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関連意匠制度を充実（改正意匠法）

特許異議申立により６割超が特許権縮減

車両電動化関連技術の特許実施権を無償提供

特許権の存続期間の延長に係る審査基準を改訂
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05 ▶	 	「そだねー」の商標出願に拒絶理由通知（特許庁）
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01関連意匠制度を充実
出願期間を10 年に延長

■改正意匠法■

　一貫したデザインコンセプトに
基づくデザインを保護するための
改正意匠法が参議院で可決・成立
した。
　改正法では、本意匠の公報発行
日後における関連意匠の出願や、
関連意匠にのみ類似する意匠の登
録を可能とした。関連意匠の出願
可能期間については、本意匠の出
願から10年以内とし、柔軟な商
品展開をできるようにする。

　近年、長期間にわたってモデル
チェンジを継続的に行う企業が増
えており、このような企業のデザ
インを保護するためには現行の出
願可能期間では、こうした一貫し
たデザインを十分に保護できない
と判断した。

関連意匠にのみ類似する意匠登
録も可能	 	
　また、製品のデザインに少しず

つ改良を加えていく開発手法も増
加しているため、関連意匠にのみ
類似する意匠の登録を認める。
　例えば、本意匠、その関連意匠
A、A にのみ類似する関連意匠 B、
B にのみ類似する関連意匠 C、と
いうように、本意匠から連鎖して
類似する意匠全てが登録可能とな
る。
　ただし、本意匠の出願から10
年経過前であっても、本意匠が既

産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会「意匠制度の見直しの検討課題」



アクシス国際特許業務法人発行ニュースレター［vo l . 1 9］

に消滅している場合には、関連意
匠の出願は認められない。

意匠権の存続期間を延長　	
　意匠権の存続期間については、
現行意匠法では、存続期間は設定
登録日から20年だが、意匠権を
長期的に維持するニーズが高まっ
ていることから、存続期間を25
年に延長する。

02特許異議申立により
６割超が特許権縮減

■特許庁■
　特許庁は、特許異議申立の最新
の統計情報（申立日が平成27年4
月〜平成29年9月末）を公表した。
特許異議申立の件数は、平成27年
4月に特許異議申立制度が開始さ
れて以降、累計で3903件となり、
そのうち3049件（約78.1％）が
最終処分に至っている。平成30年
12月末時点における審理結果は次
のとおり。
◆	登録された特許がそのままの形
で維持されたもの（維持（訂正
無））が879件（35.0％）※1
◆	登録された特許が特許請求の範
囲等の訂正を経て維持されたも
の（維持（訂正有））が1269件
（50.5％）※2
◆	異議申立の対象請求項の全て又
は一部が取り消されたもの（取
消）が284件（11.3％）※3
◆	異議申立の対象請求項が全て削
除されたことにより異議申立が
却下されたもの（却下（訂正有））
が23件（0.9％）※4
　赤で囲った62.7％の部分は、請

求項に係る特許の全部又は一部が
取り消されたもの、請求項が削除
又は減縮される等の訂正が認めら
れたものなど、特許権の権利範囲
が変更されたものとなる。
　現時点では異議申立によって取
消決定が出される率は11.3％と低

いようだが、特許権者が訂正をし
て維持決定がされた案件と、特許
権者が申し立てにより請求項を削
除した案件とを加えると、実質的
な異議申立の「成功率」は60％を
超えていることがわかる。
　特許異議申立は、特許掲載公報

●意匠権の存続期間●

〈平成27年4月〜平成29年9月までに異議申立がされた事件の審理結果〉（特許庁）
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発行日から6カ月と期間は限られ
ているが、基本的に特許庁と特許
権者の間で手続きが進むため、手
間やコストの面において無効審判
よりも有利といえる。	

　今後、競合他社の特許権の範囲
を狭めたいと思われる場合には、
異議申立制度の活用を検討され
たい。

詳しくは特許庁HP
http://www.jpo.go. jp/system/
trial_appeal/shubetu-tokkyo-igi/
igi_moushitate_tokei.

03車両電動化関連技術の
特許実施権を無償提供

■トヨタ自動車■
　トヨタ自動車は、ハイブリッド
車（HV）などの電動化関連技術
の特許実施権を無償で提供すると
発表した。併せてトヨタの車両電
動化システムを導入したメーカー
に対し、製品化に必要な技術サ
ポートも実施する。
　世界的に環境規制が強まる中、
競合他社にも電動化車両技術を広
く提供することで関連部品の需要
を増やし、コスト低減につなげる
ほか、トヨタが強みを持つHVを
中心とした電動車両の市場拡大を
目指す方針。
　車両電動化技術については、同
社が20年以上にわたるハイブ
リッド車（HV）の開発を通じ、
高性能化、コンパクト化、低コス
ト化を進めてきたコア技術。HV、
プ ラ グ イ ン ハ イ ブ リ ッ ド 車
（PHV）、電気自動車（EV）、燃料
電池自動車（FCV）などのさまざ
まなタイプの電動車開発に応用で
きる。
　公開するのはHVのモーターや
エンジン、システム制御関連など
の領域。内訳は、2019年3月末時
点で、モーター約2590件、パワー・
コントロール・ユニット（PCU）
約2020件、システム制御約7550

件、エンジン・トランスアクスル
約1320件、充電機器約2200件
など。
　適用に当たっては、トヨタと具
体的な実施条件等について協議の

上で契約を締結する必要がある。
　無償提供の期限は2030年末ま
でで、無償提供をすでに始めてい
る燃料電池関連の技術特許の期限
も、従来の20年末から30年末に

（トヨタ自動車の発表資料より）
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延長する。
　トヨタは、これまでの「技術の
囲い込み重視」から「オープン戦
略」に転換し、ほかの自動車メー
カーのHV技術導入を後押しして
量産効果によるコスト低減と市場
全体の拡大を狙う方針だ。
　トヨタがハイブリッド技術の特

許を開放する背景には、世界的に
環境規制が厳しくなる中で、燃費
性能に優れたＨＶは中国や欧州を
中心に需要が拡大していることが
ある。各社の電動車開発が早まれ
ば、CO₂排出量削減スピードも早
まることが期待される。
　トヨタが培ってきた車両電動化

技術は、他社のさまざまな電動車
両に利用が可能。これまでの完成
車の提供だけではなく、技術サ
ポートを実施することで、今後、
トヨタは車両電動化技術のシステ
ムサプライヤーとして、世界規模
で電動車両の普及を目指すとして
いる。

04特許権の存続期間の
延長に係る審査基準を改訂

■特許庁■
　環太平洋パートナーシップ協
定の締結及び、環太平洋パート
ナーシップに関する包括的及び
先進的な協定の締結に伴う関係
法律の整備に関する法律（平成
28年法律第108号）により特許
法第67条等は改正されている。
　この特許法第67条等の改正に
伴い、特許庁は平成31年3月27
日付で「特許権の存続期間の延
長に係る審査基準の改訂」を公
表した。
　改訂後の審査基準は 2020 年
（令和2年）3月10日以降に行っ

た特許出願に係る特許権の存続
期間の延長登録の出願の審査に
適用される。
　特許権の権利存続期間は、原
則として、特許出願の日から20
年を越えない（特許法第67条第
1項）。
　特許権の差止請求や損害賠償
請求等の権利行使は特許権が発
生してから可能になる。このた
め、特許権の設定登録が、想定
される一定の期間を超えた時期
にされた場合には、特許権者に
とって権利行使が可能である期

間が短くなる。
　特許権者が権利行使できない期
間について特許権の存続期間の延
長を行うことは、特許権者にとっ
て利益になる。一方、特許権の権
利行使を受ける可能性がある第三
者にしてみれば、いたずらに特許
権の存続期間が延長されることと
なると、事業の安定性等に影響す
る可能性がある。	
　そこで、特許権者の権利行使
の期間を十分確保する一方で、
存続期間の延長による出願人間
の公平性、第三者への影響等を

出願 審査請求 特許権の設定の登録 出願から20年

Ａ

３年

５年

いずれか
遅い日 B

※延長される期間【B】は、期間【A】から、出願人の責めに帰する期間、審判・裁判に関する期間等を除外して

算出。

※我が国では、出願から審査請求までの期間は平均２年、審査請求から特許権の設定の登録までの期間（標準審

査期間） は平均15.2月となっている。

特許庁「環太平洋パートナーシップ協定に伴う特許法改正の概要」
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考慮し、特許権の設定登録まで
に出願又は審査請求から一定の
期間を要した場合に権利期間を
補償する、期間補償のための特
許権の存続期間の延長の制度が
追加されたのが上述の特許法第
67条等の改正だ。
　特許権の設定登録が特許出願の
日から起算して5年を経過した日
又は出願審査の請求があった日か
ら起算して3年を経過した日のい
ずれか遅い日（基準日）以後にな

されたときは、延長登録の出願に
より存続期間を延長できることに
し、延長できる期間は、基準日か
ら特許権の設定登録の日までの期
間に相当する期間から、特許庁の
責めに帰さない理由により経過し
た期間及び審判・裁判の期間等の
特許出願に係る手続や審査に要し
た期間以外の期間を控除した期間
（延長可能期間）を超えない範囲
内の期間となっている（第67条
第3項）。

　なお、上述の特許法第67条等
の改正は、従来から、特許法第
67条等に規定されている、医薬
品等に係る特許権の存続期間の
延長の制度を実質的に変更する
ものはない。

詳しくは特許庁HP
https://www.jpo.go.jp/system/
laws/ru le/gu ide l ine/pa ten t /
tukujitu_kijun/kaitei2/encho_
shitsumon_1903.html

05地元の大学生協など
「そだねー」の商標出願に拒絶理由通知

■特許庁■
　平昌冬季五輪カーリング女子で
銅メダルを獲得した「ロコ・ソラ
ーレ」の選手たちが、試合中に使
って流行語となった「そだねー」
というフレーズをめぐって、商標
登録を出願していた地元、北海道
北見市の大学生協などに対して、
特許庁は昨年11月に拒絶理由を通
知した。
　オリンピックのあと、北海道北

見市の北見工業大学生活協同組合
や、帯広市の菓子メーカー「六花
亭製菓」などがこのフレーズの商
標登録を出願していた。
　しかし、特許庁は、「そだねー」
が既に流行語として商品や広告に
広く使われている点を指摘し、両
者に加え、同じ時期に出されてい
た個人や法人に対しても拒絶理由
を通知した。

　拒絶理由通知は最終通知ではな
いため、制度上は追加の申請もで
きるが、北見工大は「特定企業の
独占を防ぐのが目的だったので、
結果を歓迎する」とコメント。六
花亭も「今後、追加の申請はしな
い」としている。このため、この
まま応答しなければ、拒絶査定と
なり商標登録されないという結果
になる。
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　　赤羽 1 番街　 

　　　　　　弁理士  吉田　匠

　今回は私の住んでいる「赤羽」という街を

紹介します。

　私は、20年ほど埼玉に住んでいましたが、

その頃から週末や仕事帰りに通勤途中の赤羽

のジム（プールが広くて深いため）に通い、

とうとう 3年前に東京都北区赤羽に引っ越

しました。

　近年、赤羽は本当に住みやすい街ランキン

グで上位に挙がるようになりました。全くお

しゃれな街ではないですが、交通の便から見

て、これはうなずけます。JRでは、京浜東

北線、埼京線、新宿湘南ライン、上野東京ラ

インなどが乗り入れ、けっこうなターミナル

駅の割に混雑はそれほどでもありません。

JR駅から少し歩くと、東京メトロ南北線が

走る赤羽岩淵駅があり、ここから飯田橋、麻

布十番方面に行けます。他に赤羽を始発終着

とするバス路線が充実している点も見逃せま

せん。スーパーは、駅東口側に西友（本社で

24時間営業）、ダイエー、西口側にイトーヨ

ーカドーがあり、他にアーケード街、私一押

しの角場魚類という魚屋が入る高架下街など

があります。

　さて、本題に入りましょう。千円でべろべ

ろに飲める「せんべろ」の街とも呼ばれる赤

羽に訪れた

際は、駅東

口を出て左

手に見える

「 1番街」
という看板

のエリアに

足を踏み入

れて下さい。これはマストです。そこは、週

末の夕方ともなると、大衆酒場が集まるテー

マパークのような様相を呈します。それぞれ

の店が道路にまでテーブルを並べ、赤ら顔の

老若男女がジョッキを持ち上げています。初

めての方なら炭火焼きが売りの「赤羽トロ

函」辺りがお勧めです。他に老舗居酒屋「ま

るます屋」や立ち飲みおでん「丸健水産」な

どには昼から行列ができています。

　ここ数年、以前は比較的ひっそりしていた

1番街の裏道に次々と新店舗がオープンし、

そのどこもが繁盛しています。他方、近くに

大学の学部が開講したせいか、明らかに若者、

特に女子の数が増え、1 番街の賑わいを華

やかにしています。

　さて、今日もジムで泳いだ後、冷えたビー

ルを求めて1番街にレッツゴー！です。

axis
column
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