に公表した。
　特許異議の申立制度の開始当初よ
り、Cセクション（化学；冶金）の
件数が最も多く、Aセクション（生
活必需品）、B セクション（処理操
作；運輸）がそれに続く形となって
いる。
　また、ファーストアクション（審
判官による審理結果の最初の通知）
の割合も公表された。
　 維 持 決 定（ 即 維 持 ） の 割 合 は
28.8 ％、 取 消 理 由 通 知 の 割 合 が
71.2 ％。現時点では最終処分に至
った事件数が少ないということで、
最終処分（決定）の割合は公表され
ていないが、28.8 ％が異議申立を
認めず、ただちに特許を維持すると
いう決定だった。

02電源アダプター用のピン
アップルの特許権侵害認めず

■知財高裁■

　米アップル社にパソコンの部品
を供給してきた日本の電子部品メ
ーカー「島野製作所」が、自社の
特許を侵害されたとして、アップ
ル側に損害賠償とノートパソコン
などの販売差し止めを求めた訴訟
の控訴審で、知財高裁は、請求を

棄却した一審の東京地裁判決を支
持し、島野製作所の控訴を棄却す
る判決を下した。
　島野製作所は、ノートパソコン
用の電源アダプターに使われる「プ
ランジャーピン」を開発し、アッ
プル社に供給していたが、訴訟で

は、 ノ ー ト パ ソ コ ン「MacBook
（マックブック）」の一部モデルの
電源アダプターに使われているピ
ンが、島野製作所が保有するピン
の特許を侵害するかが主な争点だ
った。
　判決では、「アップル製品と島野

⃝IPC別の内訳件数⃝
セクション 項　目 件数

Ａセクション （生活必需品） 202

Ｂセクション （処理操作；運輸） 171

Ｃセクション （化学；冶金） 295

Ｄセクション （繊維；紙） 32

Ｅセクション （固定構造物） 22

Ｆセクション （機械工学；照明；加熱；武器；爆破） 44

Ｇセクション （物理学） 102

Ｈセクション （電気） 133

⃝ファーストアクションの割合⃝
（平成28年6月30日までの審理実績に基づくもの）

維持決定（即維持） 28.8％

取消理由通知 71.2％
※最終処分（決定）の割合は示されていない
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の発明とは、押付け部材とプラン
ジャーピンの接触に関して技術的
意義を異にしている」などとして、

特許侵害は成立しないと判断し、
島野製作所の控訴を棄却した。
　島野製作所は、2014 年 8 月、ア

ップルに対し、独占禁止法違反と
特許権侵害の2つの訴訟を東京地裁
に提起していた。

03中小企業の知財支援
「地域知財活性化行動計画」を策定

■特許庁■

　特許庁は中小企業の知財戦略を
支援する「地域知財活性化行動計
画」を策定した。
　行動計画の基本方針として、全
国レベルでは特許庁と工業所有権
情報研修館（INPIT）を中心に、知
財に係る基礎的な支援を着実に実
施する。地域レベルでは、中小企

業庁と連携し、47 都道府県に設置
されている「知財総合支援窓口」
と「よろず支援拠点」（中小企業基
盤整備機構）が中心となって各地
域の実情に応じた支援を展開する
ほか、商工会議所、地域金融機関、
JETRO等との密接な連携を図る。
　また、2019 年度に達成を目指す

KPI（重要業績評価指標）を設定。
知財に着目した融資などを行う金
融機関数を 50 機関（2015 年度実
績 6 機関）、新規に特許などを出願
す る 中 小 企 業 数 を 2,500 社（ 同
1,600 社）、特許出願件数における
中小企業の割合を 15 ％（同 14 ％）
―などを掲げた。

04IoT 関連技術の事例を追加
「審査ハンドブック」を改訂

■特許庁、12 事例を紹介■

　特許庁は、IoT 関連技術に関する
事例を追加した「特許・実用新案審
査ハンドブック」の改訂版を公表した。
　IoT関連技術の研究開発や実用化
が進んでいることから、IoT関連技術

に係る特許出願について、審査基準
を適用したときの考え方を示す例とし
て、様々な技術分野で12事例を紹介
している。発明の該当性の判断で3
事例、新規性の判断で4 事例、進歩

性の判断で5事例、計12例が追加さ
れている。
　追加された事例は、IoT 関連技術
に係る発明について、どのような特
許出願を行えばよいか、また審査に

⃝主な重要業績評価指標（KPⅠ）⃝

平成27年度 平成31年度

全国の知財総合支援窓口とよろず支援拠点との連携件数 700件 1,500件

知財に着目した融資等を行う金融機関数 6機関 50機関

特許出願件数における中小企業の割合 14％ 15％

新規に特許等の出願を行う中小企業数 1,600社 2,500社（特許出願の場合）
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おける拒絶理由通知に対してどのよう
に対応すればよいかなどを判断する
指針となる。
●事例　〜発明該当性〜●

【請求項1】
　配車サーバと配車希望者が有する
携帯端末と、無人走行車とから構成
されるシステムであって、前記携帯端
末が、ユーザ ID及び配車位置を前記
配車サーバに送信する送信部を備え、
　前記配車サーバが、ユーザ ID に対
応付けてユーザの顔画像を記憶する
記憶部と、前記携帯端末から受信し
たユーザ IDに対応付けて記憶された
顔画像を前記記憶部から取得する取
得部と、無人走行車の位置情報及び
利用状態に基づいて、配車可能な無
人走 行車を特定する特定部と、前記
特定された無人走行車に対して前記
配車位置及び顔画像を送信する送信
部と、を備え、
　前記無人走行車が、前記配車位置

まで自動走行する自動走行部と、前
記配車位置にて、周囲の人物に対して
顔認識処理を行う顔認証部と、受信
した前記顔画像に一致する顔の人物
を配車希望者と判定し、無人走行車
の利用を許可する判定部と、を備える
ことを特徴とする、 
無人走行車の配車システム

【結論】
　請求項1に係る発明は、
自然法則を利用した技術
的思想の創作であり、「発
明」に該当する。 

【説明】
　請求項1の記載から、無
人走行車の配車という使用
目的に応じた特有の演算又
は加工が、配車サーバ、ユ
ーザ端末、無人走行車か
ら構成されるシステムとい
う、ソフトウエアとハードウ
エア資源とが協働した具体

的手段によって実現されていると判断
できる。そのため、請求項1に係る発
明は、ソフトウエアとハードウエア資
源とが協働することによって使用目的
に応じた特有の情報処理システムを
構築するものである。

05化粧品特許訴訟
富士フィルムの進歩性を否定

■東京地裁■

　富士フィルムがスキンケア化粧品
に関する特許を侵害されたとして化
粧品大手のディーエイチシー（DHC）
に対してDHCが販売している2つの
製品の製造・販売の差止などを求め
ていた訴訟で、東京地方裁判所は、
富士フィルム敗訴の判決を下した

（平成 27 年（ワ）第 23129 号、平
成28年8月30日判決言渡）。
　判決の理由は、富士フィルム特許
は、富士フィルム特許の出願前であ
る平成19年（2007年）6月14日に
インターネット上に公開された「平
成19年（2007年）1月15日に発売
された『エフ スクエア アイ インフ
ィルトレート セラム リンクル エッ

センス』に関する有限会社 久光工房
のウェブページ」に掲載された発明
に基づいて容易に発明することがで
きたものであるから、特許無効審判
により無効にされるべきものと認め
られ、特許権者である富士フィルム
は特許権を行使することができない

（特許法第104条の3）というもの。
　富士フィルムは、肌のシミやシワ
に効果があるとされる「アスタキサ
ンチン」という成分を含有している

「分散組成物及びスキンケア用化粧
料並びに分散組成物の製造方法」に
ついて平成19年（2007年）6月27
日に特許出願し、平成24年（2012
年）7月27日に特許取得した（特許

第5046756号）。そして、機能性化
粧品「アスタリフトシリーズ」とし
て商品販売している。
　その後、DHCも「アスタキサンチ
ン」を成分に含む「アスタキサンチ
ン ジェル」、「アスタキサンチン ロ
ーション」の販売を開始した。
　富士フィルムが、「DHCの商品は
特許第 5046756 号を侵害するもの
である」としてそれらの製造・販売
の差止などを求めたもの。
　DHCは、東京地裁において前記ウ
ェブページ掲載の発明に基づいて特
許法第104条の3の無効の抗弁を行
うと共に、特許庁において、前記ウ
ェブページ掲載の発明に基づいて富

①配車依頼
（ユーザーID&配車位置）

②ユーザIDに対応付けて
　記憶された顔画像を取得

③ユーザー顔画像&
　配車位置

⑤顔認証

ユーザ端末
（配車希望者）

特定の敷地内

無人走行車

④配車位置まで
自動走行

顔認証部

自動走行部

記憶部配車サーバ

ユーザID：顔画像
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士フィルムの特許第 5046756 号に
対する特許無効審判を請求した（無
効2015－800026号）。これについ
て、特許庁では、特許を無効にする
ことはできないとする審決が下され
た（平成28年3月8日）。
　DHCは、平成28年4月15日付で、
審決の取消を求めて知的財産高等裁

判所に出訴している（平成28年（行
ケ）第10092号）。
　同一の事実（富士フィルム特許の
出願前にインターネット上に公開さ
れた発明）に基づく進歩性欠如の無
効主張に対して、特許庁の判断と、
東京地裁の判断とが異なることにな
った。

　富士フィルムは今回の東京地裁の
判決に対して知財高裁へ控訴する方
針であるとされている。
　同一の事実に基づく進歩性欠如の
無効主張に対する特許庁と東京地裁
との異なった判断について知財高裁
で審理、判断されることになる。

06タイムスタンプ保管サービス
企業秘密の発生時期を証明

■ INPIT、今年 3 月より開始■

　工業所有権情報・研修館（INPIT）
は、企業秘密の発生時期を他者に証
明するための仕組みである「タイム
スタンプ」保管サービスを2017年
3月から開始する。
　タイムスタンプとは、ある電子デ
ータが「ある時刻に存在していたこ
と」「その時刻以降に内容が変更さ
れていないこと」を証明する仕組み。
◆先使用権との関係◆
　タイムスタンプは、様々な分野で
の活用が期待されているが、知財分
野については、特に「先使用権」と
の関係で活用が期待されている。
　例えば、企業においては特許公開
に伴う情報流出のリスクを避けるた
め、全て特許取得とせず、コア技術
やノウハウを「秘匿化」しておくこ
とがある。その場合、仮に他人が同
じ発明について特許権を得た場合で
も、先使用権が認められれば無償で
発明の実施を継続することができる。
　ただし、先使用権が認められるた
めには、他人の特許出願より前から
同じ発明を実施又は準備していたこ
とを証明しなくてはならない。その
ことを証明するために、実験記録、
研究ノート、開発日誌、報告書、企
画書、設計図、事業計画書、見積
書、カタログ、取扱説明書などを証

拠として提出する必要があるが、そ
れらの証拠が存在した時刻を証明す
る手段の一つとしてタイムスタンプ
の活用が注目されている。
■想定される活用例■
①特許、意匠、商標等の侵害訴訟に
おいて、被疑侵害者が先使用権を主
張する際に、発明や意匠の実施であ
る事業又はその準備をしていたこと
を立証したり、商標の先使用を立証
したりするケース
②他者の特許権や意匠権の有効性を

争う審判や訴訟等において、特許や
意匠登録の無効理由となる技術情報
等が、出願された時点において公知
であった事実を立証するケース
③商標登録の取消しの審判におい
て、商標権者等が登録商標の使用を
立証するケース
④営業秘密漏えい事件の訴訟におい
て、漏えいした技術を営業秘密保有
者自らがその時点以前に保有してい
たことを立証するケース―などがあ
げられる。

過去の
電子文書

①電子文書の
　ハッシュ値
　を計算

⑥電子文書の
　ハッシュ値
　を再計算

②タイムスタンプ
　局にタイムスタ
　ンプ発行要求を
　送信

⑤タイムスタンプ
　を返信

③ハッシュ値
　と時刻情報
　を結合

④タイムスタンプ局の
　極秘鍵で書名

立証時の
電子文書

ハッシュ値 国際標準
時に追跡
性がある
時刻源　

時刻情報

ハッシュ値

タイムスタンプ

ハッシュ値

ハッシュ値

✚

タイムスタンプ局利 用 者

時刻情報

⑦ハッシュ値を比較し、公開鍵でタイムスタンプを
　複合（書名検証）
　ハッシュ値が一致　→タイムスタンプ時刻に
　　　　　　　　　　　そのデータが存在
　ハッシュ値が不一致→改ざんあり

➡

➡
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子連れ旅行	
	 	 　弁理士  大串　賢

　新年あけましておめでとうございます。新春
一発目のコラムを担当させていただくことにな
りました大串です。本年もどうぞよろしくお願
いします。
　さて昨年11月から12月にかけて親族の結婚
式が続き、妻とゼロ歳の娘を連れて日本各地
で開かれた式に出席して参りました。
　11月中旬には沖縄で妻の弟夫婦の結婚式が
あり、9 か月の娘にとっては初めての遠出＆飛
行機の旅になります。乳幼児を連れての機内
生活はさぞかし大変だろうと覚悟していました
が、繊細かつ敏感で更に活発な娘にしては意
外なことに、フライト中ほとんど爆睡、起きて
も静かという、親の空気を読んだ良い子ぶりを
いかんなく発揮し、好調な出だしです。
　沖縄といえばレンタカーですよね。島中、観
光客のレンタカーで溢れています。今回私達が
利用したのはTimes Car Rental。タイムズを
運営するパーク24は、もともとは駐車場の保
守・運営の会社でしたが、ロック付き無人貸駐
車場の運用を開始した後、全国に多数の駐車
場を持つ強みを活かしてカーシェアリング事業
に参入して後発ながらも急速に発展し、駐車
場事業及びカーシェアリング事業でシェア 1
位まで昇りつめた企業です。日本でのカーシェ
アリングの普及に大きく貢献しているといって
も過言ではありません。昔興味があって調べた
ことがあるのですが、稼働情報の集中管理や
新規駐車場の設置・拡大の手法、地域に応じ

た特色付けなど独自のサービスを提供している
ようです。私はタイムズのレンタカーを利用し
たのは初めてでしたが、車両は最新で手続や
送迎の際は何のストレスもなく大満足でした。

（注．タイムズの宣伝のようになりましたが筆者
はタイムズと無関係です。）
　話を戻します。沖縄は気温28℃、真夏のよ
うです。結構式当日は朝方に少し雨が降りまし
たが、すぐに快晴猛暑となりました。式場は背
後に全面にわたって海が見えるガラス張りの教
会です。式の最中、娘はどうだったかと言いま
すと、普段は一瞬たりともじっとしていない娘
が始終、弟夫婦の宣言を静かに見守り、また
神父様の声にじっと耳を傾けていました。はや
くも大人になったか？と驚いていたところ、初
めての海に足をつけたときはギャン泣きし、や
はり子供だとなぜか安心しました。何はともあ
れ沖縄旅行は娘の神
対応により無事終了
です。
　12月には京都と
山梨での 2 回の結
婚式への出席を予定
しています（本コラ
ムは11月下旬に執
筆）。沖縄とは真逆
で、親子ともに完全
防寒の旅となりそう
です。
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