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５． シンガポール  

 

（１） 法令等整備状況 

シンガポールの意匠制度に関する法令等として、以下の法律、規則、政令、

及びガイドラインが提供されている。 

(i) 法律 

 意匠法210（2004 年法律 No.44 により改正、2005 年 1 月 1 日施行） 

意匠に関する事項を規定する独立した法律である。 

 

(ii) 規則・政令等 

 意匠規則211（2005 年 S556 改正、2005 年 9 月 1 日施行、「意匠規則 2000

年 S504、2002 年改正」にさらに改正を加えたもの） 

意匠に関する事項の詳細を規定する独立した規則となっている。 

 改正意匠規則212（2011 年 S587 改正、2011 年 12 月 1 日施行） 

意匠に関する料金を改定したもの。 

 意匠（国際登録）規則213（2005 年 S177、2005 年 4 月 17 日施行）（資

料編 5-1） 

意匠の国際登録に関する独立した規則であり、国際登録意匠の保護、

ライセンス等の取引の届け出及び登録、審査等が規定されている。 

 意匠の表現実務指令214（2005 年 No.2、2005 年 9 月 1 日施行）（資料編

5-2） 

   意匠の表現は図又は写真であること、意匠の異なる視野は最大 10 図

とすること、視野のサイズは 3cmx3cm～13cmx15cm とすること、電子

出願でない場合の表現は 1 組を添付することが規定されている。  

                                                   
210 特許庁外国産業財産権制度情報 シンガポール意匠法

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm（最終訪問日 2012

年 8 月 1 日）  
211 特許庁外国産業財産権制度情報 シンガポール意匠規則

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm（最終訪問日 2012

年 8 月 1 日）  
212 シンガポール政府検事総長室（AGC(Attorney-General’s Chambers Singapore)）ウェブサ

イト

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22663e

5d75-3236-4861-a705-46c82b602fe1%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0%20Tr

ansactionTime%3A20120604000000;rec=0（最終訪問日 2013 年 1 月 25 日）  
213 AGC ウェブサイト

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A04171a2

e-3e55-4a8f-855b-b55aaced7e18%20Depth%3A0%20ValidTime%3A17%2F04%2F2005%2

0TransactionTime%3A31%2F03%2F2005%20Status%3Ainforce;rec=0;whole=yes（最終訪

問日 2013 年 1 月 25 日）  
214 シンガポール特許庁（IPOS）ウェブサイト

http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/about%20IP/rd_pdNo2of2005.pdf（最終訪問日 2013 年 1

月 25 日）  

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/about%20IP/rd_pdNo2of2005.pdf
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A%22663e5d75-3236-4861-a705-46c82b602fe1%22%20Status%3Apublished%20Depth%3A0%20TransactionTime%3A20120604000000;rec=0
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3A04171a2e-3e55-4a8f-855b-b55aaced7e18%20Depth%3A0%20ValidTime%3A17%2F04%2F2005%20TransactionTime%3A31%2F03%2F2005%20Status%3Ainforce;rec=0;whole=yes
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 著作権法第 63 章第 10 節215第 73 条、第 74 条 

著作権法と意匠法との調整規定が記載されている。 

 

(iii) 職員向け基準・ガイドライン等 

 職員、審査官向けの審査基準、ガイドラインは文書として提供されて

いないが、アンケート調査の回答によると出願の運用に関するマニュア

ルがコンピューターシステムで提供されている。 

 

(iv) 出願人向けガイドライン・願書記載案内等 

 出願人向け資料として、出願ガイドライン216（資料編 5-3）、図面ガイ

ドライン217（資料編 5-4）、願書様式218、願書記載方法ガイドライン219（資

料編 5-5）が提供されており、英語版資料について資料編に仮訳を収録し

た。 

 

（２） 意匠登録制度の所管部局 

 シンガポール知的財産庁（Intellectual Property Office of Singapore: 

IPOS） 

http://www.ipos.gov.sg/ 

 

                                                   
215 AGC ウェブサイト

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=15f53b9a-6c0a-4a3b-a038-1

37548c717d5;page=0;query=DocId%3Ae20124e1-6616-4dc5-865f-c83553293ed3%20%20

Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0#P1III-P210-.（最終訪問日 2013 年 1 月 25 日）  
216 IPOS ウェブサイト

http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/about%20IP/designs/DesignsInfopack260308.pdf（最終

訪問日 2013 年 1 月 25 日）  
217 IPOS ウェブサイト

http://www.ipos.gov.sg/AboutIP/TypesofIPWhatisIntellectualProperty/Whatisaregistere

ddesign/Registereddesignsresources/GuidelinesforSubmittingRepresentations.aspx（最

終訪問日 2013 年 1 月 25 日）  
218 特許庁、外国産業財産権侵害対策等支援事業、出願料金・書式、シンガポール

http://iprsupport-jpo.go.jp/syutsugan/pdf/Singapore/SGP-D_form_jp.pdf（最終訪問日

2013 年 1 月 25 日） 
219 IPOS ウェブサイト  

http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/about%20IP/designs/FillingUpFormD3v2.pdf（最終訪問

日 2013 年 1 月 25 日） 

http://www.ipos.gov.sg/
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p
http://iprsupport-jpo.go.jp/syutsugan/pdf/Singapore/SGP-D_form_jp.pdf
http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/about%20IP/designs/FillingUpFormD3v2.pdf
http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/about%20IP/designs/DesignsInfopack260308.pdf
http://www.ipos.gov.sg/AboutIP/TypesofIPWhatisIntellectualProperty/Whatisaregistereddesign/Registereddesignsresources/GuidelinesforSubmittingRepresentations.aspx
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 下記組織図220の Registries Group 中の Regitry of Designs（意匠登録

課） が意匠担当部門となる。 

 

 

（３） 統計情報221 

(i) 直近 5 年の意匠登録出願件数 

 2007 2008 2009 2010 2011 

意匠登録出願件数 1,482 1,305 1,161 1,357 1,551 

うち海外からの出願件数  970 951 640 814 890 

うち日本からの出願件数  232 286 184 263 389 

 

(ii) 直近 5 年の意匠登録件数 

 2007 2008 2009 2010 2011 

意匠登録件数 1,537 1,327 1,251 1,203 1,541 

うち海外からの登録件数  1,028 936 720 722 930 

うち日本からの登録件数  246 287 203 214 381 

                                                   
220 IPOS ウェブサイト http://www.ipos.gov.sg/AboutUs/OrganisationStructure.aspx（最終

訪問日 2013 年 1 月 25 日）  
221 アンケート調査結果  

http://www.ipos.gov.sg/AboutUs/OrganisationStructure.aspx
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(iii) 上位出願人氏名（企業名） 

順位 2007 2008 2009 2010 2011 

1 Aspial-Lee Hwa 

Jewellery 

Singapore Pte 

Ltd (SG) 

Aspial-Lee Hwa 

Jewellery 

Singapore Pte 

Ltd (SG) 

Aspial-Lee Hwa 

Jewellery 

Singapore Pte 

Ltd (SG) 

Aspial-Lee Hwa 

Jewellery 

Singapore Pte 

Ltd (SG) 

SK Jewellery 

Pte Ltd (SG) 

2 Nokia 

Corporation (FI) 

Apple Inc. (US) Soo Kee 

Jewellery (SG) 

SK Jewellery 

Pte Ltd (SG) 

Aspial-Lee Hwa 

Jewellery 

Singapore Pte 

Ltd (SG) 

3 SK Jewellery 

Pte Ltd (SG) 

Toyota Jidosha 

Kabushiki 

Kaisha (JP) 

SK Jewellery 

Pte Ltd (SG) 

Victaulic 

Company (US) 

Soo Kee 

Jewellery (SG) 

4 Koninklijke 

Philips 

Electronics NV 

(NL) 

Amorepacific 

Corporation 

(KR) 

SC Auto 

Industries (S) 

Pte Ltd (SG) 

Soo Kee 

Jewellery (SG) 

Elecom Co,  Ltd 

(JP) 

5 Toyota Jidosha 

Kabushiki 

Kaisha (JP) 

SK Jewellery 

Pte Ltd (SG) 

Sony Ericsson 

Mobile 

Communications 

AB (SE) 

Love & Co. (SG) Love & Co. (SG) 

 

(iv) 審査等に要する期間 

出願は受理された後、登録証が発行され、出願から 2 月以内に順に公

開される。 

 

(v) 審判請求 

 意匠に関する審判請求は、無効審判、拒絶査定不服審判、その他の審

判を含め、過去 5 年間には例がない。 

 

(vi) 意匠権に関する訴訟 

 行政不服訴訟： 0 件 （2011 年のデータ） 

 

（４） 意匠登録制度の枠組み 

(i) 意匠保護の対象 

 意匠法の意匠の定義によると、『工業上の方法により物品に適用された

形状、輪郭、模様又は装飾の特徴をいう』とされ、『構造についての方法

又は原理』が除外され、さらに『機能によってのみ特定される場合』『別
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の物品の外観によって決められる場合』『別の物品に接続して、別の物品

の中又は周り又はこれに対して配置して、機能を果たす場合』が除外さ

れている（意匠法第 2 条）。 

 また、物品の定義として『製造品をいい、物品の一部で、別個に製造

及び販売されるもの』及び『組物』としている（意匠法第 2 条）。 

 このことから「部分意匠」「部品」は認められないと解されるが、実体

審査が行われないため、部品と思われる登録例222も存在する。また、ガ

イドラインによれば点線・破線を使用して disclaim する部分を表示する

ことは認められている223。 

 公序良俗既定があり、これに反するものは登録できない（意匠法第 6

条）。 

 GUI(Graphical User Interface)、アイコン等が保護されるか、とのア

ンケート調査の質問に対し、上記意匠法第 2 条の定義に該当するならば

保護される、との回答を得た。 

 無審査であるため、画面上の表示（アイコン等）に関して、登録例は

存在するが登録の有効性については疑問があるとされている224。 

                                                   
222 D2011/192/G シンガポール登録意匠

http://designsearch.ipos.gov.sg/eDSearch/designSearch_Servlet?Ops=GetDesignDetails

&DN=D%2020110019200G&W=YES（最終訪問日 2013 年 1 月 25 日）  
223 図面ガイドライン 図面等の表示  
224 『BRICs およびアジア諸国の意匠制度』（日本知的財産協会、2012 年 3 月）p.140 

http://designsearch.ipos.gov.sg/eDSearch/designSearch_Servlet?Ops=GetDesignDetails&DN=D%2020110019200G&W=YES
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(ii) 審査フロー図 

 シンガポールの意匠出願のフロー図225は以下のとおりである。 

 

 

 

 

(iii) 使用される意匠分類 

 意匠規則に分類表が添付されており（意匠規則 附則 3）、ロカルノ分

                                                   
225 IPOS ウェブサイト、意匠出願ガイドライン

http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/about%20IP/designs/DesignsInfopack260308.pdf（最終

訪問日 2013 年 1 月 25 日）  

http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/about%20IP/designs/DesignsInfopack260308.pdf
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類に準じた独自分類とのこと226。出願ガイドラインではロカルノ分類と

同じ 32 のクラス及びそのサブクラスからなる分類とされている227。 

 

(iv) 出願 

法令等に出願日の認定要件は明確に規定されていないが、出願ガイド

ラインでは「完全な出願が所定の手数料を添えて提出された場合、意匠

番号及び出願日が付与される」と解説されている228。 

方式要件は意匠規則 27 に規定されており、紋章・名称等の出願には同

意書が求められ（意匠規則 10、11）、出願様式の使用（意匠規則 13）、意

匠の表現に関する規定（意匠規則 14）、新規性の陳述の添付（意匠規則

15）、新規性喪失の例外規定（意匠法第 8 条）適用の陳述の願書への記載

（意匠規則 17）、関連する先の意匠（意匠法第 10 条）適用の陳述の願書

への記載（意匠規則 18）、優先権主張の詳細の添付が求められる。  

 

出願様式 D3229による記載項目は以下の通りである。 

 意匠の数（複数意匠出願の場合） 

 追加シートの数（願書用紙を追加する場合） 

1. 参照番号（任意） 

2. 意匠番号（意匠登録局が記入する） 

3. 分類（必須、クラス及びサブクラス） 

4. 組物の物品数（該当する場合） 

5. 物品の名称（必須） 

6. 出願人の権利（創作者であるか否か） 

7. 出願人の詳細（名前、住所、電話番号、FAX 番号、法人／個人、国

籍、州（該当する場合）） 

8. 意匠の表現、新規性の陳述（付属書類 A として提出する） 

9. 優先権主張（該当する場合、優先権主張国、優先日） 

10. 優先権主張（該当する場合、譲渡などが行われた場合の譲渡証など） 

11. 関連する意匠（該当する場合） 

12. 開示（該当する場合、背信による開示、博覧会での開示など） 

13. 代理人（名前、連絡先住所、電話番号、FAX 番号） 

14. 宣誓書（署名） 

附則書類 A 

 意匠の表現（必須、10 図まで提出可） 

                                                   
226 アンケート調査結果  
227 出願ガイドライン 「分類」  
228 出願ガイドライン 「出願日」  
229 特許庁、外国産業財産権侵害対策等支援事業、出願料金・書式、シンガポールによる

http://iprsupport-jpo.go.jp/syutsugan/pdf/Singapore/SGP-D_form_jp.pdf（最終訪問日

2013 年 1 月 25 日） 

http://iprsupport-jpo.go.jp/syutsugan/pdf/Singapore/SGP-D_form_jp.pdf
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 新規性の陳述 

 

英語での出願が求められ、英語以外の書類には英語の翻訳が必要とな

る（意匠規則 3A(2)）。 

出願ガイドラインに「新規性の陳述書」に関する解説があり、「出願人

が新規とみなし権利の請求を希望する意匠の特徴を説明する」としてい

る。また、数字や文字などが含まれる場合、これらについて権利を放棄

する旨の記述も含められる。 

 

(v) 意匠の表現及び表現手法 

意匠の表現は複製に適した図面又は写真により、意匠の異なる図面の

最大数は 10 図であり、図面の寸法は 3cmx3cm から 13cmx15cm の範囲

とされ、また、書類出願には一組の表現が提出されなければならない230。

織物に適用する二次元の意匠の場合は見本（Samples）を添付できるが、

明確なサイズ等の規定は無く、受領を拒否される可能性もある（意匠規

則 20）。また、「登録官が要求しない限り、いかなる見本（Specimens）

も提出してはならない」（意匠規則 21）との条項もある231。 

 また、意匠の表現は鮮明であり、複写に適した写真又は図面であるこ

と、書類出願の場合は A4 用紙に貼付すること、写真はつや消し仕上げで

コントラストのはっきりした背景を使うこと、無関係の物品を排除する

こと、電子出願の場合は JPEG 形式とすること等が求められている232。 

 また、斜視図を付属書類 A として提出すること（この付属書類 A の図

面が公報に掲載される）、十分な数の図面として正面図、背面図、右側面

図、左側面図、平面図、底面図などが含まれていること等が求められて

いる233。 

 組物の場合、付属書類 A の図面に組物中のすべての物品が図示されて

いることが求められている234。 

 電子出願の場合、ファイルのサイズは最大 1 メガバイトであり、線図

の解像度は最低 200dpi、写真の解像度は最低 150dpi とされている235。 

 図面等への番号表示、「斜視図」等の文言は含まれないこと、物品の一

部の部品にのみ適用される意匠を保護しようとする場合は、その物品の

一部の部品を実線で特定し、保護を請求しない部分について点線又は波

線で示すことを認めている236。 

 

                                                   
230 意匠指令 2005 年 2 号 
231 「Sample」と「Specimen」の使い分けが不明  
232 図面ガイドライン 表現の態様  
233 図面ガイドライン 表現の各種図面 
234 図面ガイドライン 図面の数  
235 図面ガイドライン 図面の寸法  
236 図面ガイドライン 図面等の表示  
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(vi) 優先権 

 条約国（パリ条約加盟国又は世界貿易機関加盟国）において行われた

最初の出願から 6 月以内のシンガポールへの出願に対して優先権を主張

することができる（意匠法第 12 条）。 

 優先権主張のために願書に記載が必要な情報は以下の通りである（意

匠規則 19）。 

  優先権出願のなされた国又は地域 

  優先権出願の提出された日付 

  意匠に係る物品が所属する分類 

  優先権出願が複数の物品に対して行われた場合、優先権を主張する物

品 

  優先権出願の登録機関又は所轄官庁が発行する次の証明書（登録官が

求めた場合） 

1. 優先権出願の出願日 

2. 登録機関又は所轄官庁の国又は地域 

3. 意匠の表示 

4. 優先権主張が網羅する物品 

5. これらの証明書が英語でない場合、英語による認証翻訳文 

優先権主張する場合、願書の第 9 項、10 項に所定の事項を記載し、証

明書等を添付する。 

 

(vii) 登録要件 

新規である意匠は、その出願において明記される物品に関して登録す

ることができる。出願意匠が、(a) 先の出願の履行において同一の又は

その他の物品に関して登録された意匠、又は(b) 最初に述べた出願の日

付の前に同一の又はその他の物品に関してシンガポール又は他の場所

で公表された意匠と同一の場合は、又は重要でない細部において若しく

は取引上普通に用いられる変形としての特徴においてのみ当該意匠と

異なる場合、新規とであるとは認められない（意匠法第 5 条）。 

また、公序良俗に反する意匠（意匠法第 6 条）、コンピュータ・プログ

ラム等（意匠法第 7 条）も登録できない。 

また、意匠の定義に関する規定から、機能のみによる特定される意匠

も除外される（意匠法第 2 条）。 

しかし、実体審査は行われないため、（iv）で述べた方式要件が満たさ

れ、出願手数料が納付されれば登録となり（意匠法第 11 条）、登録官は、

登録簿に記載し、所有者に登録証を発行し、登録の通知及び意匠の表示

を官報に公告する（意匠法第 18 条）。 

登録から除外される意匠として、彫刻品（複製のためのひな型は除く）、

記念銘板、メダル、メダリオン（円形浮彫）、本のカバーやカード、カレ

ンダーなどの文学的又は芸術的性質の印刷物が挙げられている（意匠規
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則 9）。 

 

(viii)  新規性喪失の例外規定（グレースピリオド） 

 次の場合の開示については新規性を喪失したとはしないことが意匠法

第 8 条に規定されている。 

  所有者による第三者への開示で、その第三者による善意に反する開示 

  第三者による善意に反する開示 

  登録を意図した織物の意匠の場合の最初の秘密の注文の受領 

  所有者による政府省庁への意匠の伝達、又はその結果なされた事項 

  所有者の同意を得た公式博覧会での展示（この場合は博覧会の開会後

6 月以内に出願されること） 

本規定の適用を申請する場合、願書に次の事項を陳述する。 

  意匠法第 8 条のいずれに関する主張であるか（選択肢）  

  開示の状況及び関連する日付 

  博覧会の場合、名称と開催地、開幕日、最初の開示日 

 

(ix) 出願公開制度、第三者による情報提供 

出願は方式要件を満たせば登録され、公告される(意匠法第 18 条)。 

第三者による情報提供を受付けるサービスはない237。 

安全保障条項があり、国防目的に関連する意匠は公告されない(意匠法

第 29 条)。 

 

(x) 公開繰り延べ又は秘密意匠制度 

 公開を繰り延べる制度はない238。 

 

(xi) 権利付与前の異議申立制度 

 権利付与前の異議申立制度はない239。 

 

(xii) 登録手続・登録に要する費用 

方式要件が満たされ、出願手数料が納付されれば登録となる（意匠法

第 11 条）。登録官は、登録簿に記載し、所有者に登録証を発行し、登録

の通知及び意匠の表示を官報に公告する（意匠法第 18 条）。 

出願費用は電子出願で 250 シンガポール・ドル（SGD）240、書面出願

で 270SGD、公告、登録費用についての別途費用はかからない。 

 

                                                   
237 アンケート調査結果  
238 アンケート調査結果  
239 アンケート調査結果  
240 日本銀行「基準外国為替相場及び裁定外国為替相場（2013 年 2 月に適用）」に基づくと、

1SGD=約 68.8 円 
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(xiii) 意匠権の存続期間及び権利の効力範囲 

 登録の存続期間は、登録日から 5 年であり、第 2 期及び第 3 期の 5 年

間ずつ延長することができる（意匠法第 21 条(1)(2)）。 

意匠権者は、登録意匠又はそれと実質的に異ならない意匠が適用され

た物品を、(a) 販売又は賃貸のため又は取引又は事業の目的で使用するた

めに、シンガポールにおいて製造し、又はシンガポールへ輸入する排他

的権利、又は(b) シンガポールにおいて販売し、賃貸し又は販売若しくは

賃貸のための申出若しくは陳列をする排他的権利を有する。即ち、意匠

権は、登録意匠と実質的に同一とみなされる意匠の実施に及ぶ（意匠法

第 30 条(1)）。 

意匠権は、登録が有効な間に、意匠権者の同意を得ていない者が以下

の行為をした場合に侵害される（意匠法第 30 条(2)）。 

(a) 前記排他的権利である何かを行うこと、 

(b) 登録意匠又はそれと実質的に異ならない意匠が適用された物品をシ

ンガポール又はその他の場所で製造することができるようにするために

何らかの物を製造すること、 

(c) 組み立てられた物品に関して行われていれば、その意匠の侵害を構成

するであろうキットに関して何かを行うこと、又は 

(d) 組み立てられた物品が登録意匠又はそれと実質的に異ならない意匠

であれば、キットをシンガポール又はその他の場所で製造又は組み立て

ることができるようにするために何かを行うこと 

ここで「キット」とは，物品に組み立てられることを意図した構成部

品の完全な又は実質的に完全なセットを意味する（意匠法第 30 条(3)）。 

 

(xiv) 無効理由、権利付与後の異議申立、無効審判制度 

  意匠が新規でなかった場合、著作権のある芸術作品に関しての意匠

であった場合、期間が満了していた場合、利害関係人は登録官又は裁判

所に取消を申請できる（意匠法第 27 条）。 

 登録官に取消を申請する場合は様式 D13 を用い、申請を行う理由の陳

述書を添付する（意匠規則 40）。 

 

(xv) 拒絶査定不服審判制度及びその他の審判制度 

登録官が方式要件を満たしていないとする場合、書面による出願人に

通知される。通知の送達から 3 月以内に、書面による陳述、聴聞の申請、

訂正の申請ができるが、また応答期間の延長も申請できる。出願人が登

録官の決定に対し上訴を望む場合は、決定の日から 1 月以内に決定理由

を述べるように請求する。登録官は請求日から 2 月以内に決定理由を出

願人に送付する(意匠規則 27)。 

登録官の決定又は命令は、裁判所へ上訴することができ、審理は非公

開で行われる（意匠法第 62 条）。 
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(xvi) その他、意匠保護の枠組みや出願等に関する手続 

 意匠の産業上の利用に関して意匠規則 12 に次の規定がある。 

『(1)意匠法第 9 条の適用上，意匠は次の場合に産業上利用されたものと

する。 

(a)販売又は賃貸の目的で，50 個超過の三次元の複製品が作成された

場合 

(b)販売又は賃貸の目的で，長さ単位で製造されている一又は複数の物

品において三次元で複製された場合 

(c)次の製造用に使用されている型(plate)として複製された場合 

(i)販売又は賃貸の目的での 50 個超過の三次元の複製品，又は 

(ii)販売又は賃貸の目的での三次元による一又は複数の物品  

(2)(1)の適用上，三次元による二以上の複製品で，同一の一般的性質を

有し，かつ，一緒に使用することを意図したものは，単一の複製品で

ある。』 

 

（５） 審査業務内容 

(i) 審査業務を行う体制（業務分担、決裁権限等） 

 審査業務体制は公開されていない。 

 

(ii) 登録前に行う意匠審査の範囲 

 方式審査のみが実施され、登録可能性、優先権主張の正当性、意匠の

表示の妥当性などは何れも考慮されない（意匠法第 19 条）。 

 方式審査の内容としては、意匠の表現が所定のサイズ及び品質である

か、分類が正確であるか、新規性の陳述書が記載されているかが確認さ

れる241。 

 

(iii) 分類付与に関する業務（意匠分類を付与する業務及び出願人が付与した

分類が不適切な場合の業務等） 

 分類は出願人によって付与され、方式審査で審査官によって確認され

るが、付与が不適切であった場合の対応についての記載は見当たらなか

った。しかし、審査官によって確認されれば、補正が求められるものと

考えられる。 

 

(iv) 審査順の定め方 

審査順の定め方に関する情報は得られなかった。 

 

(v) 実体審査等の内容 

 実体審査は実施されない。 

                                                   
241 出願ガイドライン 方式審査  
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(vi) 知財庁からの不登録事由に関する通知内容及び出願人による不備の治

癒 

 方式審査で不備が確認された場合、出願人に通知され、意見書又は補

正により不備が解消されれば登録となる。不備が解消されない場合は拒

絶となるが、登録官への上訴、又は裁判所への上訴が可能である（意匠

規則 27、意匠法第 62 条）。 

 

(vii) 権利の有効性又はサーチレポートの作成の有無に関する情報 

 権利の有効性を評価する手続き、又はサーチレポートの作成はない242。 

 

(viii) 先行意匠調査の対象範囲（先願・登録意匠、意匠公報調査対象国、公

知文献等） 

 先行意匠調査は実施されない（意匠法第 19 条）。 

 

(ix) 先行意匠調査にかける期間 

 先行意匠調査は実施されない（意匠法第 19 条）。 

 

（６） その他意匠制度の運用等に関する情報 

(i) 審査等の業務内容に関する品質管理体制・手法 

 審査官は意匠に重点を置いた知財法に関連した教育と研修に参加する
243。 

 

(ii) 審査官を育成するための研修 

 新人の審査官は法と運用に関しての研修を受ける244。 

 

(iii) 意匠制度に関する海外知的財産庁との会合 

 海外知的財産庁との会議は、派遣されたものがシンガポールを訪問し

たときに行われる245。 

 

(iv) 意匠登録制度に関する外国からの物的支援及び研修等の提供 

 海外からの支援に関して回答は得られなかった246。 

 

(v) その他意匠制度に関し海外の機関から受けている支援（交通費支援等） 

 海外からの支援に関して回答は得られなかった247。 

                                                   
242 アンケート調査結果  
243 アンケート調査結果  
244 アンケート調査結果  
245 アンケート調査結果  
246 アンケート調査結果  
247 アンケート調査結果  
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(vi) 模倣品対策に関する国内関係部署との連携（税関・警察） 

 特に連携は行っていない248。 

 

(vii) 意匠登録制度の利用促進や活用支援に関する取り組み（ユーザー向け説

明会、研修、各種料金の減免・補助金等)に関する情報 

 このような取り組みは行っていない249。電子出願は書類出願に対して

割引料金になっている（意匠規則 附則 1）。 

 

（７） 意匠権に係る判例について 

 アンケート調査の回答に例示されなかったので、JETRO 模倣対策マニ

ュアル250に挙げられている事例を以下に示す。 

(i) Hunter Manufacturing Pte Ltd 対  Soundtex Switchgear & 

Engineering Pte Ltd 事件  

Hunter Manufacturing Pte Ltd 他 対  Soundtex Switchgear & 

Engineering Pte Ltd 他事件の控訴審、［1999 年］3SLR(R)1108 では、

意匠のある特徴が機能に決定づけられ、それ以外の特徴は決定づけられ

ていない場合であっても、意匠は登録可能であるという提案を示してい

る。登録意匠は電気メーターボックスの意匠であった。当時、意匠が「人

目を引くもの」でなければならない（すなわち、形状又は輪郭に識別力

があり、「見る人の注意を引くよう計算された」ものであること）とい

うことが、付加的な登録基準であった。この要件は現在撤廃されている。

控訴裁判所は、意匠が登録可能であると判断した。意匠は「人目を引く

もの」という基準を満たし、「機能性の例外」に陥ってもいないが、そ

の理由はその形状および輪郭、モジュラー部分と流線型の調和が、機能

に決定づけられただけのものではないからである。 

 

(ii) Nagashima Electronic Engineering Pte Ltd 対 APH Trading Pte Ltd 

事件  

Nagashima Electronic Engineering Pte Ltd 対 APH Trading Pte 

Ltd 事件、［2005 年］2SLR(R)641 は、機能性の適用と「合致の必要

性 (must-match)」の例外について説明している。登録意匠は電気アイソ

レータの意匠であった。高等裁判所は、(1)意匠が新規ではなく、既存の

意匠と異なるのが、取引上一般的に使用される変更点であって、意匠の

重要でない細部又は特徴のみであったこと、(2)電気アイソレータの形状

                                                   
248 アンケート調査結果  
249 アンケート調査結果  
250 『模倣対策マニュアル   シンガポール編』（日本貿易振興機構（ジェトロ）2012 年 3 月）、

p.36 

http://www.jetro.go.jp/world/asia/sg/ip/pdf/mohou_2011_re.pdf（最終訪問日 2013 年 1 月

25 日） 

http://www.jetro.go.jp/world/asia/sg/ip/pdf/mohou_2011_re.pdf
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又は輪郭の特徴が、実施する必要のある機能に決定づけられるだけのも

のだったこと（「機能性の例外」）（なおこれは、一定の国際基準、業

界基準又は管理基準を遵守することを求められているものである）、 (3)

いずれの物品もその機能を果たすように、電気アイソレータの形状又は

輪郭の特徴が、電気アイソレータを別の物品に接続することを可能にす

るか、別の物品の内部、周辺又は接触して配置することを可能にするも

のであって（「合致の必要性  (must-match) の例外」）、その結果外箱

および表面カバーにはめ込むために電気アイソレータがそのような形状

を取らざるを得なかったことを理由として、意匠に登録性がないと判断

した。 

 

（８）参考文献 

(i) 意匠法（2004 年法律 No.44 により改正、2005 年 1 月 1 日施行） 

 

(ii) 意匠規則（2005 年 S556 改正、2005 年 9 月 1 日施行、「意匠規則 2000

年 S504、2002 年改正」にさらに改正を加えたもの） 

 

(iii) 意匠国際登録規則（2005 年 S177、2005 年 4 月 17 日施行） 

 

(iv) 意匠指令（2005 年 No.2、2005 年 9 月 1 日施行） 

 

(v) 出願ガイドライン 

 

(vi) 図面ガイドライン 

 

(vii) 願書記載方法ガイドライン 

 

(viii) 『BRICs およびアジア諸国の意匠制度』（日本知的財産協会、2012 年

3 月 30 日） 

 

(ix) 『模倣対策マニュアル   シンガポール編』（日本貿易振興機構（ジェト

ロ）2012 年 3 月） 
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５．シンガポール  

 

シンガポールは既にハーグ協定のジュネーブ改正協定の加盟国であり、その

制度は既にハーグ協定のジュネーブ改正協定と調和している。
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