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01商標登録出願の早期審査・
早期審理の対象案件を拡大

■特許庁■

　特許庁は「商標早期審査・早期審
理ガイドライン」を改訂し、早期審
査及び早期審理の対象案件の範囲を
拡大した。
　これまで商標登録出願について早
期審査・早期審理が認められるケー
スは、

（1）出願人又はライセンシーが、出
願商標を指定商品・指定役務に使用
している又は使用の準備を相当程度
進めていて、かつ、権利化について
緊急性を要する出願

（2）出願人又はライセンシーが、出
願商標を既に使用している商品・役
務又は使用の準備を相当程度進めて
いる商品・役務のみを指定している
出願―に限られていた。
　今回の改訂により以下が新たな対
象となった。
①マドリッド協定議定書に基づく国

際登録の基礎出願
　マドリッド協定議定書による国際
登録を受けるためには、日本の特許
庁へ出願している案件（基礎出願）、
又は登録になった案件（基礎登録）
を基にして、WIPO国際事務局に国
際出願を行う必要があるが、今回、
国際出願“予定”の「基礎出願」を、
新たに早期審査・早期審理の対象と
して拡大する。
　いわゆる“マドプロ”の基礎出願と
するものについて、「マドプロ出願
済」でないものであっても、早期審
査・早期審理の対象となる。
②「商標法施行規則別表」や「類似
商品・役務審査基準」等に掲載され
ている商品・役務のみを指定してい
る出願
　従来は、早期審査・早期審理の対
象となるため、権利化の緊急性、又

は指定した全ての商品・役務につい
て使用している（又は使用準備を進
めている）必要があったが、これら
に加えて、今回新たに「例示掲載商
品」のみを指定する案件も対象とし
て認める。
　指定商品・役務の中に使用してい
ない指定商品・指定役務が含まれて
いても、それらが類似商品・役務審
査基準等に掲載されている商品・役
務であれば、早期審査の対象となる。
　上記①、②のいずれも早期審査・
早期審理の対象となるためには、「指
定した商品・役務のうち少なくとも
一つの商品・役務に出願商標を使用
している又は使用の準備を相当程度
進めている」という要件を満たす必
要がある。
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02後発メーカーの特許権侵害を認定
均等論の第5 要件（特段の事情）

■最高裁■

　中外製薬が軟こう薬の製法特許
を侵害されたとして、後発医薬品
メーカーなど 4 社を提訴していた
訴訟の上告審で、最高裁第二小法
廷は、中外製薬の主張を認めて 4
社に販売の差し止めなどを命じた
二審・知的財産高等裁判所大合議
判決を支持し、後発メーカー側の
上告を棄却した。これにより中外
製薬の勝訴が確定した（平成 28 年

（受）第 1242 号 特許権侵害行為差
止請求事件　判決言渡：平成 29 年
3 月 24 日）。
　後発医薬品メーカーが輸入・販
売している医薬品の製造方法には

中外製薬特許の製造方法と異なる
点があった。しかし、二審・知財
高裁大合議判決は、均等論（最高
裁　平成 6 年（オ）第 1083 号「ボ
ールスプライン軸受」事件　平成
10 年 2 月 24 日判決）の適用を認
めていた。
　後発医薬品メーカーは、中外製
薬特許の製造方法と異なる点は、

「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」に相当し、均等論の第 5 要
件が満たされていないと主張して
いた。

　最高裁第二小法廷は、「中外製薬
が、本件特許の特許出願時に、本
件特許請求の範囲に記載された構
成中の、後発医薬品メーカーの製
造方法と異なる部分につき、客観
的、外形的にみて、後発医薬品メ
ーカーの製造方法に係る構成が本
件特許請求の範囲に記載された構
成を代替すると認識しながらあえ
て本件特許請求の範囲に記載しな
かった旨を表示していたという事
情があるとはうかがわれない」と
して、後発医薬品メーカーの上告
を棄却した。

03
〔解説〕均等論の第 5 要件（特段の事情）

最高裁判所　特許権侵害行為差止請求事件
平成 28 年（受）第 1242 号
判決言渡　平成 29 年 3 月 24 日

第１　事案の概要
　被上告人は、角化症治療薬の有効
成分であるマキサカルシトールを含
む化合物の製造方法の特許権（特許
第3310301号）（本件特許）の共有
者である。
　上告人らは、マキサカルシトール
原薬の輸入販売及び、前記原薬を含
有するマキサカルシトール製剤の販
売を行っていた（前記原薬に係る製
造方法を「上告人らの製造方法」と
いう）。
　被上告人が、上告人らの製造方法

は、本件特許に係る特許請求の範囲
に記載された構成と均等（最高裁 
平成6年（オ）第1083号「ボール
スプライン軸受」事件 平成10年2
月24日判決（以下「平成10年判決」））
なもので、その特許発明の技術的範
囲に属すると主張し、上告人らに対
して、当該医薬品の輸入販売等の差
止め及びその廃棄を求めた。
　上告人らは、本件では、平成10
年判決にいう、特許権侵害訴訟にお
ける相手方が製造等をする製品又は
用いる方法（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が存する

（均等の第5要件）から、上告人ら
の製造方法は、特許請求の範囲に記
載された構成と均等なものであると
はいえないと主張した。 
　上告人らの製造方法を特許請求の
範囲に記載された構成と比べると、
目的化合物を製造するための出発物
質等が、特許請求の範囲に記載され
た構成ではシス体のビタミンD構造
のものであるのに対し、上告人らの
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製造方法ではトランス体のビタミン
D構造のものである点において相違
するが、その余の点については、上
告人らの製造方法は、特許請求の範
囲に記載された構成の各要件を充足
する。
　被上告人は、特許出願時に、特許
請求の範囲において、目的化合物を
製造するための出発物質等としてシ
ス体のビタミンD構造のものを記載
していたが、その幾何異性体である
トランス体のビタミンD構造のもの
は記載していなかった。
　特許出願の願書に添付した明細書
には、トランス体をシス体に転換す
る工程の記載など、出発物質等をト
ランス体のビタミンD構造のものと
する発明が開示されているとみるこ
とができる記載はなく、明細書中に、
前記発明の開示はされていなかった。
第２　判決

　本件上告を棄却する。 
　上告費用は上告人らの負担とする。
第３　理由

　特許法70条1項は、特許発明の
技術的範囲は、願書に添付した特許
請求の範囲の記載に基づいて定めな
ければならないと規定する。しかる
ところ、特許権侵害訴訟における相
手方において特許請求の範囲に記載
された構成の一部をこれと実質的に
同一なものとして容易に想到するこ
とができる他の技術等に置き換える
ことによって、特許権者による差止
め等の権利行使を容易に免れること
ができるとすれば、特許法の目的（発
明の奨励、産業の発達（特許法1条））
に反し、衡平の理念にもとる結果と
なることなどに照らすと、特許請求
の範囲に記載された構成中に対象製
品等と異なる部分が存する場合であ
っても、所定の要件（平成10年判
決にいう均等の第1〜第5要件）を
満たすときには、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
範囲に属するというべきである。
　そして、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が存するとき
（均等の第5要件）は、上記のよう
な均等の主張は許されないものと解
されるが、その理由は、特許権者の
側においていったん特許発明の技術
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
らし許されないというところにある

（平成10年判決参照）。 
　しかるに、出願人が、特許出願時
に、特許請求の範囲に記載された構
成中の対象製品等と異なる部分につ
き、対象製品等に係る構成を容易に
想到することができたにもかかわら
ず、これを特許請求の範囲に記載し
なかったというだけでは、特許出願
に係る明細書の開示を受ける第三者
に対し、対象製品等が特許請求の範
囲から除外されたものであることの
信頼を生じさせるものとはいえず、
出願人において、対象製品等が特許
発明の技術的範囲に属しないことを
承認したと解されるような行動をと
ったものとはいい難い。
　また、上記のように容易に想到す
ることができた構成を特許請求の範
囲に記載しなかったというだけで、
特許権侵害訴訟において、対象製品
等と特許請求の範囲に記載された構
成との均等を理由に対象製品等が特
許発明の技術的範囲に属する旨の主
張をすることが一律に許されなくな
るとすると、先願主義の下で早期の
特許出願を迫られる出願人におい
て、将来予想されるあらゆる侵害態
様を包含するような特許請求の範囲
の記載を特許出願時に強いられるこ
とと等しくなる一方、明細書の開示
を受ける第三者においては、特許請
求の範囲に記載された構成と均等な
ものを上記のような時間的制約を受
けずに検討することができるため、
特許権者による差止め等の権利行使
を容易に免れることができることと
なり、相当とはいえない。
　そうすると、出願人が、特許出願
時に、特許請求の範囲に記載された

構成中の対象製品等と異なる部分に
つき、対象製品等に係る構成を容易
に想到することができたにもかかわ
らず、これを特許請求の範囲に記載
しなかった場合であっても、それだ
けでは、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が存するとはい
えないというべきである。
　もっとも、前記の場合であっても、
出願人が、特許出願時に、その特許
に係る特許発明について、特許請求
の範囲に記載された構成中の対象製
品等と異なる部分につき、特許請求
の範囲に記載された構成を対象製品
等に係る構成と置き換えることがで
きるものであることを明細書等に記
載するなど、客観的、外形的にみて、
対象製品等に係る構成が特許請求の
範囲に記載された構成を代替すると
認識しながらあえて特許請求の範囲
に記載しなかった旨を表示していた
といえるときには、明細書の開示を受
ける第三者も、その表示に基づき、
対象製品等が特許請求の範囲から除
外されたものとして理解するといえる
から、出願人において、対象製品等
が特許発明の技術的範囲に属しない
ことを承認したと解されるような行動
をとったものということができる。
　また、以上のようなときに上記特
段の事情（均等の第5要件）が存す
るものとすることは、発明の保護及
び利用を図ることにより、発明を奨
励し、もって産業の発達に寄与する
という特許法の目的にかない、出願
人と第三者の利害を適切に調整する
ものであって、相当なものというべ
きである。 
　したがって、出願人が、特許出願
時に、特許請求の範囲に記載された
構成中の対象製品等と異なる部分に
つき、対象製品等に係る構成を容易
に想到することができたにもかかわら
ず、これを特許請求の範囲に記載し
なかった場合において、客観的、外
形的にみて、対象製品等に係る構成
が特許請求の範囲に記載された構成
を代替すると認識しながらあえて特
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許請求の範囲に記載しなかった旨を
表示していたといえるときには、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
の事情が存するというべきである。
　本件の事実関係等に照らすと、被
上告人が、本件特許の特許出願時に、
特許請求の範囲に記載された構成中
の上告人らの製造方法と異なる部分
につき、客観的、外形的にみて、上

告人らの製造方法に係る構成が特許
請求の範囲に記載された構成を代替
すると認識しながらあえて特許請求
の範囲に記載しなかった旨を表示し
ていたという事情があるとはうかが
われない。
第４　考察

　均等論侵害を認めた平成10年判
決は、特許請求の範囲に記載された
構成中に対象製品等と異なる部分が
存在する場合であっても、所定の5

つの要件が満たされるときには、対
象製品は、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す
るのが相当であるとしている。今回
の第二小法廷判決（裁判官全員一致）
ではこの5つの要件の中の第5要件
についての判示がされた。
　本件は前 段 記 事 で 概 略 を紹介
したが事案の重要性に鑑みて詳細に
解説した。  　  以上

0445 年ぶり全面改訂
「商標審査基準」を大幅に改訂

■特許庁■

　特許庁は、「商標審査基準」を
大幅に改訂したと発表した。商標
審査基準は、商標審査実務におけ
る商標法の適用についての基本的
な考え方（解釈・運用など）をま
とめたもので、審査の指針として
の位置付けに加え、出願人や代理
人が特許庁の審査実務に対する理
解を深めるために広く利用されて

いる。
　商標審査基準は、昭和 46 年に初
版が発表されて以降、全面的な改
訂は 45 年ぶり。
　改訂のポイントは、内容面の観
点からは、各条項における用語の
定義・解説や事例を追加、構成面
の観点からは各項目に係る見出し
の追加、用語の統一などとなって

いる。
　改訂「商標審査基準」は、平成
29 年 4 月 1 日以降の審査に適用さ
れる。
詳細は特許庁 HP を参照。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/
t_torikumi/13th_kaitei_h29.htm

05
〔解説〕明細書の記載要件（サポート要件）

知的財産高等裁判所　審決取消請求事件　
平成 27 年（行ケ）第 10201 号
判決言渡　平成 29 年 1 月 31 日

第１　事案の概要
　被告は、名称を「容器詰飲料」と
する特許第5256370号の特許権者で
ある。原告が、特許無効審判請求（無
効2013－800159号 ）したところ、
特許庁が審決の予告をしたので、被
告は特許請求の範囲の訂正を求めて

訂正請求をした。特許庁は、「請求
の と お り 訂 正 を 認 め る。 特 許 第
5256370号の請求項1、3、4に係
る発明についての特許を無効とする。
請求項2、5ないし16に係る発明に
ついての審判請求は、成り立たない。」
との審決をした。

　原告は、審決中、請求項9〜16に
ついて「請求のとおり訂正を認める。」
との部分及び「特許第5256370号の
請求項2、5ないし16に係る発明に
ついての審判請求は成り立たない。」
との部分を取り消すことを求めて本
件審決取消訴訟に臨んだ。
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　争点は多岐にわたっているが、判
決は、請求項9〜16に係る発明につ
いてのサポート要件の判断、請求項
6、8に係る発明についての進歩性
の判断に誤りがあるとして審決の一
部を取り消した。
　ここでは、請求項9に係る発明に
ついてのサポート要件の判断に関す
る部分のみを紹介する。
第２　判決

　特許庁が無効2013－800159号事
件について平成27年8月21日にした
審決のうち、請求項6及び8ないし
16に係る部分を取り消す。
　原告のその余の請求を棄却する。
　訴訟費用はこれを10分し、その3
を原告の負担とし、その余を被告の
負担とする。
第３　理由

（1）本件訂正発明9の解決課題は、
容器詰飲料に含まれるイソクエルシ
トリン及びその糖付加物の色調変化
を抑制することにより、当該飲料の
色調変化を抑制する方法を提供する
ことであると認められる。

（2）本件明細書には、・・、実施例・
比較例の全てにおいてイソクエルシ
トリン及びその糖付加物に加えて、
L－アスコルビン酸も含まれている。

（3）審決は、本件訂正発明9は、イ
ソクエルシトリン等以外の物質を含
有することを妨げるものではなく、
本件明細書では、実施例と同様に比
較例においても、イソクエルシトリ
ン等及びL－アスコルビン酸を含む
容器詰飲料を作製し、イソクエルシ
トリン等と共に飲用可能な脂肪族ア
ルコールをそれぞれ特定量含有せし
め、更にpHを特定範囲内に調整する
ことで、長時間にわたって保存して
も色調が変化し難く、外観が保持さ
れることを確認しているから、L－
アスコルビン酸を含まないイソクエ
ルシトリン等を含有する容器詰飲料
であっても、色調変化を抑制するこ
とが理解できるとして、サポート要
件を満たすと判断した。

（4）本件出願日当時、アスコルビン
酸の褐変により飲料が色調変化する
という技術常識があったものの、イ

ソクエルシトリン及びその糖付加物
の色調変化に起因して、飲料の色調
が変化することは技術常識とはなっ
ていなかったと認められる。

（5）このような技術常識を有する当
業者が、・・・、実施例において、ア
ルコール類を特定量添加しpHを調整
することにより、比較例に比べて飲
料の色調変化が抑制されていること
に接しても、当業者は、比較例の飲
料の色調変化がL－アスコルビン酸
の褐変に起因する色調変化を含む可
能性がある以上、イソクエルシトリ
ン及びその糖付加物の色調変化が抑
制されていることを直ちには認識す
ることはできないというべきである。

（6）審決は、アルコールを添加した
実施例と、アルコールを添加しない
比較例の双方に、L－アスコルビン
酸が含まれているとしても、このよ
うな実施例と比較例の色調変化によ
って、L－アスコルビン酸の非存在下
におけるイソクエルシトリン及びそ
の糖付加物の色調変化に対するアル
コール添加の影響を理解することが
できると判断するところ、L－アスコ
ルビン酸が褐変し、容器詰飲料の色
調変化に影響を与え得るという本件
出願日当時の技術常識を踏まえると、
このように判断するためには、少な
くともL－アスコルビン酸の褐変（色
調変化）はアルコール添加の影響を
受けないという前提が成り立つ場合
に限られることは明らかであるが、
そのような前提が本件出願日当時の
当業者の技術常識となっていたこと
を示す証拠はない。

（7）したがって、本件明細書の実施
例と比較例の実験結果をまとめた

【表1】により、イソクエルシトリン
及びその糖付加物に起因する色調変
化の抑制という本件訂正発明9の効
果を確認することはできない。

（8）なお、念のため付言すれば、以
上の検討は、特許権者である被告が、
本件明細書において、イソクエルシ
トリン及びその糖付加物の色調変化
がアルコールにより抑制されること
を示す実験結果を開示するに当たり、
同様に経時的な色調変化を示すこと

が知られていたL－アスコルビン酸
という不純物が含まれる実験系によ
る実験結果のみを開示したことに起
因するものであり、そのような不十
分な実験結果の開示により、本件明
細書にイソクエルシトリン及びその
糖付加物の色調変化がアルコールに
より抑制されることが開示されてい
るというためには、容器詰飲料の色
調変化に影響を与える可能性がある
L－アスコルビン酸の褐変（色調変
化）はアルコール添加の影響を受け
ないということが、本件明細書にお
いて別途開示されているか、その記
載や示唆がなくても本件出願日当時
の当業者が前提とすることができる
技術常識になっている必要がある。

（9）したがって、特許権者である被
告において、本件明細書にこれらの
開示をしておらず、また、当該技術
常識の存在が立証できない以上、本
件明細書にL－アスコルビン酸という
不純物を含む実験系による実験結果
のみを開示したことによる不利益を
負うことは、やむを得ないものとい
うべきである。

（10）以上によれば、取消事由のうち、
サポート要件の判断の誤りをいう点
は、理由がある。
第４　考察

　特許を受けようとする発明が発明
の詳細な説明（＝明細書）に記載し
たものであることが特許請求の範囲
の記載に関して要求されている。一
般にサポート要件と呼ばれ、この要
件に違反している場合には、拒絶理
由、無効理由となり、たとえ、特許
請求している発明が新規性、進歩性
を有しているものであっても、特許
は認められない。
　本件では明細書中に記載されてい
る実施例、比較例が特許請求してい
る発明を十分にサポートしてないと
判断された。特許請求する発明との
関係で、明細書に記載する実施例、
比較例にどのような内容のものが必
要であるか考えさせられる事案であ
る。
　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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動く植物�
� 弁理士  岡原　宏太

　駅前に馬が立っていたりする町に長年住ん
でいるため、畑が台所に直結している暮らしを
しています。なにかと面倒な事もありますが、
農耕用品と台所用品には日々本当に助けられ
ています。トマトの株が尻腐れ起こしてもこの
細粒状カルシウム肥料でなんとかなった！とか、
魚焼き網の油汚れが落ちないけれど金属メッ
シュスポンジと強力な洗剤の組み合わせでど
うにかなった！とか、こういう日常使いの品に
も大変な創意工夫が詰まっているのだなと思
います。特に最近お勧めなのは手動コマ式の
みじん切り器（ぶんぶんチョッパー）で、ニン
ジンでもタマネギでも軽い力だけで数秒で処
理できるのに内部掃除も楽という傑作でした。
　そんな暮らしをしていても動いている動物の
ことは作物にやってくる昆虫以外あまりわから
ないのですが、動いている植物には馴染みが
あります。植物と言うとじっとしているような

印象がありますが、
毎日見ているとじ
つによく動きます。
写真は熱帯植物の
パッションフルー
ツですが、これの
巻きひげの動きに
は驚くべきものが
あります。
　まだ若い状態の

巻きひげは柔らかく、先端だけが硬くて少し曲
がっていて、何かに引っ掛りやすいようになっ
ています。その後に巻きひげ全体がコイル状に
巻き上がって硬くなり、巻きつき対象を強固に
縛り上げてしまいます。しかも巻きひげの表面
自体に摩擦を大きくするような工夫があるよう
で、巻きひげ同士が接触してからんでいると簡
単には解けません。電気製品の巻コードが不
如意にからんでしまうのと似ているかもしれま
せん。
　そんな巻きひげ
が大量に生えてき
てずっと枯れずに
維持されるため、
行灯仕立ての支柱だけでもおそろしく強固な
フレームワークを構成できるパッションフルー
ツの株は台風でもびくともしません。グリーン
カーテンとしても優秀なのもうなずけます。
　似たように巻きひげを持つ植物にカボチャ
やキュウリもありますが、それらの巻きひげは
割とすぐに枯れて朽ちてしまうので、網にから
みつかせて補助紐をつけてやるか、実の表面
が焼けるのを覚悟で地面に這わせてやるよう
にしないとなかなか安定しません。
　そんな高性能な巻きひげのおかげで、パッ
ションフルーツの果実は夏の終わりに収穫でき
ます。ヨーグルトに入れて甘酸っぱい香りを楽
しむのが好きです。

axis
column
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