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意匠関係料金が改正（４月１日以降の出願）

PCT国際特許出願件数、中国が米国抜き世界１位

逸失利益による特許権侵害損害額算定で大合議判決
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01意匠関係料金が改正
４月１日以降の出願

■特許庁■

　「特許法等の一部を改正する法
律」の施行に伴い、令和2年（2020
年）4月1日以降の意匠登録出願か
ら意匠権の存続期間が従来の「登
録日から20年」から「出願日から
25年」に延長された。
　このことにより、4月1日以降の
意匠関係料金が改正された。第21
年から第25年までの登録料につい
ては、第4年から第20年までの登
録料と同額を納付することになる。

02PCT 国際特許出願件数
中国が米国抜き世界1位

■ WIPO ■

　WIPO（世界知的所有権機関）は、
特許協力条約（PCT）に基づく
2019年の国際特許出願件数を発表
した。
【国別】
　それによると、中国が5万8,990
件となり、米国（5万7,840件）を
抜き、初めて世界1位となった。3
位は日本（5万2,660件）。国際特
許出願件数で中国が米国を逆転した
ことで、知財分野における米中の覇
権争いは一段と激しくなりそうだ。
　世界全体の出願件数は前年比5%
増の26万5,800件と、過去最多を
更新した。中国の出願は11%増の5
万8,990件。1999年には276件し
かなかったが、この20年間で200
倍以上も増加した。米国は特許協力

（1）令和 2年（2020年）4月 1日以降にした出願

項　　目 金　　額

第１年から第３年まで 毎年　8,500 円

第４年から第25年まで 毎年 16,900 円

※�意匠権の存続期間は意匠登録出願の日から25年をもって終了する。

（2）令和 2年（2020年）3月31日以前にした出願

項　　目 金　　額

第１年から第３年まで 毎年　8,500 円

第４年から第20年まで
（※第16年から第20年は、平成19年（2007年）4 月 1 日以降の出願のみ） 毎年 16,900 円

※�意匠権の存続期間は設定登録日から20年をもって終了する。

【国　別】
2018年（件数） 2019年（件数）

① 中国 53,349 58,990

② 米国 56,252 57,840

③ 日本 49,706 52,660

④ ドイツ 19,742 19,353

⑤ 韓国 16,917 19,085

【企業別】
① 華為技術（ファーウェイ） 中国 4,411

② 三菱電機 日本 2,661

③ サムスン電子 韓国 2,334

④ クワルコム 米国 2,127

⑤ OPPO（オッポ） 中国 1,927
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条約（PCT）の運用が始まった
1978年以来40年間首位を維持し
てきたが、今回5万7,840件（3%
増）と2位に転落した。日本は5万
2,660件（5.9%増）と前年と同じ3
位。4位はドイツで1万9,353件
（2.0%減）、5位は韓国で1万9,085
件（12.8%増）となっている。

【企業別】
　企業別では、中国通信機器最大手
の華為技術（ファーウェイ）が
4,411件となり、3年連続で首位を
維持。2位は三菱電機（2,661件）
で、日本企業として唯一トップ10
入りした。3位は韓国サムスン電子
（2,334件）、4位は米国のクワルコ

ム（2,127件）、5位は中国スマー
トフォン大手のオッポ（1,927件）。
　出願分野では、デジタル通信やコ
ンピューター技術での申請が増加。
次世代通信規格「5G」や人工知能
（AI）など先端技術の開発競争が激
化しているようだ。

03特許庁ステータスレポート 2020
国際特許出願が過去最高

　特許庁は「特許庁ステ
ータスレポート2020」
を取りまとめ、知的財産
制度を取り巻く現状や最
新の統計情報などを公開
した。

【特許】
　2019年において特許
庁への特許出願件数のう
ち国際特許出願件数、商
標出願件数、意匠出願件
数は、前年より増加した。
　特許出願件数では、
2019年の特許庁への特
許出願件数は、307,969
件で、2018年の313,567
件から5,598件減った。
このうち、国際特許出願
件数は66,968件で、過
去最高であった2018年
の64,013件を更に上回
った。国際特許出願を除
く特許出願の件数は減少
傾向にある。
　日本の特許庁を受理官
庁としたPCT国際出願の
件数は、堅実に増加して
おり、2019年の件数は、
過去最高の51,652件と
なった。
　一次審査通知（First�
Action）までの期間（FA
期間）と権利化までの期
間をみると、2018年度

●特許出願件数の推移●

●2018年度における特許審査のFA期間及び権利化までの期間●
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のFA期間は平均9.3か月だった。
また、権利化までの期間は平均
14.1か月だった。

【商標】
商標登録出願件数は、190,773件
と前年比で6,290件増加した。国際

商標出願が1,648件増加、国内出願
も4,642件増加しており、2018年
の減少からプラスに転じた。

04改正意匠法に対応
J-PlatPat の機能を改善

■特許庁■

　J-PlatPatは、意匠法改正に合わ
せ、関連意匠群を系図形式で表示
する機能が追加された。
　主な機能改善の内容は、以下の
とおり。
・�関連意匠群を系図形式で表示す
る機能を追加

・�画像・建築物・内装の意匠に付

与される新規分類等による検索
に対応（新規分類等が付与され
た意匠公報が発行されてから検
索可能）

・�店舗等の外観・内装の立体的形
状からなる商標に付与される新
規図形分類による検索に対応

・�特許権の存続期間の延長登録出

願における「出願人」、「特許権
者」及び「政令で定める処分の
内容」（医薬品名、承認番号等）
のテキスト検索機能を追加

・�検索結果一覧に表示される公報
の選択ダウンロード機能を追加

・�審決検索において審決日による
絞り込み機能を追加

05逸失利益による特許権侵害
損害額算定で大合議判決

■知財高裁■

　美容・健康機器を展開するMTG
は、同社の美容ローラーの特許権
を侵害したとして、ファイブスタ
ーに損害賠償金の支払いなどを請
求していた控訴審について、知的
財産高等裁判所の大合議により、
損害賠償額4億4,000万円の支払
いを認める判決が下されたと発表
した。（06に詳細解説）
　訴訟では、2万円超のローラー
を販売するMTGが、3,000〜5,000
円のローラーを販売していたファ
イブスターに特許を侵害されたと
主張。一審判決が認めた損害額は
約1億1千万円だった。
　特許権侵害の損害賠償請求は民
法第709条の規定に基づき損害額
の立証責任を原告（特許権者）が
負担するが、損害立証の困難性に
鑑みて特許法第102条に損害額算

定に関する特則が定められている。
侵害行為がなければ特許権者が販
売することができた逸失利益を損
害額と推定する（同条第1項）、侵
害者の利益の額を損害額と推定す
る（同条第2項）、相当実施料額を
損害額として請求できる（同条第
3項）。
　特許法102条2項による損害額
の算定においては従来から寄与率
という考え方が採用されることが
あったが、特許法102条1項を用
いて「侵害者の譲渡した物の数量」
×「特許権者がその侵害行為がな
ければ販売することができた物の
単位数量当たりの利益額」を損害
額と推定するときに寄与率をどの
ように位置づけるかについては従
来から種々の判決、学説が存在し
ていた。

　MTGが特許法102条1項に基づ
いて損害賠償請求したところ、一
審判決では寄与率を考慮せずに「原
告製品の単位数量当たりの利益額」
を認定し、これに対して寄与率
（10％）を考慮した減額を行って
損害額が算定された。
　一方、知財高裁大合議判決では、
特許発明が原告製品の販売による
利益に貢献している程度を考慮し
て原告製品の限界利益の全額から
60％の覆滅、控除を行って「原告
製品の単位数量当たりの利益額」
を算定した後、これに対する寄与
率を考慮した更なる減額は「これ
を認める根拠はない」として損害
額を算定した。
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06〔解説〕特許法102 条１項の特許権侵害損害額算定（寄与率の考慮）
知的財産高等裁判所　特許権侵害差止等請求控訴事件
平成 31年（ネ）第 10003号　判決言渡　令和２年２月28日

　第１　事案の概要� �
（1）��本件は、発明の名称を「美容器」

とする本件特許権1（特許第
5356625号）及び本件特許権2
（特許第5847904号）を有する一
審原告が、一審被告に対し、一審
被告が被告製品（「ゲルマ�ミラー
ボール美容ローラー�シャイン」
という名称の美容器等9種類の美
容器）の販売等をすることは、上
記各特許権を侵害すると主張して、
その差止め、廃棄及び特許法102
条1項の損害金5億円（一部請求）
の支払を求めた事案である。

（2）��原審（大阪地方裁判所平成28年
（ワ）第5345号）は、被告製品
の販売等は、本件特許権2を侵害
するとして、被告製品の販売等の
差止め、廃棄を認め、特許法102
条1項の損害額の算定に当たって、
特許発明の寄与度を考慮せずに
「原告製品の単位数量当たりの利
益額」を認定した上で、これに対
して寄与率を10％とした減額を
行って損害額（1億735万651円）
を算定した。

（3）��本判決は、被告製品の販売等は、
本件特許権2を侵害するとして、
被告製品の販売等の差止め、廃棄
を認め、特許法102条1項の損害
額の算定に当たって、「本件発明
2が原告製品の販売による利益に
貢献している程度を考慮して、原
告製品の限界利益の全額から6割
を控除し」て「原告製品の単位数
量当たりの利益額」を認定した上
で、これに対する特許発明の寄与
度を考慮した更なる減額は行うこ
となく損害額を算定し、損害額に
ついての原審の判断を変更した
（3億9006万円＋弁護士費用
（5000万円）＝4億4006万円）。

　この解説では、損害額の判断に関す
る部分についてのみ、原審及び本判決

を紹介する。

　第２　原判決� � �
寄与率について
　本件発明2は、美容器に関するもの
ではあっても、美容効果を生じさせる
ローラの性質や構造等に関するもので
はなく、ローラを回転可能に支持する
ところの軸受に関するものである。
　被告は、軸受部分が製造原価に占め
る割合は1.12％程度であり、これを
もって本件発明2の寄与率とし、その
限度で損害を算定すべきであると主張
する。
　この点、特許の技術が製品の一部に
用いられている場合、あるいは多数の
特許技術が一個の製品に用いられてい
る場合であっても、製品が発明の技術
的範囲に属するものと認められる限り、
一個の特許に基づいて、製品全体の販
売等を差し止める事はできるが、製品
全体の販売による利益を算定の根拠と
した場合、本来認められるべき範囲を
超える金額が算定されかねないことか
ら、当該特許が製品の販売に寄与する
度合い（寄与率）を適切に考慮して、
損害賠償の範囲を適切に画する必要が
ある。
　本件発明2は、美容器のローラの軸
受に関するものであるところ、寄与率
は、上記のとおり、特許が製品の販売
に寄与するところを考慮するものであ
るから、製品全体に占める軸受部分の
原価の割合や、軸受部分の価格それ自
体によって機械的に画されるものでは
なく、軸受がローラを円滑に回転し得
るよう保持していることは、製品全体
の中で一定の意義を有しているという
べきであるが、軸受は、美容器の一部
分であり、需要者の目に入るものでは
ないし、被告が本件訴訟提起後に設計
変更しているとおり、ローラが円滑に
回転し得るよう支持する軸受の代替技
術は存したと解されるから、本件発明

2の技術の利用が被告製品の販売に寄
与した度合いは高くなく、上記事情を
総合すると、その寄与率は10％と認
めるのが相当である。
損害額の算定
　上記アないしオで検討したところに
よれば、特許法102条1項による原告
の損害額は、被告製品の譲渡数量35
万1724個のうち、5割については販
売することができないとする事情があ
るから控除し、これに原告製品の単位
数量当たりの利益額●（省略）●円及
び本件特許2の寄与率10％を乗じる
ことで、●（省略）●円となる。

　第３　本判決� � �
原告製品の「単位数量当たりの利益の
額」の算定
　前記第2の2で認定した本件発明2
の特許請求の範囲の記載及び前記1で
認定した本件明細書2の記載からする
と、本件発明2は、回転体、支持軸、
軸受け部材、ハンドル等の部材から構
成される美容器の発明であるが、軸受
け部材と回転体の内周面の形状に特徴
のある発明であると認められる（以下、
この部分を「本件特徴部分」という。）。
　原告製品は、前記アのとおり、支持
軸に回転可能に支持された一対のロー
リング部を肌に押し付けて回転させる
ことにより、肌を摘み上げ、肌に対し
て美容的作用を付与しようとする美容
器であるから、本件特徴部分は、原告
製品の一部分であるにすぎない。
　ところで、本件のように、特許発明
を実施した特許権者の製品において、
特許発明の特徴部分がその一部分にす
ぎない場合であっても、特許権者の製
品の販売によって得られる限界利益の
全額が特許権者の逸失利益となること
が事実上推定されるというべきである。
　そして、原告製品にとっては、ロー
リング部の良好な回転を実現すること
も重要であり、そのために必要な部材
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である本件特徴部分すなわち軸受け部
材と回転体の内周面の形状も、原告製
品の販売による利益に相応に貢献して
いるものといえる。
　しかし、上記のとおり、原告製品は、
一対のローリング部を皮膚に押し付け
て回転させることにより、皮膚を摘み
上げて美容的作用を付与するという美
容器であるから、原告製品のうち大き
な顧客誘引力を有する部分は、ローリ
ング部の構成であるものと認められ、
また、前記アのとおり、原告製品は、
ソーラーパネルを備え、微弱電流を発
生させており、これにより、顧客誘引
力を高めているものと認められる。こ
れらの事情からすると、本件特徴部分
が原告製品の販売による利益の全てに
貢献しているとはいえないから、原告
製品の販売によって得られる限界利益
の全額を原告の逸失利益と認めるのは
相当でなく、したがって、原告製品に
おいては、上記の事実上の推定が一部
覆滅されるというべきである。
　そして、上記で判示した本件特徴部
分の原告製品における位置付け、原告
製品が本件特徴部分以外に備えている
特徴やその顧客誘引力など本件に現れ
た事情を総合考慮すると、同覆滅がさ
れる程度は、全体の約6割であると認
めるのが相当である。
　以上より、原告製品の「単位数量当
たりの利益の額」の算定に当たっては、
原告製品全体の限界利益の額である
5546円から、その約6割を控除する
のが相当であり、原告製品の単位数量
当たりの利益の額は、2218円（5546
円×0.4≒2218円）となる。
本件発明2の寄与度を考慮した損害額

の減額の可否について
　前記（3）及び（5）のとおり、原
告製品の単位数量当たりの利益の額の
算定に当たっては、本件発明2が原告
製品の販売による利益に貢献している
程度を考慮して、原告製品の限界利益
の全額から6割を控除し、また、被告
製品の販売数量に上記の原告製品の単
位数量当たりの利益の額を乗じて得た
一審原告の受けた損害額から、特許法
102条1項ただし書により5割を控除
するのが相当である。
　仮に、一審被告の主張が、これらの
控除とは別に、本件発明2が被告製品
の販売に寄与した割合を考慮して損害
額を減額すべきであるとの趣旨である
としても、これを認める規定はなく、
また、これを認める根拠はないから、
そのような寄与度の考慮による減額を
認めることはできない。
損害額の算定
　以上からすると、特許法102条1項
による一審原告の損害額は、被告製品
の譲渡数量35万1724個のうち、約5
割については販売することができない
とする事情があるからその分を控除し、
控除後の販売数量を原告製品の単位数
量当たりの利益額2218円に乗じるこ
とで、3億9006万円（2218円×35
万1724個×0.5≒3億9006万円）と
なる。

　第４　考察� � �
　特許権侵害があったときの損害賠償
請求は民法第709条の規定に基づき
損害額の立証責任を原告（特許権者）
が負担するが損害立証の困難性にかん
がみて特許法第102条に損害額算定

に関する特則が定められている。侵害
行為がなければ特許権者が販売するこ
とができた逸失利益を損害額と推定す
る（同条第1項）、侵害者の利益の額
を損害額と推定する（同条第2項）、
相当実施料額を損害額として請求でき
る（同条第3項）である。
　特許法102条2項による損害額の算
定においては従来から寄与率という考
え方が採用されることがあった。一方、
特許法102条1項を用いて「侵害者の
譲渡した物の数量」×「特許権者がそ
の侵害行為がなければ販売することが
できた物の単位数量当たりの利益額」
を損害額と推定するときに寄与率をど
のように位置づけるかについては従来
から種々の判決、学説が存在していた。
　今回、原判決では寄与率を考慮せず
に「原告製品の単位数量当たりの利益
額」を認定し、これに対して寄与率を
考慮した減額を行って損害額が算定さ
れた。一方、本判決では、特許発明が
原告製品の販売による利益に貢献して
いる程度を考慮して原告製品の限界利
益の全額から覆滅、控除を行って「原
告製品の単位数量当たりの利益額」を
算定した後、これに対する寄与率を考
慮した更なる減額は「これを認める根
拠はない」として損害額を算定した。
　知的財産高等裁判所の大合議判決で
あるので今後の特許権侵害訴訟におい
て特許法102条1項による損害額算定
が行われる際に影響を与えるものと思
われる。
　本判決の概要は、05で紹介してい
るが大合議判決であることから詳細解
説を行った。
� 以上
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　新生的　如月千晴
　よろしくお願い申し上げます 

　　　　　弁理士  如月　千晴

　久々にコラムを書かせていただきます。私
如月は、2016年アクシスに入ってから、実
はこっそり司法試験の勉強をしていました。
そして昨年、弁護士になるための義務研修
（司法修習といいます）を受けるため一年間
旅立ちましたが、今年またアクシスに戻りま
した。これからも相変わらずのご愛顧とご鞭
撻のほど、よろしくお願いいたします。
　さて、去年研修の終了のお祝いとして、仲
間たちと台湾に3泊4日の旅行をしました。
結論としては研修より楽しかったです！
　台湾といえば夜市（夜の市場）は非常に有
名ですので、我々弁護団は夜ホテルに荷物を
降ろした後すぐに台北最大の「何とか夜市」
に行きました！名前は忘れましたが楽しさは
忘れません！
　夜市にはたくさんの飲食店、雑貨屋などが
非常に密に並んでいて、路上にも屋台がそこ
ら中にあり、食べ歩きに最適です。お店の密
度に比例して、人の密度も非常に高く、沢山
の方々と高度な濃厚接触ができます！絶対に
経路がたどれません！

　ちなみに、私は
中国語を話せます
ので、弁護団の中
では通訳の役割を
果たしていました。
私は中国で生まれ

育ったので純正な北京語
ですが、台湾人の中国語
は少し訛りがあります。
でも、コミュニケーショ
ンに問題ありません。東
京の人が大阪に旅行する
ような感覚です。日本に
来てから中国語を話す機
会がだんだん減ってきたので、スイカジュー
スを売るお姉さんと値切り交渉するときの感
覚が懐かしすぎて、感動さえ覚えました！
　そして、次の日に、台北から少し離れた九
份（きゅうふん）に行きました。こちらも、
人気スポットの一つで、
昔金鉱だった山が徐々に
発展して町になったとこ
ろで、古き良き時代の台
湾と、曲がりくねった山
道の中の街並みを楽しめ
ます。こちらも、連休時
期ではない平日なのに人
がいっぱいいて、ちょく
ちょく日本語も耳に入っ
てきました。
　九份の山はお茶の産地
でもあるらしくて、摘み
たてのお茶を楽しめしま
した。町の風景を眺めな
がらお茶を飲み、そこで
弁護団は 3時間会議をし
ました！
　昨年は、台湾旅行だけでなく、楽しいこと
はたくさんありました。でも、遊んだだけで
はありません！ちゃんと弁護士バッジももら
っています！これからは弁護士の視点を生か
して、付加価値の高い弁理士業務をしていき
たいと思います。

axis
column
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