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April 2016 
 マキサカルシトール原薬等の製法につい

て、均等侵害の成立を肯定した知財高裁大合

議判決（知財高判平成 28年 3月 25日（平成 27
年（ネ）第 10014 号））（p.4） 

 The IP High Court’s Grand Panel found 
infringement under the doctrine of 
equivalents regarding a manufacturing 
method of Maxacalcitol medicine (Intellectual 
Property High Court, Grand Panel, March 25, 
2016) (p.1) 

 

 顧客保有の製品の加工について特許権侵

害が認定され、損害額の算定につき特許法第

102条1項が適用された事例（知財高判平成27
年 11 月 19 日（平成 25 年（ネ）第 10051 号））

（p.6） 

 The IP High Court awarded damages on 
Article 102, Paragraph 1 of the Patent Act in 
patent infringement case (Intellectual 
Property High Court, November 19, 2015) 
(p.6) 

 

 「省エネ行動シート」という媒体に関する発明

が特許法 2 条 1 項に規定する「発明」に該当し

ないと判断した知財高裁判決（知財高判平成 28
年 2 月 24 日（平成 27 年（行ケ）第 10130 号）

（p.9） 

 The IP High Court ruled that an invention 
concerning an ‘energy saving action sheet’ 
did not fall under an ‘invention’ as defined in 
the Patent Act (Intellectual Property High 
Court, February 24, 2016) (p.8) 

 

 名刺帳の営業秘密性を否定した東京地裁判

決（東京地方裁判所平成 27 年 10 月 22 日判決

（平成 24 年（ワ）第 6372 号）（p.12） 

 Tokyo District Court ruled that business 
card folders are not protected as trade secret 
(Tokyo District Court, October 22, 2015) 
(p.11) 
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 国際的裁判管轄を定める合意が、一定の法

律関係に基づく訴えに関しなされたものではな

いとして無効とされた事例（東京地中間判平成

28 年 2 月 15 日（東京地裁平成 26 年（ワ）第

19860 号）） 

A clause that provides that a dispute can only 
be settled in a foreign court, has been 
declared to be invalid (Tokyo District Court, 
February 15, 2016) (p.13) 

 

 「知的財産の利用に関する独占禁止法上の

指針」の一部改正について（p.16） 
  

 
 

Vol. 4 (December 2015) 
 特許権存続期間の延長登録出願拒絶査定

の請求不成立審決を取り消した知財高裁判決

を維持した最高裁判決（最判平成27年11月17
日）（p.2） 

 The Supreme Court upheld the IP High 
Court’s judgment which revoked a JPO 
decision to reject an application to extend the 
duration of a patent. (The Supreme Court, 
November 17, 2015) (p.1) 

 

 公然実施発明に対する進歩性欠如を理由と

し、特許無効の抗弁を認めた裁判例（東京地判

平成 27 年 10 月 29 日）（p.5） 

 A patent is deemed invalid based on the 
lack of an inventive step over a publicly 
worked invention in infringement lawsuit 
(Tokyo District Court, October 29, 2015) (p.4)

 

 アルファベット「ｉ」をデザイン化した商標につ

いて識別力なしとした審決を維持した判決（知財

高判平成 27 年 10 月 29 日）（p.7） 

 The IP High Court denied distinctiveness 
of a trademark consisting of a single letter “i” 
(Intellectual Property High Court, October 29, 
2015) (p.6) 
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 ピクトグラムについて著作物性を認めた裁判

例（大阪地判平成 27 年 9 月 24 日）（p.9） 
 The Osaka District Court admitted the 
copyrightability of pictograms (Osaka District 
Court, September 24, 2015) (p.8) 

 

 
 

Vol. 3 (October 2015) 
 FRAND 宣言をした特許権に基づく侵害警

告に対する差止めが認められた事例（東京地判

平成 27 年 2 月 18 日（平成 25 年（ワ）第 21383
号）)（p.2） 

 The Tokyo District Court granted an 
injunction prohibiting the issuance of a 
warning letter seeking to enforce patents 
which were subject to a FRAND declaration 
(Tokyo District Court, February 18, 2015) 
(p.1) 

 

 プロダクト・バイ・プロセス・クレームにつき改

訂された審査基準（特許庁：平成 27 年 9 月 16
日公表）（p.4） 

 The Amended Examination Guidelines for 
Patent and Utility Models regarding the 
Product-by-Process Claim (Japan Patent 
Office, issued on September 16, 2015) (p.3) 

 

 特許法 36 条 6 項 1 号のサポート要件違反

を認定した知財高裁判決（知財高判平成 27 年

10 月 8 日（平成 26 年（行ケ）第 10176 号））

（p.7） 

 The IP High Court ruled on “Support 
Requirement” under Article 36, Paragraph 6 
(1) of the Patent Act (Intellectual Property 
High Court, October 8, 2015) (p.5) 

 

 トレーディングカードゲームのカードについて

著作物性を肯定した知財高裁判決（知財高判平

成 27 年 6 月 24 日（平成 26 年（ネ）第 10004
号））（p.9） 

 The IP High Court judged that trading 
cards used in a game are artistic work 
protected under the Copyright Act 
(Intellectual Property High Court, June 24, 
2015) (p.8) 
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 FRAND 宣言がなされた標準必須特許の権

利行使に関する欧州連合司法裁判所の判断

（p.10） 

  

 
 

Vol. 2 (June 2015) 
 プロダクト・バイ・プロセス・クレームにつき、

物同一性説を採用した最高裁判決（最判平成

27年6月5日（平成24 年（受）第1204））（p.2）

 The Supreme Court ruled that the 
technical scope of product-by-process claims 
cover any of the products which are identical 
to the product produced by the process steps 
(Supreme Court, June 5, 2015) (p.1) 

 

 応用美術である幼児用椅子について著作物

性を肯定した知財高裁判決（知財高裁平成 27
年 4 月 14 日（平成 26 年（ネ）第 10063 号））

（p.5） 

 The IP High Court judged that a baby 
seat, which is categorized as applied arts, is 
an artistic work protected under the Copyright 
Act. (Intellectual Property High Court, April 
14, 2015) (p.3) 

 

 いわゆる除くクレームとした訂正について、

訂正後のクレームが技術的に明確でないから特

許請求の範囲の減縮を目的とするものとは認め

られないとして、訂正を認めた審決を取り消した

知財高裁判決（知財高裁平成 27 年 3 月 11 日

（平成 26 年（行ケ）第 10204 号））（p.7） 

 IP High Court revoked a JPO decision to 
admit an amendment to introduce a 
disclaimer, because the disclaimed scope 
was not definite. (Intellectual Property High 
Court, March 11, 2015) (p.6) 

 

 著作者人格権のみなし侵害を否定した知財

高裁判決（知財高裁平成 27 年 4 月 28 日判決

（平成 27 年（ネ）第 10005 号））（p.9） 

 IP High Court denied a constructive 
infringement of the author ’ s moral right. 
（Intellectual Property High Court, April 28, 
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2015） (p.8) 

 特許が無効であると善意で信じていたこと

が、誘引侵害の主張に対する抗弁にならないと

判断した米国連邦最高裁判所判決（p.10） 

  

 
 

Vol. 1 (April 2015) 
 特許法等の一部を改正する法律案及び不

正競争防止法の一部を改正する法律案につい

て [Japanese] (p.3) 

 Amendment Bills to the Patent Act, etc. 
and Unfair Competition Prevention Act (p.1) 

 

 用法・用量に新規性を有する医薬の発明の

進歩性を否定した審決を取り消した知財高裁判

決（知財高判平成 26 年 12 月 24 日（平成 26 年

（行ケ）第 10045））(p.6) 

 The IP High court has rescinded a JPO 
decision, which earlier rejected the inventive 
step of a drug having a new dosage and 
administration (Intellectual Property High 
Court, December 24, 2014) (p.5) 

 

 発明の目的に係る用語の不明瞭性を理由

に実施可能要件違反を認定した知財高裁判決

（知財高判平成26年11月10日（平成25年（行

ケ）第 10271 号）） (p.7) 

 The IP High Court has ruled on 
enablement requirements (Intellectual 
Property High Court, November 10, 2014) 
(p.6) 

 

 • ファッションショーにおけるモデルの化粧、

衣服の選択、動作などの著作物性を否定した知

財高裁判決（知財高判平成 26 年 8 月 28 日（平

成 25 年（ネ）第 10068 号）） (p.9) 

 The IP High Court dismissed a claim for 
copyright infringement with regard to 
makeup, costumes and choreography of a 
fashion show (Intellectual Property High 
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Court, May 30, 2014) (p.8) 

 プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈に

関する韓国大法院全員合議体判決（韓国大法

院 2015 年 1 月 22 日判決（2011 年（フ）第 927
号）） (p.11) 

 The Korean Supreme Court's en banc 
decision on patentability of a product by 
process claim (Korean Supreme Court, 
January 21, 2015) (p.10) 

 

 中国最高人民法院による専利権の権利範

囲画定に関する判断事例 [Japanese]  
  

 
 

Vol. 3 (December  2014) 
 職務発明規定の合理性（特許法第 35 条 4
項）を否定した裁判例（東京地判平成 26 年 10
月 30 日（平成 25 年（ワ）第 6158 号））(p.2) 

 Tokyo District Court denies 
reasonableness of Defendant’s regulations 
on employees’ invention (October 30, 2014) 
(p.1) 

 

 訂正の再抗弁の要件について判断を示した

裁判例（知財高判平成 26年 9月 17日（平成 25
年（ネ）10090 号）(p.4) 

 The IP High Court ruled on re-defense 
based on correction of claims against patent 
invalidity defense (September 17, 2014) (p.3)

 

 いわゆる自炊代行サービスについて、サー

ビス事業者を複製の主体と認めた裁判例（知財

高判平成 26 年 10 月 22 日（平成 25 年（ネ）第

10089 号））(p.6) 

 The IP High Court ruled that businesses 
running scanning services shall be liable for 
the unlawful reproduction of copyrighted 
works (October, 2014) (p.5) 
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 純粋なエナンチオマーの発明について進歩

性を否定した審決を維持した裁判例（知財高判

平成 26年 8月 7日（平成 26年（行ケ）第 10170
号））(p.8) 

 IP High Court upheld the JPO’s decision 
denying the inventive step of a pure 
enantiomer invention (August 7, 2014) (p.7) 

 

 登録商標「PITAVA」商標権侵害差止請求事

件（東京地判平成 26 年 8 月 28 日（平成 26 年

（ワ）第 770 号））(p.9) 

 The Tokyo District Court denied 
infringement of a registered trademark 
“PITAVA” (August 28, 2014) (p.9) 

 

 
 

Vol. 2 (July 2014) 
 営業秘密の不正な開示及び使用の差し止

めを命じた米国連邦地裁判決の日本における

強制執行（最判平成 26 年 4 月 24 日裁時

1603 号 129 頁）(p.2) 

 Enforcement of the judgment of the U.S. 
Federal Court which awarded an injunctive 
relief against illegal disclosure and use of 
trade secrets (Supreme Court of Japan, April 
24, 2014) (p.1) 

 

 FRAND 宣言がなされた特許権の侵害に基

づく損害賠償請求について、FRAND 条件での

ライセンス料相当額の範囲内での請求を認めた

知財高裁特別部判決（知財高判平成 26 年 5 
月 16 日（平成 25 年（ネ）第 10043 号）） (p.3)

 The IP High Court accepts the claim 
seeking compensation for the infringement of 
a patent, for which a FRAND declaration was 
issued within the license fee under FRAND 
condition (Intellectual Property High Court, 
Special Division, May 16, 2014) (p.2) 

 

 特許権の延長登録出願に係る拒絶査定不

服審判請求を不成立とした審決を取り消した知

財高裁特別部判決（知財高判平成 26 年 5 月
30 日（平成 25 年（行ケ）第 10195 号））(p.5) 

 The IP High Court reversed the JPO’s 
rejection of applications to extend the 
duration of a patent (Intellectual Property 
High Court, Special Division, May 30, 2014) 
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(p.4) 

 地域ブランドに関する法改正について (p.8)  Amendments to the Law in Relation to 
Regional Brands (p.6) 

 

 テレビ番組のストリーミングサービス事業者

の著作権侵害を認めた米国連邦最高裁判所判

決（平成 26 年 6 月 25 日）(p.9) 

  

 
 
 

Vol. 1 (May 2014) 
 特許法改正について (p.2)  Amendment to the Patent Act of Japan 

(p.1) 
 

 意匠法改正について (p.3)  Amendment to the Design Act of Japan 
(p.3) 

 

 商標法改正について (p.4)  Amendment to the Trademark Act of 
Japan (p.3) 

 

 著作権法改正について (p.5)  Amendment to the Copyright Act of Japan 
(p.5)  
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Vol. 2 (July 2014) 
 営業秘密の不正な開示及び使用の差し止

めを命じた米国連邦地裁判決の日本における

強制執行（最判平成 26 年 4 月 24 日裁時

1603 号 129 頁(p.2) 

 Enforcement of the judgment of the U.S. 
Federal Court which awarded an injunctive 
relief against illegal disclosure and use of 
trade secrets (Supreme Court of Japan, April 
24, 2014) (p.1) 

 

 FRAND 宣言がなされた特許権の侵害に基

づく損害賠償請求について、FRAND 条件での

ライセンス料相当額の範囲内での請求を認めた

知財高裁特別部判決（知財高判平成 26 年 5 
月 16 日（平成 25 年（ネ）第 10043 号））(p.3) 

 The IP High Court accepts the claim 
seeking compensation for the infringement of 
a patent, for which a FRAND declaration was 
issued within the license fee under FRAND 
condition (Intellectual Property High Court, 
Special Division, May 16, 2014) (p.2) 

 

 特許権の延長登録出願に係る拒絶査定不

服審判請求を不成立とした審決を取り消した知

財高裁特別部判決（知財高判平成 26 年 5 月
30 日（平成 25 年（行ケ）第 10195 号））(p.5) 

 The IP High Court reversed the JPO’s 
rejection of applications to extend the 
duration of a patent (Intellectual Property 
High Court, Special Division, May 30, 2014) 
(p.4) 

 

 地域ブランドに関する法改正について(p.8)  Amendments to the Law in Relation to 
Regional Brands (p.6) 

 

 テレビ番組のストリーミングサービス事業者

の著作権侵害を認めた米国連邦最高裁判所判

決（平成 26 年 6 月 25 日）(p.9) 
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Vol. 1 (May 2014) 
 特許法改正について (p.2)  Amendment to the Patent Act of Japan 

(p.1) 
 

 意匠法改正について (p.3)  Amendment to the Design Act of Japan 
(p.3) 

 

 商標法改正について (p.4)  Amendment to the Trademark Act of 
Japan (p.3) 

 

 著作権法改正について (p.5)  Amendment to the Copyright Act of Japan 
(p.5)  

 

 
 

Vol. 1 (April 2013) 
 特許権者の FRAND 宣言に基づき、損害

賠償請求権の行使を権利濫用と判断した東

京地裁判決（2013 年 2 月 28 日） (p.2) 

 The Tokyo District Court denied 
enforcement of a patent under the FRAND 
declaration (Feb. 28, 2013) (p.1) 

 

 

 組み合わせ医薬品に関して単剤の製造販

売による間接侵害を否定した東京地裁判決

（2013 年 2 月 28 日） (p.3) 

 The Tokyo District Court denied indirect 
infringement of a patent which covered a 
novel combination of existing drugs, by 
manufacturers of a single drug (Feb. 28, 
2013) (p.2) 
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 特許権者による自己実施は特許法 102 条
2 項（侵害者利益に基づく損害額推定）適用

の前提条件ではないとした知財高裁大合議

判決（2013 年 2 月 1 日） (p.4) 

 The grand panel of the IP High Court 
calculated damages based on an 
infringer's profits in a case where a 
patentee itself was not working a patented 
invention (February 1, 2013) (p.4) 

 

 ニッセンの４本線商標がアディダスの３本線

商標と混同を生ずるおそれがあるとした知財

高裁判決（平成 24 年 11 月 15 日） (p.6) 

 IP High Court found that a Four-line 
trademark of Nissen is likely to cause 
confusion with the "Three-stripes" 
trademarks of Addidas (November 15, 
2012) (p.5) 

 

 

 
 

Vol. 3 (November 2012) 
 組み合わせ薬剤に係る特許について、単剤

の製造販売による間接侵害の成立を否定し

た大阪地裁判決（2012 年 9 月 27 日）

(p.2) 

 The Osaka District Court denied indirect 
infringement of a patent, which claims a 
drug consisting of a combination of known 
APIs, by manufacturing and sales of an 
accused drug comprising only one of the 
API (September 27, 2012) (p.1) 

 关于产品程序权利要求的解释的知识产权

高裁大合议判决 (p.4) 

 複数者の分担による方法発明の実施に関

し、一部工程を担った者の誘引侵害責任を

認めた CAFC 大合議判決（2012 年 8 月
31 日） (p.2) 

  关于多数人分担实施的方法发明，负责部分

工序的人员被认定引诱侵权责任的CAFC 全

院审理判决（2012 年8 月31 日）(p.3) 

 モバイル端末用オンラインゲームの著作権

侵害を否定した知財高裁判決（2012 年 8 
 The IP High Court dismissed a claim for 

copyright infringement regarding an 
 否定用于手机终端的在线游戏的著作权侵

权的知识产权高裁判决（2012 年8 月8 日） 
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月 8 日） (p.4) on-line fishing game for mobile device 
(August 8, 2012) (p.3) 

(p.4) 

 混同を生ずるおそれのある商標（商標法 4 
条 1 項 7 号）について判断した知財高裁判

決（2012 年 3 月 28 日） (p.6) 

 The IP High Court has made a ruling on 
the subject of "trademarks that entail a 
risk of confusion" (Article 4, Paragraph 1, 
Item 15 of the Trademark Act) (March 28, 
2012) (p.5) 

 

 IP 高裁就具有混同可能性的商标作出的判

决（2012 年3 月28 日） (p.7) 

 中国著作権法改正草案第二稿の公表

(p.8) 
  

 
 

Vol. 2 (April 2012) 
 プロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈に

関する知財高裁の大合議判決 (p.3) 
 Japanese IP High Court's Grand-Panel 

Decision on Construction of 
Product-By-Process Claims (p.1) 

 关于产品程序权利要求的解释的知识产权

高裁大合议判决 (p.4) 

 平成 24 年 1 月 28 日、裁判所ホームペー

ジに、東京地方裁判所知財部（民事第 29 
部・第 40 部・第 46 部・第 47 部）の想定す

る特許権侵害訴訟の審理モデルが掲載され

ました。 (p.6) 

 On January 28, 2012, on the website of 
the Courts in Japan, the Intellectual 
Property Divisions (i.e., Civil Division Nos. 
29, 40, 46 and 47) of the Tokyo District 
Court announced a model for court 
proceedings in patent infringement 
litigation. (p.5) 

 平成24 年1 月28 日，东京地方裁判所知识

产权部（民事第29 部、第40 部、第46 部、

第47部）设想的专利权侵害诉讼的审理模式

在裁判所网页上刊登 (p.7) 

 商標権の侵害主体－インターネットショッピ  The Principle of Trademark Infringement -  商标侵权的主体——知识产权高院关于网
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ングモールにおける商標権侵害にかかる運

営主体の責任に関する知財高裁判決（平成

24 年 2 月 14 日） (p.8) 

The IP High Court defines the criteria for 
the liability of an operator of an Internet 
shopping mall for trademark infringement- 
(p.7) 

上购物商城商标侵权中运营商的责任认定

标准的判决（2012 年2 月14 日）(p.8) 

 

 雑誌記事中での芸能人の写真の使用につ

いてパブリシティ権の侵害を否定した最高裁

判例（ピンク・レディー事件） (p.10) 

 The Supreme Court decision which 
denied an infringement of publicity rights 
in the case of an unauthorized use of the 
portraits of celebrities in a magazine's 
article (Pink Lady case) (p.9) 

 

 最高裁判所判例否定杂志的文章中使用艺

术界人士的照片侵害形象权（Pink Lady 

案） (p.11) 

 インドにおける既存の技術提携／商標許諾

の優先規制の撤廃 (p.11) 
  

 
 

Vol. 1 (February 2012) 
 顕著な効果を有することを理由に医薬用途

発明の進歩性を肯定した知財高裁判決（平

成 23 年 11 月 30 日：平成 23 年（行ケ）第

10018 号） (p.2) 

 The IP High Court recognized the 
inventive step of a medical-use claim 
based on its remarkable effect over the 
prior-arts (p.2) 

 以具有显著效果为理由肯定医疗用途发明

的进步性的知识产权高裁判决（平成23年11
月30日：平成23年（行ヶ）第10018号 (p.3) 

 コンピュータ・システムの「使用」 (p.4)  "Use" of Computer System (p.3)  计算机系统的使用 (p.5) 

 ウィニー事件最高裁判決（無罪） (p.6) 

 

 The Supreme Court of Japan found no 
criminal liability of the developer of the 
file-sharing software "Winny" (p.5) 

 Winny案件最高裁判决（无罪） (p.7) 

 北朝鮮の著作物とベルヌ条約の関係に関す  The Supreme Court of Japan refused to  关于北朝鲜的著作物和伯尔尼条约的关系
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る最高裁判決（平成 23 年 12 月 8 日 平成

21 年（受） 第 602 号、同第 603 号） (p.8) 

 

recognize the Democratic People's 
Republic of Korea as a country of the 
Union under the Berne Convention 
(Supreme Court, December 8, 2011) (p.8)

的最高裁判决（平成23年12月8日 平成21

年（受）第602号，同第603号） (p.9) 

 

 商品・役務の同一性（外延）判断の指標を示

した最高裁判決（平成 23 年 12 月 20 日 平
成 21 年（行ヒ）217 号） (p.10) 

 The Supreme Court indicating criteria for 
assessment of the identity of goods and 
services (December 20, 2011) (p.10) 

 表明商品、服务的同一性（范围）判断标准

的最高裁判决（2011年12月20日 2009年[行

ヒ]217号） (p.11) 

 類似商品・役務審査基準の改正 (p.12)  New Examination Guidelines for Similarity 
of Goods and Services (p.11) 

 类似商品、服务审查标准的修改 (p.12) 

 

 生体物質関連発明の EPC 57 条適合性に

関するイギリスの最高裁判決 (p.12) 

 

  

 欧州連合司法裁判所が、特許クレームされ

たもの以外の有効成分も含む医薬品の承認

に基づく特許期間延長（SPC）の可否につい

て判断 (p.13) 

  

 EU-技術移転契約の評価のための現行の

枠組みの見直し (p.15) 

 

 EU - review of the current regime for the 
assessment of technology transfer 
agreements (p.14) 

 

 米韓 FTA 締結に伴う韓国国内法（特許法、

意匠法、及び商標法）の改正現況 (p.16) 
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 中国における百度事件の和解 (p.17)   

 
 

Vol. 4 (December 2011) 
 特許権の存続期間延長に関する特許庁審

査基準（案） (p.2) 
 Proposed draft of the JPO guidelines for 

the patent term extension. (p.1) 
 专利局有关专利权期限延长的审查基准（草

案） (p.3) 

 新規性・進歩性判断に関する最近の知財高

裁３部の判決例（2011 年 9 月 28 日、10 月

24 日） (p.5) 

 Recent judgments of the 3rd division of 
the IP High Court with respect to 
examination of novelty and inventive step 
(September 28, 2011 and October 24, 
2011) (p.4) 

 知识产权高等法院最近作出有关新颖性、创

造性判断的判决（2011年9月28日, 10月24

日） (p 5) 

 

 改正特許法の施行日決定 (p.6)  Effective date of the amendment to the 
Patent Act of Japan (p.6) 

 

 改正专利法的施行日期已决定 (p.6) 

 

  The Leahy-Smith America Invents Act 
(p.6) 

 

 米国特許法改正 (p.8)   
 

 最近の韓国特許法改正案の紹介 (p.9) 
 

  

 
 

Vol. 3 (September 2011) 
 「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」

の審査基準改訂案 (p.2) 
 

 Draft of Revised Patent Examination 
Guideline about "Description Requirement 
of Specification and Claims" (p.1) 

 《专利说明书及权利要求范围的记述要件》

审查标准的修正案 (p. 3) 

 医療機器の添付文書で禁じた用法に関し間

接侵害を肯定した東京地裁判決（平成 23 
 Tokyo District Court found indirect 

infringement of a patent by a medical 
 东京地方法院判决：认定有关医疗器械的附

属文书中禁止的使用方法涉及间接侵权
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年 6 月 10 日 平成 20 年（ワ）第 19874 号）

(p.5) 
device in relation to its use in a way 
prohibited by the package insert (June 10, 
2011) (p. 4) 

（2011年6月10日 平成20（ワ）第19874号） 

(p.6) 

 椅子の立体的形状を立体商標として認めた

知財高裁判決（平成 23 年 6 月 29 日 平成

22 年（行ケ）第 10253 号及び第 10321 号）

(p.8) 

 IP High Court allowing for the registration 
of the shape of the "Y Chair" as a 
three-dimensional trademark (IP High 
Court, June 29, 2011) (p.7) 

 知识产权高等法院判决：认定椅子的立体形

状为立体商标（2011年6月29日 平成22年

（行ケ）第10253 号第10321号） (p.8) 

 「廃墟」の被写体選択について、著作権を含

む法的保護を与えなかった知財高裁判決

（平成 23 年 5 月 10 日 平成 23 年（ネ）第

10010 号） (p.9) 

 Legal protection, including copyright 
protection, of searching and selecting 
ruins as a photographic subject denied by 
the IP High Court (IP High Court, May 10, 
2011) (p.9) 

 知识产权高等法院判决：对关于选择“废墟”

作为摄影对象，不提供包括著作权在内的法

律保护（2011年5月10日 平成23（ネ）第

10010 号） (p.10) 

 
 
 
 

Vol. 2 (May 2011) 
 平成 23 年特許法改正(案) (p.2) 
 

 Amendment to the Patent Act of Japan. 
(p. 1) 

 

 2011年日本专利法修订（案） (p.4) 

 特許権の期間延長に関する最高裁平成 23
年 4 月 28 日判決 (p.6) 

 

 The Supreme Court denied the JPO 
practice regarding patent term extension 
for drug inventions. (p.5) 

 日本最高法院2011年4月28日有关专利权保

护期限延长的判决 (p.6) 

 平成 23 年商標法改正(案) (p.7) 
 

 Amendment to the Trademark Act of 
Japan. (p.7) 

 2011年日本商标法修订（案） (p.8) 

 国際裁判管轄に関する民事訴訟法改正

(p.9) 
 Enactment of the rules for international 

jurisdiction of the Japanese courts. (p.8) 
 日本民事诉讼法有关国际诉讼管辖的修改 

(p.10) 
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Vol. 1 (March 2011) 
 著作権の侵害主体に関する近時の最高裁

判決について (p.2) 
 Judgments of the Supreme Court finding 

copyright infringement by service 
providers which assisted distant users to 
watch or duplicate TV programs (January 
18 and 20, 2011). (p. 1) 

 日本最高法院有关著作权侵权主体的近期

判决 (p.4) 

 私的録画補償金に関する東京地裁平成 22
年 12 月 27 日判決 (p.6) 

 The Tokyo District Court rendered a 
judgment on the compensation system for 
private visual recordings (December 27, 
2010). (p.5) 

 东京地方法院就有关私人录像补偿金的案

件作出判决（2010年12月27日） (p.7) 

 

 ヤクルト容器の立体的形状を立体商標とし

て認めた知財高裁判決（平成 22 年 11 月 16
日 平成 22 年(行ケ)10169 号） (p.8) 

 

 IP High Court allowing for the registration 
of a drink bottle shape as a 
three-dimensional trademark (IP High 
Court, November 16, 2010) (p.7) 

 知识产权高等法院判决养乐多容器的形状

可以注册为立体商标（2010年11 月16日 平

成22（行ケ）10169号） (p.8) 

 日本におけるパテント・コモンズの取組み：オ

ープン・イノベーションに寄与できるか？

(p.10) 

 Patent Commons in Japan: can it 
encourage Open Innovation? (p.9) 

 日本的专利共享能否推动开放型创新？ 

(p.10) 

 標準化協定と競争法との相互関係について

の新 EU ガイドライン (p.12) 
 New EU guidance on the interrelation 

between standardisation agreements and 
competition rules (p.11) 

 

 インドにおけるロイヤリティ上限規制の撤廃

とその影響 (p.13) 
  

 
 

Vol. 2 (December 2010) 
 治療の態様を記載する請求項に関する審査

基準の改定 (p. 2) 
 Revision of Examination Guidelines 

regarding treatment regime claims (p. 1) 
 日本专利审查基准修改了有关记载治疗方

法的权利要求的规定 (p. 2) 

 先行論文で言及された細胞系の入手可能性  IP High Court denies availability of a cell  知识产权高等法院：认定虽然已经在公开文
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を否定し、当該細胞系に係る発明の新規性

を肯定した知財高裁 2010 年 10 月 12 日判

決 (p. 3) 

line despite reference thereto in a prior 
publication and admits novelty of an 
invention claiming it (December 12, 2010) 
(p. 2) 

献中提及，却无法实际获得的细胞系的发明

具有新颖性（2010年10月12日判决）(p. 3) 

 同一商標の商標権が譲渡により各国で別会

社に帰属する場合の並行輸入についての日

欧裁判所の判断 (p. 5) 

 Japanese and European case law 
regarding the importation of goods 
bearing a manufacturer's trademark when 
the trademark is domestically owned by 
another entity as a result of assignment 
(p. 4) 

 日本及欧洲法院对同一商标的商标权因商

标权转让而在各国分属于不同公司的情况

下的平行进口问题做出判断 (p. 6) 

 著作物の「引用」に関し、利用する側の著作

物性は「引用」の要件ではないとした知財高

裁判決（平成 22 年 10 月 13 日 平成 22 年

(ネ)10052 号） (p. 7) 

 IP High Court examines whether the fact 
that a quotation is made for creating 
another copyrighted work is a condition 
for the limitation on copyright as a 
"quotation" (October 13, 2012) (p. 7) 

 知识产权高等法院判决：引用作品本身的是

否属于著作权标的著作物，并非判断引用行

为是否属于“适当引用”的要件（2010年10月

13日） (p. 8) 

 知的財産権取引と移転価格税制 (p. 9)  Intellectual property transactions and 
transfer pricing taxation (p. 8) 

 知识产权交易与价格转移税制 (p. 9) 

 韓国におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレ

ームの扱い (p. 10) 
  

 中国における知的財産権非侵害確認訴訟

(p. 10) 
  

 
 

Vol. 1 (October 2010) 
 新規化学物質の発明につき、当該物質の化

学式のみが記載され製法の記載がない刊

行物では新規性は否定されないとした知財

高裁判決（平成 22 年 8 月 19 日） (p. 2) 

 The IP High Court admitted novelty of an 
invention regarding a new chemical 
substance even though a prior art had 
disclosed a chemical formula thereof 
(August 19, 2010) (p. 1) 

 知识产权高等法院：若公开刊物只记载了某

化学物质的化学式，而未说明其制造方法，

则有关此化学物质的新发明不因其丧失新

颖性。（2010年8月19日判决） (p. 2) 

 出願後の実験結果による効果主張の可否を  The IP High Court discussed as to  知识产权高等法院就专利审查时是否可以
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論じた知財高裁判決(平成 22 年 7 月 15 日) 
(p. 3) 

whether results of post-filing experiments 
could support the effects of an invention 
for the purpose of an examination of an 
inventive step thereof (July 15, 2010) (p. 
2) 

参考在提交专利申请后补充提供的实验结

果做出判决（2010年7月15日判决） (p. 3) 

 ネット上のショッピング・モールの運営者によ

る商標権侵害を否定した東京地裁判決（平

成 22 年 8 月 31 日）(p. 4) 

 The Tokyo District Court denied trademark 
infringement by an operator of an internet 
shopping mall where one of the shops had 
sold infringing goods (August 31, 2010) 
(p. 4) 

 东京地方法院否认了网络交易平台的经营

者侵犯商标权的事例(2010年8月31日判决) 

(p. 4) 

 二次的著作物の利用に関する原著作者の

権利行使は制約されないとした東京地裁判

決（平成 22 年 9 月 10 日） (p. 5) 
 

 The Tokyo District Court held that an 
author of an original work may, at its own 
discretion, refuse to give consent to 
exploitation of a derivative work even 
though the derivative work had been 
created under the original author's 
consent (September 10, 2010) (p. 5) 

 东京地方法院判决演绎作品的原著作权人

就演绎作品的利用行为行使著作权不受制

约的事例。（2010年9月10日判决） (p. 6) 

 韓国における特許権利範囲確認審判 (p. 6)
 

  

 中国における職務発明の対価と職務発明規

定の重要性 (p. 7) 
  

 
 

Vol. 3 (August 2009) 
  Current State of "Fair Use" Debate in 

Japan (p. 1) 
 

 均等侵害を認めた知財高裁中間判決（平成

21 年 6 月 29 日判決） (p. 2) 
 

 IP High Court found patent infringement 
under the doctrine of equivalents (June 
29, 2009) (p. 2) 
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 医薬品にかかる特許権の存続期間延長登

録の可否について、特許庁の判断を否定し

た知財高裁判決（平成 21 年 5 月 27 日 平
成 20（行ケ）第 10476 号） (p. 4) 

 IP High Court reversed JPO's rejection of 
applications to extend the duration of 
issued patents (May 27, 2009) (p. 3) 

 

 医薬品にかかる特許権の存続期間延長登

録の可否について、特許庁の運用を否定し

た知財高裁判決（平成 21 年 5 月 29 日 平
成 20（行ケ）第 10460 号） (p. 5) 

 IP High Court caused JPO to abandon its 
practice of denying applications to extend 
the duration of issued patents (May 29, 
2009) (p. 5) 

 

 サブライセンス契約解除後のサブライセンシ

ーによる実施継続行為に関し、約定実施料

相当額を債務不履行に起因する損害と認め

た知財高裁判決（平成 21 年 8 月 18 日） (p. 
7) 

 IP High Court found damages recoverable 
by an ex-sublicensor in relation to an 
ex-sublicensee's exploitation of a 
patented invention subsequent to 
termination of a sublicense agreement 
(August 18, 2009) (p. 6) 

 

 13 年振りに帰国して～日本の知財プラクテ

ィスの今後についての期待 (p. 7) 
  

 
 

Vol. 2 (May 2009) 
 著作権法改正について (p. 2)  Recent Copyright Act Amendment (p. 1)  

 キャノン職務発明事件知財高裁判決 (平成

21 年 2 月 26 日) (p. 4) 
 IP High Court decided on an amount of 

compensation for an employee invention 
exploited under a cross-license 
agreement (February 26, 2009) (p. 3) 

 职务发明对价请求权消灭时效的起算点─

知识产权高等法院2008年10月29日判决 

(p. 5) 

 化審法改正について (p. 5)  Amendment to the Chemical Substances 
Control Law (p. 4) 

 

 不正競争防止法改正について (p. 5)   

 中国における技術輸出入規制の改正法が   
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施行 (p. 6) 
 契約上の情報不使用請求権を認めて差止を

命じた大阪地裁判決（大阪地裁平成 21 年 4
月 14 日判決） (p. 6) 

  

 
 

Vol. 1 (February 2009) 
 仮処分事件において秘密保持命令を可能と

した最高裁決定（平成 21 年 1 月 27 日） （p. 
2) 

 The Supreme Court of Japan found a 
protective order available in a proceeding 
for a preliminary injunction (Jan. 27, 2009) 
(p. 1) 

 

 訴訟記録閲覧等制限の申立を却下した知財

高裁決定（平成 20 年 12 月 16 日） （p. 2) 
 The IP High Court dismissed request for 

restriction of third party inspection of a 
case record (Dec. 16, 2008) (p. 2) 

 

 米国内でもハードウェアによる実現を要求し

ないビジネス方法の特許に歯止め（Bilski 事
件 CAFC 判決） （p. 3) 

 The IP High Court directed the Japan 
Patent Office (JPO) to reframe the 
standard for the patentable subject matter 
(Aug. 26, 2008) (p. 3) 

 

 職務発明対価請求権の消滅時効の起算点

に関する知財高裁判決（平成 20 年 10 月 29
日） （p. 4) 

 The IP High Court decided on applicability 
of a statute of limitation for ex-employee 
inventor's claim under Article 35 of the 
Patent Law (Oct. 29, 2008) (p. 4) 

 职务发明对价请求权消灭时效的起算点─

知识产权高等法院2008年10月29日判决 

(p. 5) 

 特許権価値評価を示した知財高裁判決（平

成 21 年 1 月 14 日） （p. 5) 
  

 ロクラク II 事件知財高裁判決（平成 21 年 1
月 27 日 （p. 7) 

 The Osaka High Court ordered an owner 
of a restaurant to remove a piano from the 
restaurant as a remedy for copyright 
infringement (Sep. 17, 2008) (p. 6) 

 

 マドプロ出願に関する基礎的要件撤廃案に  The Sixth Session of the Working Group  
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ついて （p. 8 ) on the Legal Development of the Madrid 
System for the International Registration 
of Marks at WIPO [p. 7) 

 
 

Vol. 5 (October 2008) 
 特定通常実施権登録制度の施行 (p. 1)  New system to protect patent portfolio 

license (p. 1) 
 特定普通实施权登记制度的施行 (p. 2) 

 黒澤明監督による映画の保護期間を示した

知財高裁判決（2008 年 7 月 30 日） (p. 3) 
 Copyright protection for cinematographic 

works under the Japanese Copyright Act 
of 1899 (p. 3) 

 

 結合商標の類否判断に関する最高裁判決

（2008 年 9 月 8 日） (p. 5) 
 The Supreme Court of Japan reaffirmed 

its test on similarity of a compound word 
mark (September 8, 2008) (p. 4) 

 

 中国独占禁止法の施行と知的財産権 (p. 5)   

 CAFC のオープンソース・ライセンスに関す

る判決（Jacobson v. Katzer, etc.）(p. 6) 
  

 
 

Vol. 4 (July 2008) 
  Coca Cola's "Contour Bottle" is protected 

as three dimensional trademark (p. 1) 
 可口可乐曲线瓶获准注册为立体商标 (p. 

1) 

 特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請

求の可否は請求項毎に判断すべきであると

した最高裁判決(平成 20 年 7 月 10 日)
(p. 2) 

  

 新規事項追加の判断基準を示した知財高裁

大合議判決（平成 20 年 5 月 30 日） (p. 3) 
 Recent Trend of the Damages for Patent 

Infringement Awarded by the Japanese 
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Courts (p. 2) 
  IP High Court showed the new test with 

respect to correcting the claims (p. 4) 
 

 中国における日本の地名ブランド保護 (p. 
4) 

  

  Tokyo District Court Decision Regarding 
Copyright Infringement by Internet 
Streaming of TV Programs (p. 5) 

 

 特許権の消尽を広く認めた 2008 年 6 月 9
日米国最高裁判決  [Quanta Computer, 
Inc. v. LG Electronics, Inc.] (p.6) 

  日本特许厅就日本地名于中国和台湾遭第

三人注册商标一事公布支援方案 (p. 7) 

 
 

Vol. 3 (May 2008) 
 最高裁平成 20 年 4 月 24 日判決－特許無

効と判断した侵害訴訟判決とその後の訂正

審決 (p.1) 

 Judgment of the Supreme Court dated 
April 24, 2008 regarding Inconsistent 
Conclusions of Patent Validity between a 
Court hearing an Infringement Claim and 
the JPO (p. 1) 

 

  Update of the Major Judicial Precedents 
of Biological Invention Provided by the 
JPO (p. 2) 

 

 庁内電子掲示板への雑誌記事掲載による

公衆送信権侵害－東京地裁平成 20 年 2 月

26 日判決 (p. 3) 

  

  Drastic Reductions in Japanese Patent 
Office Fees(p. 4) 

 

 米国発－顕在化するオープンソース・リスク

(p. 4) 
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Vol. 2 (March 2008) 
  Proposed Amendment to Registration 

System for Patent License (p. 1) 
 

 インドにおけるライセンス規制 (p.2)   

  How to Determine the Similarities 
between a 3-D Trademark and a Plain 
Trademark (p. 2) 

 

 仮通常実施権制度導入に関する注意点 (p. 
3) 

  

  IP High Court's criticizing decisions 
regarding the JPO practice (p. 4) 

 

   早期电影著作权存续期间之计算 (p. 4) 

 
 

Vol. 1 (January 2008) 
  In a refilled ink cartridge case, the 

Supreme Court of Japan decided for the 
patentee on the issue of domestic 
exhaustion (p. 1) 

 

 特許庁審判（特許・商標・意匠）の運用に対

する知財高裁による批判的な判決  (p.1) 
  

  The Japan Fair Trade Commission issued 
the "Guidelines for the Use of Intellectual 
Property under the Antimonopoly Act" (p. 
2) 

 

 KSR 判決以降の CAFC 判決動向 (p. 2)   
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  Trademark infringement by meta tags (p. 
3) 

 以具有无效事由之专利权为权利行使，构成

侵权行为 (p. 3) 

 
 


