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商標のファストトラック審査の運用を変更

改正意匠法等、4月1日施行
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01特許権侵害訴訟での損害
賠償額算定方法の見直し

■改正特許法、4 月 1 日施行■

　本年4月1日から施行される改正
特許法で特許権侵害訴訟における損
害賠償額算定方法が見直される。
　特許権侵害訴訟での原告（特許権
者）からの損害賠償請求は民法第
709条の不法行為による損害賠償の
規定に基づいて行う。しかし、特許
権侵害では損害の立証が簡単ではな
いということで、特許法第102条に
特許権侵害訴訟における損害賠償額
算定方法が定められている。
　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）
というもの。

（a）�特許権者の逸失利益の覆滅さ
れた部分について相当実施料
額の適用

　特許法第102条第1項では、「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」を原告（特
許権者）が立証する。原告（特許権
者）の立証によって「侵害行為がな
ければ特許権者が販売することがで
きた金額」が損害賠償額としての逸

失利益に推定されるようになって
も、特許権者の逸失利益について、
侵害者が、「特許権者の実施能力」
や「特許権者が販売することができ
ない事情」を反証すれば、推定され
た逸失利益が覆滅される旨が特許法
第102条第1項に規定されている。
　この場合、推定が覆滅された部分
について、同条第3項による相当実
施料額が認められるか否か、裁判例
や学説では、肯定、否定、折衷の立
場から様々な議論がなされてきた。
　4月1日施行の改正法では、「特
許権者の実施能力」がないことに

（特許庁　第2 7回特許制度小委員会　資料1知財紛争処理システムの見直しの方向性（案）より）

損害賠償額算定方法見直しのイメージ①
 侵害者が販売した侵害品のうち、賠償が否定されていた部分について、
侵害者にライセンスしたとみなして損害額に加算できるようにすることを検討
（102条1項と3項の重畳適用）。

侵害者の販売した侵害品（100個）

相当実施料額
102条3項

1個当たり相当実施料額×40個

実施能力の範囲内
60個

実施能力の範囲外
40個

102条1項と3項を重畳適用が認められるべきと考えられるケースの例

⇒実施能力の範囲内で自ら製造し、実施能力を超える部分は他社に
ライセンスするケースを想定した賠償額
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逸失利益の算定
102条1項

1個当たり収益×60個

【現行法】

【見直し案】

⇒実施能力の範囲内で自ら製造するケースのみを想定した賠償額

逸失利益の算定
102条1項

1個当たり収益×60個
102条
1項

逸失利益
の算定方法

侵害者の販売数量に、
権利者の製品の単位数量当たりの利益額を
乗じた額を、
権利者の実施能力を超えない限度において、
損害額とすることができる。
ただし、権利者が販売することができない事情
があるときは、その事情に応じた額を控除する。

102条
2項

侵害者利益
による算定方法

侵害者がその侵害行為により受けた利益の額
（侵害者利益）を損害額と推定する。

102条
3項

相当実施料
による算定方法

侵害された特許発明の相当実施料を
損害額として請求できる。

（参考）特許法における損害額算定の特例

102条1項ただし書による覆滅の場合の、
重畳適用が考えられるケース
・ 市場における競合品の存在
・ 侵害者の営業努力 など
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よる覆滅部分及び「特許権者が販
売することができない事情」によ
る覆滅部分について、イメージ①
のように、相当実施料額の請求が
認められることになった。これに
より、被告（侵害者）が侵害訴訟
において「特許権者の実施能力」
がないこと等による覆滅部分を立
証できたとしても、原告（特許権者）
は覆滅が立証された部分について
相当実施料額を損害額として請求
できることになる。
（b）相当実施料額の増額	 	
　特許法第102条第3項は、特許発
明の実施に対し受けるべき金銭の
額に相当する額を損害額として請

求できると規定している。
　相当実施料額の算定に当たり考
慮すべき要素の明確化について、
これまで様々な議論がなされてい
た。例えば、過去の実施許諾例、
業界相場、等といった増額・減額
のいずれかに働きうる一般的な考
慮要素や、特許が有効であること、
交渉の経緯、等といった増額に働
きうる事後的な要素など。
　4月1日施行の改正法では、裁
判所が、相当実施料額について、
特許権の侵害があったことを前提
として特許権者が侵害者との間で
合意をしたならば得られたであろ
う額を考慮することができる旨規

定された。これにより通常の交渉
時における相当実施料額より増額
される場合があることが期待され
る。
　なお、4月1日施行の改正法に
よる上述の特許権者の逸失利益の
覆滅された部分についての相当実
施料額の適用（特許法第102条第
1項）における相当実施料額につ
いても特許権の侵害があったこと
を前提として特許権者が侵害者と
の間で合意をしたならば得られた
であろう額を考慮することができ
るようになる。

02商標審査をより早期に
ファストトラック審査の運用変更

■特許庁■
　特許庁は、2020年 2 月から商標
のファストトラック審査の新たな
運用を開始した。
　「ファストトラック審査」とは、
通常案件より 2 カ月程度早く最初
の審査結果通知を行う審査制度だ
が、2 月 1 日以降の出願について
は、出願から 6 ヶ月で審査開始と
なり、大幅に短縮される。
　対象案件となるのは次の 2 つ要
件をいずれも満たしている商標出
願。
（1）	出願時に、「類似商品・役務審

査基準」、「商標法施行規則」
または「商品・サービス国際
分類表（ニース分類）」に掲載
の商品・役務（以下、「基準等
表示」）のみを指定している商
標登録出願

（2）	審査着手時までに指定商品・
指定役務の補正を行っていな
い商標登録出願

　ただし、新しいタイプの商標に
係る出願（動き商標、ホログラム
商標、音商標など）及び国際商標
登録出願は除く。
　また、特許情報プラットフォー
ム（J-PlatPat）で公表している「審
査において採用された商品・役務
名」等、「基準等表示」以外の商
品・役務が指定されている場合は

対象とならない。

�留意点� � � �
　ファストトラック審査の適用を
受ける場合、指定商品・指定役務
の記載を特許庁等が定めている商
品名・役務名に合わせる必要があ
る。基準等表示と少しでも異なる
商品名・役務名の場合は対象にな
らない。
例：第41類「セミナーの企画・運
営又は開催」(類似商品・役務審査
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基準)の表示に対して、指定役務が
第41類「セミナーの企画・運営」は、
対象外となる。
　ファストトラック審査の適用を
受けようとするために、商品名・
役務名を基準等表示に合わせるこ
とには注意が必要。

　例えば、比較的新しい商品や役
務の場合、基準等表示に自分が指
定したい商品・役務が記載されて
いるとは限らない。
　また、商品・役務について具体
的な記載をしたいと思っても、基
準等表示に対応する商品・役務が

ないという可能性もある。
　このような場合、基準等表示に
定めている商品名・役務名に合わ
せてしまうと、適切な商標登録が
できなくなる可能性があるため注
意が必要。

03世界企業のブランド価値
1 位アップル、トヨタ7位

■ 2019 年ブランド価値ランキング■

　米大手コンサルティング会社のイ
ンターブランドは、世界で事業展開
する企業の2019年ブランド価値ラ
ンキングを発表した。
　それによると2019年の上位5社
は、1位アップル、2位グーグル、
3位アマゾン、4位マイクロソフト、
5位コカ・コーラ。
　アップルは7年連続1位で、同社
の価値は前年比9％増の2342億㌦
（約25兆円）と推計されている。フェ
イスブックは、前年の9位から14
位に順位を落とした。日本企業では、
トヨタ自動車が前年と同じ7位で
トップだった。上位8社までの順位
は18年と変わらなかった。
　業種でみると、テクノロジー・エ
レクトロニクス（16ブランド）、自
動車関連（15ブランド）、小売・ラ
グジュアリー（15ブランド）、金融
関連（12ブランド）で半数以上を
占めている。
�●日本企業は7社がランクイン�
　日本勢をみると、上位100社に7
社がランクインした。トヨタは7位
で16年連続で自動車ブランドの最
高位となった。このほか、ホンダ
21位、日産52位、ソニー56位、キ

ヤノン61位、パナソニック81位、
任天堂は89位となった。
　韓国企業は3社が入り、サムスン
電子が最も高く前年と同じ6位だっ
た。米政府の制裁が続く中国通信機
器大手の華為技術（ファーウェイ）
は、74位となった。

●「ものづくり企業」から
　「ネット関連企業」へ
　20年前（2000年）の上位5社を
みると、1位から順に、コカ・コー
ラ、マイクロソフト、IBM、インテ
ル、ノキアだった。この20年の間で、
デジタル化の進展や消費者の嗜好の
変化により、ブランド価値が
「モノづくり企業」から「ネッ
ト関連企業」に移行している
ことがわかる。トップ100の
ブランド価値の全体額に占め
るアップルなどの業種の割合
は37％に上る。配車アプリの
米ウーバーも87位と初めてラ
ンクインした。
　また、2000年から現在まで
ランキングに残っているブラ
ンドは31しかない。31ブラン
ドにはディズニー、ナイキ、
グッチが含まれる。10位以内

をキープしているのはコカ・コーラ
とマイクロソフトの2社だけだ。
　日本企業をみてみると、00年に
ランクインしたソニー、トヨタ、パ
ナソニック、ホンダの4ブランドは
19年版でも残った。
　調査は財務分析が可能で、母国
などの主要地域（ホーム・リージョ
ン）以外の売上高比率が30%を超
える企業が対象。ブランドが消費
者の購買動向に与える影響や将来
収益などを加味したブランド価値
を金額に換算し、00年からランキ
ングを発表している。

（インターブランド社調査）

順位 2000 年 2019 年

1 コカ・コーラ アップル

2 マイクロソフト グーグル

3 I B M アマゾン

4 インテル マイクロソフト

5 ノキア コカ・コーラ

6 G E サムスン

7 フォード トヨタ

8 ディズニー メルセデス・ベンツ

9 マクドナルド マクドナルド

1 0 AT & T ディズニー
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04デザインの保護対象の拡充など
改正意匠法等、4月1日施行

　特許法、意匠法等の一部改正に
関する法律が閣議決定され、2020
年（令和 2 年）4 月 1 日より施行
されることになった。今回の改正
では、特に意匠法が大幅な改正と
なり、より広い範囲の意匠権の取
得が可能となる。

　主な改正内容� � �
①�保護対象の拡充		 	
　有体物である動産＝「物品」デ
ザインに加え、物品に記録・表示
されていない「画像」デザイン、
「建築物」デザインも保護対象に。
複数の物品、壁や床などの装飾
により構成される「内装」デザ
インも一意匠として登録可能に

②�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、	
　関連意匠にのみ類似する意匠
の登録を認める、

③�意匠権の存続期間の変更		
　「登録日から20年」から「出
願日から25年」に変更など、大
幅な改正となっている。

　これまで意匠登録できなかった
クラウド上の画像の意匠や住宅・
建築物の内外装デザインが保護可
能となり、2020年（令和 2 年）4
月 1 日以降に意匠出願ができるよ
うになる。

引用：イノベーション・ブランド構築に資する意匠法改正（特許庁）
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05AI・IoT 時代の特許制度
7つの事例で課題を検証

■特許庁■

　近年、AI・IoT技術の進展に伴い、
様々なビジネスモデルが登場し、紛
争形態も多様化、新たな紛争処理ニ
ーズが生じている。しかし現行の特
許制度は、そうした時代の変化に、
必ずしも十分に対応できておらず、
権利の実効的な保護が図られていな
い面があると懸念されている。
　このため特許庁は、AI・IoT技術
の時代において生じている（生じ得
る）特許制度上の課題について、以
下の7つの事例を提示し、検証を行
うことにした。
【事例1】	複数の実施主体の関与（1）

～ユーザー等のアクセスを
伴うサービス提供～

【事例2】	複数の実施主体の関与（2）
～複数の事業者等が連結し
た事業～

【事例3】	特許発明に直接関係しない
収益源によるビジネス

【事例4】	AI関連技術に係る権利行使

【事例5】	膨大な数の特許発明を含む
製品に対する権利行使

【事例6】	標準必須特許（SEP）を巡
る異業種間交渉

【事例7】	ビジネスの変化等に対応し
た知財紛争処理システム

　今後、特許庁は、権利の実効的な
保護を図るため、

①			どのように「権利化」すべきか？
②	適切に「権利行使」することがで
きるか？（「訴訟による救済」の観
点を含む）、
③	「中小ベンチャー企業」等にとっ
ても使い勝手がよい制度となって
いるか？―の観点に基づいて上記
事例について検証するとしている。

特許制度小委員会「A I・I o T技術の時代にふさわしい特許制度の検討に向けて」
9

AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の検討の全体像

【検証事例7】 ビジネスの変化等に対応した知財紛争処理システム

国境
事業者A

サーバー ユーザー

事業者B

サーバー

事業者C

サーバー

入力

出力

AI関連技術
の活用

広告主

広
告
収
入

特許権者 特許権者 特許権者 特許権者

通信規格

・ ・ ・

紛争形態の多様化

紛争処理ニーズの変化

様々なビジネスモデルの登場

特許権

特許権

特許権

ネットワーク
関連技術

サーバー上での
サービス提供

プラットフォーム型
ビジネス

サプライチェーン

【検証事例１】
複数の実施主体の関与

【検証事例２】
複数の実施主体の関与

【検証事例３】
特許発明に直接関係しない
収益源によるビジネス

【検証事例４】
AI関連技術に係る権利行使

【検証事例５】
膨大な数の特許発明を含む
製品に対する権利行使 【検証事例６】

標準必須特許(SEP)を巡る
異業種間交渉
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　あくびの伝染からみる
	　我が子の成長　	
　　　　　弁理士  田浦　弘達

　私には 3歳、1 歳になったばかりの子供
が 2人おり、日々、子供の成長を感じなが
ら、妻の育児をなんとか手伝っております。
育児のなかでも寝かしつけることは特に大変
なことの一つだと思っており、なかなか寝よ
うとしない子供たちを寝付かせるために、
色々試行錯誤しています。ある日、私はベッ
ドではしゃいでいる子供に対し、ふと、自分
があくびをすればそれが伝染して子供もあく
びをし、多少は眠気を催すだろうか？と思
い、試してみました。しかし、そもそも、い
くらあくびをしても子供たちはそれに反応す
ることもなく、あくびが移ることはありませ
んでした。以前、あくびは、共感力の大きい
関係ほど伝染しやすいと聞いたことがありま
したので、まさか子供たちは私を共感可能な
関係だと認識していないのかと疑ってしまい
ました。そこで、私の妻にもそれを聞きまし
たが、やはり同じ意見でしたので、何か理由
があるのかと思い、あくびの伝染について調
べてみることにしました。すると、あくびが
伝染するようになるのは 5歳頃からであり、
それよりも小さいとあくびは伝染しないとの
ことでした。5 歳頃までは、脳の中でも前
頭葉（社会的意思決定や人に共感する能力に
かかわる部分）の発達が十分でない、という
のが理由のようです。
　育児をしていると、必然的に子どもの脳の
発達という言葉に敏感になってしまいます。
それは、当然、子供の将来を考えてというこ
ともありますが、私の上の 3歳になる子が
イヤイヤ期であり、イヤイヤ期も脳の前頭葉
（前頭前野）が未発達なためにおこる現象の
ようであるからです。あくびの伝染のような
不思議な生理現象も、成長とともに身に着い
ていくようで、これも子供の脳の発達と関係
しているのかと感じてしまいました。
　ところで、あくびの伝染を調べていると、

子供の頃の記憶も脳の発達に関連していると
いう興味深い記事がありました。通常、私た
ちは、大きくなると子供の頃の記憶がほとん
どなくなってしまいますが、幼い頃の記憶は
覚えていたとしても、3 歳半頃までの記憶
だそうです（「幼児期健忘」と呼ばれる現象）。
この理由は、諸説あるようですが、脳の成長
過程では新しい脳細胞が加わって成長するよ
うですが、新しい脳細胞が加わると、記憶を
読み出すそれまでのスキームが新しいものに
置き換えられてしまい、子どもの頃の記憶を
読み出せなくなり、その結果、記憶の消去に
つながっているのようです。
　育児をしていると（私自身が子供のころの
記憶がないので図々しく恩着せがましいです
が）、寝かしつけること、イヤイヤ言われな
がらもなんとか食事をさせたり服を着せた
り、、、親の育児の頑張りを子供たちも認識し
ていてくれればなと感じることがあります。
しかし、子供の頃の記憶が失われることも脳
の発達に伴う現象であることを知ると、まぁ
大きく成長してねと少し楽な気持ちになって
しまいました。
　普段、わが子の成長には驚かされています
が、あくびの伝染、子供の頃の記憶のメカニ
ズムを知ると、さら
に、わが子の頭の中
ではダイナミックな
変化が進行中である
んだなと思えるよう
になってきました。
このように考えると、
子供の成長を新たな
視点で感じることが
でき、日々の我が子
との戦いに余裕が生
まれてくるかと思っ
ております。
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