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特許庁は中小企業の知財戦略を支援する「地
域知財活性化行動計画」を策定した。

行動計画の基本方針として、全国レベルでは
特許庁と工業所有権情報研修館(INPIT)を中
心に、知財に係る基礎的な支援を着実に実施す
る。地域レベルでは、中小企業庁と連携し、 47都

道府県に設置されている「知財総合支援窓口」
と「よろず支援拠点」 (中小企業基盤整備機構)
が中心となって各地域の実情に応じた支援を展開
するほか、商工会議所、地域金融機関、 JETRO
等との密接な連携を図る。

また、 2019年度に達成を目指すKPI (重要業績

評価指標)を設定。知財に着目した融資などを行
う金融機関数を50機関(2015年度実績6機関)、
新規に特許などを出願する中小企業数を2,500社
(同1,600社)、特許出願件数における中小企業の
割合を15% (同14%)臆などを掲げた。

ヒ粧品特許訴訟

〆買士ブイ麟狩あ進歩性を否定
富士フイルムがスキンケア化粧品に関する特許

を侵害されたとして化粧品大手のデイーエイチ
シー(DHC)に対してDHCが販売している2つ
の製品の製造・販売の差止などを求めていた訴
訟で、東京地方裁判所は、富士フイルム敗訴の
判決を下した(平成27年(ワ)第23129号、平成
28年8月30日判決言渡)。

判決の理由は、富士フイルム特許は、富士フイ
ルム特許の出願前である平成19年(2007年) 6

月14日にインターネット上に公開された「平成19

年1月15日に発売された『ェフスクエアアイイ
ンフィルトレート　セラムリンクルエッセンス』

に関する有限会社久光工房のウェブぺ-ジ」に
掲載された発明に基づいて容易に発明することが
できたものであるから、特許無効審判により無効
にされるべきものと認められ、特許権者である富
士フイルムは特許権を行使することができない
(特許法第104条の3)というもの。
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DHCは、東京地裁において前記ウェブぺ」ジ

掲載の発明に基づいて特許法第104条の3の無効
の抗弁を行うと共に、特許庁において、前記ウェ
ブページ掲載の発明に基づいて富士フイルムの特

許第5046756号に対する特許無効審判を請求した

(無効2015-800026号)。これについて、特許庁で

は、特許を無効にすることはできないとする審決
が下された(平成28年3月8日)。
DHCは、平成28年4月15日付で、審決の取消

を求めて知的財産高等裁判所に出訴している(平
成28年(行ケ)第10092号)。

同一の事実(富士フイルム特許の出願前にイン
ターネット上に公開された発明)に基づく進歩性
欠如の無効主張に対して、特許庁の判断と、東
京地裁の判断とが異なることになった。

富士フイルムは今回の東京地裁の判決に対し
て知財高裁へ控訴する方針であるとされる。

『ASRACの包括契約

擾簑港の排除措置命令が推定
公正取引委員会は、日本音楽著作権協会

(JASRAC)の楽曲著作権使用料の徴収方法が独

禁法違反(私的独占)に当たるとして排除措置命
令を出した事件でJASRACが命令を不服とし
て申し立てた審判請求を取り下げだと発表した。
2009年2月に出された排除措置命令は、公取

委の審判でいったんは取り消す判断が出たが、裁
判で覆されて再び審判が続いていた。審判請求
の取り下げにより、排除措置命令は7年半ぶりに

確定した。
JASRACは音楽会社や作詞・作曲家などの著

作権者から著作権管理を委託され、利用者から
蕃作権料を徴収。テレビ局など放送事業者が年
間の放送事業収入の1.5%を支払えば、放送回数
にかかわらず何曲でも自由に使える「包括契約」
を結んでいる。公正取引委員会は、こうした包括
的な契約方法は同じような事業者の新規参入を阻
むものだとして排除措置命令を出した。
審判でいったん命令は取り消されたが、別の事

業者が起こした裁判で、最高裁判所が去年、 「ほ
かの事業者の参入を著しく困難にしている」とす
る判決を出したため、審判がやり直されていた。
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新規事項追加の補正 

審決取消請求事件　知的財産高等裁判 
所　平成27年(行ケ)第10245号 

判決言渡　平成28年8月24日 

1事案の概要

被告は、名称を「瞥部拭き取り装置並びにそれを用いた温

水洗浄便座及び温水洗浄便座付き便器」とする発明につい
て特許出願(特願2007-232005号)し、平成22年9月3日に

手続補正(本件補正)をした。同年10月7日に拒絶理由通知
を受けたため同年11月2日に手続補正をし、同年12月10日そ

の設定登録(特許第4641313号) (本件特許)を受けた。

原告が、本件特許の請求項1、 2、 15、 ‥に係る発明に
ついての特許無効審判請求(無効2015-800036号)をしたと

ころ、特許庁は、平成27年11月11日、 「本件審判の請求は、

成り立たない。」との審決(本件審決)をした。原告が本件

審決に対して取消訴訟に臨んだものである。

争点は、 ①補正における新規事項の追加(特許法17条の2

第3項)の有無(取消事由1)、 ②サポート要件(特許法36条
6項1号)の充足の有無(取消事由2)及び、 ③進歩性判断
の是非(取消事由3)である。

ここでは取消事由lの請求項15についての本件補正が新現

車項追加で無効理由に該当するとした判決の部分のみを紹
介する。

「喬を二幸晦二二二二二二二二二二二「
特許庁が無効2015-800036号事件について平成27年11月

Il日にした審決を取り消●九

訴訟費用は被告の負担とする。

当初明細書等の請求項lは、次のとおりである。

「トイレットペーパーで瞥部を拭く督部拭き取り装置であっ
て、便座を昇降させる便座昇降部と、前記トイレットペーパー

を取り付けるための拭き取りアームと、前記便座昇降部によっ

て前記便座が上昇された際に生じる便器と前記便座との間隙

を介して、前記便座の排便用開口から前記拭き取りアームに

取り付けられた前記トイレットペーパーが露出するように、前

記拭き取りアームを駆動させる拭き取りアーム駆動部とを備え
る、督部拭き取り装置。」

本件補正は、上記請求項1から便座昇降部や拭き取りアー
ムを駆動させる「便座と便器との間隙」を除く等した、次のと

おりの請求項15を新設するなどしたものである。

「トイレットペーパーで督部を拭く腎部拭き取り装置であっ
て、前記トイレットペーパーを取り付けるための拭き取りアーム

と、前記瞥部を拭き取る位置まで前記拭き取りアームを移動
させる拭き取りアーム駆動部とを備えることを特徴とする、瞥

部拭き取り装置。」

(なお、本件特許の請求項15に係る発明は、平成22年11月2

目付け補正により、上記請求項15と、同じく本件補正により

新設された、拭き取りアームが移動するのが「便座と便器との

間隙」とする請求項16とを併せて請求項15としたものである。)

本件補正のうち、便座昇降部を除くとした補正事項は、当

初明細書等の請求項1に記載された「便座と便器との間隙」
が、便座昇降部により形成されるものには限定されないとする

ものであるから、便座昇降部以外の手段で間隙が形成され
ても、又は当初から間隙が形成されていてもよいことになる。
このように、本件補正は、当初明細書等の請求項1の発明特

定事項を削除し、発明を上位概念化したものである。

登迷蛙、便座昇降部は本件発明の目的を達成するために
必ずしも必要なものではなく、拭き取りアームを移動させるた

めの間隙が便器と便座との間に形成されさえすればよいこと

は、当業者にとって自明の事項であり、公開特許公報(特開

萱整襲撃
そこで以下検討する。当初明細書等の記載には、便器

と便座との間隙を形成する手段としては便座昇降装置が記載

されているが、他の手段は、何の記載も示唆もない。

すなわち、補正前発明は便器と便座との間隙を形成する

手段として、便座昇降装置のみをその技術的要素として特定

するものである。

そうすると、便座と便器との間に間隙を設けるための手段と

して便座昇降装置以外の手段を導入することは、新たな技術

的事項を追加することにはかならずしかも、上記のとおり、
その手段は当初明細書等には記載されていないのであるか
ら、本件補正は、新規事項を追加するものと認められる。

被告は、当初明細書等に接した当業者にとって、便器と便

座との間に拭き取りアームを移動させるための間隙さえ形成さ

れていればよく、その手段が当初明細書等に例示されたもの

限られないということは、自明の事項であると主張する。

しかしながら、便器と便座との間の間隙を形成する手段が

諾繋憲驚護憲議
細書等にば便座昇降装置以外の手段については何らの記
載も示唆もないのであり、他の手段が、当業者であれば〇・義

的に導けるほど明らかであるとする根拠も見当たらない。

また、被告は、公開特許公報(特開平11-178竹5号公報)

には、便座昇降装置以外の手段で便器と便座との間に間隙

を設ける技術が開示されているから、当初明細書等に便座

昇降装置以外の手段で便器と便座との間に間隙を設けること

ば当初明細書等に実質的に記載されていると主張する。

讐欒馨讃擬態
との間に介護者が手を入れられる隙間を設けることを開示し

ているだけであり、便器と便座との間に機械的な拭き取りアー

ムが通過する間隙を設けることとは、全く技術的意義を異にし

ている。

以上のとおりであるから、本件補正が、新規事項の追加に

あたらないとした審決の判断には、誤りがある。したがって、

取消事由1は、理由がある。
以上のとおり、取消事由l ‥ ・に理由があるから、取消

事由3について判断するまでもなく、審決を取り消すこととして、

主文のとおり判決する。

第4　考察

自然法則を利用した技術的思想の創作である発明を明細

書等に文章で記載することの困難性に鑑みて特許出願後に

明細書等の記載内容を補充・訂正する補正が認められている。

補正は遡及効を有し特許出願の時点から補正後の内容であ
ったことにされる。一方、新規性・進歩性、等の特許要件は

出願時を基準に判断される。そこで、補正によって当初明細

書等に記載した事項との関係において新たな技術的事項を

導入することになる「新税事項追加の補正」は拒絶理由、無

効理由とされていて許されない。本判決では補正が当初明細

書等に記載した事項との関係において新規事項追加と判断さ
れる場合についての解釈が示された。

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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タイムスタンプ保管サービス

‡企業秘密の発生時期を証明
"昌臆INPI丁、来年3月より開始臆:

工業所有権情報・研修館(INPIT)は、企業

秘密の発生時期を他者に証明するための仕組み
である「タイムスタンプ」保管サービスを2017

年3月から開始する。
タイムスタンプとは、ある電子データが「あ

る時刻に存在していたこと」 「その時刻以降に内

容が変更されていないこと」を証明する仕組み。
◆先使用権との関係◆

タイムスタンプは、様々な分野での活用が期

待されているが、特許分野については、特に「先
使用権」との関係で活用が期待されている。

例えば、企業においては特許公開に伴う情報
流出のリスクを避けるため、全て特許取得とせ
ず、コア技術やノウハウを「秘匿化」しておく
ことがある。その場合、仮に他人が同じ発明に
ついて特許権を得た場合でも、先使用権が認め

られれば無償で発明の実施を継続することがで
きる。

ただし、先使用権が認められるためには、他
人の特許出願より前から同じ発明を実施又は準
備していたことを証明しなくてはならない。そ
のことを証明するために、実験記録、研究ノー
ト、開発日誌、報告書、企画書、設計図、事業
計画書、見積書、カタログ、取扱説明書などを
証拠として提出する必要があるが、それらの証
拠が存在した時刻を証明する手段の一つとして
タイムスタンプの活用が注目されている。

音想定される活用例音
①特許、意匠、商標等の侵害訴訟において、被
疑侵害者が先使用権を主張する際に、発明や意
匠の実施である事業又はその準備をしていたこ
とを立証したり、商標の先使用を立証したりす
るケース

②他者の特許権や意匠権の有効性を争う審判や
訴訟等において、特許や意匠登録の無効理由と
なる技術情報等が、出願された時点において公
知であった事実を立証するケース
③商標登録の取消しの審判において、商標権者
等が登録商標の使用を立証するケース

④営業秘密漏えい事件の訴訟において、漏えい
した技術を営業秘密保有者自らがその時点以前
に保有していたことを立証するケースーなどが
あげられる。
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農林水産分野の知財相談

特許庁と農水省が連携
■10月から全国で受付臆蛾沸

特許庁と農林水産省は、農林水産業に係る知
的財産の相談体制を強化する。 10月から特許庁
が全国に設置している「知的財産総合支援窓口」
において農林水産分野の知財相談にも応じる。
農林水産業に係る知的財産には、農水省が担

当する「地理的表示保護制度」や種苗の「育成

者権」などがあり、また、特許庁が担当する「商
標」、 「意匠」、 「特許」も関係している。

育成者権は、権利期間が25年か30年で更新で
きないが、商標登録は更新できるため、永続的
に権利を守れるようになる。申請者の視点に立
ち、育成者権、商標権の双方について、情報提
供し、相談に応じられる体制を確保する。

地域の農産品のブランドの推進には、各地
域・産品の実情に応じた知財保護が必要である
ことから農水省と特許庁は、窓口で双方の相談
を受け付け、合わせて権利を取得してもらうこ
とで、国内の農産品のブランド化と輸出拡大に
つなげたい考えだ。

●育成者権と商標権の権利期間の関係●

更新すれば
永続的に
使用可能
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審　決　紹　介 

本願商標「いつでも新鮮」は、商標法第3条第1項第6号には該当しな
い、と判断された事例(不服2015-1 9794号、平成28年5月23日審決、

審決公報第1 99号)

1本願商標
本願商標は、 「いつでも新鮮」の文字を標準文字で表してなり、第30類

に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年l月13日に

登録出願され、その後、第30類「しょうゆ」と補正されたものである。
2　原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、 「本願商標は、 「いつでも新制の文字を標準文字で普通に
用いられる方法で害してなるところ、これは人の注意をひくように工夫し
た宣伝文句といえるものであって、格別安部として把握し得る部分がある
とも認め難いことから、その意味合いを看取した取引者・需要者は、これ

をその取り扱いに係る特定の商品について使用する商品識別の標識と認識

するというよりは、むしろ、出願人の取り扱っている商品に関し、鴨に新
鮮な商品」であることを端的に表現したキャッチフレーズの一種と認識し
理解し、本願商標をその指定商品に使用しても、取引者、需要者は、消
費者向けに商品の販売促進のためのイメージを訴えるためのキャッチフ
レーズ(キャッチコピー)の一類型と理解するに止まり、これをもって自

他商品の識別標識とは認識し得か、から、本願商標は、需要者をして何
人かの業務に係る商品であるのかを認識することができない商標というべ

きである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第
l項第6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　当賽の判断

本願商標は、 「いつでも新鮮」の文字を標準文字で表してなるところ、
その構成文字全体から、 「常に新鮮な商品である」という程の意味合いを
認識させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、該意味
合いの語が商品の宣伝広告用のキャッチフレーズとして一般に使用されて
いる事実を見いたし得か、ことから、本願商標が、商品のキャッチフレー
ズを表したものと認識させるものとはいい難い。

そして、当藩において職権をもって調査するも、本願の指定商品との関

係において、 「いつでも新鮮」の文字が、自他商品の識別力がか、語とい
えるほどに、取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自

他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人か
の業務に係る商品であることを認識することができか、商標とはいえか、
ものである。

したがって、本願商標は商標法第3条第l項第6号には該当しか、。
その他、本願について拒絶の理由を発見しか、。
よって、結論のとおり審決する。

本願商標(別掲)は、商標法第3条第1項第6号及び第4条第1項第

16号には該当しない、と判断された事例(不服　別掲(本願商標)
2016-3199号、平成28年6月24日審決、

公報第200号)

1本頗商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第鮪類及び第お類に属する

商品を指定商品として、平成26年12月5日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、第裕類「ぬいぐるみ、おもちゃ、
人形、囲碁用具、歌がるた、将棋用具、さいころ、すごろく、ダイスカップ

ダイヤモンドゲーム、チェス用具、チェッカー用具、手品馬具、ドミノ用具、

トランプ、花札、マージャン用具、愛玩動物用おもちゃ、遊戯用器具、ビ

リヤード用具、運動用則に補正されたものである。
2　原査定における拒絶の理由の要旨

原査定は、 「本願商標は、 「PRC」の文字を普通に用いられる方法の域
を脱しない方法で表してなるところ、当該文字は、 「中華人民共和国

籍鵜糀隷擬‡繰、 (躍腎離愁瀧篭
の意味合いが認識される。そして、近年、 rMade in PRC」と表記された

各種の中国製の商品が一般に販売、流通している状況が確認できることか
らすれば本願商標をその指定商品に便属するときは、これに鞍する取引

者・需要者等は、これを西国製の商品」であることを認識するにとどまり、
何人かの業務に係る商品であることを認識することができか、ものと認め
る。したがって、本願商標は、商標法第3条第l項第6号に該当し、 「中

国製の商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせ
るおそれがあるから、同法第4粂第l項第16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、別掲のとおり、籠字風に表した「PRC」の各欧文字を密
着させて一体的に表されているものであって、全体として特異な態様で表

されているといえる。

そして、当番において職権をもって調査するも、 「PRC」の欧文字が、
中国を表すものとして、本願商標の措定商品を取り扱う取引者、需要者に
広く認識されている事実を発見することはできなかった。

そうすると、 「PRC」の欧文字が、 「中華人民共和国」の意味を表す場

合があるとしても、これに按する取引者、需要者が、直ちに、原審説示の

意味合いを理解するとはいい難いものであり、本願商標は、その構成全体
をもって上記外観上の特徴を備えた一体の商標として看取、把渥されて、

十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当であ
る。

してみると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であること

を認識することができない商標とはいえか、ものであり、また、その措定
商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるお
それもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第
l項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、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か、。
よって、結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請の手続き可能期 
間に入る商標権 
(おおよその範囲となります。詳しくは特許庁照Pでご確認下さい。) 

昭和32年 傅IUy6���cC都#C�ﾘh自�cC涛#3�ﾘb�
ク　42年 �4����cs3C��俘h自�cs3s塔畏b�

ク　52年 �4����c�#S3#�8ﾘh自�c�#c�Cshﾘb�

ク　62年 �4����c��3ゴ�Hﾘh自�c�鼎C#店ﾘb�

平成9年 �4����c#s#��(ﾘh自�c#s#�#c�ﾘb�

平成9年 ��c3#cc#��ﾘh自�c3#s33SHﾘb�

平成19年 �4����cS�#ピc畏h自�cS�3sン俘b�

各年の3月1日へ3月31日までに設定登録された商標権 

●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。 
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。 

(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) 

◎特許出願の審査請求期限について

け籍鵜躍韓驚擢塞護籠撃学績欝喜
ん。審査請求可能な期間は出願日から3年です。この期
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
みなされます。
平成25年11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10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。

◎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、

柴野竺繋襲緋籠耗鷲主観籍露難写
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:〃wwwjpo.gojp/cg掘nk.cgi?url二/tetuzuki/ryoukin/genmensochi,h同

◎特許、商標の出願状況

i i i �<���ｹb�商　標 

28年7月分 �23,962 ���ﾃCc2�

前　年　比 �94% 塔rR�

詳しくは特許庁HPでご確認下さい。
http:〃wW両p 0.gOjp/shiryou/toukei/syutugan_tOukeLSOkuho.htm


