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平成23年年頭所感
　

特許庁長官　岩井　良行

平成 23 年の新春を迎え、謹んで新年の御挨拶を申し上げます。

昨年、我が国経済には一定の回復傾向が見られましたが、未だに先行きの不透明感は払
拭できておりません。一方で、GDP で我が国を抜く勢いで成長を続ける中国に代表され
るように新興諸国の発展の勢いは加速を続け、世界における市場拡大の中心が新興国にシ
フトしつつあります。他方、近年の知的財産権をめぐる情勢としては、全世界的な特許出
願件数の増加に加え、一つの発明が複数国で出願される傾向が強まっていることが挙げら
れます。同時に、我が国企業が、知的財産権を利用した事業活動を海外で行う機会が増加
しており、知的財産戦略の重要性が一層増しております。このような状況下において、我
が国の知的財産権政策の中核を担う特許庁としましては、知財経営を支える知的財産権シ
ステムの利便性を一層高めるとともに、より優れたサービスを提供するべく、一丸となっ
て取り組んでまいる所存です。

まず、グローバルな権利取得の促進と知財権保護の一層の強化を目指して、審査における
国際的なワークシェアリングや知的財産権制度の国際調和、模倣品対策を推進してまいり
ます。近年、知的財産権をグローバルに保護する必要性が高まる中、各国特許庁に重複し
て出願される特許出願の審査業務をワークシェアリングするとともに、制度調和を進め全
体として知的財産権制度の利用コストの抑制を図ることが極めて重要な課題となっており
ます。このため、我が国は、一国で特許となった出願について他国でその審査結果を参照
しながら早期審査を行う取組である「特許審査ハイウェイ（PPH）」を提唱し、枠組みの
拡大に努めてまいりました。その成果として、昨年９月にスペインを加えて 15 の主要特
許庁が参加する枠組みとなりました。また、PCT におけるサーチレポートの結果を PPH
に利用する新たな取組である「PCT-PPH」を日米欧三極を含め８つの国・地域において
昨年初めから開始いたしました。今後は PPH がより実効的に機能するよう、審査基準や
品質監理等の調和を含めた国際的な協力関係の拡大を進めてまいります。

同時に、権利の保護強化のため、模倣品対策も進めていかなければなりません。昨年は
模倣品・海賊版拡散防止条約、通称「ACTA」が長期の交渉の末に妥結され、知的財産権
の権利侵害対策として大きな一歩を刻みました。一方、模倣品被害発生の多い中国に対し
ては、日中特許・商標長官会合や官民合同ミッション等の場を通じて、中国の知財制度整
備や執行強化等を要請し、再犯者の重罰規定の整備や、偽ブランド品の取締りと罰則の強
化、知財権侵害に対する民事賠償の強化等について前向きな対応を行う旨の回答を得てお
ります。執行は各国ごとの努力を要する問題であり、簡単に解決できる問題ではございま
せんが、我が国企業の利益を保護すべく、働きかけを続けてまいります。
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また、国際的な制度調和に加え、イノベーションの更なる促進に向けた特許制度の一層
の改善を進めてまいります。具体的には、①ライセンスを受けて行う事業活動の安定性確
保のための登録対抗制度の見直し、②中小企業の負担軽減の拡充を含めた特許料金の見直
し、③共同発明者の一部によって特許が取得されてしまった場合等に、発明者等が特許権
を自らに返還請求できる制度の導入、④紛争の迅速・効率的な解決のための無効審判制度
の見直し等について、改正法案の検討を進めています。また、商標制度の在り方について
も、インターネットの普及等により新しいタイプの商標の利用が拡大していることや、主
要国ではその保護がなされていることを踏まえ、その保護の在り方について検討を進めて
まいります。

加えて、我が国全体のイノベーションを活性化するため、地域・中小企業等の知財権の
取得・活用を支援し、知的創造サイクルを拡大していくことも重要です。

このため、平成 23 年度の新政策として、支援窓口を各都道府県に設置し、中小企業の
知的財産に関する相談を一元的に受け付けるワンストップサービスを開始する予定です。
これにより、知的財産権制度に不慣れな中小企業による特許権等の取得・活用の促進が図
られることが期待されます。

他方、導入から４年が経過しました「地域団体商標制度」については、地域の特産品や
天然資源といった各地の特色をいかしたまちづくり、まちおこしなどに大きく貢献する等、
順調に定着してきているところですが、更なる普及と活用促進に努めてまいります。

実施庁たる特許庁としては、その本分である審査業務を一層充実させてまいります。特
許庁では、2013 年までに審査順番待ち期間を 11 か月に短縮するという目標を掲げ、任期
付審査官の任用や、先行技術調査の拡大、ペーパーレス化といった様々な施策に取組み、
効率的・効果的な審査の実現に努めてまいりました。これまでの取組の結果、2009 年に
29 ヶ月であった審査順番待ち期間は今後大幅に短縮される見込みです。こうした効率化
に向けた諸施策の成果として、特許料金を引き下げる形でユーザーの皆様に還元すること
を昨年末に決定したところでございます。これが知的財産への投資を刺激し、知的創造活
動の活性化、更には産業競争力の強化につながることを期待します。また、審査業務を基
盤として支える情報システムの整備も極めて重要であり、引き続き特許庁業務・システム
最適化計画を着実に推進してまいります。

以上を始めとした特許庁の取組に、本年も多くの皆様から御理解と御支援を賜りますよ
うお願い申し上げて、私の新年の御挨拶とさせていただきます。
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第９回商標三極会合について
　

国際課　商標課　意匠課

１．はじめに
2010年12月7日から9日にかけて、日本国特許庁（JPO）、欧州共同体商標意匠庁（OHIM）

及び米国特許商標庁（USPTO）（以下、「三極」という。）による第 9 回商標三極会合が
日本を議長国として東京において開催されました。

商標三極会合は、率直な意見交換や情報交換を通じて、商標制度や運用の改善に繋げる
ことを目的として、2001 年からほぼ毎年 1 回開催されています。

今回の会合では、JPO の橋本審査業務部長が議長を務め、水茎商標課長他が出席しま
した。OHIM からは、新しく就任されたカンピーノ長官他、USPTO からはベレスフォー
ド商標担当コミッショナー他が参加しました。

また、前回会合の合意に基づき、世界知的所有権機関（WIPO）及び韓国特許庁（KIPO）
がオブザーバーとして一部のセッションに参加しました。中国国家工商行政管理総局

（SAIC）も、オブザーバーとして参加予定でしたが、中国側の事情により参加がキャンセ
ルとなりました。

さらに、商標セッションと並行して、前回会合から引き続き 3 回目となる意匠セッショ
ンが開催され、川崎意匠課長を議長として意匠に関する事項についても議論が行われまし
た。

（左から、USPTO ベレスフォード商標担当コミッショ
ナー、JPO 橋本審査業務部長、OHIM カンピーノ長官）

（左から、WIPO ルビオ特別顧問、USPTO ベレスフォー
ド商標担当コミッショナー、JPO 橋本審査業務部長、
OHIM カンピーノ長官、KIPO パク商標審査政策課長）

２．会合の概要（商標セッション）
今回の会合は 3 日間の日程で、多岐にわたる議論が行われました。
１日目午前は、三極のみのセッションを開催し、「協力プロジェクト」について議論が

行われました。午後のセッションからは、WIPO と KIPO がオブザーバー参加し、各庁
による「前回会合からの進捗報告」が行われました。2 日目午前は、オブザーバーも交え
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て「商標分類」について議論し、午後には商標三極会合として初の試みである三極とユー
ザーが直接意見交換を行う“ユーザーセッション”が開催されました。日本ユーザーの
代表として、日本知的財産協会、日本弁理士会、日本商標協会が参加し、欧州からは産
業財産権代理人国際連盟（FICPI）及びビジネスヨーロッパが、米国からは国際商標協会

（INTA）が参加し、大変活発な意見交換が行われました。3 日目は「共通統計」「IT」「TM
ビュー」1 「他庁との関係」についての議論が行われ、「エンフォースメント分野における
各庁の取り組み」が紹介されました。そして、最終セッションにおいて三極間の共同声明
が採択されました。（「共同声明」は、JPO のウェブサイトで公表しております。2）

主な議論の概要は、以下のとおりです。

（１）協力プロジェクト
三極は、協力プロジェクトの共通関心事項について、引き続き議論することに合意しま

した。
・商標出願及び登録のデータが、TM ビューにおいてサーチ可能かどうか判断するため

に、技術的要件を分析するワーキンググループを設置することに合意しました。予備
的調査の結果は、2011 年 5 月の INTA 総会の間に議論されます。

・三極と SAIC により開催されたセミナー 3 をフォローアップすることに合意しました。
OHIM が SAIC と緊密に連絡をとりながら、次回の商標三極セミナーのため、三極の
努力を調整することに合意しました。

（２）商標分類
三極の負担を考慮しつつ、三庁 IDプロジェクト 4 への他国の参加の更なる拡大について

検討することを合意しました。OHIM は、三庁 ID プロジェクトと、現在進行中のヨーロッ
パの調和のための取り組みとの間の互換性を確保するための手段を提案することとなりま
した。

（３）ユーザーセッション
三極は、ユーザーセッションが有意義であることを確認し、来年の三極会合においても

ユーザーセッションを開催することに合意しました。

（４）共通統計指標
最新の統計を引き続き共有することに合意し、先の暦年の統計及び会合前の直近の四半

期月を最終月とする 1 年の統計を提供することとしました。また、共通統計指標のいくつ
かのデータ要素の定義を精査することに合意しました。

1　TM ビュー：共通の検索エンジンにより、各庁の商標データベースにアクセスし、情報を提供する検索ツール。
2　http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/index/sankyoku_kyouryoku.htm
3　2007 年、第 6 回会合において三極が協力して中国でセミナーを開催することで合意。2009 年は青島にて「国

際商標法律セミナー」を、2010 年は北京において「悪意の商標出願」をテーマに開催。
4　三極で受け入れ可能な商品・サービスの Identification（表示）リストの作成プロジェクト。

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/index/sankyoku_kyouryoku.htm
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（５）IT 
三極に係属している商標出願と登録の状態を表示するための共通ステータスディスクリ

プタに関して、引き続き議論することに合意しました。

（６）他庁との関係
オブザーバーとして次回会合に SAIC、WIPO 及び KIPO を招待することに合意しまし

た。三極の構成及びガバナンスについては、引き続き議論することで合意されました。

（７）エンフォースメント分野における各庁の取り組み
エンフォースメント分野におけるそれぞれの活動について情報を共有し、引き続きこの

分野における情報を交換することとしました。

３．会合の概要（意匠セッション）
意匠セッションは、3 日間の日程の内、1 日目の午後と 2 日目の二日間で行われました。

1 日目は、各庁における意匠制度及びその運用についての情報交換及び意見交換が行われ
ました。2 日目は、三極における情報交換のための共通統計項目及び今後の検討事項につ
いての議論が行われました。なお、今次セッションから、新たに WIPO がオブザーバー
として参加しました。

主な議論の内容は、以下のとおりです。

（１）情報交換のための共通統計項目
・三極は、一連の統計項目を定義とともに設定し、年に二回統計情報を交換することに

合意しました。
・三極は、交換した統計情報の利用について、特段の定めがない限り利用は制限されず、

また、一般への公開も可能とすることを確認しました。

（２）三極間における今後の検討事項について
三極は、当枠組における意匠セッションの有用性を確認し、この協力関係を更に発展さ

せることに合意しました。また、今後の検討事項として、以下の三項目を次回会合の議題
に含めることに合意しました。

・優先権主張を伴う意匠の同一性判断
・品質監理の手法
・意匠図面に関する要件

４．おわりに
今回の会合では、ユーザー団体の皆様の多大なるご支援及びご協力を得て、商標三極会

合として初の試みであるユーザーセッションを成功裡に終えることができ、次回の第 10
回商標三極会合（米国開催）におけるユーザーセッションの開催に繋げるという成果を得
ることができました。また、次回会合においても、WIPO、KIPO、SAIC がオブザーバー
として参加することが承認され、今後、他の国の参加の可能性も示唆されるなど、商標三
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極会合の更なる発展が期待されます。世界の商標制度及び意匠制度をリードする三極又は
他の主要国と互いの情報を交換し、協力することで、今後一層の制度の国際調和が進み、
世界のユーザーに対し、より良い仕組みを提供することに繋がるものと確信しております。

最後に、2 日目のユーザーセッション後に、三極、オブザーバー及びユーザーで、ソニー
（株）を訪問させて頂いたことをご紹介いたします。エレクトロニクス製品とエンタテイ
ンメントコンテンツの双方を併せ持つソニー（株）のブランド力・技術力を体感し、参加
者からは感嘆の声があがるほどでした。

今回の商標三極会合において多大なるご協力を賜りました、ソニー（株）をはじめ、ユー
ザー団体の皆様、そして庁内関係者の皆様に、あらためて御礼申し上げます。

（会合風景） （日米欧意匠セッション参加者：左から、JPO 川崎意
匠課長、OHIM ジムネス意匠審査コーディネーター、
USPTO チェインバース対外政策事務官）
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次世代の発明家へのメッセージ
シンポジウムの開催について

総　務　課

１．はじめに
平成 22 年 12 月 18 日（土）に「次世代の発明家へのメッセージ シンポジウム～ニッ

ポンの「発明力」を育てよう～」を開催いたしました。
本シンポジウムは、昨年、産業財産権制度が 125 周年を迎えたことを受けて、第１線

で活躍中の発明家から発明にいたる苦労や体験談などをお聞きし、とくに若い世代に「勇
気」と「活力」を与え、「次世代の発明家」の育成を応援することを目的として、行われ
ました。

２．開催概要
開催日時　　：平成 22 年 12 月 18 日（土）13:00 ～ 16:00
会場　　　　：発明会館ホール
参加者　　　：約 160 名 
主催　　　　：特許庁
モデレーター：妹尾 堅一郎　氏　東京大学特任教授／
　　　　　　　　　　　　　　　ＮＰＯ法人産学連携推進機構理事長
パネリスト　：田中 良和 氏　　 サントリーホールディングス（株）植物科学研究所長
　　　　　　　岡野 雅行 氏　　 岡野工業（株）代表社員

本シンポジウムは、モデレーターと各パネリストが 1 対 1 形式で行うトークセッショ
ンと、モデレーターとパネリスト全員で行うパネルセッションという構成で行われました。

まず、「青いバラ」を開発した田中良和氏から、青いバラ開発までの経緯を伺いました。
田中氏からは、研究開発に当たっては、ひらめきよりも日々の実験や作業の積み重ねが重
要であること、しかし一方でスピード感をもって行い、研究成果をいち早く特許出願に結
びつけることが重要といった話がありました。

次に、「痛くない注射針」を開発した岡野雅行氏から、仕事を引き受ける基準として、チャ
レンジ精神を刺激するような仕事をすることが大事という話がありました。また、大企業
と一緒になって特許権を取得することで、訴訟や模倣品に対するリスクを減らすことがで
きるといった話がありました。

最後に、モデレーターの妹尾堅一郎氏から、「誰にもできないことにチャレンジするこ
と」及び「失敗しても諦めずに、そこから得たものを自分の糧にすること」が重要とのま
とめがありました。

３．おわりに
産業財産権制度 125 周年を記念して行われた本シンポジウムには、企業や研究機関の
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方々に加えて大学生等、多数の皆様にご来場を頂きました。
大企業と中小企業、関西と関東、そして、年齢も異なる２人の発明家が、それぞれの立

場から、発明家にとって必要な資質や発明の喜び等について語っていただき、会場の参加
者とって多くのものを気づき、持ち帰ることができる貴重な機会となりました。
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知的財産シンポジウム2010
高付加価値時代のブランド＆デザイン・ポリシー

開催報告
企画調査課

はじめに
平成 22 年 12 月 16 日（木）に東商ホールにおきまして、「知的財産シンポジウム 2010」

を開催いたしました。
本シンポジウムは、参加者の産業財産権に関する知識・理解の向上、研究者層の拡大及

び我が国における知的財産活動・研究の一層の活性化を図ることを目的として、特許庁主
催で平成 10 年より開催しております。

今年度は『高付加価値時代のブランド＆デザイン・ポリシー』をテーマとして掲げまし
た。

【開催概要】
・開催日：平成 22 年 12 月 16 日（木）　13:30 ～ 17:15
・会　場：東商ホール（東京商工会議所ビル）
・参加者：約 500 名

【プログラム】（肩書きは当時）
・基調講演
　岩井　良行　特許庁長官

岩井良行特許庁長官による基調講演の様子
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・パネルディスカッション第 1 部：パネリストによるプレゼンテーション
・パネルディスカッション第 2 部：ディスカッション

　●モデレータ
　相澤　英孝　一橋大学大学院　国際企業戦略研究科　教授

　●パネリスト
　広崎　膨太郎　日本電気株式会社　特別顧問
　エマニュエル　プラット
　　　ＬＶＭＨ　モエヘネシー・ルイ　ヴィトン・ジャパン株式会社　代表取締役社長
　　　ＬＶＪグループ株式会社ルイ・ヴィトン　ジャパン　カンパニー　会長
　奥山　清行　工業デザイナー／ＫＥＮ　ＯＫＵＹＡＭＡ　ＤＥＳＩＧＮ　代表
　首藤　明敏　株式会社博報堂ブランドコンサルティング　代表取締役社長
　岩倉　正和　西村あさひ法律事務所　メンバーパートナー弁護士
　　　　　　　ニューヨーク州弁護士／一橋大学大学院　国際企業戦略研究科　教授

・調査研究報告（平成 21 年度特許庁調査研究より）
　須崎　彩斗　株式会社三菱総合研究所　主任研究員
　日野　慎二　株式会社パテント・ファイナンス・コンサルティング　代表取締役社長

【基調講演】
「知的財産権を巡る動向と特許庁の取組」として、①産業財産権制度の歴史や現在の特

許出願状況②特許庁の取組として特許審査ハイウェイや特許制度の見直し③産業財産権の
戦略的な活用として地域団体商標制度や革新的なイノベーションの特許権と意匠権による
保護などを紹介しました。

【パネルディスカッション第 1部】
パネルディスカッション第 1 部では、広崎氏より大企業の観点からブランドとイノベー

ションの関係、プラット氏よりトータルファッション企業の観点からブランドイメージを
高める取組、奥山氏よりデザイナーの観点からユーザーが求める価値ある商品開発の重要
性、首藤氏よりブランドコンサルティング企業の観点からブランドの本質やブランド構築
の課題、岩倉氏より法律家の観点から付加価値ビジネスにおける知的財産法の重要性につ
き、それぞれ御講演いただきました。

【パネルディスカッション第 2部】
「高付加価値時代のブランド＆デザイン・ポリシー」をテーマに、ブランド・デザイン

の作り方、付加価値の高いビジネス展開、知的財産法を活用したブランド・デザインの保
護などにつき、各パネリストの立場から議論を行っていただきました。
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【調査研究報告】
特許庁が平成 21 年度に行った調査研究の中から、「製品アピールやサービスのプロモー

ションのためのデザインの出願戦略に関する調査」、「知的財産の価値評価を踏まえた特許
等の活用の在り方に関する調査研究　～知的財産（資産）価値及びロイヤルティ料率に関
する実態把握～」につき、御発表いただきました。

おわりに
本シンポジウムには、産業界・法曹界の方々を中心に、多数の皆様に御参加いただきま

した。参加者からいただいた質問は、ブランド・デザイン構築時の知的財産に関する基本
的な問題点や活用方法について指摘されているものが多く、これからの知的財産制度の設
計や運用について大変参考となるものでした。

講演者の皆様におかれましては、御多忙の中、貴重な御経験を紹介していただくなど、
多大なる御支援を賜りました。この場をお借りしまして、御礼申し上げます。

パネルディスカッションの様子
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「かんたん願書作成」対象書類が追加されます
～特許・実用新案・意匠の願書追加～
独立行政法人工業所有権情報・研修館情報提供部

独立行政法人工業所有権情報・研修館（以下 INPIT）では、電子出願用の出願書類を
作成できるツール「かんたん願書作成」を昨年７月末から提供しています。

この度、「かんたん願書作成」に以下の対象書類を追加し、1 月 28 日（金）より電子出
願ソフトサポートサイトにて提供いたします。

・特許願（明細書・特許請求の範囲・要約書・図面　含む）
・実用新案登録願（明細書・実用新案登録請求の範囲・要約書・図面　含む）
・意匠登録願（図面　含む）
・出願審査請求書

「かんたん願書作成」とは・・・
ワープロソフトなどによらずに HTML 形式の出願書類を作成できるツールです。各
項目に区分された入力領域で必要事項を入力して作成します。すべての項目に入力
が終わると、HTML 出力が可能となり、HTML 形式の出願書類が完成します。
　完成した HTML 形式の出願書類をインターネット出願ソフトを使用して、特許庁
へオンライン出願を行います。
※「かんたん願書作成」で作成したHTML形式の出願書類を書面に印刷し出願することはできません。

提供日（ダウンロード開始日） 対象書類

提供中 商標登録願、地域団体商標登録願

平成 23 年 1 月 28 日（金）
特許願（明細書等含む）、実用新案登録願（明細書等含
む）、意匠登録願（図面含む）、出願審査請求書

平成 23 年 3 月 31 日（木） 早期審査に関する事情説明書（特許・意匠・商標）

～「かんたん願書作成」提供スケジュール～

～注意事項～
「かんたん願書作成」では、出願人（共同出願の場合は電子出願を行う出願人）の識別

番号の記載が必須となります。
特許庁へ初めて出願手続きをされる方は、電子証明書を購入し、インターネット出願ソ

フトで申請人利用登録を行うことにより識別番号を取得することができます。

電子出願の事前準備については、INPITWeb サイトを参照してください。
URL：http://www.inpit.go.jp/pcinfo/preparation/index.html

http://www.inpit.go.jp/pcinfo/preparation/index.html
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ダウンロード手順（「かんたん願書作成」を初めてダウンロードされる方）
１．電子出願ソフトサポートサイトにアクセスし「かんたん願書作成」をクリックします。
　　URL：http://www.pcinfo.jpo.go.jp/
　※追加書類を含めた「かんたん願書作成」のダウンロード開始は平成23年1月28日（金）

11 時からとなります。

対応OS
Windows XP（SP3 以降）、Windows Vista、Windows 7
※すべて 32bit 版

２．「かんたん願書作成」の実行ボタンをクリックします。自動でインストールが開始さ
れます。

※自動インストールが完了しない場合は、手動インストールを行ってください。

http://www.pcinfo.jpo.go.jp/
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アップデート手順（「かんたん願書作成」を既にインストール済みの方）
平成 23 年 1 月 28 日（金）11 時以降に「かんたん願書作成」を起動すると、アップデー

ト画面に遷移します。画面に従ってアップデートを行ってください。
※アップデートをしなければ、今回追加になった書類は作成できません。
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特許庁ニュース
特許印紙のデザイン変更について
～特許制度１２５周年記念事業～

特許庁では、昨年、産業財産権制度が１２５周年を迎えたことから、特許印紙のデザイ
ンを変更することになりました。

新デザインは①特許、実用新案、意匠及び商標の申請に使用されること、②長期にわた
り使用されること等を前提に検討を行い、特許庁総合庁舎をベースとしたデザインとしま
した。

なお、色、サイズは、現行特許印紙と同様です。

【スケジュール】
平成 23 年 4 月 1 日から新特許印紙適用開始予定。

【留意点】
平成 23 年 4 月 1 日以降、順次、新デザインの特許印紙が発行されますが、現行デザイ

ンの特許印紙も引き続き利用可能です。
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【新特許印紙デザイン】

※解像度を落として掲載しています。

＜参考＞現行特許印紙

※解像度を落として掲載しています。
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産業財産権関連イベントカレンダー

模倣品対策説明相談会その他

国内外の模倣品（侵害・不正コピー商品）対策に苦慮されている方々を支援するた
めに、常時、相談を外国相談室でお受けするとともに、各地で模倣品対策の説明会
と相談会を開催しております。
※特許庁の委託により、社団法人発明協会アジア太平洋工業所有権センターが実施
しております。最寄りのスケジュールは、ウェブサイトをご確認ください。
http://www.iprsupport-jpo.jp/soudan/seminar/mohou-setsumei-soudan.html  

http://www.iprsupport-jpo.jp/soudan/seminar/mohou-setsumei-soudan.html

