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「悪意の商標」出願事例を公表

ビジネス関連発明の最近の動向
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特許査定率は75.8％
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01「悪意の商標」出願事例を公表
国際商標協会と連携

■日米欧中韓（TM5）■

　有名ブランドなどの商標が海外に
おいて無関係な第三者により無断で
商標出願・登録される、いわゆる

「悪意の商標」出願が世界各国で問
題となっている中、日本、米国、欧
州、 中 国、 韓 国 に よ る 商 標 5 庁

（TM5）は、裁判や審判などで争わ
れた「悪意の商標出願事例」を公表
した。
　国際商標協会（INTA）と連携し、
各国の代表的な事例を公表すること
で、知名度の高い商標を乱用した類
似品の流通を防ぎ、公正な取引を支
援する狙い。
　事例集は、各国の裁判や審判等で
争われた事例を各庁 10 件ずつ、合
計 50 件 を 掲 載。 制 度 の 概 要、 判
決・審決等の要約のほか、各庁の制
度運用の比較も盛り込まれている。
　「悪意の商標」の具体例としては、
スポーツ品メーカー「PUMA」のイ

メージ図をクマにし、ブランド名を
「KUMA」と置き換えた例や、腕時

計メーカーの「Rolex」を類似させ
て「Polex」にした例を示した。

02ビジネス関連発明の最近の動向
IoT 関連技術の進展などで注目

■特許庁■
　特許庁は、最近のビジネス関連
発明の出願・審査請求動向などを
まとめた「ビジネス関連発明の最
近の動向」を公表した。

　ビジネス関連発明とは、ビジネ
ス 方 法 が ICT（Information and 
Communication Technology：情
報通信技術）を利用して実現され

た発明。近年、IoT や AI 等の新た
な技術が進展する中、ビジネス関
連発明の活用に注目が集まってい
る。

●TM５各庁の事例●
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　ビジネス関連発明の出願件数は、
インターネットの普及などに伴い、
日本においては 2000 年に急増し、
19,231 件（前年比 4.8 倍）となっ
たが、2000 年をピークに出願件数
は減少し続けてきた。
　しかし、2011 年からは出願件数
が増加傾向に転じ、2015 年は約
7,111 件（暫定値）となっている。
これは、IoT や AI の進展による第 4
次産業革命において、再びビジネ
スモデル特許が注目され始めた可
能性を示唆している。

●技術分野別出願動向
　ビジネス関連発明の出願のうち、

「ビジネス関連発明自体を主要な特
徴とする出願」の出願件数は、い
ずれの技術分野も 2000 年をピー
クに減少傾向にあったが、2011 年
以降はサービス業、電子商取引、
支払い・決済分野において増加傾
向に転じている。
●特許査定率
　ビジネス関連発明自体を主要な
特徴とする出願の特許査定率は、
2000 年になされた出願では 10%

を切っていたが、徐々に上昇し、
2012 年になされた出願では 69%

（全分野の平均は約 75%）まで上昇
している。
　特許査定率の上昇に伴い、特許
査定件数も上昇している。特許庁
は、この分野の審査が進むにつれ、
コンピュータソフトウエア関連発
明に関する審査基準、特にビジネ
ス関連発明における審査基準が出
願人に浸透し、出願人側で出願の
厳選や適切な補正等の対応が進ん
できたことによるものとみている。

ビジネス方法

× ＝

販売管理、ポイントサービス

物流、生産管理、流通、配送、
工程管理、在庫管理

注文、仲介、広告、顧客情報管理

銀行、保険、証券業務

企業会計、給与管理、人事管理

情報検索、ビックデータ解析、
認証、決済、課金
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03ブランドデザイン保護
意匠法改正を視野に検討

■特許庁■

　特許庁は、「産業競争力とデザイ
ンを考える研究会」を設置し、この
ほど第1回の会合を開催した。
　製品の同質化（コモディティ化）
が急速に進む中、機能や品質のみで
他者製品を凌駕するだけの差別化が
困難な時代を迎えている。実際、日

本企業の製品は、機能等で優れた製
品を販売しても、直ちに新興国企業
がこれに追随し、販売価格の下落を
招き、競争優位を確保しがたい状況
に直面している。
　一方、米アップル社や英ダイソン
社をはじめとする欧米企業は、明確

な企業理念に裏打ちされた自社独自
の強みや技術、イメージをブラン
ド・アイデンティティとしてデザイ
ンによって表現し、製品の価値を高
め、世界的な市場拡大に結び付けて
いる。
　このため、研究会では今後、意匠
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法の改正も視野にデザインによる日
本企業の競争力強化に向けた課題を

整理し、その対応策を検討する。
2018年3月までに具体策を盛り込

んだ報告書を取りまとめ、2019年
の法改正を目指す。

04ＦＡ期間は平均 9.5 月
特許査定率は 75.8％

■特許庁■

　特許庁が公表した「特許行政年
次報告書2017年版」によると、特
許出願の審査請求から審査結果が
最初に通知されるまでの期間（フ
ァーストアクション期間：FA期間）
は、2016年平均が9.5ヶ月だった。
　商標出願の場合は、出願から最
初に審査結果が通知されるまでの
期間は、2015年平均は4.0ヶ月だ

ったが、2016年平均は4.8ヶ月と
なり、前年より0.8ヶ月遅くなった
ことが分かった。
　また、特許審査実績をみると、
2016年の一次審査件数は246,879
件。 特 許 査 定 件 数 は191,032件、
拒絶査定件数は58,638件、特許登
録件数は 203,087件となった。
　特許査定率は、年々上昇してお

り、2016年は75.8％だった。特許
庁では、特許査定率の増加は、特
許法条約（PLT）への加入に伴う、
拒絶理由通知の応答期間の延長に
関する運用変更影響による、戻し
拒絶査定件数の一時的な減少など
が要因であると分析している。

（備考）戻し拒絶査定件数とは、審査官の拒絶理由通知に対し、何ら応答されず拒絶査定された件数。
FA後取下げ・放棄件数とは、一次審査着手後に出願の取下げ・放棄が行われた件数。
特許査定率=特許査定件数/（特許査定件数＋拒絶査定件数＋FA後取下げ・放棄件数）
拒絶査定率=（拒絶査定件数＋FA後取下げ・放棄件数）/（特許査定件数＋拒絶査定件数＋FA後取下げ・放棄件数）

（資料）特許庁作成

●審査（ファーストアクション期間）
2014年 2015年 2016年

特　　許 9.6ヶ月 9.5ヶ月 9.5ヶ月

意　　匠 6.2ヶ月 6.1ヶ月 6.2ヶ月

商　　標 4.3ヶ月 4.0ヶ月 4.8ヶ月

●最終処分実績の推移	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 単位：件

実　　　　　績 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

特 許 査 定 件 数 220,495 245,502 260,046 205,711 173,015 191,032

拒 絶 査 定 件 数 138,784 120,896 108,544 88,467 66,599 58,638

（う ち 戻 し 拒 絶 査 定 件 数） 84,419 70,297 60,356 41,477 30,173 25,448

F A 後 取 下 げ・ 放 棄 件 数 5,433 5,566 4,090 2,562 2,290 2,207

特 許 登 録 件 数 238,323 274,791 277,079 227,142 189,358 203,087

特 許 査 定 率 60.5％ 66.8％ 69.8％ 69.3％ 71.5％ 75.8％

拒 絶 査 定 率 39.5％ 33.2％ 30.2％ 30.7％ 28.5％ 24.2％
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05中小企業の特許出願
件数が 5 年連続増加

■特許行政年次報告 2017 年版■

　中小企業の特許出願件数が 5 年連続で増
加していることが、特許庁がまとめた「特
許行政年次報告 2017 年版」で明らかにな
った。報告書によると、2016 年の中小企
業 に よ る 出 願 件 数 は 3 万 9,624 件（2015
年：3 万 6,017 件）となり、2006 年の 3 万
9,748 件に次いで 10 年ぶりの高水準となっ
た。
　特許出願件数に占める中小企業の割合は
15.2 ％（ 同：13.9 ％） と な り、4 年 連 続
で過去最高を更新した。
　中小企業による海外への特許出願件数も
増加傾向にあり、海外出願率は 15.6 ％と
なったが、大企業の 34.2 ％に比べて低い
状況が続いている。ただ、特許庁を受理官
庁とし、中小企業が特許協力条約に基づく
国際特許出願（PCT 出願）した件数は、前
年比 5.8 ％増の 3,908 件と過去最高となっ
た。
　商標については、16 年の中小企業によ
る出願が 7 万 8,907 件（同：6 万 4,241 件）
となり、過去最高を更新。出願件数に占め
る中小企業の割合は約 59 ％と前年から 5
ポイント増えた。
　中小企業の特許出願件数の増加について
特許庁は、「大企業のグローバル展開の進
展などサプライチェーンの構造が転換し、
自社製品の開発により、下請けからの脱却
を目指したり、海外展開を志向するなど知
的財産を経営戦略としてとらえる必要性に
迫られている中小企業が増えてきた」と分
析している。
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06第三者による商標の大量出願
審査開始までの運用を一部変更

■特許庁■

　特許庁は、当事者とは関係のな
い第三者から「出願手数料の支払
いがない商標登録出願」（瑕疵の
ある出願）が大量になされている
問題を受け、ホームページ上で改
めて審査の流れを説明した。
　第三者に商標を出願された当事
者に対し「先に瑕疵がある出願を
他人がしていても、その却下を待
つ必要はなく出願できる」と注意
を促している。また、後から出願
しやすいように、審査・登録時の
運用の一部も見直した。
　商標登録は基本的に先願主義だ
が、特許庁では、もともと瑕疵の
ある出願の却下を待つことなく、
後願の審査を開始していた。この
ような手続上の瑕疵のある出願に
ついては、出願の日から概ね 4 か

月から6か月で出願を却下している。
　ただ、瑕疵のある出願が却下さ
れるまでの間、後願側に「拒絶理
由」（先願があるため手続きを進
められない旨）を通知する場合が
あった。この通知に「先願が瑕疵
ある出願であること」は盛り込ま
れていなかったが、今後は、この
運用を変更し、拒絶理由を通知す
る際は、「先願は瑕疵のある出願

であり、却下確認後に登録査定を
行う」旨を明示するようにした。
　特許庁は「商標登録出願を行お
うとする際に、先に手続上の瑕疵
のある出願が他人からなされてい
たとしても、ご自身の商標登録出
願について、先願となる商標登録
出願が却下されるのを待つ必要は
ありません」と注意を呼びかけて
いる。

出願

●手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願の実態審査の運用●

出願・審査開始 拒絶理由通知 登録査定

手続上の瑕疵
のある出願

後願

4～6ヶ月

約5ヶ月（FA平均）

出願却下
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大人からの趣味�
� 弁理士  如月　千晴

　高校の時には、バスケットボールが趣味で
した。好きな理由は特になく、当時仲のいい友
達がやっていたからです。その後大学に入り、
目が急に悪くなって、メガネをつけ始めると、
激しいスポーツを避けようとしていました。そ
して、バスケをやめた一番大きな理由は、汗
びっしょりになるのは全然スタイリッシュでは
ないということでした。いかなる状況において
も余裕を見せつけるというスタイリッシュなス
タイルを目指す私としては、荒い息で汗を拭く
姿なんて決して人に見せたくなかったのです。
　そこで、ある偶然の機会で、大学の先輩の
ピアノ演奏を生で見たとき、めちゃくちゃスタ
イリッシュではないか！と思ったのが、ピアノ
を始めるきっかけでした。
　それから、毎日授業が終わったら音楽教室
に行って練習したり、音楽理論を勉強したりし
ていました。社会人になってからも、練習を続
けています。しかし、最初に思っていたように
上達できなかった。
　例えば、ピアノの上級者であれば初見演奏
ができると言われています。初見演奏とは、知
らない曲でも、譜面を見ればすぐに弾けるとい
うことです。こんなにすごい技術だったら是非
ものにしたいと思い、たくさんの本を読んで、

色んな方法を考えて練習してみました。練習の
内容はシンプルで、ただひたすら楽譜を見な
がら弾くだけです。しかしこれはかなり難しい
です。なぜなら、ピアノの鍵盤には88個の音
があり、それぞれの音と楽譜の音符とリンク付
けること自体が大変な労力が要るし、シャープ
やフラットが付くと白鍵が黒鍵に変わるし、複
数の音が同時に来ると指使いも瞬時に考えな
ければいけないし、それらと同時にリズムも刻
まなければ曲にならない。これらをすべてクリ
アしなければ、初見演奏はできません。そして、
音楽の表現も考えたら、楽譜を見ればすぐ頭
の中で音をイメージできた方がいいらしいです
が、これもまた一つの難関です。
　他にも、ポップス曲の耳コピーや、アドリブ
など、まだまだチャレンジングなことがたくさ

んあります。
　今から振り返ると、ピアノを始め
てそろそろ10年が経ちましたので、
ピアノにかけた時間とお金も相当な
ものになったでしょう。でも、後悔
はありません。たくさんの曲に出会
う中で、ピアノはただスタイリッシ
ュだけではなく、人と人の心をつな
ぐツールだと思うようになりました。
ピアノに出会った私は幸運だと思い
ます。

axis
column
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