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改正意匠法が成立、主なポイント

損害賠償額の算定方法を見直し（改正特許法）

主要国の特許査定率、審査期間、FA期間など

J-PlatPatの機能を改善

〔コラム〕メダカ飼育からの夢想

01 ▶	 改正意匠法が成立、主な改正ポイント
02 ▶	 損害賠償額の算定方法を見直し（改正特許法）
03 ▶	 主要国の特許査定率、審査期間、FA期間など
04 ▶	 大企業による知的財産の不当取得など調査（公取委）
05 ▶	 	J-PlatPatの機能を改善（特許庁）
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2.4. 新たなニーズ①「その物品に記録された画像」要件の緩和

• 電車の乗り換え案内や目的地までのルート検索などを提供する
クラウド型サービス。

• このようなネットワークを通じて表示される画像も保護してほしいとのニーズあり。

（出典）https://www.navitime.co.jp/

NAVITIME（ナビタイムジャパン ）

（提供）ナビタイムジャパン
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01改正意匠法が成立
主な改正ポイント

　製品の形状やデザインを保護す
るための改正意匠法が5月10日、
参議院で可決、成立した。
　改正項目は多岐にわたるが、こ
こでは主なポイントについて取り
上げる。

（1）保護対象の拡充	 	
　物品に記録・表示されていない
画像や建築物の外観・内装のデザ
インを新たに意匠法の保護対象と
する。
　具体的には、物品に記録されて
いないクラウド上に保存されてネ
ットワーク経由で表示される画像
（例：乗換ガイダンスサイトを画
面に表示し、そこに表示されてい
る画像）や、壁・道路等に映写さ
れる画像なども保護対象とする。

物品に記録・表示されていない画像
（例）クラウド上に保存され、ネッ
トワークを通じて表示される画像

（提供）ナビタイムジャパン

物品以外の場所に表示される画像
（例）壁や人体に投影される画像

壁に投影される画像

③物品以外の場所に投影される画像の例／④物品の機能と関係のある画像の例

各国の保護状況
日本 米国 欧州 中国 韓国
× △ ○ × ×

人体に投影される画像壁に投影される画像

2.5. 諸外国比較（画像デザイン）③

欧州においては保護対象となっており、米国においても、物品について権利化された場合は
物品以外への投影であっても侵害対象となりうるが、我が国においては、保護対象となって
いない。
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人体に投影される画像

　建築物の内装については、1意
匠1出願の原則の例外として、家
具や什器等の複数の物品等の組合
せや配置、壁や床等の装飾等によ
り構成される内装が、全体として
統一的な美感を起こさせるような
場合に限り、1意匠として意匠登
録を認める。

内装デザインによるブランド構築
（auショップ池袋西口駅前店）
　特徴的な形状のテーブルやカウ
ンター等を用い、それらの特徴が
際立つ形で、全体的にオレンジと
白の2色のみによる効果的な色彩
を施し、統一感を実現している点
が特徴。

（2）関連意匠制度の見直し	
・�関連意匠の出願可能期間を本意
匠の登録の公表日まで（8か月
程度）から、本意匠の出願日か
ら10年以内までに延長する。

・��関連意匠にのみ類似する意匠の
登録を認める。

　本改正により、長期間にわたっ
て少しずつ製品をモデルチェンジ
していく場合などに、その一連の
シリーズを保護することが可能と

意匠制度小委員会「意匠制度の見直し
の検討課題」

（参考）マツダの「魂動」シリーズ

特許庁「特許法等の一部を改正する法律の概要」
（参考資料）

③物品以外の場所に投影される画像の例／④物品の機能と関係のある画像の例

各国の保護状況
日本 米国 欧州 中国 韓国
× △ ○ × ×

人体に投影される画像壁に投影される画像

2.5. 諸外国比較（画像デザイン）③

欧州においては保護対象となっており、米国においても、物品について権利化された場合は
物品以外への投影であっても侵害対象となりうるが、我が国においては、保護対象となって
いない。

17
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なる。ただし、本意匠の出願日か
ら10年経過前であっても、本意
匠が既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。
　また、他人が実施等して公知に
なった意匠と類似していれば、そ
の関連意匠の出願は拒絶される。

（3）意匠権の存続期間の延長	
　「登録日から20年」から「出願
日から25年」に延長。

（4）意匠登録出願手続の簡素化	
・複数の意匠の一括出願を認める。
・物品の名称を柔軟に記載できる
こととするため、物品の区分を廃
止する。
　意匠の国際登録に関するハーグ
協定に基づく意匠の国際登録制度
では、複数意匠の一括出願が認め
られており、国内出願についても
1つの願書で複数の意匠の出願を

認める。
　しかし、1つの意匠ごとに1つ
の意匠権を発生させる原則は維持

し、実体審査や意匠登録は現行と
同じく意匠ごとに行う。

【特許法第102条関係】
※�実用新案法第29条、意匠法第39条、商標法第38条においても
同様に改正

02改正特許法が成立
損害賠償額の算定方法を見直し

■特許庁■

　改正特許法が参院本会議で全
会一致で可決、成立した。損害
賠償額の算定方法を見直し、優
れた技術を持った中小やベンチ
ャー企業の保護を強化する。
　法改正により侵害者が販売し
た数量のうち、特許権者の生産
能力などを超えるとして賠償が
否定されていた部分については、
侵害者にライセンスしたとみな
して、損害賠償を請求できるこ
ととする。

　ライセンス料相当額による損
害賠償額の算定に当たっては、
特許権侵害があっ
たことを前提とし
て交渉した場合に
決まるであろう額
を考慮できる旨を
明記する。損害賠
償額算定方法の見
直しについては、
特許法だけでなく、
実用新案法、意匠

法、商標法において同旨の改正
を実施する。

権利者の生産・販売能力等を超える部分の
損害を認定（ライセンス料相当額）

1個
当たり
利益

権利者の生産・販売能力 侵害品の販売数量

ライセンス料相当額

現行の
損害額

●主なポイント●
①画像デザインの保護

◇�操作画像や表示画像について、画像が物品に記録・表示されているかど
うかにかかわらず保護対象とする
◇壁や道路等に映写される画像なども保護対象に

②空間デザインの保護

現行法の保護対象である物品（動産）に加え、建築物（不動産）の外観や
内装も保護対象に

③関連意匠制度の拡充

◇�関連意匠の出願可能期間を本意匠の出願日から10年以内までに延長
◇関連意匠にのみ類似する意匠の登録を認める

④意匠権の存続期間の延長

「登録日から20年」から「出願日から25年」に延長

⑤複数意匠一括出願の導入

1つの願書で複数の意匠の出願を認める
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03主要国の特許査定率
審査期間、FA 期間など

■特許行政年次報告書 2019年版■

　特許庁は、「特許行政年次報告書
2019年版」を公表した。報告書は、
知的財産制度を取り巻く現状と方向
性、国内外の動向と分析、直近の統
計情報などを取りまとめている。
　ここでは、主要国（5大特許庁）
における特許出願件数、審査期間、
FA期間、特許査定率について取り
上げる。
◇５庁における特許出願件数	
　５庁における特許出願件数の動向
をみると、2018�年の日本における
出願件数は�31.4�万件であり、前年
からわずかに減少している。５庁の
中では、中国における出願件数は、
前年比�11.6%�増の�154.2�万件とな
り、大きく増加している。
◇主要国の審査期間	 	
　日本国特許庁は、一次審査通知ま
での期間に加え、権利化までの期間

の短縮を求めるニーズの高まりを受
け、2023�年度までに特許の「権利
化までの期間�」（標準審査期間）と
「一次審査通知までの期間」（FA期
間）をそれぞれ、「平均14か月以内、
平均10か月以内」にするという目
標を設定しているが、2018�年度は、
それぞれ、14.1か月、9.3か月とな
った。
　主要国の権利化までの平均期間は、
日本（14.1か月）、韓国（15.9か月）、

中国（22.0か月）、米国（24.2か月）、
欧州（24.9か月）。
　一次審査通知までの期間（FA期
間）は、日本（9.3か月）、韓国（10.4
か月）、中国（14.4か月）、米国（15.7
か月）、欧州（4.8か月）。
　各庁の一次審査通知までの期間の
定義はそれぞれ異なっている。例え
ば日本では審査請求日から一次審査
までの平均期間であるが、欧州では
出願日から特許性に関する見解を伴

●主要国特許庁の特許査定率の推移●
2013 2014 2015 2016 2017

欧州 49.0 47.6 48.0 54.8 57.1

日本 69.8 69.3 71.5 75.8 74.6

米国 70.7 70.9 70.6 70.3 71.9

韓国 68.8 68.6 63.0 60.0 63.1
（備考）各庁の特許査定率の定義は以下のとおり。
（各年における処理件数が対象）

・日本　特許査定件数／（特許査定件数＋拒絶査定件数＋審査着手後の取
　　　　下げ・放棄件数）
・米国　特許証発行件数／処理件数
・欧州　特許査定件数／（特許査定件数＋拒絶査定件数＋放棄件数）
・韓国　特許査定件数／（特許査定件数＋拒絶査定件数＋審査着手後の取
　　　　下げ件数）
・中国　特許査定率の定義を公表していない

（資料）IPS�Statistics�Report�2017を基に特許庁作成

・特許行政年次報告書2019年版
https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2019/
index.html

●五庁の「一次審査通知までの期間」及び「最終処分期間」（2017年平均）●
一次審査通知までの期間 最終処分期間

日本国特許庁（JPO） 9.3か月 14.1か月

米国特許商標庁（USPTO） 15.7か月 24.2か月

欧州特許庁（EPO） 4.8か月 24.9か月

中国国家知識産権局（CNIPA） 14.4か月 22.0か月

韓国特許庁（KIPO） 10.4か月 15.9か月

（資料）他国特許庁の数値はIP5�Statistics�Report�2017を基に特許庁作成
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特許行政年次報告書2019年版 7

④五庁における特許出願件数

　五庁（日本国特許庁（JPO）、米国特許商標
庁（USPTO）、欧州特許庁（EPO）、中国国家
知識産権局（CNIPA）、韓国特許庁（KIPO））
における特許出願件数の動向を示す。
　2018 年の JPOにおける出願件数は 31.4 万件
であり、前年からわずかに減少している。五庁の
中では、CNIPAにおける出願件数は、前年比
11.6% 増の 154.2 万件となり、大きく増加している
［1-1-16 図］。

⑤五庁における特許出願構造

　JPO、CNIPA 及び KIPO では内国人による
出願が多く、特に、CNIPAにおける内国人によ
る出願件数は、近年大きく増加しているのに対し
て、USPTO 及び EPO では外国人（EPOの場
合は EPC 加盟国以外の出願人）による出願が
ほぼ半数を占めている［1-1-17 図、1-1-18 図、
1-1-19 図、1-1-20 図、1-1-21 図］。
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米国（USPTO）
日本（JPO）
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（出願年）

（万件）

1-1-16図 		五庁における特許出願件数の推移

（資料） 下記を基に特許庁作成 
日本　統計・資料編　第 1 章 1. 
米国　米国ウェブサイト（2014 ～ 2016 年）及び米国提供資料 
　　　（2017 年、2018 年（暫定値）） 
欧州　Annual Report 2018 （European patent applications 参照） 
中国　中国ウェブサイト 
韓国　韓国ウェブサイト及び韓国提供資料（2018 年暫定値）

0

10

20

30

40

50 外国人による出願
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2018201720162015201420132012201120102009
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（万件）

（出願年）

1-1-17図 		日本における特許出願構造

（備考）国別内訳は筆頭出願人の国籍でカウントしている。
（資料）統計・資料編　第 2 章 4．（1）

（万件）

（出願年）
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1-1-18図 		米国における特許出願構造

1-1-19図 		欧州における特許出願構造

1-1-20図 		中国における特許出願構造

1-1-21図 		韓国における特許出願構造

（備考） Utility Patent が対象。 
国別内訳は下記資料の定義に従っている。

（資料） 米国ウェブサイト（2008 年～ 2015 年）及び米国提供資料（2016-17 年、
2018 年（暫定値））を基に特許庁作成

（備考） EPC 加盟国は各年末における加盟国。 
国別内訳は下記資料の定義に従っている。

（資料）欧州 Annual Report 2018 を基に特許庁作成

（備考）国別内訳は下記資料の定義に従っている。
（資料）中国ウェブサイト及び中国供資料を基に特許庁作成

（備考）国別内訳は下記資料の定義に従っている。
（資料） 韓国 Annual Report（2008 ～ 2017 年）、韓国提供資料（暫定値）（2018

年）を基に特許庁作成
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う拡張欧州調査報告の発行までの期
間の中央値、中国では審査請求後の
実体審査開始（実体審査開始の通知
書の発行）から一次審査までの平均
期間となっている。
◇主要国の特許査定率	 	
　主要国の特許査定率をみると、
2017�年の日本の特許査定率は、前
年比�1.2�ポイント減の�74.6%とわ

ずかに減少に転じたが、2018年は
75.3%とやや盛り返した。
　2017年の欧州は前年比�2.3�ポイ
ント増の57.1%。�また、2017年の
米国の特許査定率は、前年比�1.6�ポ
イント増の71.9�％、韓国は3.1�ポ
イント増の63.1％�。中国の特許査
定率は2017年のみのデータが示さ
れており、56.4％。

　各庁の一次審査通知までの期間、
最終処分期間、特許査定率は、それ
ぞれの特許制度の違いによってその
定義が異なっているため、単純に比
較はできないが、主要国の中で日本
は審査期間、FA期間とも最も迅速
で、特許を取得しやすい国であるこ
とがうかがえる。

04大企業による知的財産の
不当取得などを実態調査

■公正取引委員会■
　公正取引委員会は、大企業が
下請け先の中小企業などから知
的財産権や生産ノウハウを不当
に取得している事例を約730件
確認したと発表した。
　中小製造業者3万社を対象とし
た公正取引委員会の実態調査で
は、企業機密の設計図やノウハ
ウの開示を強要されるケースが
目立った。このうち取引先に製
品を納めるだけの契約だったに
もかかわらず、設計図やデータ

の開示や提供を強いられたケー
スが254件、共同の研究開発の
内容を取引先に一方的に与える
契約にされたケースが 131 件、
設計図などを安い価格で買いた
たかれたケースが116件あった。
取引先が不当に得たノウハウや
知的財産を使って内製化するな
ど、実際に不利益が生じたケー
スもあった。
　中小の製造業者がこうした取引
を受け入れざるを得ない理由とし

ては「断ったら今後の取引に影響
があると判断した」との回答が最
も多く36%を占めている。
　公正取引委員会は、大手企業
が優越的な地位を利用して、取
引先の中小企業などに不当に不
利益を与えていれば、独占禁止
法で問題になるとして、業界団
体を通じて改善を促す。悪質だ
と判断したケースについては、
勧告などの行政処分に踏み切る
場合もある。

片務的なNDA ノウハウの開示強要 買いたたき

相手方の秘密は厳守する一方、
自社の秘密は守られないという
片務的なNDA契約を締結させら
れる。
※NDA　Non-disclosure agreement

　（秘密保持契約）

営業秘密のレシピを「商品カル
テ」に記載させられた挙げ句に
模倣品を製造され、取引を停止
される。

金型設計図面等込みの発注にな
ったにもかかわらず、対価は従
来どおりに据え置かれる。

名ばかりの共同研究 出願に干渉 知財の無償譲渡等

ほとんど自社で研究するのに、成
果は取引先だけに無償で帰属する
という名ばかりの共同研究開発契
約を押し付けられる。

取引と関係のない自社だけで生み
出した発明等を出願する場合で
も、内容を事前報告させられ、修
正指示に応じさせられる。

特許権の1/2を無償譲渡させられ
る。
一方的に無償ライセンスさせられ
る。

公正取引委員会「製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書」より抜粋
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05J-PlatPat の機能を改善
特許審査の結果を翌日公開

■特許庁■

　特許庁は、5月7日から特許審査
の結果を原則として翌日公開とし
た。従来は特許庁で書類が発出さ
れてから約3週間後に審査・審判
経過情報が参照可能となっていた
が、特許情報プラットフォーム
（J-PlatPat）の機能改善に伴い、
原則、特許庁で書類が発出された
翌日に審査・審判経過情報が反映
される。
　特許出願を検討している企業
が、出願時の調査で競合他社の審
査情報を素早く入手できれば、出
願戦略も立てやすくなり、効率的
な権利化を図ることができる。
　また、これまでの特許情報プ
ラットフォームでは、商標におけ
る審査段階の書類の内容を確認す
ることができなかったが、機能改
善に伴い、商標の審査段階及び審
判段階における書類として、例え
ば、平成31年1月以降の拒絶理由

通知書、意見書、手続補正書、面
接記録、応対記録などの内容が新

たに照会可能になった。

●J-PlatPat の主な改善内容
タイムラグの改善

・�原則、特許庁で書類が発出された翌日に審査・審判経過情報が反映

提供される書類の範囲拡充
・�意匠・商標における審査段階の書類の内容を確認することが可能
・�審判段階の書類についても確認できる書類が増加
検索対象の拡充
・�中国公報や韓国公報が検索可能
・�権利が消滅した商標も検索対象
機械翻訳の改善
・�機械翻訳エンジンを刷新し、ニューラル機械翻訳等による訳質が向上
した英語翻訳を提供
使いやすさの改善
・�検索結果に付随する情報の内容照会がしやすくなるとともに、その情
報を次の検索に利用しやすくなる
・�キーワード、文献番号による、四法（特許・実用新案・意匠・商標）
での横断的な検索が可能
・�検索結果が上限を超えた場合は自動絞込を実行
・�検索結果のリスト表示で検索項目毎のソートが可能
・�検索式の再利用が可能
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　メダカ飼育からの夢想　 

　　　　　弁理士  杉田　知大

　昨年から屋外でメダカを飼育しておりま
す。なかなか思うようにメダカが育たなか
ったり、想定外のトラブルが発生したりと、
いわば、様々な「課題」を乗り越える必要
がありました。まず、「メダカが、突然いな
くなる !!」という事件。ホームセンターで
メダカを購入し、屋外の陶器鉢を水槽とし
て用いていたのですが、一夏を超えること
なく、メダカが半減…。昨日まで悠々と泳
いでいたメダカが忽然と姿を消すのは容易
に納得できず、鳥、猫の仕業？と疑心暗鬼
に陥ったのですが、そもそもの飼育環境や、
槽内の食物連鎖が原因であった模様。次に

「スネール大量発生 !!」、更に続いて………
「ヒル大量発生!!」。………………ヒル（注：
ヒル（蛭）は、環形動物門ヒル綱（学名 : 
Hirudinea）に属する生物の総称（ウィキ
ペディアより引用））。なお、本ヒルは、静
岡県浜松市の片田舎にある実家目前の支流
を起源トス。最後は、（うれしい悲鳴という
べきか…）「メダカ爆殖 !!」。ある筋によれ
ば、一夏で一匹のメダカが産卵する数は、
1000個だとか…。
　これらの飼育関連の課題から「メダカ飼
育スキル」、「不快生物対処スキル」、「メダ
カ分譲・交換ネットワーク」といったソリ
ューションが必要になると分かります。「メ
ダカ飼育スキル」は、1、2年のメダカの寿
命のため、メダカ飼育の持続のために、「不
快生物対処スキル」は、飼育に過度な手間
をかけず、いわば、飼育ネグレクトしない
ために、「メダカ分譲・交換ネットワーク構
築」は、メダカが増えすぎ時のもらい手探
し、遺伝子の多様性の確保のために必要で
しょう。

　更に夢想すると、これらの課題からビジ
ネス上の謳い文句も得ることができます。
分かり易いものとしては、水草の販売に関
して「不快生物フリー」、メダカ販売後のサ
ポートとして「メダカ飼育ネットワーク」
が挙げられます。「不快生物フリー」につい
ては、例えば、水処理技術（例えば、国際
貨物船のバラスト水処理の技術）の応用の
可否を検討。コスト面を考慮し、化学処理
ではなく物理的処置（音波、特定波長光）
によって水草から不快生物を分離又は死滅
させることを想定。不快生物の誘因といっ
た追加手段も想定。ただし、100 ％保障は
免責事項。「メダカ飼育ネットワーク」は、
メダカ飼育に特化したネットワークであり、
店舗情報配信といった一方向性のものに限
らず、掲示版のような利用者間のコミュニ
ケーションを可能とする。メダカ・水草は、
自然と増えていくため、上述のソリューシ
ョンを採用することによって付加価値を高
め、メダカ・水草販売を総合的に推進。も
ちろん希少種の飼育・増殖は欠かせない。

よし、事業計画書、完成!
ご参考：（コンクリート混練用）プラ舟を水
槽として用い、赤玉土で底床として用いた。
飼育水は、雨水を利用した。グリーンウォ
ーター（＋赤虫）で稚魚と成魚を飼育中。

axis
column
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