「ＩＴ利用の重要性は理解しますが、創英さんは過剰投資ではないで
すか？」と聞かれることがあります。そのようなときは、「投資に見合
う効果がなければ過剰投資ですが、投資を超える成果が出ているので適
正投資です。」と答えています。実際のところ、情報システムの開発、
管理等に従事する専任スタッフは１０名を超え、仮想化システムを採用
する昨年の夏までサーバーは４０台を超えていました。
しかし、現在の創英における情報システムは、事務の効率化や省力化
にとどまらず、お客様への業務サービスのレベルアップや、専門スタッフ
のパフォーマンス向上をもたらしています。手前味噌のところが出てし
まうのは覚悟の上で、特許担当の弁理士Ａ君の仕事を通して創英のＩＴ
環境を紹介します。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

火曜日の朝、
Ａ弁理士は…

れを所内関係者（所長、副所長、
窓口弁理士など）に通知する自動
メールである。

入館カードで玄関ドアの電子ロ

出願人情報のほか受託日なども

ックを解除し、社員カードで「出

表示されており、かつ、明細書案

勤」を電子記録し、自席に座った。

文やコメント等のファイルにリン

ＰＣを起動するとWi
ndows
7が起

クが貼られている。所長はこれを

ち上がる。画面は２２インチ＋１９

チェックしており、案送りの翌日

インチの二つであり、一方の画面

には所長からメールが飛んでくる。

は情報検索用、他方の画面は文書

最初の頃は仕事を監視されている

作成用と使い分けている。

ようで鬱陶しく感じたが、最近で

最初に起ち上がった所内ウェブ
画面では、お知らせや予定表など

はメールが来ないと寂しく感じる
から不思議だ。

の共有情報が表示され、かつ、仕
事で必要な多数のツールを使うた
めの入口となっている。予定表を
見ると、午後の接客用の部屋が確

自動化された
ＦＡＸ送受信

保できていない。会議室予約シス

新しいメールが入ってきたので

テムを操作すると予約は完了し、

開くと、Ｂ社からの「ＦＡＸ受信

所内ウェブ画面に表示された（会

のお知らせ」だった。あらかじめ

議室前のパネルにも表示される）。

送信元（Ｂ社）を登録しておくと、
そこからＦＡＸを受信したときに

昨日の納品が
所内の関係者に配信

02
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知らせてくれる。
リンクをクリックすると受信Ｆ
ＡＸ閲覧システムが起動し、Ｂ社

受信トレイを開くと、「特許明

から受信したばかりのＦＡＸがＰ

細書等の案文送り」を知らせるメ

ＤＦで確認できた。送信ＦＡＸに

ールが入っていた。昨日、Ａ弁理

ついても、「バーコードスキャン

士は新規出願の明細書案を仕上げ

t
o Fa
x」と「バーコードスキャン

てお客様Ｂ社に送ったのだが、そ

t
o Fol
de
r
」を複合させた仕組みが
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１

はじめに

この登録例においては、日本国意匠実務に則って、

日本国では、平成１８年の意匠法の改正において、画

プロジェクター筐体の６面図を破線で表して提出して

面デザインの保護拡大が図られました。すなわち、電

います（図表１＝正面図）。そして、権利化を図りたい

子機器の表示画面に映像として表示されるデザイン（所

画像を「画像図」として出願しています（図表２）。

謂ＧＵＩのデザイン、以下「画面デザイン」という）

なお、本件には、画像が移り変わる状態の図が計４

について、物品の用途及び機能を実現するために表示

図、「変化した状態を示す画像図」として提出されて

される画面（画像）を保護することができるようにな

います（図表３はその一例で、カーソルが移動してい

りました。

る）。

一方、海外における画面デザインの保護はどのよう
になされているのでしょうか。
日本企業にとって、海外市場は益々重要性を増して

図表３

います。そこで、日本国意匠法の改正から５年経った
現在、主要な地域である欧州及び米国への日本企業に
よる出願の動向や戦略を見て取るため、日本企業によ
る日欧米三極での登録事例を調べました。
なお、市場として同じく重要になってきている中国
やインドについては、残念ながら画面デザインの保護

また、この出願人は、画面デザインについて、本件
の他に同日に１５件の意匠出願を行っています。

法制がないため、調査対象外としました。
※各国事例においては、原則として、物品名→登録番
号→図面→簡単な解説、の順番で記載しています。

【欧州出願】
■ Scr
eendi
spl
ays
■ 0007948210001

２

事例１

【日本国出願】
図表４

■ プロジェクター
■ 登録第1353068号

図表１

本件は、上記の日本国出願を基礎とした優先権主張
を行って出願されています。
図面を見ると、いくつか特徴があります。まず、日
本のように筐体の図面は提出されていません。また、
図表２

画面の縁（図表２においては破線で表されていた枠）
も表していません。また、日本国出願に含まれていた
変化の態様（図表３など）は、一意匠として含まれて
います。
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なお、本件のほか、0007948210002、000794821-

していたようです。しかし、審査の過程において、変

0003という意匠も出願しています（欧州は多意匠一

化の前後の状態に形態的な関連性が認められず、拒絶

出願が可能であるため、一出願されています）。日本

理由通知がなされたようです。最終的には、画像が移

で出願した１６件の意匠の中から欧州での実施が見込

り変わった態様の各意匠は分割出願がなされています。

まれるものに絞った出願を行ったと考えられます。

【欧州出願】
【米国出願】

■ Scr
eendi
spl
aysandi
cons

■ Pr
oj
ect
orscr
eenwi
t
hani
mage

■ 0011286490001

■ D574,
396

図表５

図表７

本件も、日本国出願を基礎とした優先権主張を行っ
て出願されています。

図表８

この欧州出願においては、日本国出願ではＣＧ図面
であった図面が、線図になっています（図表８）。

図面を見ると、日本国出願と異なり、筐体の図面は
提出されていませんが、画面の縁は表れています。

また、筐体の６面図は表れておらず、画像図のみが
提出されています。

また、本件の他、欧州出願においても同時に出願さ

なお、前述の通り日本国出願は最終的には画像が変

れていた他の意匠（0
0
0
7
9
4
8
2
1
0
0
0
2
、0
0
0
7
9
4
8
2
1
0
0
0
3
）

化したものは一意匠として認められませんでしたが、

と同じ意匠が、D589052、D580948として米国におい

欧州では、カーソルが動いた状態である図表８等の意

ても出願及び登録されています。

匠（全部で７態様）も一意匠に含まれて登録されてい
ます。

３

事例２

【日本国出願】

【米国出願】

■ 携帯用電子計算機

■ Di
spl
aywi
t
hchangeabl
ecomput
er
gener
at
edi
cons

■ 登録1374287

■ D625323

図表６

図表９

図表１０

本件においては、正面図（図表６）の他に日本国意

本件においては、画面部分のみの図面ではなく、筐

匠実務に則って筐体の他の面から見た図面も提出され

体部分も含めた図面が提出されています。しかし、背

ています。

面、平面、底面、右側面、左側面図は、クレーム部分

なお、出願時は、画像が移り変わった態様（カーソ

（画面部分）が表れていないため、削除されています。

ル及びアイコンが移動した態様）を一意匠として出願

また、日本国出願のようなＣＧ図面ではなく、線図

APRIL 2011
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になっています。

本件においては、欧州出願と異なり、カーソルが変

また、欧州と同じく、変化した７態様全てが１発明
として登録になっています。そして、De
s
c
r
i
pt
i
onにお
いてThes
ubj
e
c
tma
t
t
e
ri
nt
hi
spa
t
e
nti
nc
l
ude
sapr
oc
e
s
sor
pe
r
i
odi
nwhi
c
ha
ni
ma
gec
ha
nge
si
nt
oa
not
he
ri
ma
ge
.Thi
s

化したそれぞれの態様が１発明として登録になってい
ます（図表12のFI
G.
1〜FI
G.
3）。
また、事例２と同様にDe
s
c
r
i
pt
i
onの欄に変化の態様
はクレーム部分ではない、旨が記載されています。

pr
oc
e
s
sorpe
r
i
odf
or
msnopa
r
toft
hec
l
a
i
me
dde
s
i
gn.
との

なお、この米国出願においては、いわゆる「画像図」

記載がなされています。これは、各図の態様はそれぞ

のみが提出されており、カメラの筐体を表した図面は

れクレームしているが、変化のプロセス等自体をクレ

掲載されていませんでした。

ームしているわけではないということを示しています。

５
４

事例３

事例４

【日本国出願】（図表13）

【日本国出願】

■ エレベーター用表示器

■ デジタルカメラ

■ 登録1363035

登録なし。

図表１３

■ 出願日：2007年12月28日

※欧米出願に優先権番号が記載されているため出願は
行われたが、何らかの理由で登録されていない模様。

【欧州出願】
■ Gr
aphi
caluseri
nt
er
f
aces
■ 0009188180001

図表１１

【欧州出願】（図表14）
■ Gr
aphi
caluseri
nt
er
f
aces
■ 0008589230001
水準器機能を表示する画像が表れている画面部分が

図表１４

■ 出願日:2008年1月9日

権利化部分です。本件は、画像図だけではなく、筐体
（破線で表現）も含めた図面となっています。また、
変化する態様の権利化は特に図られていません。

【米国出願】
■ Di
gi
t
alcamer
adi
spl
aypanelwi
t
hanani
mat
ed
gr
aphi
caluseri
nt
er
f
ace

【米国出願】（図表15）

■ D604308

■ Moni
t
orscr
eenwi
t
hani
mage
■ D599,
818
図表１２

FIG.3
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■ 出願日:
2008年1月8日
FIG.1

FIG.2

図表１５

知財情報戦略室

これら３国における意匠出願は、いずれも優先権主
張を伴わずに独立してなされています。出願日も３国
とも相違しています。
欧州と米国の図面は全く同じものを使用しています
が、日本は「エレベーター用表示器」という物品の筐

（６−３）
画像が変化する場合に、その前後の態様が一意匠に
なるか否かという点は、調査範囲からは、日本の方が
欧米に比べて一意匠と認められにくい傾向にあると見
て取れます。

体部分も図面に表した態様で登録を受けています。
使用言語の相違があるため、日本国出願の優先権を
そのまま主張をして欧米に出願することはできなかっ
たと見られます。

（６−４）まとめ
画面デザインについて、日本の出願人による欧州共
同体意匠登録件数は、２０１１年２月２８日現在で１７３
件です。そのうち、日本国出願の優先権主張を伴った

６

分析とまとめ

（６−１）
まず、意匠に係る物品について見ると、特徴的なの
は欧州です。すなわち、欧州の画面デザインは、
Gr
aphi
caluseri
nt
er
f
aces
や、Scr
een di
spl
ays、i
cons

出願は５０件です。また、日本の出願人による米国意
匠登録件数は７５件であり、日本国出願の優先権主張
を伴った出願はそのうち５１件です。
このことからは、優先権主張を行わずに欧米に出願
されている例が意外と多いことが分かります。

のように記載されており、いわゆる「物品」に拘束さ

今回の事例１〜３にも見られるように、現在、日本

れていません。例え日本国出願の優先権主張を伴って

企業が外国に意匠出願する際に最も標準的な手法は、

いても、日本国出願における「物品」を記載する必要

まず日本に出願を行い、その優先権を主張して各国に

はないことがわかります。ただし、欧州共同体意匠制

出願するというものです。

度においては出願時にはほとんど実体的な審査は行わ

しかし、画面デザインは様々な製品のインターフェ

れていません。そのため、優先権に関する同一性が審

イスに係るものであるため、各国における言語の相違

査されているわけではありませんが、現状ではこのよ

や、欧米向け製品と日本向け製品のインターフェイス

うな登録例が集積していると言えます。

の仕様が大きく異なる場合も少なくないことを考慮す

なお、欧州共同体意匠制度においては、意匠に係る

ると、各国ごとに優先権主張を行わずに出願したり、

物品の記載は保護範囲に影響を与えないとされており、

米国出願を基礎として欧州出願を行う等の対応をする

形態が同様であれば物品が異なっても権利が及びます。

必要があることがわかります。事例４はまさにそのよ

次に、米国においても特徴が見られます。「発明の

うな例であると言えます。

名称」は、物品名＋wi
t
hani
mageというスタイルにな

ただし、優先権を主張しない場合は、各国の出願日

ることがわかります。また、必ずしも「日本国出願の

が異なる等、管理の面からは煩雑になる可能性があり

物品名」＋wi
t
ha
ni
ma
ge
としなくても、事例２に示す

ますし、どのデザインをどの国に出願していくのかと

ように、日本国出願が「携帯用電子計算機」である場

いった戦略を早期に立てる必要があります。したがっ

合であっても、「Di
spl
aywi
t
h changeabl
e comput
er
-

て、現地代理人とのしっかりとしたコネクションや自

gener
at
edi
cons
」という表現で登録が認められている

社での管理体制、戦略立案が非常に重要となります。

例があります。
以上

（６−２）
次に、図面について見ると、日本が、画面以外の部

※記事の問い合わせ先：知財情報戦略室

分（物品の筐体の形状）を例え破線であっても表さな

メール：ipstrategy@soei-patent.co.jp

ければならないのに対し、欧州・米国においては必ず
しもあらわす必要はなく、画像図のみでも登録が認め
られています。このように、図面については欧州・米
国のほうが、かなり自由度が高いといえます。
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特
許

意
匠

商
標

法
務
訴
訟

〈Q〉出願済みの特許出願の内
容を補正したいのですが。
〈A〉具体的な補正の対象によ
り、時期的制限、内容的制
限が課せられることに注意

が特許庁に係属中であれば、いつで

（３）拒絶理由通知を受けた後の文

も補正を行うことが可能です。また、

献公知発明に係る情報の記載につい

要約書については、出願公開の請求

ての通知（第４８条の７）に対する応答

がされた後を除き、出願日から１年

期間内、及び （４）拒絶査定不服審

３月まで補正することができます。

判を請求する場合において審判の請

一方、明細書、特許請求の範囲、

求と同時、の各時期、期間において、

図面に対して補正を行う場合。この

明細書等の補正が許容されています。

場合には、明細書等の補正が、特許

上記した時期（１）〜（４）のうちで、

を受けようとする発明の内容、ある

（１）については、例えば審査請求時

許出願の際には、出願人や発

いは特許庁における特許審査の過程

において、明細書等における記載内

明者等の情報を含む願書、特

等に直接的に影響を及ぼすものであ

容の見直し、あるいは権利化の方針

許を受けようとする発明に関する情

るため、補正の時期的制限、内容的

の見直しを行い、その結果に応じて、

報を含む明細書、特許請求の範囲、

制限の規定が設けられています。

特許請求の範囲、明細書の修正、変

しましょう。

図面、及び要約書などの書面を提出

このような明細書等の補正は、出

更、誤記の修正などの補正を行うこ

願後の補正を一切許容しないのは出

（２）〜（４）
とが考えられます。また､

これらの書面の記載内容について

願人に酷であり、また、拒絶理由を

については、拒絶理由通知等にて指

は、当然ながら、出願の時点から十

解消して権利化を目指すための機会

摘された拒絶理由を解消するための

分なものになるように細心の注意を

を与える必要があるなどの理由で認

補正、その他、その時点で必要な補

払って準備する訳ですが、誤記や内

められているものです。一方で、明

正を行うことが考えられます。

容の間違いなどはどうしても出てく

細書等の補正の自由度が大きすぎる

るものです。また、例えば明細書、

と、先願主義の実効性が得られず、

方、明細書等の補正の内容的

特許請求の範囲などの記載について

また、迅速な特許審査、権利付与、

制限については、第１７条の

は、出願後に特許取得の方針、製品

出願間の公平性等を確保することが

２第３項において、明細書、特許請

戦略が変更になるなどの理由で、そ

できなくなります。このため、特許

求の範囲又は図面の補正における新

の内容に手を加えることが必要とな

法第１７条の２において、明細書等

規事項追加の禁止が規定されていま

る場合もあります。

の補正の許容範囲を制限する規定が

す。

します。

そのような場合、特許出願に係る

設けられています。

また、拒絶理由通知を受けた後に
特許請求の範囲に対して行う補正に

各書面については、その補正を行う
ことが許容されています。ただし、

細書、特許請求の範囲又は図

ついては、さらに、第１７条の２第

どの書面を対象として、どのような

面に対する補正の時期的制限

４項、第５項の規定によって、その

補正を行うかによって、補正の可否

については、第１７条の２第１項に

補正の内容、目的が制限されていま

について制限が課せられていること

規定されています。この規定では、

す。これらの明細書等の補正の内容

に注意が必要です。

（１）第１回目の拒絶理由通知（第

的制限については、次回以降、さら

５０条）を受けるまで、または、拒絶

に具体的に説明します。

ず、明細書、特許請求の範囲、

理由通知がなく特許された場合には、

図面以外の書面、例えば願書、

特許査定の謄本の送達前まで、（２）

請求書、申請書等については、出願

拒絶理由通知に対する応答期間内、

10
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以上
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商
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学・バイオ系の特許出願では、発明の対象やそ

径の定義（算出方法）やその測定方法に関する記

の構成要素を、数値（パラメータ）を限定して

載はない。…本件発明の構成要件Ｃにいう「平均

特定する場合があります。このような数値限定発明の

粒子径」がいかなる算出方法によって算出される

特許出願では、その数値範囲を満たすか否かを判断す

ものであるか明示の記載もその手掛りとなる記載

るための測定方法・測定条件について、十分に記載す

もない。」と認定して、明確性要件不備による無

ることが必要となります。

効理由があると判示した例。

そこで、今回は、測定方法・測定条件の記載におけ
る留意点について、事例を挙げてご説明いたします。

また、対象物Ｘを、Ａ法で測定すると数値範囲内と
なるが、Ｂ法で測定すると数値範囲外となるような場

１．実施可能要件について
実施可能要件を満たすために、数値限定発明の特許
出願では、当業者が技術常識を考慮してその数値を測
定できる程度に、測定方法・測定条件を記載しておく
必要があります。

合、対象物Ｘに対して権利行使を行うことができない
おそれがあります。
＜参考判例３：平成14年（ワ）第4251号＞
「通常いずれの方法を用いるかが当業者に明ら
かとはいえないにもかかわらず、特許権者におい

特に、測定されたデータに基づいて独自に創出した

て特定の測定方法によるべきことを明細書中に明

パラメータ（特殊パラメータ）を用いて発明を特定す

らかにしなかった以上、従来より知られたいずれ

る場合には、この点に十分に留意する必要があります。

の方法によって測定しても、特許請求の範囲の記

また、用語としては一般的であっても、その定義・

載の数値を充足する場合でない限り、特許権侵害

測定方法によって求められる値が異なる場合（例えば、

にはならないというべきである。」

平均粒径）、特許請求の範囲で規定する数値範囲が、
どのような定義・測定方法に基づく数値範囲であるか
を明示することが好ましいと考えられます。
＜参考判例１：平成16年（行ケ）第290号＞
「平均粒径の定義・意味、その測定方法如何で、

３．有効数字について
測定方法・測定条件は、少なくとも数値範囲の有効
数字の下一桁まで、正確に測定できるように記載する
ことが好ましいと考えられます。

その数値は有意に異なってくるものであり、しかも、

例えば、測定誤差や検出限界によって数値を正確に

いずれの定義・意味ないし測定方法も実際に使用

求めることができない場合には、数値範囲を満たすか

されており、しかも、いずれの定義・意味ないし

否かを判断することができなくなるおそれがあります。

測定方法も実際に使用されており、当業者間にお

＜参考判例４：平成17年（行ケ）第10143号＞

いて、（明記がない場合）どれを使用するのが通常

「ある試料について「Y/X2」の数値を求めた場合

であるとの共通の認識があったと認めることもで

に、その数値の小数第３位に測定誤差があらわれ

きないのであるから、訂正明細書においても、そ

てしまうというのでは、その試料が特許請求の範

れについて定義する必要があるというべきである。」

囲に包含されるかどうかを確定することができな
い自体が生じてしまうわけである。したがって、

２．明確性要件について
明確性要件の観点からは、測定方法・測定条件とし
て、具体的に且つ限定的に記載することが好ましいと

「Y/X2」の値は小数第３位までの数値が正確に特
定されるものでなければならないことは明らかで
ある。」

考えられます。
例えば「従来の測定方法で測定できる」と記載して

４．最後に

おきながら、従来の測定方法としてＡ法及びＢ法があ

化学・バイオ系の特許出願では、平均粒径、平均分

り、Ａ法で測定された値とＢ法で測定された値とが異

子量等、測定方法によって数値が大きく異なるパラメ

なる場合には、明確性要件不備の問題が生じる場合が

ータが頻出します。測定方法の記載について迷った場

あります。

合には、ご遠慮なく弊所までご相談下さい。
以上

＜参考判例２：平成18年（ワ）第11880号＞
「本件明細書には、上記記載のほか、平均粒子

12
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（ケミカル推進事業部窓口：弁理士・石坂

泰紀）

特
許

意
匠

本件は、側面に切り込みを入れた「切り餅」の特許
を侵害されたとして、越後製菓が佐藤食品工業に対し
商
標

法
務
訴
訟

て、侵害製品の製造販売の差し止めと損害賠償を求め
原告は、第４２類の「工業所有権に関する手続の代
理又は鑑定その他の事務及びこれに関する情報の提供、
工業所有権に関する情報の提供、訴訟事件その他に関
する法律事務及びこれに関する情報の提供等」を指定
役務として、「みずほ」の平仮名文字（標準文字）につ
いて登録を受けた（登録第４９３０８６１号）商標権者であっ
た。しかし、被告:
みずほ銀行により、登録が商標法
４条１項１５号等に違反するとして無効審判を請求され、
容認審決がなされた。このため、審決取消訴訟を提起
したものである。
既知のとおり、平成１２年９月２９日、第一勧業銀行、
富士銀行及び日本興業銀行の３行が株式移転により経
営統合し、株式会社みずほホールディングスが設立さ
れた。｢みずほ｣、「ＭＩＺＵＨＯ」は、いずれも原告の本
件商標の出願前には著名となっており、今日に至るま
で、被告及び被告グループに属する企業を表示するも
のとして著名なものである。
著名を前提として問題になるのは、本件指定役務と
引用商標に係る役務との間の関連性の程度が広義の混
同を生ずる程度かどうかということになる。
被告グループでは、銀行や証券会社を含む金融機関
が属しているところ、『みずほ信託銀行は、テレビア
ニメの著作権信託を行い（甲１４の１９）、著作権投資ス
キームを紹介し（甲６の２）、音楽著作権キャッシュフロ
ーをベースにした事業資金の融資を行ったりして（甲
１５の１）、知的財産権を活用した資金調達への取組を
（甲１５の２）
。また、メガバンクグループが、
強化している
特許権など知的財産分野で新たなビジネスを展開し、
金融機関が、大学等と連携して「技術相談、知的財産
相談」を提供しているほか、信託業法改正により知的
財産信託には大きな注目と期待の目が向けられている
（甲１４の１１
・
１２
・
１７
・
１８
・
２０
・
２１）。』等、これら役務は、
原告指定役務と関連性を有する。とすれば、本件商標
と引用商標は同一・類似の商標であり、引用商標は被
告及び被告グループにより使用された結果、全国的に
極めて高い著名性を有する商標であって、本件指定役
務と被告又は被告グループが使用する役務とが密接な
関連性を有するものであることを総合勘案すれば、役
務の出所につきいわゆる広義の混同を生ずるおそれは
極めて高いといわなければならない、として商標法４
条１項１５号に該当とした無効審決を
維持した。
★詳細についての問い合わせ：
弁理士・光野 文子
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ていた事案である。越後製菓は焼いても形が崩れない
よう、側面に切り込みを入れた切り餅の発明（図１）
について特許を取得していた。一方、佐藤食品は側面
のほか上下の広い面に十字形の切り込みを入れた切り
餅（図２）を製造販売していた。
判決では、本件発明の特許請求の範囲（請求項１）
の記載及び本件明細書の記載事項を総合すれば、本件
発明は、「切り込みの設定によって焼き途中での膨化
による噴き出しを制御できると共に、焼いた後の焼き
餅の美感も損なわず実用化でき」るようにすることな
どを目的とするところ、「上側表面部の立直側面であ
る側周表面に周方向に形成」する構成を採用したこと
により、焼き途中での膨化による噴き出しを制御でき
ると共に、「切り込み部位が焼き上がり時に平坦頂面
に形成する場合に比べて見えにくい部位にあるという
だけでなく、オーブン天火による火力が弱い位置にあ
るため、焼き上がった後の切り込み部位が人肌での傷
跡のような忌避すべき焼き形状とならない場合が多い」
などの作用効果を奏することに技術的意義があると述
べ、本件発明の構成要件Ｂの「載置底面又は平坦上面
ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である
側周表面に、・・・切り込み部又は溝部を設け」との
文言は、切餅の「載置底面又は平坦上面」には切り込
み部等を設けず、「上側表面部の立直側面である側周
表面」に切り込み部等を設けることを意味するものと
解するのが相当であるとして、原告の請求を棄却した。
特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に
基づいて定められる（特許法７０条１項）ものの、特許請
求の範囲の用語の意義を解釈するために、明細書の記
載が参酌される場合がある（７０条２項）。本件のように
明細書に目的、課題、作用効果を書き過ぎると、技術
的範囲が限定解釈されるおそれが有り、注意が必要で
ある。

＜図２＞
1

＜図１＞

2A 3

2

3
2A

★詳細についての問い合わせ：
弁理士・黒木 義樹

今回のお題は、最近プロスポーツ界などで使用さ
れる流行語らしい。

何を

という目的語がないの

る」、周囲から言われた訳ではないですが、私も「持

が特徴という。それでも良く理解できない。それな

ってるな〜」と恥ずかしながら思ったことがありま

らと、自分なりの 持ってるな を書くことにした。

す。何を持っているかというと、それは友人との絆

新説、いや珍説の披露となるかもしれない。

です。

先月末に、小学校の同級会に出席するため、帰省

私は１年ほどフランスに留学していたことがあり

した。故郷訪問は最近では年１回位だ。実家があり、

ます。その時期に出会った友達とは今でも交流が続

中高の同級生達が住む田舎町である。同級会は天童

いています。そこではフランスだけでなく世界各国

温泉開催だが、山形で途中下車し、駅前の高校先輩

の人々と出会うことができました。

のお宅に立ち寄りご挨拶をして、僅かな品だが東京

先日、アジアの歴史について勉強しているアメリ

土産を届け、ご母堂の健在も確かめた。暮れに、銘

カ人の友人と、そのパートナーのスウェーデン人の

酒

を戴いていた。

友人がリサーチのため来日するというので、東京に

同級会は卒業生約２５０人中、６０人も出席して盛

出羽桜雪漫漫

て再会しました。フランスで出会った私たちが使う

り上がった。何十年振りの者もいた。その中で、Ａ

言語はもちろんフランス語です。ただ、全員ともフ

さんが、小生の山里歩き本の出版を知ったらしく、

ランス語が母国語ではないので、フランス語でうま

読みたいから送ってくれという。帰京後送るとお礼

く説明できなくなったときは英語、スウェーデン語、

が届いた。地元産米「艶姫」の外、イナゴ、棒鱈、

日本語等を使って互いに通訳し合っていたら最終的

カラカイなど子供の頃ご馳走であった田舎料理品で

に何語を喋っているか分からなくなり、皆で混乱し

ある。東京では入手困難との配慮からの選品であろ

て大笑いしていました。傍から見たら、「この人た

う。義理堅さや心づくしに感謝である。

ちはどんなつながりで一緒にいるのだろう」と思わ

二次会途中で実家へ帰る時、わざわざＢさんが見

れるグループだったと思います。東京で、スウェー

を戴

デン人とアメリカ人と日本人がフランス語で話す、

いた方だ。先日そのお返しを贈ったことへのお礼を

なんて不思議な状況でしたが、留学時代の雰囲気そ

丁寧に述べられた。高価な逸品の半額にも満たない

のままで、とても楽しかったです。

送ってくれた。前回帰郷時に、幻の

十四代

他にも、ちょっとしたことですが、自分が疲れて

品に、少し後ろめたさが残った。
同級会の翌日、急遽元部活メンバーＣ君を囲んで、

いるときに偶然、遠く離れている友人から「元気？

彼の退職祝いを開いた。前日同級会の折、Ｄ君に開

最近どうしてるの？」や、「今旅行でオーストリア

催意向を伝えると連絡の外、料理店まで予約してく

にいるよ！」などメッセージをもらったりすると、

れた。予定の５人が集まり、思い出話に花が咲いた。

とても元気になります。メールだけでなく、絵葉書・

お開き後、Ｅ君が自宅へ寄れという。同じ同級生の

手紙も届き心が和みます。そんな時には何らかの縁

Ｅ夫人が、土産に自家製なすの漬物と梅干しを持た

や絆を感じ、「私って持ってるかも…」と思ってし

せてくれた。

まいます。直接会うことは中々ないけれど、世界各

一泊二日の帰省であったが、多くの同級生達と交
流できて、満たされた気分で帰宅した。これらは、
持ってるな

ではなくて、

持ててるな

か

な・・・？。どちらでも、小生にとっては有り難い
ことである。次回帰郷の際には持参する土産数が増
えることは間違いない。
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国から（もちろん日本の友人からも！）日々元気を
もらっています。

そもそも有名スポーツ選手が使い出して有名にな

練習させてもらったときの問題に似ていた。なんと

私は、鎌ヶ谷市在住です。１月まで斎藤選手で盛
り上がっていたあの鎌ヶ谷です。娘（幼稚園）の同
級生のお母さんは、２軍の鎌ヶ谷グランドまで足を
運び、やはりもってるな〜って感じたらしいです。
「随分と暇だねえ！！」なんて嫌味を言ってたお父
さん連中（私含め）も、結局は、うらやましげに「す
ぐに北海道に行っちゃうのにねえ。」なんて愚痴を
こぼしていたのでした。その通りでしたけどね。
ところで、私の持っているもの？？？て考えると、
ふと、昔のことを思い出しました。
そう、あれは小学１年生の最初のテスト。忘れもし
ませんが、隣の女の子の答えを見ちまいました。い
わゆる､
カンニングというやつです。そのときは､何気
なく､でも後で妙にきまずく､おまけに、その女の子
が初恋の人になったもんで、そりゃあもう後悔しま
した。そのことで引け目を感じてしまい、その後は、
一切しゃべることもできず、カンニングはバチがあた
るということを当時の私は痛感したものです。
それ以外にも、ご先祖様がいつも監視していると
いうか、間が悪いというか、悪さをすると、必ず最
初に見つかってしまい、とにかく悪さはダメダメダ
メということを強く戒められていた気がします。そ
う考えると、人生をまっとうに生きてこられたのも、
見えないものを持たせていただいていたおかげかな
あと、勝手に思ったりもします。
一方で、すさまじくやんちゃだった私は怪我も多
く、走ってきた車に自転車で突っ込んだり、自転車
に乗ったままドブ川に飛び込んだりと、そりゃあも
う大変でした。でも、車にぶつかったときは、側面
だったので軽い打ち身ですみ（後でドライバにこっ
ぴどくやられましたが・・）、ドブ川のときは、た
またま浅くてドザエモンを免れるなど、今考えると
相当しびれるところで助けられていた気がします。
さらに、縫うほどの怪我を３度したことがあるので
すが、最初が右目のすぐ上、次にアキレス腱のすぐ
下、さらに右手首の動脈の脇というように大怪我の
手前、ぎりぎりのところでしのいでおり、なんとま
あ、色々と持たせていただいていたものだなあと改
めて感謝する次第です。
そんな私も、今では二児の父。下の娘も今年は小
学１年生。持たせていただいたものを子供たちに引
き継ぐべく、たまには墓参りにでも行くかなあと思

か切り抜けた（本当に有難うございました）。

う今日この頃でした。

った言葉。果たして私のような人間が何を持ってる
の？いろいろ考えたあげく、「引き」という結論？
に至った。めちゃくちゃ強引だが。
■その１

落とし物編

よく落とし物をする。携帯、定期券、スキーウェ
ア…。携帯、定期券とも今のところ２勝１敗くらい
である（３回なくしたら２回は戻ってきた、という
意味）。スキーウェアは人から借りていたものだっ
たので、かなり焦った。山手線に乗っていて、どう
もそれを網棚に置いたまま降りたらしい。そこでジ
タバタせず、降りたホームのその場所で、来る電車
来る電車、一歩踏み入って網棚を見上げた。約１時
間後、スキーウェアを乗せた電車がやってきた。セ
ーフ。この時ほど、ぐるぐる回る電車のありがたみ
を感じたことはなかった（山手線には大崎の車庫に
入る車両もあるので、その場合、この手は通用しま
せん）。
■その２

婚活編

私の時代には「婚活」という言葉は登場していな
かった。どこでどうやって見つけるか。いつの時代
も、大変な話だと思う。私の場合、それまで行った
こともない街「恵比寿」での合コンがきっかけだっ
た。初めは大して気乗りしなかったのだが。「仕事
が忙しい」とか言っちゃって。でも、こういうのは
行っとくべきだと思う。特に、多人数×多人数で、
そのうち男性側の幹事と女性側の幹事とが知り合い
なだけで、それ以外はお互いに誰が誰だかチンプン
カンプン…な飲み会がgoodだと思う。
■その３

弁理士試験編

「厳しくなった」「細かいことを聞かれる」「条
文・青本に忠実に」弁理士試験の口述試験について、
いろいろ言われている。確かにイヤらしい試験だと
思う。かなりの範囲で準備していても不安が消えな
い。で、本番になると案の定、的が外れる。特実を
受けて、タジタジ。意匠はなんとか盛り返した。商
標…苦手意識。「それでは『登録異議の申立て』に
ついてお聞きします」きたっ！創英の先輩を相手に
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