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政府は、 TPP (環太平洋パートナーシップ

協定)の承認案と特許法など11の関連法改正案
を国会に提出した。

特許法の主な改正事項は次の通り。

①発明の新規性喪失の例外期間の延長

特許法では特許出願前に既に公表されている
発明は、新規性がないものとして権利が認めら
れないのが原則だが、公表から6ヶ月以内に出

願したものについては、一定の条件のもとで例

外として救済する措置を規定している。
T P P協定の要請を受け、今回の改正案では、

この例外期間を現行の6ヶ月から1年に延長す

る。学会などで研究成果を発表する機会を確保

しつつ、特許出願をしやすくするための措置。

1年(現行6ヶ月)

雪王雪雪雪雪雪雪雪国

学会等での　　　公表内容を　　　学会等での公表により、
公表　　　　　　出願　　　　新規性が否定されない

▼　　　　　　▼　　　　　　　　　▼

②特詳権の存続期間の延長

特許権の存続期間は、原則、特許出願の日か
ら20年で満了するため、医薬品等の一部の例外

を除いて、この期間が延長されることはない。

改正案では、特許出願の日から5年を経過し
た日又は出願審査請求があった日から3年を経

過した日のいずれか遅い日以後に特許権の設定
登録がなされた場合には、特許権の存続期間の

3年

5年

※延長される期間【B】は、期間【A】から、出願人の責めに

帰する期間、審判・裁判に関する期間等を除外して算出。

2016・4・10

延長ができる制度を設ける。

施行日が「TPPが日本国において効力を生ず
る日」とされているため、法案が国会で可決、成

立し、日本がTPPを批准しても、米国がTPP

を批准するまでは、施行されないことになる。

特許庁は、偽ブランド品や海賊版など企業の

模倣品被害状況をまとめた報告書「2015年度模

倣被害調査報告書」を発表した。
調査報告によると、特許や商標などの侵害を

受けた日本企業は21.9%に上った。被害の割合
は、商標が56.4%、特許・実用新案が34.0%、意

匠が30.0%、著作物が17.4%。

模倣被害を受けた企業のうち、中国での被害
が64.1%、韓国が18.9%となり、中国・韓国で

80%以上を占めている。

国内外で電子商取引が盛んになる中、模倣被

害にもインターネットの悪用が絡むケースが増

加している。模倣被害を受けた企業896社のう

ち、インターネットを通じて被害に遭った割合
は62.3%と高い水準にある。通販やネットオー

クションのサイトで偽物が取引されたり、ネッ

ト上のデザインやソフトウエアを違法コピーさ

れたりといった被害が多くみられた。
模倣手口も巧妙化しており、 「中身と包装や

ロゴシールなどを別々の場所で製造し、販売時

に組み合わせる」「ウェブサイトを削除されても、

別のサイトを使ってインターネット上で模倣品
の販売を繰り返す」などの事例も報告された。

調査は昨年9へ11月、特許や商標などの出願
件数が多い上位約8,000社を対象に行い、 4,090

社から有効回答を得た。
今回の調査結果や企業による模倣品対策の取

組事例は、特許庁ホームぺ-ジ上で公開してい
る。

h七tp : /′ www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/

mohouhin2力ittai力ittai.htm
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均等(第1要件、第5要件)の判断 

特許権侵害行為差止請求控訴事件　知 
的財産高等裁判所　平成27年(ネ)第 
10014号 

判決言渡　平成28年3月25日 

コ
製剤等の製造方法に係る特許発明(特許第

3310301号)と均等であるとして製剤等の輸入
販売の差止請求等を認めた原判決(東京地方裁
判所平成25年(ワ)第4040号)に対して原審被告
が控訴した事件で、知的財産高等裁判所が大合
議で原判決を維持し、控訴を棄却した。
均等については、最高裁平成10年2月24日第

三小法廷判決・平成6年(オ)第1083号(ボー
ルスプライン事件最判)で均等が認められるた
めの5要件が示されている。本件では5要件の
具体的な適用による均等の成否が争われた。第
l、第5要件の判断の部分のみを紹介する。

本件控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。

均等の第1要件(非本質的部分)について
特許法が保護しようとする発明の実質的価値

は、従来技術では達成し得をかった技術的課題
の解決を実現するための、従来技術に見られな
い特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体

的な構成をもって社会に開示した点にある。し
たがって、特許発明における本質的部分とは、
当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、
従来技術に見られない特有の技術的思想を構成
する特徴的部分であると解すべきである。

そして、上記本質的部分は、特許請求の範囲
及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題
及び解決手段…とその効果…を把握した上で、
特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来
技術に見られない特有の技術的思想を構成する
特徴的部分が何であるかを確定することによっ
て認定されるべきである。すなわち、特許発明
の実質的価値は、その技術分野における従来技
術と比較した貢献の程度に応じて定められるこ
とからすれば、特許発明の本質的部分は、特許
請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載
の従来技術との比較から認定されるべきであ
り、来技術と比較して特許発明の貢献の程度が
大きいと評価される場合には、特許請求の範囲
の記載の一部について、これを上位概念化した
ものとして認定され、従来技術と比較して特許
発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価さ
れる場合には、特許請求の範囲の記載とほほ同
義のものとして認定される。

ただし、明細書に従来技術が解決できなかっ
た課題として記載されているところが、出願時の

従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合
には、明細書に記載されていない従来技術も参
酌して、当該特許発明の従来技術に見られない

特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定
されるべきである。そのような場合には、特許発
明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書
の記載のみから認定される場合に比べ、より特許

請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等が
認められる範囲がより狭いものとなると解される。

また、第1要件の判断、すなわち対象製品等
との相違部分が非本質的部分であるかどうかを
判断する際には、特許請求の範囲に記載された
各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分け
た上で、本質的部分に当たる構成要件について
は一切均等を認めないと解するのではなく、上
記のとおり確定される特許発明の本質的部分を
対象製品等が共通に備えているかどうかを判断
し、これを備えていると認められる場合には、
相違部分は本質的部分ではないと判断すべきで
あり、対象製品等に、従来技術に見られない特
有の技術的思想を構成する特徴的部分以外で相
違する部分があるとしても、そのことは第1要
件の充足を否定する理由とはならない。
均等の第5要件(特段の事情)について

特許請求の範囲に記載された構成と実質的に
同一なものとして、出願時に当業者が容易に想
到することのできる特許請求の範囲外の他の構
成があり、したがって、出願人も出願時に当該
他の構成を容易に想到することができたとして
も、そのことのみを理由として、出願人が特許
請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったこ
とが第5要件における「特段の事情」に当たる
ものということはできない。
特許発明の実質的価値は、特許請求の範囲に

記載された構成以外の構成であっても、特許請
求の範囲に記載された構成からこれと実質的に
同一なものとして当業者が容易に想到すること
のできる技術に及び、その理は、出願時に容易
に想到することのできる技術であっても何ら変
わりがないところ、出願時に容易に想到するこ
とができたことのみを理由として、 -律に均等
の主張を許さないこととすれば特許発明の実
質的価値の及ぶ範囲を、上記と異なるものとす
ることとなる。

出願人は、その発明を明細書に記載してこれ
を-股に開示した上で、特許請求の範囲におい
て、その排他的独占権の範囲を明示すべきもの
であることからすると、特許請求の範囲について
は、本来、特許法36粂5項、同条6項1号のサポ
ート要件及び同項2号の明確性要件等の要請を

充たしながら、明細書に開示された発明の範囲
内で、過不足なくこれを記載すべきである。しか
し、先願主義の下においては、出願人は、限ら
れた時間内に特許請求の範囲と明細書とを作成
し、これを出願しなければならないことを考慮す
れば　出願人に対して、限られた時間内に、将
来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような
特許請求の範囲とこれをサポートする明細書を作
成することを要求することは酷であると解される
場合がある。これに対し、特許出願に係る明細
書による発明の開示を受けた第三者は、当該特
許の有効期間中に、特許発明の本質的部分を備
えながら、その-部が特許請求の範囲の文言解
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駅に含まれないものを、特許請求の範囲と明細
書等の記載から容易に想到することができること
が少なくはないという状況がある。均等の法理は、

特許発明の非本質的部分の置き換えによって特
許権者による差止め等の権利行使を容易に免れ
るものとすると、社会一般の発明への意欲が減
殺され、発明の保護、奨励を通じて産業の発達
に寄与するという特許法の目的に反するのみなら
ず、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果
となるために認められるものであって、上記に述
べた状況等に照らすと、出願時に特許請求の範

囲外の他の構成を容易に想到することができた
としても、そのことだけを理由として一律に均等
の法理の対象外とすることは相当ではない。

もっとも、このような場合であっても、出願
人が、出願時に、特許請求の範囲外の他の構成
を、特許請求の範囲に記載された構成中の異な
る部分に代替するものとして認識していたもの
と客観的、外形的にみて認められるとき、例えば、
出願人が明細書において当該他の構成による発
明を記載しているとみることができるときや、
出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求
の範囲外の他の構成による発明を記載している
ときには、出願人が特許請求の範囲に当該他の
構成を記載しなかったことは、第5要件におけ
る「特段の事情」に当たるものといえる。

なぜなら、上記のような場合には、特許権者
の側において、特許請求の範囲を記載する際に、
当該他の構成を特許請求の範囲から意識的に除

外したもの、すなわち、当該他の構成が特許発
明の技術的範囲に属しないことを承認したも
の、又は外形的にそのように解されるような行
動をとったものと理解することができ、そのよ
うな理解をする第三者の信頼は保護されるべき
であるから、特許権者が後にこれに反して当該
他の構成による対象製品等について均等の主張
をすることは、禁反言の法理に照らして許され
ないからである。

匿オ二薯零二二‾‾‾二二二二‾‾‾‾‾‾小一‾ 「

ボールスプライン専件最判の均等の第1要件
は、特許請求の範囲に認識された構成中に、相
手方が製造等をする製品又は用いる方法と異な
る部分が存する場合であっても、同部分が特許
発明の本質的部分ではないことである。判決は
前記のように判示して、 「控訴人方法は、特許
請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られな
い特有の技術的思想を構成する特徴的部分を備
えているといえる。一方、控訴人方法のうち、
相違点については本質的部分ではない。」とし
た。第5要件は、対象製品等が特許発明の特許
出願手続において特許請求の範囲から意識的に
除外されたものに当たるなどの特段の事情がな
いことであるが、判決は、 「均等の第5要件にお

ける特段の事情は認められない。」とした。
実務の参考になる部分があると思われるので

紹介した。
以上
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拒絶理由通知の
応答期間を延長

■特許庁臆

特許庁は、平成27年特許法等改正の施行に伴
い、 4月1日より特許出願・商標登録出願にお
ける拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運
用を変更した。
①特許出願

これまでは、拒絶理由通知の応答期間内(60
日)に対応できない合理的な理由がある場合(比
較実験に時間を要する等)に、応答期間の延長
(1ヶ月)が認められてきたが、4月1日以後は、
合理的理由を記載することなく、 1回の請求に
より、 2ヶ月の応答期間の延長が認められる。
また、拒絶理由通知の応答期間(60日)経過

後であっても、 2ヶ月以内であれば合理的理由
を記載することなく、 1回の請求により、 2ヶ
月の期間の延長が認められる。

ただし、この期開廷長請求を行う際には、期
間内の延長請求よりも高額な手数料(51,000円)
が必要となる。
(①商標出願
これまでは、出願人が国内居住者である場合、
応答期間(40日)の延長が認められていなかっ

たが、 4月1日以後は、合理的理由を記載する
ことなく、 l回の請求で、 1ヶ月の応答期間の

延長が認められる。
また、拒絶理由通知の応答期間(40日)経過

後であっても、 2ヶ月以内であれば合理的理
由を記載することなく、 1回の請求により、 2
ヶ月の期間の延長が認められる。

ただし、この期間延長請求を行う際には、期
間内の延長請求よりも高額な手数料(4,200円)
が必要となる。

〈特諜寵謹諜藷諾護る〉
国内居住者による「特許出願」の場合 

指定期間 ��9ｨｯｨｭI>�,俎8*B�応答期間経過後に 
期間延長請求 俎8*HｯｨｭH露+y����

60日 偖ﾃ(9hﾈ��十2ヶ月 (1件につき 茶�ﾈ�,�,(*ｲ�

2,100円) 冰��ﾃ���冷��

国内居住者による「商標登録出願」の場合 

指定期間 ��9ｨｯｨｭI>�,俎8*B�応答期間経過後に 
期間延長請求 俎8*HｯｨｭH露+y����

40日 偖ﾃ�9hﾈ��十2ヶ月 (1件につき 茶�ﾈ�,�,(*ｲ�

2,10〇円) 釘ﾉEc��冷��
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審　決　紹　介 

笥諸譲二篭農轟嘉醇12 iVAS　葛朗S

「　本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「放

射線治療計画支援システム用ソフトウェア.博子糾舞機用プ
ログラム.屯子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,
軍兵機械器具.映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,
砿気通信機械器具」を指定商品として、平成26年4月18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、別掲2のとおりの構成からなる登

録第5131579号商標(以下「引用商標」という。)と「アイバス」
の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品
について使用するものであるから、商標法第4粂第1項第11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　当蕾の判断

本願商標は、別掲1のとおり、 「iⅤAS」の欧文字を横蜜き
してなるところ、その構成申、語頭の「i」のみがアルファベッ
トの小文字で岱されていることから、 「i」と「VAS」の欧文
字からなるものと容易に看取されるものであって、その構成
文字全体に相応して、「アイバス」の称呼を生じるものである。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、縦辺同士が平行の縦

長の台形、 2文字をモノグラム化したとおぼしき図形及びそ
の図形に一部を接した「S」字状の図形を横一連に表してなる
ものであるから、その構成全体として図案化された一つの特
異な標章として看取されるものとみるのか相当である。

そして、引用商標の構成中の「S」字状の図形が「S」の欧
文字と看取され、かつ、これに相まってモノグラム図形部分が
「B」及び「A」の欧文字をモチーフにして表したものと理解さ
れる場合があるとしても、構成中の台形部分については、もは
や、特定の文字を表したと認職することができないものという
べきであるから、かかる構成からは特定の称呼を生じない。

したがって、引用商標から「アイバス」の称呼が生じ、本
願商標と引用商標とが「アイバス」の称呼を共通にすること
を前提として、本願商標を商標法第4条第1項第工1号に該当
するものとしだ原査定は、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、緒論のとおり審決する。

お　　し　　　ら　　せ

◎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静の手続き可能期
間に入る商標権
(おおよその範囲となります。辞しくは特許庁HPでご確認下さい。)

昭和31年
ク41年

々　51年

々　61年

平成8年
平成8年
平成18年

商標登録第487275号一第489004号-12
ク　第718545号一第721781号

ク　第1215901号一第1222367号

々　第1887016号一第1896698号

ク　第2716024号一第27工6607号

夕鶴盤喜二第露盤
各年の9月1

●この手続期間は、商標権の存続期間満了前6ヶ月から期間
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
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、この申請書に登録料を表示し、又は登録料を添
付します。 (尚、存続期間経過後6ヶ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
ましたならば、お知らせ下さい。

◎;持許出願の審査請求期限について

擬態鱗藷露盤驚藷繋嘉
間に審査請求されなかった特許出願は取り下げたものと

ク鞘驚婁措籍灘離愁蒜警詑詩話

‡議鴇藤驚襲覿轢艶認
◎特許料等の減免制度

案輪講罷覇翳署霧萌諮欝認籍三

謙轟驚喜認諾慧警
◎特許、商標の出願状況

詳しくは特許庁HPでご確認下さい。
http//Ⅷ刷jpo.gojp/shiryou/toukei/syutugan」olkeLsok血o加h


