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謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

昨年9月7日、南米アルゼンチンの首都ブエ

ノスアイレスで開かれたIOC総会において、

2020年オリンピック・パラリンピックの開催都

市が東京に決定されました。前回1964年の東京

オリンピックでは、戦争からの復興と国際社会

への参加という大きな希望の下、首都高速道路

や新幹線など、都市のインフラ整備が進みまし

た。半世紀を経て、二度目となる2020年は、東

日本大震災からの復興、福島第一原子力発竃所

事故からの復旧が進み、東京だけでなく、日本

全体で、パラリンピック開催を契機としたバリ

アフリー化など、成熟した社会に向けた整備が
一層進むようにしたいものです。

昨年12月16日に日銀が発表した全国企業短期

経済観測調査（短観）によれば、大企業の製造

業、非製造業における業況判断指数（DI）が

いずれも4四半期連続で上昇し、中小企業の製

造業と非製造業でも、最近の景気が「良い」と

考える企業の割合が「悪い」とする企業を上回

りました。業況が「良い」とする判断が「悪い」

とする判断を上回るのが中小企業の製造業と非

製造業とでそろうのは約22年ぶりとのことでし

た。4四半期連続して改善している大企業の景

況感に表されている景気回復の波が中小企業に

も広がり始めたように思われます。

本年4月からの消費税の税率引き上げがどの

ような影響を及ぼすか不透明なところがありま

すが、政府は、消馨税増税時に実施する経済対

策を盛り込んだ2013年度補正予算案を昨年末に

閣議決定しました。2020年の東京オリンピッ

ク・パラリンピック開催に向けたインフラ整備

に1011億円を計上する、等、鮮明になりつつあ

る景気回復を一層確実なものにする施策が進め

られようとしています。

世界知的所有権機関（WIPO）は、世界の特

許の出願受付件数などをまとめた「2013年世界

知的所有権指標」を昨年12月9日に発表しまし

た。これによりますと、2012年における坦界で

の特許出願件数は約235万件と過去最高でした。

リーマンショックの影響で出願件数が減少した

2009年の後、対前年比7．6％増（2010年）、同8．1％

増（2010年）と出願件数が増加していましたが、

2012年の対前年度比は9．2％増で、この増加率

は、2012年までの18年間で最も大きなものでし

た。

自国語で、自国の特許庁（受理官庁）に提出

することにより、特許協力条約（PCT）に加

盟している世界140を越える国に特許出願した

効果を得ることができ、その後、所定の期間（優

先日＝基礎になっている最先の特許出願日か

ら、原則、30カ月以内）に、審査を受けること

を希望する国の特許庁へ、その国の公用語に翻

訳した翻訳文を提出し、出願料を納付する、等

の所定の手続を行う国際出願の出願件数も年々

増加し、世界で19万件を越えました。

最も多く特許出願を受け付けた国は中国で2

年連続の1位（65万2777件、対前年比24．0％増）。

中国の受付件数比率は、全体の1／4を超える

27．8％になりました。2位以降は前年と同じく、

2位　米国（54万2685件、対前年比7．8％増）、

3位　日本（34万2796件、対前年比0．1％増）で、

4位　韓国、5位　欧州特許庁でした。



（l月号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）

日本の特許出願件数は前年比0．1％増でしか

ありませんでしたが、リーマンショックの影響

を受けた2009年に大幅に減少し、その後、漸減

傾向にあったものが、ようやく、対前年度比で

増加に転じました。また、日本国特許庁が受け

付ける国際出願の件数は年々増加し、対前年比

12．7％増で4万件を越え、世界中で行われてい

る国際出願の5件に1件は日本国特許庁が受け

付けているものでした。

「経済のグローバル化が進展し、知的財産戦

略が企業競争力の源泉になっている」と考えて

いる経済産業省・特許庁は、本年3月をめどに、

日本再興戦略（成長戦略）（平成25年6月14日

閣議決定）の実現に向けた知的財産政策の中長

期計画を示すとしています。

昨年末の臨時国会では、「アベノミクス」の

第三の矢とされている日本再興戦略に盛り込ま

れた施策を確実に実行し、日本経済を再生し、

産業競争力を強化することを目的とした産業競

争力強化法が成立しました。成立した産業競争

力強化法の関連施策として「中小企業等に対す

る、国内出願、国際出願の際の料金の減免の特

許法の特例」が導入されることになりました。

昨年11月28日に開催された産業構造審議会第

3回知的財産分科会にはこの特例措置の内容が

資料として特許庁から配布されました。詳しく

は、今後、政令で示されることになりますが、「産

業競争力の強化に資する措置として、中小・ベ

ンチャー企業等を対象とした特許料等の減免措

置を講じる。この措置を同一内容の案件に適用

する場合、日本の料金水準は米国の最大限の減

免措置の約半分の水準になる。」という意欲的

な施策が計画されているようです。

国が、知的財産の保護強化、これによる企業

競争力の強化と、日本の産業、社会の活性化を

目指して種々の政策・施策を実行することは重

要ですが、産業活動の担い手自身が、果敢なチャ

レンジ精神と、旺盛な創作意欲を発揮して、革

新的な技術の開発に取り組むことが何よりも大

切です。

2020年の東京オリンピック・パラリンピック

開催という大きな目標が設定された本年を、新

たな、大きな希望をもって始めたいものです。

以上

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・下川ii川iii川iiii川ii問‖ii川日日用iiiiii問iiiii川iiii用iiii川iii問iii旧川iii旧‖iii川i用iii出川川旧LLiiiii問日用川日用Ii川I
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園

璃　今年4月1日からの　恥
等の減免措置
～産業競争力強化法～少

（潅圭毛五重三毛

産業競争力の強化に資する措置として、特許

庁は4月1日より中小・ベンチャー企業等を対

象とした特許料等の減免措置を講じることを決

定しました。この措置を同一内容の案件に適用

する場合、日本の料金水準は米国の最大限の減

免措置の約半分の水準になります。

臆減免の対象■

産業競争力強化に資する技術分野の出願につ
いて、新たな産業の創出に対する寄与の確度と

資力を考慮して定める要件に該当する者を対象
に、特許料等の減免措置を講じます。具体的な

対象者としては以下を想定（政令委任事項）。

①小規模企業（従業員20人以下、商業・サー
ビス業は5人以下）

②中小ベンチャー企業（設立10年未満、資本
金3億円以下）

※①及び②ともに個人事業主を含む。大企業の

子会社など支配法人のいる場合は対象外。

■減免措置の内容■

集中実施期間（平成25年度以降の5年度の期

間）の時限措置（施行日から時限の期間内に審

査請求又は国際出願したものが対象）として特

許料等を軽減。具体的には1／3に軽減するこ

とを想定（政令委任事項）。

＜国内出願＞

①審査請求料……1／3に軽減

②特許料（第1年から第10年分）……1／3に

軽減

＜国際出願（PCT出願）＞※日本語の出願に限定

①調査・送付手数料（JP0分）……1／3に軽

減

②予備審査手数料（JP0分）……1／3に軽減
※出願手数料と予備審査手数料（いずれも

WIP0分）については、1／3まで軽減すべ

く交付金を予算要求中。

表紙写真：山中湖・白鳥と富士
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別掲商標は、構成中「Habsburg」の文字がかつて
存在したオーストリアの王家「ハブスプルク家」を意
味するとしても、当家は1918年に君主としての地位を
失って既に95年が経過し、今日「オースト
リアの王家としてのハブスプルク家」が存
在していないことから、オーストリア国民の
感情を害し、国際信義に反するとは言えず、
商標法第4条第1項第7号に該当しない、
と判断された事例（不服2013－761、平
成25年8月9日審決、審決公報第165号）

別掲

（本願商標）

十・々∴当

1　本願商標

本願商標は、別掲の通りの構成よりなり、第3・
29・30・32・35・41・43類に属する商品及び役務を

指定商品及び指定役務として、平成24年3月5日に
登録出願されたものである。

2　原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標はその構成中に『オースト

リアの王家であったハブスブルク家』を看取させる
『Habsburg』の文字を有してなるものであるから、
これを該王家と何等関係のない出願人が、本願商標
をその指定商品について採択使用することは、オー
ストリア国国民の感情を害し、国際信義の観点に照
らして穏当でない。従って、本願商標は商標法第4
条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本
願を拒絶したものである。

3　当審の判断
本願商標は、別掲の通り、内側の線が太い二重線

で描かれた円形の輪郭内に、匝立した2頭の鷲と思
しき鳥が両側から王冠を頭上で支える態様からなる
王紋章様の図形があり、その図形中には、「TJ「H」
の各欧文字を有し、かつ、その図形下に「Habsburg」
の欧文字を酷した構成よりなるものである。

そして、その構成中「Habsburg」の文字はかつ
て存在したオーストリアの王家「ハナスブルク家」
を意味するものである処、フリー百科事典ウイキぺ
デイアによれば、譲ハナスブルク家の最後の皇帝
カール一世は、1918年にオーストリア＝ハンガリー

帝国から亡命し、それ以降、ハナスブルク家は君主
としての地位を失っている。現在、オーストリア共
和国は連邦共和制の国家である。

そうしてみると、該「Habsburg」の文字は原審

説示のように、「オーストリアの王家であったハブ
スブルク家」を看取させる場合があるとしても、
1918年に君主としての地位を失ってから、既に95年
の歳月が経過しており、今日において、「オースト
リアの王家としてのハブスブルク家」が存在してい
ないことは周知であることから、請求人が本願商標
を使用したとしても、「（オーストリアの王家として
の）ハブスブルク家」と関わりがあるかの如く、取
引者、需要者が誤信等する虞があるとは、もはや言
い難いものであって、さらに、オースト

感情を害するとまでは認められないとい

ア国民の
のが相当

である。
また、当番において調査したが、「ハナスブルク家」

の尊厳や権威等を保護するべき事情は認められず、
該文字を商標として採択使用することが、オースト
リア国民の感情を害すると認め得る証左は、発見す
ることができなかった。

してみれば、本願商標は国際信義に反するものと
いうべき事情はなく、また、その構成自体がきょう
激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与
えるような構成でないことは明らかであり、かつ、
本願商標をその指定商品及び指定役務に使用するこ
とが社会公共の利益に反し、叉は社会の一般的道徳
観念に反するものではなく、加えて、他の法律によっ
てその使用が禁止されているものとすべき事実も認
められないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7
号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当
でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論の通り審決する。

お　　　し　　　ら　　・せ

⑨商標権存続期間更新登録申請

今月から存続期間更新登録申請の手続き可能期 間に入る商標権 劔劔劔凵怩ｱの手続期間は、商標権の存続期間満了前6ケ月から期間 

満了日までとなっており、存続期間は通常設定登録の日か 
昭和29年 ケ39年 ケ49年 ケ59年 平成6年 平成16年 平成16年 劔剌､標登録第445873号～第447287号 ケ第643991号～第646170号 ケ第1067711号～第1073299号 ケ第1689805号～第1698418号 々第2671501号～第2683505号 々籍駕喜＝籍諜龍 ら10年間ごとになります。 

商標権存続期間更新登録申請に際しては、更新登録申請書 
を提出し、この申高宮に登録料を表示し、又は登録料を添 
付します。（尚、存続期間経過後6ケ月は登録申請できます）。 

平成9年4月1日から更新登録手続が変わりましたので、 
ご注意下さい。更新登録申請について疑問点などがござい 

轟 ��B�窮 �� ��驚 �� ��ｲ�ましたならば、お知らせ下さい。 

（明治、大正時代に設定登録された商標権につきましてはお問い合わせ下さい） 

⑥特許出願の審査請求期限について
特許出願は出願手続と別個に、審査請求手続を

ければ特許庁審査官による審査を受けることがで
。審査請求可能な期間は出願日から3
に審査
なされ

請求
ます。

た特許出願は取
です

平成23年2月中の特許出願については速やかにチェッ
クされ、必要なものは1月中に審査請求されるようお勧
めします。
審査請求の際には特許庁へ審査請求料（特許印紙）を納

付します。ご不明の点がございましたならばお問合せください。

⑥特許料等の減免制度
個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、

審査請求料と特許料（第1年分から第10年分）の納付に
ついて、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けら
れます。減免を受けるための要件、手続等の詳細は、以
下の特許庁HPでご確認ください。
http：／／www．jpo．go．jp佃期ink．cgi？url＝／tetuzuki／ryoukin／genmensochi．htm

◎特許、商標の出願状況（推定）
－iiiiiiiiiiii．lTi：iiiilliiiiiiiiliiiiiii 剪�� 剪�剪�特　許 傅H��Ur�

29，972 祷�33S��
∴：ヽ � �� � �� �>R� �� ��96％ �����2�

詳しくは特許庁HPでご確認下さい。
http：／／www．JpO．gO．jp／shiryou／toukei／syutugan＿tOukei＿SOkuho．htm
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