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01改正著作権法が成立
違法 DL の対象拡大

■2021年1月1日施行■

　インターネット上の「海賊版サ
イト」の対策を強化するための著
作 権 法 の 改 正 案 が 成 立 し た。
2021年1月1日に施行される。
　改正著作権法では、違法なダウ
ンロード（DL）の対象範囲を音楽
や映像だけでなく、漫画や書籍、
論文など、すべての著作物に拡大
した。著作権者に許可なく違法に
公開されたものと知りながら漫画
や写真、論文などの著作物をダウ
ンロードすると、私的な目的であ
っても違法となる。
　一方、利用者の萎縮を避けるた
め、規制対象の除外を設けている。
例えば、スマートフォンのスクリ
ーンショットやライブ配信などの
映像などに映り込んだ著作物は対
象外としたほか、二次創作物やパ

ロディー作品も対象から除外した。
　また、文化庁は「軽微な場合」も
規制対象から除外するとして、具体
的な線引きを指針でまとめている。
それによると、論文や記事は半分程

度を引用した場合に違法とし、漫画
では数十ページの 1 コマは軽微と
判断されるが、1話の半分程度や 4
コマ漫画の 1 コマのダウンロード
は規制対象としている。

02査証制度、10 月１日施行
特許訴訟における証拠収集

■令和元年改正特許法■

　令和元年改正特許法は2020年
4月1日に施行されたが、施行が
未定だった「査証制度」の創設が
10月1日施行と決定した。
　査証制度は、裁判所が選定した
中立な立場の専門家が、被疑侵害
者のオフィスや工場等に立ち入り、
特許権侵害の立証に必要な調査を
行い、裁判所に報告書（査証報告
書）を提出する制度。
　査証による証拠収集は、製品を

分解しても分からないような製造
方法やプログラム、市場に出回っ
ていないようなBtoB製品、さら
には持ち出すことが困難な大掛か
りな工場設備などの場合、従来、
権利者が入手できなかった証拠が
入手しやすくなり、侵害の立証が
しやすくなると考えられる。
　査証の要件は厳格に設定されて
おり、「侵害行為の立証に必要（必
要性）」「特許権侵害の可能性が高

い（蓋然性）」「他の手段では証拠
が十分に集まらない（補充性）」
「相手方の負担が過度にならない
こと（相当性）」などが明文化さ
れている。
　また、秘密保護の仕組みも含ま
れ、立ち入りを受ける側からの専
門家選定に対する異議申し立て、
報告書中の秘密情報の黒塗り、専
門家の秘密漏えいに対する刑事罰
などが規定されている。

●改正著作権法の主なポイント●

◇�漫画、書籍、論文など全著作物を対象に無断で掲載されたと知りながら
ダウンロードする行為を違法化
◇�二次創作物やパロディー作品、無断掲載の画像がスマートフォンのスク
リーンショットに写り込んだ場合は対象外

※規制の対象
　 漫画の1話の半分程度、4コマ漫画の1コマ、論文や記事の半分程度

※軽微なものとして除外
　 �漫画では数十ページの1コマ、長文の論文や新聞記事の1行～数行、数
百ページの小説の1ページ～数ページ
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03令和元年意匠法改正の
特設サイトを作成

■特許庁■

　特許庁は、令和元年意匠法改
正の特設サイトを作成し、意匠
法改正に関する最新情報を紹介
している。
　意匠法は大幅に改正され、保
護対象の拡充、関連意匠制度の
見直し、意匠権の存続期間の変
更などが行われた。意匠法改正
は令和元年特許法等の一部を改
正する法律として公布され、ほ
とんどの規定は本年4月1日から
既に施行されている。

　今回の法改正の大きな特徴と
して、保護対象の拡充があげら
れる。これまで意匠法の保護対
象は「物品」に限られ、不動産
や個体以外のものなど「物品」
でないものは保護されなかった
が、本改正により、「物品」のデ
ザインに加え、物品に該当しな
い建築物（店舗、ビル、橋）や
クラウド上の画像デザインも保
護対象とされ、建築物の内装も
登録できるようになった。

　具体的には、画像では、商品
購入用の画像や時刻表示用画像、
建築物では、博物館やホテル、
内装では、店舗の内装や渡り廊
下の内装などの登録が可能とな
った。
　新たに保護対象となった意匠
の出願状況については、多くの
企業から高い関心が示されてい
るとして、特許庁はサイトで「画
像」「建築物」「内装」の意匠登
録出願件数を公表した。

出典：令和元年度特許法等改正説明会テキスト（特許庁）

製品書類 製造方法
BtoB製品

（中間生成品）

命令 提出 命令 提出

拒否 拒否

査証

査証人
＋

執行官

拒否

《要件》
・証拠の必要性
・他の方法で証拠収集が困難など《要件》証拠の必要性

ソフトウェア

既存の証拠収集手続

査証人による
確認・作動・実験・
計測 等
報告書作成、提出

《要件》証拠の必要性

典型例
典型例

真実擬制（申立人の主張を真実とみなすこと）

文書提出命令 検証物提示命令

裁判官

五官の作用
で判断

●新たな保護対象についての意匠登録出願件数●

画　像 建築物 内　装

239件 133件 98件

（令和2年7月1日時点で取得可能なもののみ）

詳細は特許庁「令和元年意匠法改正特設サイト」
https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/isyou_kaisei_2019.html
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04特許庁が特許権を取得
AI 用いた特許文献検索システム

■アドパス（ADPAS）■

　特許庁は、AIを用いた独自の特
許文献検索システムに関する特許
権（特許第6691280号）を取得す
るとともに、商標についても出願
したと発表した。
　特許庁では、実験的にAI技術な
どを駆使し、言語および特許分類
が異なる特許文献を、希望する言
語や特許分類にて一括して検索し、
管理できるシステム「アドパス
（ADPAS）」を開発した。
　特許文献のデータ構造は発行さ
れる国や地域によって、言語や形
式なども異なるため、適切に検索
できるような形に変換して蓄積す
ることは、特許審査の質を保つた
めに重要であるという。
　今後、このシステムを活用した
特許審査を行うとしている。

【請求項1】	 	 	
　複数の特許文献に関する情報を検
索用データベースに登録するための
管理システムであって、
　所定期間に、自国の特許庁及び複
数の他国の特許庁が有するデータベ
ースからそれぞれ収集した、国毎に
データ形式が異なる複数の特許文献
について、少なくとも文献番号を含
み且つ特許文献を一意に識別可能な
データを含む形式情報と、少なくと
も各特許文献の発明の内容を含む内
容情報とが含まれるデータ群から、
各特許文献について、前記形式情報
を取得する第 1サーバと、
　複数の国の特許庁に出願又は登録
された特許文献について、国毎にデ
ータ形式が異なるデータを含む書誌
情報が共通のデータ形式に変換され
て記憶された外部データベースから、
各特許文献について、文献番号と、

前記共通のデータ形式に変換された
書誌情報とを取得する第2サーバと、
　前記第 1 サーバが前記形式情報
を取得した各特許文献について、前
記形式情報に含まれる各データを、
前記形式情報及び前記書誌情報の各
データ項目が所定の順序で並べられ
た第 1 テーブルの対応する位置に
格納し、当該各特許文献について前
記第 2 サーバが書誌情報を取得し
ている場合は、文献番号をキーとし
て、当該書誌情報に含まれる各デー
タを前記第 1 テーブルの対応する
位置に格納することにより、前記形
式情報及び前記書誌情報を統合した
第 1 統合情報を生成する第 3 サー
バと、
　前記データ群から、各特許文献に
ついて、文献番号と、前記内容情報
とを取得し、前記発明の内容が所定
言語で記載された特許文献について
は当該発明の内容に基づき、前記発

明の内容が前記所定言語で記載され
ていない特許文献については前記発
明の内容が前記所定言語で記載され
た翻訳文に基づいて、学習モデルを
用いて、各特許文献の分類情報を生
成する第 4サーバと、を有し、
　前記第 3 サーバは、前記第 1 統
合情報が完成した後に、前記第 1
サーバが前記形式情報を取得した特
許文献について、文献番号をキーと
して、前記第 1 統合情報に含まれ
る各データと、前記分類情報に含ま
れる各データとを、前記第 1 統合
情報及び前記分類情報の各データ項
目が所定の順序で並べられた第 2
テーブルの対応する位置に格納する
ことにより、前記第 1 統合情報及
び前記分類情報を統合した第 2 統
合情報を生成し、前記生成した第 2
統合情報を検索用データベースに登
録する、
　ことを特徴とする管理システム。
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05知的財産推進計画 2020 が決定
～新型コロナ後の「ニュー・ノーマル」
　に向けた知財戦略～

　政府の知的財産戦略本部は、「知
的財産推進計画2020～新型コロ
ナ後の「ニュー・ノーマル」に向
けた知財戦略～」を決定した。
　新型コロナ後のニュー・ノーマ
ル（新たな日常）の下で「脱平均」、
「融合」、「共感」及び「デジタル革
新」を進めるために必要な政策の
基本方針を示した。
　推進計画では、新型コロナの感
染拡大の影響で社会全体のデジタ
ルトランスフォーメーションが加
速していることから、新型コロナ
後の「ニュー・ノーマル」におい
ては、医療、教育、行政など、あ

らゆる分野でデジタルトランスフ
ォーメーションを一気に進める好
機だとしている。
　また、現在、国内外の大学やグ
ローバル企業等が新型コロナ対策
に利用可能な特許を無償開放する
動きが広がっている。オープンソ
ースソフトウェアや特許の無償開
放は、新型コロナ対策をはじめと
する公益目的のため、知的財産に
係る排他的独占権の行使を控え、

知的財産の利用促進を図る動きで
あると評価している。
　オープンイノベーションや協働・
共創は、価値デザイン社会を支える
柱の一つである「融合」のための中
核的な手法だとしている。こうした
取り組みについては従来、我が国は
世界の潮流に後れをとっていると指
摘されてきたが、新型コロナ対策を
契機として、社会実装が進むことが
期待されるとしている。

●これからの知財戦略と「知的財産推進計画2020」●

価値デザイン社会（2018.6知的財産戦略ビジョン）

Society 5.0（2016.1 第5期科学技術基本計画）

脱 平 均
融 合
共 感

デジタルトランスフォー
メーションの加速

実現のための分野ごとの戦略

経済的価値にとどまらない多様な価値が包摂され、そこで多様な個
性が多面的能力をフルに発揮しながら、「日本の特徴」をもうまく
活用し、様々な新しい価値を作って発信し、世界の共感を得る社会

知的財産推進計画2019

ニュー・ノーマル（新たな日常）

新型コロナ → リモート化、オンライン化、行動変容

無形資産からの価値創出
（文化産業等の支援）
知的財産の保護と利用の
バランス

サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより
経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会

第3章 イノベーションエコシステム

第4章 クールジャパン戦略

第5章 コンテンツ・クリエーション・
エコシステム

第２章
知的財産推進計画2020

◇知的財産推進計画2020（首相官邸HP）
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20200527.pdf
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06スタートアップの取引調査
約15％が知財で不利益な扱い

■公正取引委員会■

　公正取引委員会は、スタート
アップ企業と大企業の取引状況
に関する実態調査の中間報告を
公表した。
　それによると、約15％のスタ
ートアップ企業が、知的財産やノ
ウハウをめぐり、「納得できない
行為」を経験し、うち75%が今後
の取引への影響を懸念して受け入
れざるを得なかったとしている。
　公取委のヒアリングでは、「自
社の重要な資料（アルゴリズム含
む）を取引先が他社に開示するこ
とがあった」「スタートアップ側
だけが秘密情報を開示するなど、
大企業だけに一方的に有利な条項
があった」などの訴えがあり、大
企業と不利な契約を強いられてい
る実態が浮き彫りとなった。
　大企業側が有利な立場を利用
してスタートアップに不利益を
与えれば独占禁止法の「優越的
地位の濫用」にあたるおそれが
あり、公取委は詳しく実態調査
を進める方針。

●納得できない行為の具体的な内容●
１：NDA（秘密保持）契約

• �自社の重要な資料（アルゴリズム含む）を取引先が他社に開示すること
があった。
• �秘密保持期間が短い、スタートアップ側だけが秘密情報を開示するなど
大企業だけに一方的に有利な条項があった。

２：PoC（技術検証）契約

• �当初契約していた範囲を超えて、追加の作業を求められ，実施したにも
かかわらず、その追加の作業について、契約書が提示されず、最終的に
は対価も支払われなかった。
• �PoC後の契約の締結をほのめかされ、無償でPoCを行っていたにもかかわ
らず、その後の契約を結んでもらえなかった。

３：共同研究契約

• �主に自社のノウハウを用いて新たに生み出された発明等であっても、大
企業に権利が帰属する条件になっている。
• �自社の技術が詰まった製品の製作を大企業に依頼したところ、その技術
に関連する特許を無断で特許出願された。

４：ライセンス契約

• �契約時に製造や販売に関して、不利益を被るような独占契約を結ぶよう
に、何度もしつこく迫られた。
• �ライセンスの無償提供を求められそうになっている。

出典：スタートアップの取引慣行に関する実態調査�中間報告（公正取引委員会）
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　新橋界隈の絶品グルメ情報
　　　　　　　　　 （Vol.2） 

　　　　　代表弁理士  中島　拓

　早くも2020年は後半に入りましたが、依
然として新型コロナウイルスが世の中を混乱
させています。新型コロナウイルスに感染さ
れた方々にお見舞い申し上げると共に、日々
最前線で戦っておられる医療関係者の皆様に
感謝と敬意を表します。一刻も早く、ワクチ
ンや治療薬が人類全体に行き渡り、コロナ禍
が去ることを願ってやみません。
　さて、弊社が所在する新橋界隈には多くの
飲食店がひしめき合っているのですが、新型
コロナウイルスの影響は大きく、閉店してし
まったお店もあるようです。そのような厳し
い状況の中でも感染防止対策をしながら頑張
っている店もありますので、絶品グルメ情報
Vol.2として幾つか紹介したいと思います。
今の時期は、一人外食で静かに美味しい料理
をいただくのが、お勧めです。
　まず、駅前のニュー新橋ビル 1Fにある
「丹波屋」という立ち喰い蕎麦屋を紹介しま
す。こちらの店は何といっても春菊天そばが
有名です。サクッと揚げた独創的な春菊天は
さっぱりしていてヘルシー。鷹の爪の入った
スパイシーなタレとの相性も良く、飽きの来
ない味に幾度となく足を運んでしまいます。
同ビルのB1Fには、「おか田」もあります。
こちらの店は牛カツ発祥の地とも言われてお
り、行列の絶えない老舗有名店です。30秒
で揚げるという牛カツは、サクッとした衣と
柔らかな牛レア肉がわさび醤油と絡み合いな
がら口の中で心地よく広がります。
　また、ニュー新橋ビルから虎ノ門方面に徒
歩 5分くらいのところには「金ふじ」とい
う割烹料理屋があります。ランチでよく利用
させていただいております。こちらのお店は
魚料理が美味しく、特にかつおのたたき定食
がお勧めです。瑞々しいカツオのたたきと薬
味ポン酢との相性が抜群で、あっという間に

完食してしまいます。卵かけご飯用にさりげ
なく添えられている生たまごも、ポイント高
いです。
　一方、ニュー新橋ビルの駅を挟んだ反対側
には新橋駅前ビルがあります。こちらのビル
内にも古くからの飲食店が所狭しと軒を連ね
ているのですが、その中に「七蔵」という稲
庭うどんの名店があります。こちらの店はコ
ロナ禍でも行列ができるほどの人気店で、女
性客の比率が高いのも特徴です。つるっとし
た触感の細麺のうどんを、カツオ節、セロ
リ、鴨肉などをベースにした独特の濃厚漬け
だれでいただきます。うどんファンでなくて
も納得の一杯になることでしょう。
　ニュー新橋ビル及び新橋駅前ビルは、何れ
も1964年の東京オリンピック後に竣工し、
これまで新橋の象徴ともいえる景観を形作っ
てきました。しかしながら、両ビルは奇しく
も2020年東京オリンピックの後、新橋駅前
の再開発により取り壊されて新たなビルへと
生まれ変わるようです。再開発後、新橋の町
並みはどのように変貌するのでしょうか？時
の流れに哀愁を感じつつも、新世代の新橋グ
ルメの到来をワクワクしながら待っている今
日この頃です。

「金ふじ」かつおのたたき定食
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