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病院が建築物として初めて意匠登録

地理的表示（GI）登録、100産品超える

新たな保護対象の出願状況（改正意匠法）

模倣品輸入、個人使用も差し止め対象に
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01病院が建築物として
初めて意匠登録

■三菱地所設計■

　株式会社三菱地所設計は、改正
意匠法により新たな保護の対象と
なった建築物の意匠として、同社
が設計した「ゼロ動線病棟」が、
建築物「病院」において国内で初
めて登録されたと発表した。

　願書の「意匠の特徴」欄〔出願
人の記載をそのまま掲載しており、
特許庁は内容について審査をして
いない。〕には、スタッフステーシ
ョンと病室が直接接する（隣接）
することで看護動線距離が“0”とな
る、として次のような記載がされ
ている。
　従来の一般的な病院では、我が
国の建築基準法等に基づく採光基
準を満たすよう、外部（外気）に
面した病室が設けられる。これに
対し、本願意匠は、建築基準法施
行令第20条第2項の規定（いわゆ
る縁側採光の規定）を用いること
で、採光基準を満たしつつ、通常
であれば外部となるところに廊下

（兼避難経路）を設けた平面計画
となっている。また、病院の中央
部には、各病室に隣接するように
スタッフステーションが設けられ
ている。このような採光計画及び
平面計画に意匠上の特徴がある。

　改正意正法により、建築物の外
観などの意匠を保護することがで
きるようになり、企業のブランド
イメージを高めるような独創的な
建築物が登録されている。病院以
外でも、建築物の意匠として、
意匠登録第 1671773 号「商業用
建築物」（株式会社ファーストリ
テイリング）、
意匠登録第 1671774 号「駅舎」（東
日本旅客鉄道株式会社）などが登
録されている。
　ビルや店舗の建物だけでなく、
工場、倉庫、ホテル、学校、博物館、
競技場、商業施設と住居の複合建
築物など、あらゆる建築物を登録
することが可能。今後も企業ブラ
ンドのシンボルとなるような建物
の意匠登録が増えていくと思われ
る。

新規性と創作非容易性	 	
（意匠の登録要件）	 	
　意匠登録が認められるための条
件（登録要件）の主なものに「新

規性と創作非容易性」がある。

＜新規性＞
　意匠制度は、意匠の創作を奨励
し、産業の発達に寄与することを
目的とするものであることから、
意匠登録の対象となる意匠は、新
しい創作がなされたものでなけれ
ばならず、新規性が要求される。
　日本国の内外を問わず、意匠登
録出願前に、公衆に知られていた
意匠や、刊行物に記載されていた
意匠、インターネットなどを通じ
て公衆に利用可能となった意匠は、
新規性を喪失していて登録が認め
られない。また、これらの意匠に
類似している意匠も新規性を喪失
していて登録が認められない。

＜創作非容易性＞
　出願された意匠の属する分野に
おける通常の知識を有する者（当
業者）が容易に創作できる意匠に
排他的な権利（＝意匠権）を与え
ると、産業の発展に役立たず、か

（意匠登録第1672637号）〔斜視図１〕
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えってその妨げとなることから、
出願された意匠について当業者が
容易に創作できる場合は、意匠登
録が認められない。
　令和２年（2020 年）１月６日時
点の情報に基づいて特許庁の審査
第一部 意匠課意匠審査基準室が作
成した「～令和元年意匠法改正対
応～意匠の審査基準及び審査の運

用」によれば、
① 自然物（例えば、りんご）をほと

んどそのまま「ペーパーウェイト」
として表したにすぎない意匠

② 公知の乗用自動車の形状をほとん
どそのまま「自動車おもちゃ」と
して表したにすぎない意匠

③  ｢エッフェル塔」の形状をほとんど
そのまま「置物」として表したに

すぎない意匠
④ 公知の「キーホルダー用下げ飾り」

と「キーホルダー用金具」を寄せ
集めて表したにすぎない意匠

―などが創作容易で登録を受けるこ
とができないものとして例示されて
いる。

02次世代通信規格「6G」
日本主導へ向け新組織

■ Beyond5G 推進コンソーシアム■

　総務省は、次世代通信システム
「 6 G 」について、特許権の取得や
国際標準化を主導するため、産官
学の連携組織「Beyond 5G 推進コ
ンソーシアム」を立ち上げた。

　日本は第 5 世代（ 5 G ）移動通
信システムの商用化で世界に出遅
れたこともあり、「 6 G 」では産官
学一体で中核技術の開発などで先
行し、巻き返しを図る方針。

　 5 G の次の世代の通信規格は、
「 6 G 」や「ビヨンド 5 G 」などと
呼ばれている。 6 G になると、通
信速度や同時に接続できる機器数
が約 10 倍、情報伝達の遅れは 10

（具体的施策）

国による研究開発プロジェクトにおいて、我が
国に強みがある技術のオープン・クローズ戦略
を促進する目標設定を検討。

オープン化・デファクト化に向けた機器開発に
係る負担を軽減し、その促進を図るため、相互
接続・相互運用テストベッドやエミュレータを
国が整備。（→内外企業に開放）

オープン化、仮想化、オール光化等の実装・標
準化を推進する民間部門の国際展開を支援。

研究開発の初期段階から国際共同研究を拡充し、
国際標準化に向けた国際連携を強化。

産官学の主要プレイヤーが参加し、戦略的に標
準化等に取り組む「 知財・標準化戦
略センター」を設置。これを核に戦略の具体化等
を図る

知財・標準化戦略の実効性を高めるため、研究
開発プロジェクトの採択や新たな電波割当等に
おいて、オープン規格の採用や国際標準化への
貢献・知財の戦略的取得等を条件化することを
検討。

（具体的施策）

産官学が協働して研究開発をする「
研究開発プラットフォーム」を 等に構築。
エミュレーターやテストベッド等を提供（→米独で
同様の取組）。 等の研究基盤や若手研究者に
対するファンディングプログラム等とも連携。

 の中核技術となる先端的な要素技術
の研究開発を、期間を限り、関係省庁と連携して
集中的に推進。

 の機能強化に対応した情報通信システムの中
核技術の開発により、開発・製造基盤を強化。

安全性、信頼性、供給安定性、オープン性を満た
す機器等の開発供給を国が認定する制度を導入。

研究開発税制によるデジタル関連の研究開発支援
が十分かを検証し、必要な改正を実施。

テラヘルツ波など高周波数帯域の電波を一定期間、
原則として自由に使用できる仕組みを整備。

一定の条件を満たして行う実験等について無線局
免許の取得・変更手続きを大幅に緩和。

懸賞金やアワード型の公募「無線チャレンジ」等
により、新奇なアイデアや人材を発掘・支援。

推進戦略～具体的施策～
研究開発戦略 知財・標準化戦略 展開戦略

● 実現の鍵を握る先端技術の
早期開発を目指し、特に「つぼみ」の段階に
おいて国のリソースを集中的に投入。

●あわせて、研究開発拠点の構築や大胆な
電波開放等により世界最高レベルの研究
開発環境を整備。

●我が国が目指す の実現と、
ゲームチェンジを目指し、知財取得と標準化
活動の促進にコミット。

●特に、①オール光化、②オープン化、③最大
限の仮想化、④上空・海上等への拡張、
⑤セキュリティの抜本的強化を重視。

● の早期かつ円滑な展開のため、
があらゆる分野や地域において浸透し、

徹底的に使いこなされている「
」な環境の早期実現を目指す。

●このため、 ・光ファイバ網の社会全体への
展開と の産業・公的利用を強力に推進。

税制・財政支援等により ・光ファイバ網の整
備拡充とローカル５ の導入を促進（ 年度末ま
でに当初計画の３倍以上の基地局を整備し、全市町村でエリ
ア展開）。また、インフラシェアリングも促進。

地方に分散するデータセンターを仮想的な巨大
クラウドとして一体的に運用する技術を開発。

セキュリティ・バイ・デザインに基づく規格策
定、自動で改竄検知や脆弱性検出等を行う技術
の導入、量子暗号システムの社会実装等を推進。

社会課題解決に向けた ソリューションを実証
プロジェクトを通じて確立。また、スマートシ
ティの各種機能等をクラウド型（ ）の共通
プラットフォーム上で利用できる「 ソリュー
ション提供センター」の仕組みを構築。

一つの街を「リビング・テストベッド」として
自由かつ柔軟な実証を実施できるよう、地域の
大学等と連携し、地域一体型の社会課題解決を
図る体制を整備。（スーパーシティの枠組みも活用。）

 、農業 、遠隔医療等について、他国とも
連携し３年程度集中的に実証を実施。アイデア
の事業化支援や人材育成にも取り組む。

緊急事態においても により国民生活や経済活
動が円滑に維持される社会を実現するため、社
会全体のデジタル化を推進。

研究開発プラットフォームを活用した

先端的な要素技術の研究開発

電波の開放

破壊的イノベーションの創出と人材育成

戦略的な知財化・標準化の見極めと
オープン化・デファクト化の推進

戦略的パートナーとの連携体制の構築

標準化拠点の活用と
戦略的な知財・標準化活動の促進

・光ファイバ網の社会全体への展開

サイバーセキュリティ常時確保機能の実現

課題解決に資するユースケースの構築・拡大

研究開発税制による支援

（具体的施策）

開発・製造基盤の強化
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分の 1 になると想定されている。
高速・大容量・低遅延・多数端末
との接続を実現する 6 G は、生活
や産業のデジタル化を推進し、社
会問題解決につなげるインフラと
して期待されている。
　 6 G の実用化は 2030 年頃が見
込まれているが、既に米中をはじ
め、世界各国の開発競争は激しさ
を増している。このため、総務省
は、産官学一体の「オールジャパ
ン体制」を整備し、技術開発を先
行して、特許を利用した技術の国
際標準化をリードしたい考え。
　コンソーシアムは、Beyond 5 G
の企画立案などを行う「企画・戦
略委員会」と国際競争などを担当
する「国際委員会」で運営される。
グローバルな研究開発や拠点整備、
知的財産権の獲得を迅速かつ戦略
的に取り組むとしている。
　また、政府は、「 6 G 」の研究開
発を促進するため、2020 年度第
3 次補正予算案で複数年度にわた
って使える 300 億円規模の基金を
新設した。事務局の国立研究開発

法人・情報通信研究機構（NICT）
を通じて民間企業や大学などに研
究開発を委託する。民間企業など

が技術開発に使う最先端の試験設
備を備えた共用施設の整備にも約
200 億円を投じる方針だ。

03地理的表示（GI）登録
制度発足後 100 産品超える

■農林水産省■

　地理的表示（G I）登録が、制度
が発足した 2015 以降、初めて 100
産品を超えた。
　「地理的表示」とは、農林水産
物・食品の名称であって、例えば

「“ ○○（地名）” みかん」のように、
その名称から産地が分かり、品質
や社会的評価などがその産地と結
び付いていることが特定できるも
の。
　地理的表示保護制度は、この「地
理的表示」を知的財産として保護
することによって、産品の適切な
評価・価値の維持向上、産品に対
する信用を守り、生産者の利益を

保護するとともに、表示を信頼し
て産品を購入することができると
いう点で消費者の利益を保護する
ことを目的としている。登録され
た産品のみ「G I マーク」を付ける

ことができる。
　制度がスタートした 2015 年には

「神戸ビーフ」「夕張メロン」など
全国的に名が知られている農作物
が登録されている。

産　地 特　性

結
び
付
き

地理的表示

『◯◯』（地名） 『◯◯』みかん品質・特徴
小ぶりで食べやすい
甘みが強い
香りが高い

評価
高い知名度

市場で高値で取引

気候・風土・土壌など

伝統的な製法
地域伝統の文化・行事など

（図）「地理的表示」のイメージ

（総務省　Beyond 5G推進戦略の概要）
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◇効果◇
・ 原則として、登録された基準を満

たす産品のみに地理的表示が使用
される。

・品質を守るもののみが市場に流通
・ G I マークにより他産品との差別

化が可能
・ 訴訟等の負担なく自らの産品のブ

ランド価値を守ることができる
・ 地域共通の財産として産品の名称

が保護される

04改正意匠法
新たな保護対象の出願状況

■特許庁■

　特許庁は、改正意匠法に基づく
新たな保護対象の出願状況を公表
した。
　それによると、新たな保護対象
となった「画像」「建築物」「内装」
の意匠の出願件数は次のとおり。

（令和 3 年 1 月 4 日時点で取得可能
なものに限る）

画像 建築物 内装
685件 294件 174件

　これを 7 月 1 日時点の出願件数
と比較すると、6 ヶ月間の増加件数
は以下のとおり。

画像 建築物 内装
446 件増 223 件増 138 件増

　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

【青森】
1.あおもりカシス
23.十三湖産大和しじみ
52.小川原湖産大和しじみ
75.つるたスチューベン
90.大鰐温泉もやし　105.清水森ナンバ
【岩手】
28.前沢牛　47.岩手野田村荒海ホタテ
66.岩手木炭　68.二子さといも
73.浄法寺漆　106.甲子柿
【宮城】
31.みやぎサーモン　65.岩出山凍り豆腐
104.川北せり
【秋田】
32.大館とんぶり　51.ひばり野オクラ
60.松館しぼり大根　79.いぶりがっこ
93.大竹いちじく
【山形】
26.米沢牛　30.東根さくらんぼ
62.山形セルリー　76.小笹うるい
99.山形ラ・フランス
【福島】
63.南郷トマト

【北海道】
4.夕張メロン
21.十勝川西長いも
86.今金男しゃく
92.檜山海参
101.網走湖産しじみ貝

【イタリア】
41.プロシェット ディ パルマ
【ベトナム】
107.ルックガン ライチ

【新潟】
29.くろさき茶豆
81.津南の雪下にんじん
【富山】
53.入善ジャンボ西瓜
98.富山干柿
【石川】
17.加賀丸いも
20.能登志賀ころ柿
【福井】
14.吉川ナス
15.谷田部ねぎ
16.山内かぶら
43.上庄さといも
45.若狭小浜小鯛ささ漬
69.越前がに

【滋賀】
56.近江牛
85.伊吹そば
【京都】
37.万願寺甘とう
【兵庫】
2.但馬牛
3.神戸ビーフ
78.佐用もち大豆
【奈良】
12.三輪素麺
【和歌山】
39.紀州金山寺味噌

【沖縄】
44.琉球もろみ酢

【岐阜】
48.奥飛騨山之村寒干し大根　50.堂上蜂屋柿
【愛知】
49.八丁味噌
【三重】
25.特産松坂牛

【茨城】
6.江戸崎かぼちゃ　38.飯沼栗　59.水戸の柔甘ねぎ
71.奥久慈しゃも
【栃木】
35.新里ねぎ
【東京】
77.東京しゃも
【長野】
13.市田柿　34.すんき
【静岡】
18.三島馬鈴薯　36.田子の浦しらす
103.西浦みかん寿太郎

＊主な名称、主な生産地のみ記載

【鳥取】
11.鳥取砂丘らっきょう
70.大山ブロッコリー
72.こおげ花御所柿
80.大栄西瓜
【島根】
87.東出雲のまる畑ほし柿
91.三瓶そば
【岡山】
24.連島ごぼう
【広島】
83.比婆牛  84.豊島タチウオ
89.大野あさり
97.福山のくわい
【山口】
19.下関ふく　40.美東ごぼう
100.徳地やまのいも
【徳島】
42.木頭ゆず
【香川】
54.香川小原紅早生みかん
82.善通寺産四角スイカ
【愛媛】
10.伊予生糸
【高知】
96.物部ゆず

大口れんこん（新潟県）
わかやま布引だいこん（和歌山県）

平成27年6月の制度開始からこれまでに、40都道府県の104産品、
2か国の2産品の計106産品が登録。

【福岡】
5.八女伝統本玉露
【長崎】
61.対州そば
【熊本】
8.くまもと県産い草
9.くまもと県産い草畳表
67.くまもとあか牛
74.菊池水田ごぼう
88.田浦銀太刀
94.八代特産晩白柚
95.八代生姜
【大分】
22.くにさき七島藺表
33.大分かぼす
【宮崎】
55.宮崎牛
64.ヤマダイかんしょ
【鹿児島】
7.鹿児島の壺造り黒酢
46.桜島小みかん
57.辺塚だいだい
58.鹿児島黒牛
102.えらぶゆり

東　北北海道

北　陸

東　海

沖　縄

関　東

外　国

近　畿中国・四国

G I 登録状況
登録申請公示 令和３年3月12日時点

九　州

農林水産省
食料産業局



アクシス国際特許業務法人発行ニュースレター［vo l . 2 6］

05模倣品輸入、個人使用も差止対象
商標法、関税法を改正へ

■特許庁・財務省■

　政府は、海外から流入する偽ブ
ランド品など模倣品の取り締まり
を強化するため、個人の使用目的
で輸入した物品であっても商標権
を侵害している場合は、税関で差
し止め対象とする商標法改正案を
含む関連 7 法案を閣議決定した。
　現行の商標法では、国内事業者
が模倣品の輸入や売買を行うと、
商標権を侵害したとして刑事罰が
科される。一方、個人が海外事業
者から自分で使うと称して輸入し
た模倣品は商標権侵害を問えず、
流入を阻止できなかった。
　近年、インターネット通販の普
及で、海外の事業者が個人に直接
販売する事例が急増している。輸
入目的に関係なく、海外事業者が
模倣品を国内に流入させることを
阻止するため、特許庁は商標法、
財務省は関税法をそれぞれ改正す
る。
　今回の改正では、海外事業者が模
倣品を郵送等により国内に持ち込む
行為について、日本における商標権
の侵害と位置付けることになった。

これにより、個人の使用目的で購入
する場合でも、知的財産権侵害品と

して、税関において輸入を差し止め
ることが可能になる。

【中国等】 【日本】

購入者(私用)

購入者(私用)

購入者(私用)

購入者(私用)

模倣品業者

③直送

「越境ＥＣによる模倣品販売」の現状

流通環境の変化
⇒海外の模倣品業者からの直送が増大

【個人】国内ショッピングモール
・オークション

②購入 ①注文

新たに商標権・意匠権侵害と位置づけようとする行為 現行法上、商標権・意匠権侵害となる行為

個人

事業者

個人事業者

譲渡等海外 日本 輸入

郵送等
で持込み

郵送等
で持込み

財務省関税局「税関における知的財産侵害物品の水際取締りについて」
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　4本足のお友達 

　　　　　　弁理士  堀　彩統子

　新型コロナウイルスが流行し、第一回目
の緊急事態宣言が発せられてから、はや約
一年が経ちました。テレワーク推奨、外出
自粛、出張自粛等によって、お客様に直接
お会いする機会もなくなり寂しい限りです
が、皆様いかがお過ごしでしょうか。
　昨年は、私の大好きな旅行形態でもある
クルーズ船、ダイヤモンドプリンセス号で
の新型コロナウイルスの集団感染に始まり
（クルーズのお話しはまたの機会に）、徐々
に国内でも感染が広がっていく中、ついに
発せられた2020年 4 月の緊急事態宣言。
子供達の通う小学校や幼稚園は休校になり、
我が家も都内の狭い自宅マンションで家族
4 人、朝から晩まで顔を合わせる日々が続
きました。緊急事態宣言中とはいっても、
小学生や幼稚園児にとって一日中家に閉じ
こもるのは至難の業。必然的に私の仕事の
作業時間のメインは深夜早朝となり、日中
はリビングで子供達をみながらの作業とな
りました。日中は私が仕事に没頭しはじめ
るとタイミング悪く、「ママ ! ママ ! 」と話
しかけられイライラ…。結局、作業を諦め
て近くの公園に子供達を連れだしたり、最
終手段はテレビに子守をさせたりして、宣
言終われー ! と思いながら、なんとか日々
生き延びておりました。学校のありがたさ
が心底、身に沁みた瞬間でした。
　テレワークも常態化し、家の中ですごす
時間が長くなってくると、家の中の物が増
え始めました。外出自粛要請が始まると、
すぐに夫がエアロバイクを購入し、家飲み

も増えてきたためソー
ダ製造機やワインセラ
ーも購入しました。リ
ビングの壁面には、モ
ニタを介して世界の景
色がみられる窓型スマ
ートディスプレイが登
場しました。この窓型

ディスプレイはデジタル窓ともよばれ、モ
ニタを介して世界各国の様々な映像（数分
間の動画）がみられるのですが、例えばビ
ーチ映像の中には波の音まで収録されてい
るので、家にいながら少しだけリゾート気
分に浸れる、という優れものです。
　そんな中、我が家の生活を一変させる事件
が起きました。コロナを機についに昨年10
月にミニチュアシュナウザーを一匹譲ってい
ただくことになったのです。子犬は我が家に
やってきてすぐに慣れてくれたものの、人間
の赤ちゃんと一緒で、何でも口の中にいれて
しまいます。散歩につれていけば地面の砂
や、道路に落ちているタバコや葉っぱを食べ
てしまうし、リビングにいれば子供が散らか
したおもちゃをガジガジしてしまう始末…。
行動範囲が広がると、玄関から家族の靴をも
ってきてガジガジしてみたり、テレワークで
の会議中に突然いやがらせのように私のそば
へやってきて、ボールを持ってワン !（遊
べ ! ）と吠えてみたり…。
　生活が犬中心に一変する中、ふと携帯を
みてみると、今まで撮影した写真や動画を
利用したBGM付のスライドショーに勝手に
作製されていました。題名は「4 本足のお
友達」。子犬が初めてやってきた日、初めて
お風呂にいれた日、初めて外出した日、子
供達と一緒に布団で寝相悪く寝る様子がか
わいらしく編集されていました。我が家は
4 本足のお友達が増え、お世話も大変です
が、子供達も私も、この新たなお友達から
癒しを沢山もらっています。

axis
column
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