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01知的財産取引に関する
ガイドラインを公表

■中小企業庁■

　中小企業庁は「知的財産取引に関
するガイドライン（指針）」を公表
した。
　ガイドラインは、中小企業の知
財やノウハウを保護するために作
成されたもので、大企業が優越的
な立場を利用して中小企業の知財
を不正取得するなどのトラブルを
防ぐことを目的としている。
　ガイドラインの主なポイントは
以下のとおり。

【契約締結前】
・�相手方の秘密情報を相手方の事
前の承諾なく、取得、又は、開
示を強要しない。

・�相手方の意思に反して、秘密保
持契約締結無しに、相手方の秘
密を知り得る行為をしない。

【試作品製造・共同開発等】
・�無償の技術指導・試作品製造等
の強制をしない。

・�承諾がない知的財産やノウハウ
等の利用をしない。

・�共同開発の成果は、技術やアイ
ディアの貢献度によって決めら
れることが原則、これと異なる

場合は相当の対価を支払う。

【製造委託・製造販売・請負販売等】
・�製造委託本来の目的に照らして、
合理的に必要と考えられる範囲
を超えて、相手方の技術情報等
の提供を求めない。これを求め
る場合には相当の対価を支払う。

・�製造委託の目的物とされていな
い、金型の設計図面、CADデー
タその他技術データの提供を当
事者の意に反して強制しない。

・�監査や品質保証等の観点から秘密
情報の開示を受ける必要がある場
合には、あらかじめ監査等を必要

とする箇所を明確にし、その目的
を超えた秘密情報の取得をしな
い。

【特許出願・知的財産権の無償譲渡・
無償許諾】
・�取引と直接関係のない、又は、
独自に開発した成果について、
出願等に干渉しない。

・�相手方に帰属する知的財産権に
ついて、無償譲渡の強要や自社
への単独帰属を強要しない。ま
た相手方の知的財産権の無償実
施を強制しない。

02「＃他社の商品名」は商標権侵害
「メルカリ」で類似品を出品

■大阪地裁■

　フリーマーケットアプリ大手「メ
ルカリ」で自社ブランド名のハッ

シュタグを無断で使われ、商標権
を侵害されたとして、アパレル商

品などを手掛ける雑貨製造会社が
「メルカリ」の出品者に表示の差し

●優越的地位を濫用した行為の事例●

・�秘密保持契約・目的外使用の契約なしでの取引の強要
・営業秘密であるノウハウの開示の強要
・設計図面等を買い叩かれる
・無償の技術指導・試作品の製造を強要される
・�著しく均衡を失した名ばかりの共同研究開発契約の締結を強いられる
・特許出願に干渉される
・�知的財産権の無償譲渡、無償ライセンスを強要される
・知財訴訟等のリスクを転嫁される

　　（出典：公正取引委員会「優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告」）
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止めを求めた訴訟で、大阪地裁は
商標権侵害を認めた。
　「＃」に続けて他社商品名を表示
するハッシュタグ（検索目印）を
用いて類似の出品物を宣伝する行
為が商標権の侵害に当たるかが争
われた。
　出品者は、雑貨製造会社の巾着

型バッグブランド「シャルマント
サック」のハッシュタグを用いて、
自作商品を販売。商品説明欄には
「ハンドメイド品です」と記載して
いたものの、「＃シャルマントサッ
ク」「＃シャルマントサック風」な
どのハッシュタグを添えていた。
ハッシュタグは検索しやすくする

ためのもので商標権の侵害には当
たらないと主張していた。
　これに対し、大阪地裁は、「利用
者にとっては出品された商品がブ
ランド品であると認識され得る」
などと判断し、商標権侵害を認め、
表示の差し止めを命じた。　

03中国と台湾が TPP に加入申請
加入めぐり対立

■環太平洋経済連携協定■

　中国と台湾が、日本をはじめと
する11カ国が参加するTPP（環
太平洋経済連携協定）への加盟を
相次ぎ申請した。
　中国は米国が脱退したTPPに加
わることで、成長が続くアジア太
平洋地域の通商分野で影響力を高
める狙いがあるとみられる。
　台湾はTPPに加盟することで、
中国への経済依存度を引き下げる
狙いがある。仮に中国の加入が実
現した場合、台湾の参加は事実上
不可能となるため、申請を急いだ
可能性もある。中国は台湾の加盟
申請に反発している。
　中国と台湾がTPPに加入するに
は、知的財産権の保護、国有企業
の優遇制限など、TPP協定が定め
る厳格なルールを順守することが

前提となる。
　TPPの対象となる知的財産
分野に関する項目としては、
「特許」「商標」「意匠」「著作
権」「医薬品の保護」「地理的
表示」などが規定されている。
　データを扱う電子商取引な
どの分野でもルールを定めて
いる。例えば、ある国が外資
企業に対しサーバーを自国内
に設置するのを義務付けることや
ソフトウエアの設計図にあたる
「ソースコード」の開示要求を禁
止している。
　また、知的財産権の行使に関す
る事項として、WTO・TRIPS協定
（知的所有権の貿易関連の側面に
関する協定）、ACTA（偽造品の取
引の防止に関する協定）と同等ま

たはそれを上回る規範を導入する
ことが記載されている。
　参加申請への今後の対応につい
て、日本政府は、「中国がTPPの
高いレベルのルールを守れるのか
見極める必要がある」と慎重な立
場で、加入交渉手続きを始めるか
どうか、加盟各国と協議するとし
ている。

TTP加入を巡る構図
TTP参加11カ国
日本
カナダ
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2017年離脱
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04液晶テレビ「レグザ」の敗訴が確定
日亜化学工業の LED 特許を侵害

■最高裁■

　液晶テレビ「レグザ」の使用部
品が発光ダイオード（LED）の特
許を侵害したとして、日亜化学工
業が損害賠償を求めた訴訟で、最
高裁は「TVS�REGZA」（旧東芝映
像ソリューション）の上告を受理
しない決定をした。請求通り1億
3200万円の支払いを命じた知財
高裁判決が確定した。
　判決によると、対象となったの
は32型の2製品で、総販売数は
計約73万台、売上高は計約249

億円。
　一審・東京地裁は、被告製品
（液晶テレビ）に使用されている
LEDを基礎として実施料相当額を
算定すべきとして被告製品1台当
たり20〜30円の支払いが相当だ
とし、約1795万円の支払いを命
じた。
　日亜化学工業は、東芝映像社が
販売する液晶テレビにおけるLED
の貢献度の大きさから、LEDの売
上額ではなく、東芝映像社が実際

に販売する液晶テレビの売上額を
損害賠償額の算定の基礎とすべき
として控訴した。
　知財高裁は、液晶テレビの売上
額に基づく損害賠償額の算定を行
い、1億3200万円の損害賠償額
を認めた。
　知財高裁の判決は、LEDにかか
る特許権に対する損害賠償につい
ても、それを搭載するテレビの製
品価格を基礎とした損害賠償請求
が認められることを示した。

05特許庁の関係手続
押印の見直しと運用の変更

■特許庁■

　新型コロナウイルス感染拡大防
止やデジタル社会への対応、行政
手続の更なる利便性の向上のため、
特許庁においても一部の手続を除
き押印が不要になった。
　そこで、特許庁が公表している
「特許庁関係手続における押印の見
直しの考え方と今後の運用」の中
から主な項目を紹介する。
　今回の見直しにより690種の書
類について押印が不要になった（令
和2年12月に廃止：666種、追加
して令和３年6月に廃止：24種）。
　押印を存続する33種の手続は
「偽造の被害が大きい手続」という
観点から選定されている。

◇従来通りに押印した書類での
　提出も可能◇
　押印が不要になった書類に関し
ては「押印又は識別ラベルの貼付
の欄」が存在していない新しい書
式を用いて、押印を行わずに特許
庁へ提出することになるが、「令和
2年12月28日の施行日後当分の
間は旧様式又は旧書式での手続も
認められる。特許庁は、旧様式又
は旧書式による手続書面に対して
は、旧様式又は旧書式であること
を理由にして補正が命じられるこ
とはないとしている。

◇代理人弁理士に対する委任状へ
　の押印◇
　特許出願、意匠登録出願、商標

登録出願、等や、拒絶査定不服審
判請求、等の特許庁への手続を代
理人弁理士に委任する際の委任状
については、令和2年12月28日
以降、押印は不要になった。
　また、出願人名義変更、等の権利
の移転関係手続についても特許庁へ
提出する委任状への押印は、令和3
年6月12日以降、不要になった。
　なお、「委任状は、委任者と受任
者の間の合意の下、作成されるべ
きものであり、かつ、代理人が自
己の責任において提出することに
なるため、特許庁は、これを真正
な委任状として受理することにな
ります。」という説明で、「委任状
の記載事項は、委任者の個人名・
代表者名も含めて、全て印字（タ
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イプ印字を含む）でよいことにな
った」とされている。
　また、特許庁は、「代理人が提出
する委任状は、委任者と受任者の
間で合意し、作成されたものとし
て、疑義がない限り、（押印の無い
委任状や、外国人（外国に住む日
本人）の場合の署名の無い委任状）
を真正な委任状として取り扱いま
す。」とされている。
　そこで、代理人弁理士からは、
従来通り、特許庁提出用に、捺印
した委任状の提供が要請されるこ
とがあると思われる。

◇特許出願人名義変更の際の証明書◇
　特許出願を行った後に、当該特
許出願に係る発明についての特許
を受ける権利を他者に譲り特許出
願人の名義変更を行う、あるいは、
単独の特許出願であったものにつ

いて特許を受ける権利の一部を他
者に譲って共同の特許出願にする
特許出願人名義変更を行うことが
ある。
　このような場合には、特許出願
に係る発明についての特許を受け
る権利を他者に譲ることを証明す
る「譲渡証書」を作成し、特許庁
へ提出する「特許出願人名義変更
届」に添付する必要がある。
　この「譲渡証書」については従
来通り押印が必要とされている。
　この際に使用する印鑑について
は「令和3年末までは、（捺印済の
包括委任状を既に特許庁へ提出済、
等の事情で、特許庁が届出印を把
握している場合は）届出印での手
続が可能だが、令和4年１月１日
以降は、求められた場合に印鑑証
明書が提出できない印鑑の使用が
できません。」とされている。

　そこで、令和4年１月１日以降、
上述した「譲渡証書」を作成する
場合には実印で押印する必要があ
り、場合によっては、その実印に
ついての印鑑証明書（発行日から
３カ月以内）の準備が必要なこと
もある。

◇登録に関する証明書についての
　実印での押印◇
　特許庁が公表している「登録に
関する申請書及び添付書面への押
印について」によれば、令和3年6
月12日に施行された改正特許登録
令及び特許登録令施行規則等によ
り、権利の移転等に関する手続に
必要な書面には全て本人確認が可
能な「実印」又は「実印により証
明可能な法人の代表者印」の押印
が必要になった。
　権利の移転等に関する手続に必
要な書面の一例としては、特許権
成立後に特許権を譲渡して名義変
更を行う際に必要になる「譲渡証
書」がある。
　特許出願中の「特許出願に係る
発明についての特許を受ける権利」
についての譲渡証書と同様に、実
印で「譲渡証書」を作成する必要
があり、場合によっては、その実
印についての印鑑証明書（発行日
から３カ月以内）が必要な場合が
ある。

（特許庁「押印見直しの考え方及び今後の運用」より引用）

押印を存続する手続（偽造の被害が大きい手続）の運用
＜令和 3年末まで＞

� 新規に印鑑を用いる場合 既に特許庁に届け出た印鑑が存在する場合
個人 実印＋印鑑証明書（※ 1）

届出印での手続が可能（※ 3）
法人

1.�実印＋印鑑証明書（※ 1）又は
2.�実印により証明可能な法人の代表者印（※ 2）＋実印＋印鑑証明書（※ 1）

※ 知的財産専用代表取締役印、知的財産専用学長（総長）印、知的財産専用理事長印等
※ 1　一度、印鑑証明書を提出すれば、実印に変更が無い限り、手続の都度の提出は不要です。
※ 2　 知的財産専用代表取締役印、知的財産専用学長（総長）印、知的財産専用理事長印等を使用する場合は「実印による証明書」の提出が必要です。
※ 3　 令和 3 年末までに印鑑証明書を提出した場合、その後に手続するときは、届出印ではなく、実印又は実印により証明可能な法人の代表者印

を使用してください。
＜令和 4年 1月 1日以降＞
個人 実印＋印鑑証明書（※ 1）

法人
1.�実印＋印鑑証明書（※ 1）又は
2.�実印により証明可能な法人の代表者印（※ 2）＋実印＋印鑑証明書（※ 1）

※ 1　 一度、印鑑証明書を提出すれば、印鑑に変更が無い限り、手続の都度の提出は不要です。また、令和 3 年末までに印鑑証明書を提出してい
る場合も、実印に変更が無い限り、手続の都度の提出は不要です。

※ 2　 知的財産専用代表取締役印、知的財産専用学長（総長）印、知的財産専用理事長印等の代表者印を使用する場合は「実印による証明書」の
提出が必要です。
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06知財侵害の輸入差止点数が 67％増
2021 年上半期、高水準で推移

■財務省関税局■

　財務省は、2021年 1〜 6月に
知財侵害で全国の税関で差し止め
られた輸入品が前年同期比で
67.2%増えたと発表した。
　輸入差止件数は14,600件と前
年同期比で5.0％の減少となった
が、輸入差止点数は460,764点で、
前年同期と比べて67.2 ％増と大
幅に増加した。地域別の輸入差止
件数では、中国が全体の80.3 ％
（11,721件）を占め、引き続き高
水準で推移している。ベトナムや
フィリピンも増えた。
　輸入差止件数14,600件のうち、
偽ブランド品などの商標権侵害物
品が構成比96.3 ％（前年同期比
5.3％減）、次いで著作権侵害物品
が2.1 ％（同42.1 ％増）。意匠権
侵害物品が構成比1.1％、特許権
侵害物品が構成比0.5％と前年よ
り増加している。
　品目別ではイヤホンなど電気製
品が17.5%と最も多かった。人気
アニメ「鬼滅の刃」関連の偽グッ
ズなどの差し止めも大幅に増加し
た。
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　　　おもちゃ 

　　　　　　弁理士  大串　賢

　今年６月に第２子（男の子）が生まれ、
二児の父親になった大串です。前回このコ
ラムを執筆したのは、上の子（女の子）が
生まれたときでした。毎回子供に関係する
ことを書いている気もしますが、今回は子
供のおもちゃについてです。
　最近のおもちゃはすごいんです！たとえ
ば写真の車のおもちゃ、これ、実はLEGO
なんです。この車、いかにも動きそうな見
た目どおり、走ります。前進後退、右折左
折と自由自在です。そして、スマホのアプ
リで操作します。これは“Lego Technic”
といって、Wikipediaでは次のように説明さ
れています。
　「他のレゴのシリーズとは一線を画したシ
リーズで、ファンタジー的な要素を排し、
実物同様の機構を再現する事に重点がおか
れたシリーズで単なる知育玩具の範疇に留
まらず、一部では工学教育にも活用される。」

（“Lego Technic”，ウィキペディア　フリ
ー百科事典日本語版（https://ja.wikipedia.
org/）, 最 終 更 新：2019 年 1 月 1 日 ( 火 ) 
13:32, アクセス：2021年11月28日（日） 
10:47）
　おっしゃるとおり、もはや知育玩具とは
いえないレベルです。ファンタジー要素は
ゼロです。私の幼少期のLEGOは家や中世
の城等がテーマで、単純な形のブロックと
同じ表情の首が取れる撫肩人形を組み合わ
せて遊ぶだけでした。それと比べるとかな
り進化しています。写真の車は、少し前に

上の子と一緒に組み立てました。特におう
ち時間が長くなった昨今では、大人でも楽
しめるオススメのおもちゃです。ちなみに
私は、単純なブロックのLEGOも、自由度
が高く創造力が磨かれそうなので好きです。
　さて、上の子は女の子っぽいおもちゃが
多くなってきて、おもちゃ遊びに私の出る
幕がなくなってきました。以前、リカちゃ
ん人形の着せ替えを一緒にやらされていた
やっていたことがありましたが、そのときに
自分のことを客観視すると、ちょっとあぶな
い中年男性になっていないかななどと思っ
たりしていました。最近はプリキュアにのめ
り込んでおり、持ち物のほとんどがプリキュ
アグッズに置き換わってきています。
　一方、下の子は男の子ということもあり、
もう少し大きくなったら、上の子とはまた
違ったジャンルのおもちゃを欲しがるよう
になるかなと想像しています。その際には、
私も楽しんで遊ばせてもらおうと思います。
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