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IoT関連技術の審査基準を公表

後発抗がん剤の特許侵害を認めず 
延長特許の保護範囲の判断基準示す

「営業秘密の保護ハンドブック」を策定

〔コラム〕二足の草鞋

01 ▶	 必須特許で独禁法違反を認定　BDメーカーの取引を妨害
02 ▶	 IoT関連技術の審査基準を公表
03 ▶	 研究開発減税、「サービスの開発」も対象
04 ▶	 各国・地域別の特許出願件数、中国が５年連続で１位
05 ▶	 	知財高裁、後発抗がん剤の特許侵害認めず
06 ▶	 	秘密情報の保護ハンドブック、企業の対応事例など紹介
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01必須特許で独禁法違反を認定
BD メーカーの取引を妨害

■公正取引委員会■

　公正取引委員会は、ブルーレイ・
ディスク（BD）の特許権を巡り、
BD の標準規格必須特許を管理する
米国法人「ワン・ブルー・エルエル
シー」が、競争相手の取引を不当に
妨害したとして、同法人の独占禁止
法違反（競争者に対する取引妨害）
を認定したと発表した。違反は既に
なくなっているとして、排除措置命
令は出さなかった。
　公取委によると、BDメーカーなど
は、多くの機器で使用できるよう規
格を設定。BD 標準規格必須特許に
ついて他の者に公正、妥当かつ無差

別な条件（FRAND「fair, reasonable 
and nondiscriminatory」条件）でラ
イセンスすることを認めると表明し
た上で、ワン・ブルー社に管理を委
託している。
　しかし、ワン・ブルー社は、BD
を製造販売する「イメーション」が
公正なライセンス料を支払う意向を
表明しているのにもかかわらず、
2013年6月、イメーション社のBD
を販売する国内の小売業者3社に対
し、「製品はライセンスを受けてお
らず、差止請求権がある」とする通
知書を送付した。特許権者が法的措

置を取ると思わせる内容から小売業
者 1 社は 2015 年 3 月までイメーシ
ョン社のBDの販売を停止した。
　ワン・ブルー社は 2012 年ごろ、
イメーション社と特許使用料につい
て交渉を開始したが、交渉は難航し
ていた。公取委は、イメーション側
が FRAND 条件を前提として交渉に
応じる中、ワン・ブルー社が小売業
者に通知を出したのは、独禁法が禁
じる「競争者に対する取引妨害」に
当たると認定した。

02IoT 関連技術の審査基準を公表
特許審査の事例紹介も

■特許庁■

　“「モノ」がネットワークと接続さ
れることで得られる情報を活用し、

新たな価値・サービスを見いだす技
術”（IoT（Internet of Things）関連

技術）の研究開発及びビジネスへの
適用が急速に進んでいるとして、特
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許庁調整課審査基準室が「IoT関連
技術の審査基準等について」を公表
した。
　「特許になる発明」、「特許請求の
範囲と明細書等」、「特許出願の審査
の流れ」と、特許制度の概要を説明
した上で、「IoT 関連技術における
審査基準」が説明され、「IoT 関連
技術の特許審査の事例」も紹介され
ている。
　IoT関連技術に関しては、特許要
件のうち、特に新規性・進歩性が問
題となってくることが想定される。
今回の審査基準は、IoTに特化した
新規性・進歩性の判断について次の
ように説明されている。
■新規性の判断■

　IoT 関連技術は、通常、複数の装
置や端末がネットワークで接続され
たシステムで実現されるため、当該
システムの一部がサブコンビネーシ
ョンの発明（注）として特許出願され
ることがあるIoT関連技術のサブコ
ンビネーションの発明の新規性の判

断は、他のサブコンビネーションの
発明についての新規性の判断と変わ
らない。
（注） 二以上の装置を組み合わせて
なる全体装置の発明、二以上の工程
を組み合わせてなる製造方法の発明
等（コンビネーション）に対し、組
み合わされる各装置の発明、各工程
の発明等。
■進歩性の判断■

　IoT関連技術の発明の進歩性の判
断は、他の発明についての進歩性の
判断と変わらない。
　IoT 関連技術の発明においては、
引用発明との相違点に関し、「モノ」
がネットワークと接続されることで
得られる情報の活用による有利な効
果が認められる場合がある。
　このような場合は、進歩性の判断
において、当該効果を「進歩性が肯
定される方向に働く要素」の一つと
して考慮する。
■特許審査の事例■
　「IoT関連技術の特許審査の事例」

で紹介されているものには次のよう
なものがある。
　「ネットワークを介して外部サー
バと通信可能な電気炊飯器の動作方
法」、「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
ら構成される無人走行車の配車シス
テム」、「ウェアラブルセンサ、健康
管理サーバ、端末装置から構成され
る健康管理システム」、「三次元移動
が可能なドローン装置によって、見
守り対象を見守るドローン見守りシ
ステム」、「画面インターフェイス及
びGPS機能を有する腕時計型デバイ
スと、当該腕時計型デバイスとネッ
トワークを介して通信可能な情報配
信サーバとから構成されるランニン
グ支援システム」、「複数の車両が備
えるワイパーに装着されたワイパー
動作センサ、及び前記ワイパー動作
センサとネットワークを介して接続
される分析サーバを備える豪雨地点
特定システム」などが紹介されてい
る。

03研究開発減税の対象
「サービスの開発」も

■ 2017 年度税制改正大綱■

　政府・与党は2017年度の税制改
正大綱で、企業の研究開発を支援す
る政策減税の対象に「サービスの開
発」を加えた。
　企業の研究開発にかかった費用を
一定の割合で法人税から差し引ける

「研究開発税制」の減税対象を拡大

する予定。
　現行の租税特別措置法では「製品
の製造または技術の改良、考案もし
くは発明にかかる費用」が研究開発
減税の対象となっているため、これ
まで自動車や電機、製薬などの製造
業の利用が9割近くを占めている。

　政府・与党は今後、IT を活用し
たサービスが経済成長の柱になると
みて、来年度の税制改正では、情報
システム、インターネットなどの

「サービスの開発」も減税対象とす
る方針を固めた。　具体的には、デ
ータ収集や分析などを通じた新たな
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販売方法やサービスを設計したもの
を対象とする方向。経産省ではセン
サーで集めた情報を農業や医療、金
融などに役立てるサービス開発を想
定している。

　減税方法も見直す方針。現行の制
度は研究開発費の 8 〜 10 ％を法人
税から差し引く「総額型」や研究開
発費の増加額を最大で 30 ％差し引
く「増加型」がある。来年度の税制

改正では、研究開発費を大きく増や
す企業は、現行制度より減税率が上
がり、減らす企業は低くする。研究
開発税制全体で改正前後の税収を変
えない税制中立にする予定。

04■各国・地域別の特許出願件数■

中国 1 位、100 万件を突破
日本は 3 位、31 万 8,721 件

　世界知的所有権機関（WIPO）が
昨年12月に公表した2015年の世界
知的所有権統計（World Intellectual 
Property Indicators 2015）によると、
各国・地域別の特許出願受付件数で、
中国が110万1,864件（18.7％増）と5
年連続で首位となった。世界全体の
特許出願件数は前年比7.8％増の約
288万8,800件で過去最多となった。

　年間出願件数で100万件を超えた
国・地域は中国が初めて。中国は
2011年に出願件数が世界トップとな
って以降、2位以下との差を年々広
げている。
　2位は米国：58万9,410件（1.8％
増 ）、3 位 は 日 本：31 万 8,721 件

（2.2％減）、4位は韓国：21万3,694
件（1.6％増）、5位はEPO（欧州）：

16万0,028件（4.8％増）だった。
　技術分野別の出願をみると、コン
ピュータ技術が7.9 ％、電気機械が
7.3％、デジタル通信が4.9％を占め
ている。
　世界全体の商標出願件数は、前年
比15.3％増の598万3,000件、意匠
出願件数は2.3％増の87万2,800件
だった。
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●各国・地域別の特許出願件数●
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（World Intellectual Property Indicators 2015）

○研究開発税制の支援対象に、これまでの製造業による「モノ作り」の研究開発に加え、ビッグデータ等を活用した第４次
　産業革命型の「サービス」の開発を新たに追加。  

（製品の製造、技術の改良・考案・発明）
にかかる試験研究のために要する費用

サービス開発のイメージ 対象となる事例

第４次産業革命型の新たなサービスの
開発にかかる試験研究費を対象に追加

データの収集

データの分析

サービスの設計

サービスの適用

・センサー等を活用して、自動的に種々様々
　なデータを収集
・専門家が、AI等の情報解析技術によって
　データを分析
・データの分析によって得られた一定の法
　則性を利用した新たなサービスを設計
・当該サービスの再現性を確かめる

自然災害予測サービス
ドローンにより山地の地形や土
砂、降雪状況等を収集・分析
　→的確な自然災害予測を提供

ヘルスケアサービス
ウェアラブルデバイスにより個人
の健康状態を細かく収集・分析
　→健康維持サポート情報を配信

農業支援サービス
センサーにより農地の温度や湿
度等を細かく収集・分析
　→効果的な農作業情報を配信

観光サービス
ドローンや人工衛星により自然界や
生態系情報等を細かく収集・分析
　→観光情報（オーロラやクジラ
　　が見られる等）を配信

試験研究費の
定義（現行制度） 改正後
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05後発抗がん剤の特許侵害認めず
延長特許の効力の範囲の基準

■知財高裁が具体例示す■

　スイスの製薬会社「デビオファー
ム社」が、日本の後発医薬品メーカ
ー「東和薬品」に抗がん剤の特許を
侵害されたとして、後発品の製造販
売の差し止めを求めた訴訟の控訴審
判決で、知財高裁大合議部は、特許
侵害を認めず、請求を棄却した 1
審・東京地裁判決を支持し、デビオ
社の控訴を棄却する判決を言い渡し
た。
　医薬品は、製造販売の承認手続き
に時間がかかるため、特許の保護期
間（20 年）を最大で 5 年間延長で
きるが、延長された期間における特
許の効力が及ぶ範囲は承認を受けた

物を、承認を受けた特定の用途につ
いて実施する場合のみに狭められる
ため、訴訟では延長期間中に保護さ
れる範囲が争点となった。
　デビオ社は、大腸がんなどに用い
る点滴薬「オキサリプラチン」を
1995年に国内で特許出願し、提携
先のヤクルトが2005年に製造販売
を開始。その後、東和薬品などが国
の承認を受け、後発薬を製造・販売
したが、デビオ社は延長された期間
中、東和薬品が発売した製品が特許
を侵害しているとして提訴した。
　医薬品の延長後の効力については、
用法や用量など国の承認を受けた範

囲に限られると規定されている。判
決では、①周知の技術で有効成分以
外の成分を付加した、②成分や分量、
用法などにわずかな差異や形式的な
差異しかない―などは、「実質的に
同一なもの」に当たるとし、権利が
及ぶ範囲を具体的に示したうえで、
技術的特徴や作用効果の違いなどか
ら判断すべきだとした。
　判決では、東和薬品の後発医薬品
には先発品にはない安定剤を添加物
として加えていることを重視し、

「実質的に同じものではない」とし
て、特許侵害には当たらないと結論
づけた。

06秘密情報の保護ハンドブック
企業の対応事例など紹介

■経済産業省が公表■
　企業の規模や業種にかかわらず、
社内の重要な秘密情報が第三者へ流
失することは大きな経営リスクだ。

また、新たなアイデアやノウハウが
生まれた際に、特許による権利化を
行うか、「営業秘密」として秘匿化す

るかなどといった知財戦略も経営上、
重要な課題といえる。
　経済産業省は、秘密情報の漏えい

●特許権存続期間の延長制度●
　①すでに知られていた技術で有効成分以外を加えた
　②技術的特徴や効果が同一
　③分量などわずかな差異の範囲での違いにとどまる
　④用法や用量をみれば同一とみられる

「延長された特許の効力が及ぶ」と判断

特許権の存続期間

出願 特許登録

最長５年20年

延長期間
●延長された特許権の効力の及ぶ範囲●
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を未然に防ぎたいと考える企業が、
実際に対策を行う際に参考にしても
らうため、具体的な事例に応じた対
策例を紹介する「秘密情報の保護ハ
ンドブックのてびき；情報管理も企
業力」を策定し、公表した。
　不正競争防止法など法律面だけで
なく、企業内の実務面についても詳
細に記載されているため、営業秘密
マネジメントにかかわる実務対応の
参考になると思われる。
◆秘密情報の漏えい対策◆

　ハンドブックでは、秘密情報の漏
えい対策について、具体例を示して
いる。例えば、
①秘密情報に「近寄りにくくする」

ための対策としてアクセス権の限定
や施錠管理、
②秘密情報の「持ち出しを困難にす
る」ための対策として私物USBメモ
リ等の利用禁止、
③漏えいが「見つかりやすい」環境
づくりのための対策としてレイアウ
トの工夫や防犯カメラの設置、
④「秘密情報と思わなかった」という
事態を招かないための対策として「マ
ル秘」表示やルールの策定・周知
―など様々な対策例が具体的に分
類・紹介されている。
◆営業秘密の3要件◆

　ただし、社内の重要な技術情報・
営業情報が法的な「営業秘密」とし

て認められるためには、相応の秘密
管理体制が必要だ。具体的には、
①秘密として管理されていること（秘
密管理性）
②事業活動に有用な技術上又は営業
上の情報であること（有用性）
③公然と知られていないこと（非公知
性）
以上の3要件をすべてみたす場合の
み、不正競争防止法上の保護対象に
なるので注意が必要だ。
詳しくは経済産業省HP
http://www.meti .go. jp/policy/
e c o n o m y / c h i z a i / c h i t e k i /
pdf/1701tradesec.pdf

●営業秘密の３要件●
【秘密管理性】秘密として管理されていること 

営業秘密保有企業の秘密管理意思が、秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示され、当該秘密管理意思に対する従
業員等の認識可能性が確保される必要があります。 

【有用性】有用な営業上又は技術上の情報であること
当該情報自体が客観的に事業活動に利用されていたり、利用されることによって、経費の節約、経営効率の改善等に役立つものであること。現実に
利用されていなくてもかまいません。  

【非公知性】公然と知られていないこと
保有者の管理下以外では一般に入手できないこと。

・設計図、製法、製造ノウハウ 
・顧客名簿、仕入先リスト 
・販売マニュアル 

・有害物質の垂れ流し、脱税等の反社会的な活動につい
ての情報は、法が保護すべき正当な事業活動ではない
ため、有用性があるとはいえない。 ×

・第三者が偶然同じ情報を開発して保有していた場合
でも、当該第三者も当該情報を秘密として管理してい
れば、非公知といえる。

・刊行物等に記載された情報
・特許として公開 ×

持出し困難化

～効率よく講じるための５つの「対策の目的」～ 

経済産業省「秘密情報保護ハンドブック」より抜粋

接近の制御

秘密情報に近寄りにくく
するための対策

秘密情報の持ち出しを
困難にするための対策

漏えいが見つかりやすい
環境づくりのための対策

秘密情報だと思わなかった！
という事態を招かないための対策

社員のやる気を高め、
秘密情報を持ち出そうという
考えを起こさせないための対策

視認性の確保 秘密情報に対する
認識向上

■ワーク・ライフ・バラン
スの推進 
■コミュニケーションの促
進 

■社内表彰 
■漏えい事例の周知  等 

■マル秘表示 
■ルールの策定・周知 
■秘密保持契約の締結 
■無断持出禁止の張り紙 
■研修の実施　等 

■座席配置・レイアウトの
工夫 

■防犯カメラの設置 
■職場の整理整頓 
■関係者以外立入禁止看板
（窓口明確化） 
■PCログの記録 
■作業の記録（録画等） 等 

■私用USBメモリの利用・
持込み禁止 

■会議資料等の回収 
■電子データの暗号化 
■外部へのアップロード制
限 等 

■アクセス権の設定 
■秘密情報を保存したPCを
不必要にネットに繋がない

■構内ルートの制限 
■施錠管理　
■フォルダ分離 
■ペーパーレス化 
■ファイアーウォールの導入 等 

物理的・技術的な防御 心理的な抑止 働きやすい環境の整備
信頼関係の
維持・向上等

1 2 3 4 5
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二足の草鞋�
� 弁理士  堀　彩統子

　2015年8月に2人目を出産し、2016年の
春から仕事復帰して早1年が経とうとしてい
ます。上の娘は体が丈夫であまり保育園を休
まない子でしたが、下の息子は頻繁に熱を出
す子で、毎月のように、保育園から呼び出し
コールがかかってきております。期限のある
仕事がある時は、保育園からの着信にビクビ
クしながら過ごす毎日です。
　この4月で、娘は幼稚園の年長組へと進級
し、息子は幼稚園と同一敷地内の保育室の1
歳児クラスへと進級しました。娘は生後10
か月からお世話になっており、今年で6年目
を迎えます。息子は生後8か月で入園し、娘
も可愛がってくださった先生方に見守られて
すっかり甘えん坊です。息子を毎日保育園に
迎えに行くときは、4年前の娘のドタバタ子
育ての日々を思い出す毎日です。
　長女を出産して仕事復帰してから私は会社
員と主婦の「二足の草鞋」を履くことになり
ました。最初はかなり気合いをいれて、仕事
と育児を両立できるよう頑張ろうとしました
が、頑張ろうとするほど体調は崩す、家の中
は荒れ放題になる、家に帰っても娘がママ、
ママと泣くので夕飯はちゃんと作れない…。
子供にご飯を食べさせながら自分はダッシュ
で食べ物を口に押し込み、お風呂は髪にリン
スをする余裕がなく毎日シャンプーだけ、ド

ライヤーもしないから朝は寝ぐせだらけで、
服は裏返しで下着をつけるのも忘れて出勤…
と、なんとも悲惨な毎日でしたが、ようやく
娘に手がかからなくなってきたところで2人
目が生まれ、また振り出しに戻っています。
　気が付けば、この仕事を始めて今年で16
年目、母親業はもうすぐ6年目を迎えます。
仕事はまだまだですが、母親業は子供が生ま
れるまでお弁当なんて作ったことなかった私
が何とか毎日娘のために早起きして弁当を作
れるようになり、お裁縫なんて大の苦手だっ
たのが子供達のために夜な夜なレッスンバッ
グや衣装を作れるようになりました。
　仕事と育児の両立にむけて試行錯誤中な毎
日ですが、そんな自分へのご褒美が以前から
の趣味であっ
た旅行です。格
安航空券や素
敵なホテルの
ウェブサイト
を見ながら、子
供達が眠った
後に妄想＆シ
ミュレーショ
ンにふけるの
が今の私の至
福の時間です。

axis
column
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