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意匠法改正に向けた検討事項
ステーキの提供システム、発明で保護
元号に関する商標審査の取り扱い
特許の審査期間は平均14.1か月
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01意匠制度の大幅見直し
意匠法改正に向けた検討事項

■特許庁■
　特許庁は、意匠制度の大幅な見
直しに向けて検討を進めている。
意匠法改正の方向として現在検討
している事項は、以下のとおり。

1.画像デザインの保護対象
　物品に記録されていない画像（例
えば、クラウド上の画像）や、物
品以外に表示される画像（壁や人
体に投影される画像）、物品の機能
と関係の無い画像（コンテンツ画
像）についても保護すべきか。

2.空間デザインの保護
　不動産や店舗の内装デザインに
ついて保護すべきか。
3.関連意匠制度の拡充
　本意匠の公報発行日後について
も、関連意匠の出願を認めるべき
か。関連意匠のみに類似する関連
意匠の登録を認めるべきか。
4.意匠権の存続期間の延長
　現行法の登録日から20年を25年
に延長すべきか。存続期間の延長
に併せて、意匠権の存続期間の起

算日を、登録日から出願日に変更
することについてどう考えるか。
5.複数意匠の一括出願について
　複数の意匠を一括して出願でき
るようにしてはどうか。
6.物品区分表の見直しについて
　物品区分表に掲げられた物品の
区分と同程度の区分を記載しない
出願でも、拒絶理由としないといっ
た仕組みとすることについてどう
考えるか。

02元号に関する商標めぐり
商標審査の取り扱い公表

■商標審査基準を改訂へ■

　現元号の「平成」が2019年 4
月 30 日 を も っ て 最 後 と な り
2019年 5月 1日から新元号へと
変更される予定を受け、特許庁
は、元号からなる商標又は元号
を含む商標の審査上の取り扱い
について公表した。
　現在の商標審査基準には、旧
元号についての商標の審査上の
取り扱いは明確ではなかった。
そこで、旧元号についての商標
の審査上の取り扱いの明確化を
図るため商標審査基準の改訂を
予定している。
　元号からなる商標又は元号を
含む商標に関する商標の審査上
の取り扱いについては下記のよ
うになるとしている。
◆�元号（現元号であるか否かを問

わない）として認識さ
れるにすぎない商標は、
識別力がない（自分の
商品・役務と他人の商
品・役務を区別するも
のにはならない）ため、
商標登録を受けること
はできない。

◆�現元号であるか否かにかかわら
ず、会社の創立時期、商品の製
造時期、その他の日付・期間等
を表示するものとして一般に使
用されている場合は、元号とし
て認識されるにすぎない。すな
わち、現元号を表示する文字の
みからなる商標「平成」は、単
に現元号として認識されるにす
ぎないため、商標登録を受ける
ことはできない。　改元後、「平

成」が旧元号となった場合も同
様で、単に旧元号として認識さ
れるにすぎないため、商標登録
を受けることはできない。

◆�元号は識別力がないと判断され
るため、他の識別力のない文字
等（例：商品又は役務の普通名
称）を組み合わせた商標（例：
平成まんじゅう「指定商品：饅
頭」）も、識別力はなく、商標
登録を受けることはできない。

元号（現元号であるか否かを問わな
い）に他の識別力のない文字等を組
み合わせたとしても、商標登録を受
けることはできない
（例：平成まんじゅう「指定商品：饅頭」）×
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◆�元号と認識されたとしても、例
えば、ある特定の商品又は役務
において使用された結果、需要

者が特定の者の業務に係る商品
又は役務であると認識できるに
至っている場合には、識別力が

あるものとなるため、商標登録
を受けることが可能（他の拒絶
理由に該当しない場合に限る）。

03
「いきなり！ステーキ」の

ステーキ提供システム、発明で保護
知的財産高等裁判所　特許取消決定取消請求事件
平成 29 年（行ケ）第 10232 号
平成 30 年 10 月 17 日判決言渡

　ステーキ専門店「いきなり！ス
テーキ」を運営している株式会社
ペッパーフードサービスが所有し
ている特許「ステーキの提供シス
テム」（特許第5946491号）に係
る発明は特許法上の発明に該当す
るか否かが争われた事件で知的財
産高等裁判所は「特許法上の発
明に該当する」との判断を下し
た（平成29年（行ケ）第10232
号� 特許取消決定取消請求事件　
平成30年10月17日判決言渡）。
　ペッパーフードサービス社の
特許第5946491号が成立した後
「特許は取り消されるべきであ
る」とする特許異議申立が提出
され（異議2016－701090号）、
特許庁は「特許法上の発明に該
当しない」として「特許を取り
消す」決定を下していた（平成
29年11月28日）。
　この特許取消決定の取消を
ペッパーフードサービス社が
求めていたもの。
　問題になった発明は次のよ
うに表現されている。
【請求項1】
　お客様を立食形式のテーブ
ルに案内するステップと、お
客様からステーキの量を伺う
ステップと、伺ったステーキ
の量を肉のブロックからカッ
トするステップと、カットし
た肉を焼くステップと、焼い

た肉をお客様のテーブルまで運
ぶステップとを含むステーキの
提供方法を実施するステーキの
提供システムであって、
　上記お客様を案内したテーブ
ル番号が記載された札と、
　上記お客様の要望に応じてカ
ットした肉を計量する計量機と、
　上記お客様の要望に応じてカ
ットした肉を他のお客様のもの
と区別する印しとを備え、
　上記計量機が計量した肉の量
と上記札に記載されたテーブル
番号を記載したシールを出力す
ることと、
　上記印しが上記計量機が出力
した肉の量とテーブル番号が記
載されたシールであることを特
徴とする、
　ステーキの提供システム。

自然法則を利用した技術的思想の創作 	
　特許庁の取消決定では「本件
特許発明は、その本質が経済活
動それ自体に向けられたもので
あり、全体として『自然法則を
利用した技術思想の創作』に該
当しない」とされていた。
　知財高裁の判決では「本件特
許発明の技術的課題、その課題
を解決するための技術的手段の
構成及びその構成から導かれる
効果等の技術的意義に照らすと、
本件特許発明は、札、計量機及
びシール（印し）という特定の
物品又は機器（本件計量機等）を、
他のお客様の肉との混同を防止
して本件特許発明の課題を解決
するための技術的手段とするも
のであり、全体として『自然法
則を利用した技術的思想の創作』
に該当するということができ
る。」とされた。
　今回の知財高裁判決に基づい
て特許庁で異議2016－701090
号の審理が再開される。特許庁
は知財高裁判決に拘束されるの
で、今回の判決に従ってペッパ
ーフードサービス社の特許第
5946491号は維持されることに
なるものと思われる。

「特許公報第5946491号」より
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04審査期間は平均14.1か月
平均 FA 期間は9.3か月

■「特許行政年次報告書」2018 年版■
　特許庁は、「特許行政年次報告書」
2018年版をこのほど公表した。今
回は、この中から注目される主な
項目を取り上げる。
出願件数	 � �
＜特許＞
　特許出願件数は、2008年以降漸
減傾向で推移していたが、2015年
以降横ばいで推移し、2017年は
318,479件で、2016年よりも微増
（0.03％増）。
　国際出願（PCT国際出願）の件

数は、年々増加しており、2017年
は47,425件（前年比6.6％増）と
過去最高となった。
＜意匠＞
　意匠登録出願件数は、2009年以
降多少の増減を繰り返しながらほ
ぼ横ばいで推移しており、2017年
は前年比3.5％増の31,961件。
＜商標＞
　商標登録出願件数は年々増加し
ており、2017年は前年比18.0 ％
増の190,939件と過去10年間では

最高となった。
審査期間・FA（ファーストアクション）
期間 � � � �
＜特許＞
　2017年度の特許の「権利化ま
での期間」（標準審査期間）は平
均14.1か月。「一次審査通知まで
の期間」（平均FA期間：審査請求
日から一次審査通知までの平均期
間）は9.3か月。
＜意匠＞
　2017年度の意匠の権利化までの
期間は平均6.7か月。出願から一次
審査通知までの平均FA期間は5.9
か月。
＜商標＞
　2017年度の商標の権利化までの
期間は平均7.7か月。出願から一次
審査通知までの平均FA期間は6.3
か月。
特許審査実績	 	 	
　2017 年 の 一 次 審 査 件 数 は
239,236 件。 特 許 査 定 件 数 は
183,919件、拒絶査定件数は60,613
件、特許登録件数は199,577件。
2017年の特許査定率は、74.6％（前
年比1.2ポイント減）。
特許出願・審査請求・特許登録等
　特許出願件数は近年漸減傾向で
あるものの、審査請求件数はほぼ
横ばいを維持している。特許出願
件数に対する特許登録件数の割合
（特許登録率）は増加傾向にある
ことから、出願人が特許出願にあ
たり厳選を行うことが浸透し、企
業等における知的財産戦略におい
て量から質への転換が着実に進ん
でいることが窺える。
審判請求・異議申立の動向と審理
動向	 	 	 	
　①2017年における特許の拒絶
査 定 不 服 審 判 の 請 求 件 数 は、

審査（ファーストアクション期間）
2015年 2016年 2017年

特許 9.5か月 9.5か月 9.3か月

意匠 6.1か月 6.2か月 5.9か月

商標 4.0か月 4.8か月 5.6か月
注１：�特許のファーストアクション期間は、審査請求から、審査官による審査結果の最初の通知�

（主に特許査定又は拒絶理由通知書）が出願人等へ発送されるまでの期間の年平均である。
注２：�意匠・商標のファーストアクション期間は、出願から、審査官による審査結果の最初の通知�

（主に登録査定又は拒絶理由通知書）が出願人等へ発送されるまでの期間の年平均である。�
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18,591件。
　前置審査（拒絶査定不服審判の
請求と同時に特許出願の明細書・
図面等の補正がされた場合に、そ
の審判の請求を審査官に審査させ
る制度）の結果を見ると、拒絶査
定を取り消して特許査定される件
数（前置登録件数）の全体に占め
る割合は、2010年以降、6割前
後で推移している。
　2017年における特許の異議申
立件数は、1,251件。特許の無効
審判の請求件数は161件。
　②2017年における特許の拒絶
査定不服審判の平均審理期間は、
12.6か月。特許異議申立の平均審
理期間は、7.2か月。特許・実用
新案の無効審判の平均審理期間は、
10.6か月。
・「特許行政年次報告書」2018年版
http://www.jpo.go.jp/shiryou/
toush in/nen j i /nenpou2018/
honpen/0101.pdf

05乳がん関連の用途特許
バイオ医薬品の後発品を提訴

■中外製薬■
　中外製薬は、抗がん剤「ハーセ
プチン」（一般名：トラスツズマブ）
の特許を侵害しているとして、同
薬の後発品（バイオシミラー）の

発売を予定している第一三共と米
ファイザー日本法人を、それぞれ
東京地裁に提訴した。後発品の製
造販売差し止めを求めており、併

せて仮処分も申し立てた。
　中外製薬によると、「乳がん関連
の用途特許」を侵害したとして提
訴した。

最終処分実績の推移 

特 許 査 定 件 数

拒 絶 査 定 件 数

特 許 登 録 件 数

特 許 査 定 率

拒 絶 査 定 率

審判
(a)権利付与前の審判（拒絶査定不服審判）（審理期間）

2015年 2016年 2017年

特許 12.5か月 13.1か月 12.6か月

意匠 7.3か月 6.8か月 6.2か月

商標 7.1か月 7.2か月 6.0か月

(b)異議（審理期間）
2015年 2016年 2017年

特許 2.4か月 5.8か月 7.2か月

商標 7.9か月 8.3か月 6.4か月

(c)権利付与後の審判（審理期間）（無効審判）
2015年 2016年 2017年

特許・実用新案 10.5か月 10.5か月 10.6か月

意匠 16.6か月 15.5か月 9.6か月

商標 8.9か月 11.3か月 10.3か月
注：審理期間は、審判請求日（※１）から、審決の発送日（※２）、取下・放棄の確定日、又は却下
の発送日までの期間の暦年平均。
（※１）異議申立については異議申立日。特許拒絶査定不服審判において前置審査に係る事件につい

ては審理可能となった日（部門移管日）。
（※２）特許異議申立において取消理由通知（決定の予告）を行うものはその発送日、特許無効審判に

おいて審決の予告を行うものはその発送日。
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　対象特許はスイスの製薬大手ロ
シュの子会社ジェネンテックが保
有しており、中外製薬は本特許権
の専用実施権者。ジェネンテック
社は今回の訴訟で中外製薬と共同

原告となっている。
　ハーセプチンの後発品には、日
本化薬、第一三共、ファイザーの
各社製品がある。第一三共とファ
イザーは、作年9月21日に製造販

売の承認を受けた。日本化薬の後
発品は、胃がんのみで承認を受け
たため、中外製薬は日本化薬への
提訴を取り下げた経緯がある。

06知財権侵害で輸入差止
五輪グッズの商標権侵害が増加

■財務省■

　財務省は、平成30年上期（1～
6月）に知的財産権を侵害する物
品の輸入を全国の税関で差し止め
た点数が、前年同期比で約2.4倍
の65万点を突破したと発表した。
このうち偽ブランド品など商標権
の侵害が約3.5倍の約56万点で
83.6％を占めた。2020年の東京
五輪・パラリンピックを控え、商
標権などを侵害したピンバッジや
Tシャツといった関連商品が増え
ている。
　侵害物品件数では、13,833件
と10.2 ％減少したものの引き続
き高水準だった。偽ブランド品な
どの商標権侵害物品が13,512件
（構成比97.2％）で、引き続き全
体の大半を占め、次いで偽キャラ

クターグッズなどの著作権侵害物
品が208件だった。
　地域別の輸入差止件数では、中
国が全体の89.0 ％（12,308件）

を占めている。品目別に見ると、
医薬品の輸入差止点数が310,815
点、家庭用雑貨の輸入差止点数が
56,911点と大幅に増加した。

医薬品（商標権） ピンバッチ（商標権） バック（商標権）

スマートフォンケース（著作権） イヤホン（意匠権） インクカートリッジ（特許権）

●輸入差止めが多い品目

（財務省「関税における知的財産侵害物品の差し止め状況」から抜粋）
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新橋界隈の
絶品グルメ情報（Vol.1） 

代表弁理士  中島　拓

　新橋はサラリーマンの街として有名であり、
風情のあるお店が所狭しと軒を連ねています。
6年前にアクシスが新橋に越して以来、食道
楽の筆者も美味しいお店を求めて新橋界隈を
散策してきました。今回は6年間のリサーチ
の中で筆者が自信をもってお勧めできる美味
しいお店を少し紹介したいと思います。紙面
の制約上、詳しい住所は割愛させていただき
ますが、店名をインターネットで検索すれば
すぐ見つけられるかと思います。
　まず、絶品焼魚ランチから紹介しましょう。
新橋駅前のニュー新橋ビル1Fに「とと家」
という家庭料理のお店があります。ランチで
提供される「あこうだい粕漬け定食」は粕漬
けの深い味わいとジューシーで弾力のあるあ
こう鯛の食感が絶妙で、初めて食べたときに
とても感動したのを覚えています。筆者はこ
のあこう鯛定食を食べて以来、焼魚に対する
見方が変わりました。
　新橋といえば焼鳥も有名です。焼鳥屋は新
橋に100件以上あるようですが、その中で
も「羅生門」は代表格に挙げられます。「羅
生門」は新橋ガード下にある老舗で、味もさ
ることながら「これぞ新橋！」というどこと
なく懐かしくて活気あふれた新橋の夜を楽し
むことができます。
　北海道出身の筆者としてはラーメンも外せ
ないグルメの一つになります。新橋界隈にも
札幌ラーメンのお店はありますが、最も頻繁
に来訪するのは銀座ナインにある「三吉」で
す。きさくな感じのご夫婦が切り盛りしてい
ます。暖簾をくぐって店内に入ると、こぢん
まりとした懐かしい雰囲気のカウンター席が
お出迎え。昭和にタイムスリップしたような
感覚を味わえます。細めの縮れ麺にシンプル

で昔ながらのしょう油味のスープのラーメン
がいただけます。筆者はミニ炒飯とのセット
をよく注文します。
　また、とんかつ好きの方は是非「まるや
（新橋烏森口店））に行ってみてください。サ
クサクアツアツのとんかつを最高のコストパ
フォーマンスで食べることができます。お店
も活気があり、ランチに行くと午後から働く
エネルギーをもらえますよ。
　最後に北海道絡みの料理をもう一つ紹介し
ます。アクシスから徒歩一分のところに最高
峰のジンギスカンを食べることができるお店
があります。店名は「しろくま」。札幌に本
店がありますが、恥ずかしながら新橋に越し
てくるまで知りませんでした。北海道産の冷
凍していない新鮮な羊肉をレアで食べること
ができます。改めてジンギスカンの美味しさ
を教えられたお店です。
　紙面の都合上、ごく一部のお店しか紹介で
きませんでしたが、機会がありましたら続編
をお伝えしたいと思います。
　職業柄、「物」を描写する機会は多いので
すが、味は描写しにくいものです。だからこ
そ奥深い世界だとも言えます。海外では匂い
や味を商標登録できる国もあるというから驚
きです。

「とと家」の「あこうだい粕漬け定食」
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