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新年のご挨拶
　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

　平素は格別のご愛顧賜り、心より御礼申し上げます。

　昨年は、半導体の需給逼迫や、ロシア・ウクライナ情勢の混迷などを背景とした

世界的な資源・エネルギー価格の上昇、欧米との金融政策の方向性の違いなどに起因

する急速な円安などにより、国内経済は大幅な物価高騰に見舞われ、わが国の企業

活動は、強い逆風にさらされました。このような困難な状況を突破するには革新的な

技術開発（イノベーション）が求められます。

　かつて自動車メーカーに対する非常に厳しい排出ガス規制が低公害・低燃費の自動

車エンジンの開発・普及を進めるきっかけになったことがありました。米国で1970

年に成立した大気浄化法改正法（マスキー法）です。期限内に規制（改正後5～6年

で有害物質の排出量を1/10以下に削減）をクリアできない自動車は販売が禁止され

るという厳しい規制でした。世界中の自動車産業界からは、期限内にクリアすること

は不可能と言われました。

　しかし、わずか3年で日本の自動車メーカーがこの規制をクリアする、当時の常識

からすれば革新的なエンジンを開発しました。日本の自動車メーカーが世界で大きく

飛躍するきっかけとなり、以降、低公害・低燃費の自動車エンジンが広く普及しま

した。

　困難な状況の中で、それを突破（ブレイクスルー）する革新的な技術開発が、その

後の産業の発達、社会の発展を切り開いた実例です。

　このような実例に学びつつ、新しい時代に挑戦する気概と大きな希望を持って、

新しい1年を始めたいものです。

　弊所では、皆様のご期待にお応えし、よりよい知的財産サービスをお届けするよう、

所員一同、一層努力を重ねて参りますので、本年もお引

き立ての程、よろしくお願い申し上げます。

アクシス国際弁理士法人

所 員 一 同
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01音楽教室の著作権使用料 
生徒の演奏は徴収の対象外

■最高裁■

　音楽教室のレッスンでの楽曲演
奏に関して、日本音楽著作権協会

（JASRAC）が著作権使用料を徴収
できるかどうかが争われた訴訟の
上告審判決で、最高裁は、「生徒の
演奏からは徴収できない」とする
初判断を示した。その上で、教師
と生徒両方の演奏から使用料を徴
収できると主張したJASRAC側の上
告を棄却。教師の演奏からのみ徴
収できるとした2審・知財高裁判決
が確定した。
　楽曲を利用する「主体」が、実
際に演奏する教師や生徒か、運営
する教室側かという点が争われた。

　最高裁の判決は、生徒の演奏に
ついて、「教師から指導を受けて技
術向上を図ることが目的で、課題
曲を演奏するのはその手段に過ぎ
ない」と指摘。生徒側が支払う受
講料は指導を受ける対価であり、
曲を演奏すること自体の対価では
ないとして、音楽教室側が「著作
物の利用主体だということはでき

ない」と結論づけた。
　音楽教室での著作権について司
法判断が確定するのは初めてで、
全国の音楽教室に影響を及ぼすと
みられる。
　JASRAC と音楽教室側は最高裁判
決後、徴収対象と確定した教師分
の著作権使用料について金額など
の協議を始める考えを示している。

02特許訴訟で当事者以外から意見募集
日本版アミカスブリーフを導入

■知財高裁■

　知的財産高等裁判所は、インタ
ーネット上の動画のコメント表示
に関する特許訴訟で、争点につい
て外部の専門家から意見を求める

「第三者意見募集制度」を採用する
ことを決めた。
　意見募集が行われるのは、動画
サイト「ニコニコ動画」を運営す
るドワンゴが、動画再生中のコメ
ント表示を巡る配信システムの特
許を侵害されたとして、「FC2動画」
の運営会社を訴えている訴訟の控
訴審。ドワンゴ側の申し立てに基
づき、昨年4月施行の改正特許法で
導入された「第三者意見募集制度」
が採用された。判決の影響が大き

い訴訟で、裁判所が幅広い観点か
ら検討できるように導入された新
たな手続きで、実施されるのは今
回が初めて。
　「 日 本 版 ア ミ カ ス ブ リ ー フ

（amicus brief）」と呼ばれ、集まっ
た意見は当事者が証拠として活用
できる。判決の影響が当事者だけ
でなく国内外の多くの業界に及ぶ
可能性があり、国際的な観点から
も検討する必要があるとして、裁
判所が必要と認めた場合に当事者
以外の専門家から意見を募集。集
まった意見書は、原告側と被告側
が内容を確認したうえで、裁判の
証拠として活用する。

1審（東京地裁） 2審（知財高裁） 最高裁

音楽教室
教師の演奏

徴収できる
徴収できる 徴収できる

※審理なし

生徒の演奏 徴収対象外 徴収対象外

●音楽教室の著作権使用料をめぐる判決●

裁判所

当事者
（特許権者）

業界/
団体

法曹界
学界

海外の団
体・企業等

当事者
（被疑侵害者）

意見意見

第三者意見募集制度のイメージ

出典：�特許庁「特許法等の一部を改正する法律
（令和３年５月21日法律第42号）の概要」
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03特許審査官とのオンライン面接
活用例、メリット、準備など

■特許庁■

　特許庁は、リーフレット「DX 時
代における特許審査官とのコミュニ
ケーション」を公開し、テレワーク
中の審査官との電話連絡、オンライ
ン面接の手続やメリット、活用例等
について紹介している。
　近年、特許庁では、新型コロナ
ウイルス感染症の拡大に伴い、従
来の「特許庁での面接」、「出張面
接」に加えて、オンライン面接を
積極的に実施している。特許庁に
出向いて面接を行う場合、移動の
時間や費用がネックとなっていた
が、オンライン面接システムを活
用することで、時間や費用を抑え
られることからオンライン面接の
実施件数が増えている。
　特許庁ステータスレポート2022
によれば、特許審査においては、
2021 年 に 実 施 さ れ た 面 接 審 査
1,689 件のうち、1,423 件をオンラ
インで実施、前年比 40.2 ％と大幅
に増加した。
オンライン面接のイメージ	
　右上のイメージ図にあるように、
特許出願人は自社の会議室などに設
置しているPCから、代理人弁理士は
自分の特許事務所に設置しているPC
から面接審査に参加できる。特許庁
まで行く必要がなく、また、特許出
願人も代理人弁理士も会社、事務所
から移動することなく審査官とコミ
ュニケーションを図ることができる。
　インターネットに接続可能な PC、
ウェブカメラ、ヘッドセット（あるい
はマイクとスピーカー）さえそろって
いればオンライン面接に参加できる。
オンライン面接用の特別なソフトウ
ェアをインストールする必要はない。
また、オンライン面接で特許庁に対
して支払う費用は発生しない。
オンライン面接の活用例	 	
　オンライン面接では口頭で説明す
るだけでなく、文書作成ソフト、表
計算ソフト、PDFソフト、等の電子

データを、ウェブサイトの「ホワイ
トボード」に貼り付け、参加者の間
で共有することや、ホワイトボード
に貼り付けた電子データに参加者が
マーカーやメモを付すことも可能。
　補正案や説明資料を画面共有する
ことで、説明のポイントがわかりや
すく、よりよいコミュニケーション
が図れる。書類だけでなく、動画を
共有することもできる。
オンライン面接に備えた準備	
　オンライン面接でも従来の対面
での面接と同じく面接に向けた準
備が重要。まず、どのような目的
で面接を行うのかを面接に出席す
る者の間の共通認識にしておくこ
とが大切だ。
　例えば、①審査官が拒絶理由を発
した意味・審査官の考えを審査官か
ら丁寧に説明を受ける、②拒絶理由
に引用された文献記載の発明と本願
発明との相違点についての技術的な
説明を行って審査官に理解を求め
る、③拒絶理由解消に向けて用意し
ている補正案を何故このような補正
案で拒絶理由解消できると考えてい
るのかも含めて審査官に説明して意
見を求める―などがあげられる。
　また、面接に出席する者の中の誰
が、どのような説明を行うのか、ど
のような順番で説明を行うのか、
等々について、30 分～ 1 時間の面

接で十分な成果を上げることができ
るように役割分担、説明資料の準備
を行っておくことが望ましい。
　オンライン面接の場合、説明を行
う発明者等と代理人弁理士とが同じ
テーブルに座っているのではなく、
会社と特許事務所という離れた場所
にいてオンラインでつながっている
だけということになる。そこで、上
述したような事前準備が従来の対面
での面接以上に大切となる。
手続	 	 	 	
　オンライン面接は、審査請求し
てから審査手続きが終了するまで
いつでも実施できる。一般的には
実際に審査に入る前や拒絶理由通
知を受け取った後に申し込む場合
が多い。
　面接申し込みは、代理人が特許
庁審査官に電話を入れて申し込み
を行う方法以外に、特許庁がホー
ムページで公表している「面接申
し込みフォーム」を使用して申し
込みを行うこともできる。
• DX時代における特許審査官とのコ
ミュニケーション
https://www.jpo.go.jp/resources/
report/sonota-info/panhu.html
• オンライン面接について
https://www.jpo.go. jp/system/
patent/shinsa/mensetu/telesys_
mensetu.html

＜引用：特許庁HP「オンライン面接について」＞

https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/panhu.html
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/mensetu/telesys_mensetu.html
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04国外サーバーでも特許侵害 
ドワンゴが逆転勝訴

■知財高裁■

　動画配信サービス「ニコニコ動
画」などを運営するドワンゴは、
同社の保有するコメント表示機能
に関する特許権に基づき、FC2 な
どを共同被告として提起した特許
権侵害訴訟で、知的財産高等裁判
所が FC2 などによる特許権侵害を
認めたと発表した。
　2018 年の東京地裁判決が覆り、
ドワンゴ側が逆転勝訴。国境をま
たぐインターネットサービスにつ
いて、サーバーが国外にあっても
日本の特許権の効力が及ぶとの判
断が示された。
　ドワンゴは 2016 年、コメント
機能付き動画配信サービス「FC2
動画」「ひまわり動画」などにおい

て、ドワンゴのコメント表示機能
に関する特許権が侵害されている
として FC2 などを相手取って東京
地 裁 に 提 訴。 東 京 地 方 裁 判 所 は
2018 年、ドワンゴの請求を全て棄
却したが、同社は控訴。
　知財高裁での控訴審では、一転
してドワンゴの主張を認め、FC2
をはじめとする被告側に対して、
① 1 億円の損害賠償請求（一部請
求）、② FC2 動画におけるコメント
表示用プログラムの譲渡等の差止
請求、③各サービスにおけるコメ
ント表示用プログラムの抹消請求
を認める判決を下した。
　国境を超えたインターネット上
で、国外のサーバーを利用して行

われる特許権侵害行為について、
日本の特許への侵害を問えるのか
が争点となった。
　判決では、「サーバーの一部の設
備を国外に移転するなどして容易
に特許権侵害の責任を免れること
を許容するのは著しく正義に反す
る」としたうえで、「特許発明の実
施行為につき、表面上その全ての
要素が日本国の領域内で完結する
ものでなかったとしても、実質的
かつ全体的に見ればそれが日本国
の領域内で行われたと評価し得る
ものであるならば、日本の特許権
の効力を及ぼし得る」と判断し、
ドワンゴ側の請求を認容した。

05知的財産などを担保に融資
「事業成長担保権」を創設へ

■金融庁■

　金融庁は、土地や工場といった
不動産だけでなく、特許や技術力、
ノウハウなどの無形資産を含めた
事 業 価 値 全 体 を 融 資 対 象 と す る

「事業成長担保権」を創設する方
向で検討を進めている。
　不動産等を保有していなくても
強い特許権や独自の技術力などを
保有するスタートアップや IT 企業
などが資金調達しやすい制度を創
設して、事業発展を後押しするの
が目的。

　一般的に銀行などの金融機関が
融資を行う際の担保権の対象は、
不動産、動産（工作機械、在庫品
等）、株式、債権（売掛金、貸付
金等）等が中心だ。金融庁の調査
に よ る と、 中 小 企 業 の 約 4 割 が

「不動産などを保有していないと
融資を受けられない」と回答して
いる。このため、金融庁では、不
動産担保や経営者保証に依存して
き た 日 本 独 自 の 融 資 慣 行 を 見 直
し、有形資産を持たない中小・新

興企業に資金を供給する新たな流
れをつくりたい考えだ。
　一方で、金融機関にとっては、
不動産担保権や株式担保権の場合
と異なり、「事業成長担保権」の
場合、無形資産の評価は容易では
なく、ノウハウも十分ではないと
いう指摘がある。無形資産に担保
権を設定するためには、これまで
以上に金融機関の「目利き力」の
強化が課題となっている。
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06模倣品、個人輸入でも差し止め対象
知財侵害物品の水際取締りを強化

■改正関税法■

　昨年 10 月 1 日に改正関税法が施
行され、商標権・意匠権を侵害する
物品（模倣品）の輸入に対する規制
が強化された。
　これまでは、個人的に使用する目
的での輸入は商標法上の「業とし
て」の要件を満たさないため、事業

性のある輸入のみが規制対象だっ
た。しかし、増大する個人の使用目
的の模倣品輸入に対応し、海外事業
者が模倣品を郵送により国内に持ち
込む行為を商標権等の侵害として位
置付けることとなった。
　改正関税法の施行以降は、たとえ

個人の使用目的であっても、それが
模倣品である場合には輸入差止・没
収の対象となった。海外の通販サイ
トなどで商品を購入する場合に限ら
ず、国内の通販サイトで購入した商
品であっても、海外から直接送付さ
れる場合もあるため、注意が必要。

07「ビジネス・コート」が開設
知的財産など企業訴訟に特化

　特許権の侵害や企業買収などビ
ジネスに関する訴訟や手続きを集
中的に取り扱う裁判所、通称「ビ
ジネス・コート」が全国で初めて
東京に開設され、昨年 10 月から業
務を開始した。
　「ビジネス・コート」は、特許や
商標などを専門的に扱う知的財産
高等裁判所と、株主代表訴訟や破

産手続きなどを扱う東京地方裁判
所の3つの部署がまとめて新庁舎に
移転した。複雑化が進む企業間の
紛争や最新の科学技術などの専門
的な知見が必要なケースなどに対
応するため機能を集中したもので、
ビジネス分野に特化した裁判所は
全国で初めて。
　知的財産や経済紛争に詳しい裁

判官や調査官に加え、弁理士や公
認会計士などの「専門委員」が1か
所に集まることで、より専門性の
高い審理や迅速な解決につながる
ことが期待されている。
　知財高裁は昨年 10 月 11 日、東
京地裁の知財部、商事部は昨年 10
月17日から業務を開始している。
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献血のお誘い

　　　　　弁理士  光永　和宏

　ご無沙汰しております。皆様お元気され

ていますでしょうか。久しぶりのコラム担

当で何を書こうかと悩み、未就学児を含む

家族全員で往復4時間程度の登山をしてい

ること、下山途中で子供が急に「トイレ！」

と言い出してトレイルランニングを強いら

れたことを書こうかと思っていました。写

真は2022年秋に山梨県の足和田山（五湖

台）で撮ったものです。木々に囲まれた山

道を抜けたところで現れた富士山がとても

綺麗でした。

　しかしながら、編集部からの要望を受け

て献血について書いてみようかと思いま

す。私が学生であった頃、献血の呼び込み

や救急法の勉強会に参加していたことがあ

りました。社会人になった後は少し遠ざか

っていましたが、数年前から献血に行って

います。

　献血には、通常の献血と、血小板や血漿

といった一部の成分のみを採取する成分献

血とがあります。この1年ぐらいは血液セ

ンターから協力要請を受けて成分献血に行

くことがあります。献血を始めた時だった

とは思いますが、白血球の型を登録してい

たようです。そして、私と白血球の型が合

う方が血小板の輸血を必要とされていると

のことです。

　協力要請は、メール又は電話で受けます。

血小板は採血後4日以内しか保存できない

ようで、先方の輸血スケジュールに合わせ

た日に献血に来れないかと聞かれます。都

合が悪くても別の方にお願いするので気に

なさらなくて大丈夫ですといった配慮もあ

ります。しかしながら、協力要請を受けた

ときは、学生時代に触れたフレーズ「献血

は身近な社会貢献」を思い出し、できる限

り協力しようと思っています。

　ご存知の方も多いとは思いますが、献血

に行くと、血圧を測り、問診を受け、支障

が無ければ採血となります。成分献血の場

合は、採血に40～90分ぐらい（日本赤十

字社HPより）かかりますが、半分寝るよう

な椅子に座り、飲み物を飲みながら、テレ

ビやスマホを見ていれば終わります。翌日

には赤血球の数といった健康診断で見るよ

うな血液データもサイトから確認できます。

　献血に行ってみようと思い立って頂ける

と幸いです。自分もこの段落を書くときに

献血の予約をしました！

axis
column
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