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調査結果

１．

タイ

（１） 法令等整備状況
タイの意匠登録制度に関する法令等として、以下の法律と省令、及び
ガイドラインが提供されている。
(i) 法律
 特許法 1（B.E.2542(1999 年)3 月 21 日法律(第 3 号)により改正された
B.E.2522 (1979 年)3 月 11 日法律、1999 年 9 月 27 日施行）
特許、小特許、意匠を律する基本となる法律であり、発明に関する「発
明特許」が主体として扱われ、意匠は「意匠特許」として扱われる。意
匠特有の条項以外は発明特許の条項が準用されている。
(ii) 規則・政令等
 特許規則 2（省令、1992 年第 19 号(1992 年 9 月 28 日公布)、1999 年第
21 号(1999 年 9 月 24 日公布)、1999 年第 22 号(1999 年 9 月 24 日公布)、
1999 年第 23 号(1999 年 9 月 24 日公布) 、1999 年第 24 号(1999 年 9 月
24 日公布)、1999 年第 25 号(1999 年 9 月 24 日公布)、1999 年第 26 号(1999
年 9 月 24 日公布)1999 年第 27 号(1999 年 9 月 24 日公布)）
特許法と同様に、特許、小特許、意匠を管理する規則である。特許法
と同様、
「発明特許」が主体として扱われ、意匠特有の条項以外は発明特
許の条項が準用されている。各規則が扱う主要内容は、19 号が登録証や
ライセンス証の再発行、21 号が願書・図面等の要件、22 号は予備審査・
出願公告・実体審査、23 号は料金、24 号は職務発明の報酬、25 号はラ
イセンス（通常実施権）、26 号はライセンス（専用実施権）、27 号は特許
又は請求の範囲の放棄である。
(iii) 基準・ガイドライン等
 意匠特許出願の手引き 3（資料編 1-1）
主に出願人に向けたガイドラインであり、ウェブサイトで公開されて
いる（タイ語、資料編に仮訳を収録）。特許法の概要、意匠の定義、意匠
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特許庁外国産業財産権制度情報 タイ特許法
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）
特許庁外国産業財産権制度情報 タイ特許規則
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）
タイ特許庁（DIP）ウェブサイト
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/dmdocuments/Manual_The_application_design.
pdf（最終訪問日 2013 年 2 月 25 日）
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権、保護期間等の制度概要や、申請方法、出願に必要な書類、手数料 の
支払い方法、願書記入要領、譲渡証の作成方法、代理人による出願の場
合の委任状、優先権書類、公認博覧会での展示情報の記載方法、公開繰
り延べ申請、物品の種類(分類)、意匠にかかる物品の名称、請求の範囲、
意匠の表現としての図面への要求事項、同写真への要求事項、模様の表
示方法等、手続に関する事項が説明されており、事例研究として各種の
登録事例、補正を求めた例の解説も掲載されている。また、意匠審査の
概要説明、先行意匠の検索方法、審査内容の詳細説明（意匠の物品性、
公序良俗規、意匠の名称の説明、請求範囲の制限についての解説、新規
性の解説、事例研究として各種の登録・拒絶例、判例）等についても記
載されている。
この他、願書の様式 4（資料編 1-2）、審査フロー図 5（資料編 1-3）、料
金表 6（資料編 1-4）があり、本報告書の資料編に仮訳を収録した。
（２） 意匠登録制度の所管部局
タイ知的財産局（Department of Intellectual Property: DIP）
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php
下記の組織図 7の意匠課（Design Office）が意匠担当部署となる。
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DIP ウェブサイト
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_docman&task=doc_down
load&gid=54&Itemid=353（最終訪問日 2013 年 2 月 25 日）
DIP ウェブサイト
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=view&id=
1077&Itemid=205（最終訪問日 2013 年 2 月 25 日）
DIP ウェブサイト
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=view&id=
176&Itemid=206（最終訪問日 2013 年 2 月 25 日）
DIP ウェブサイト
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=category&
sectionid=17&id=105&Itemid=184（最終訪問日 2013 年 2 月 25 日）
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（３） 統計情報
DIP ウェブサイト上の統計データ及びアンケートの回答から得られた
統計情報は以下のとおりである 8。
(i)直近 5 年の意匠登録出願件数 9
意匠登録出願件数
うち海外からの出願件数
うち日本からの出願件数

8

9

2007
3,521
988
408

2008
3,820
1,085
507

2009
3,873
702
283

2010
3,614
966
399

2011
3,789
1,276
595

これ以外のアンケートによる統計データ調査項目に関してはデータが無いとのことで、数字
が得られなかった。
DIP ウェブサイト
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_docman&task=cat_view
&gid=191&Itemid=81（最終訪問日 2013 年 2 月 25 日）
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直近 5 年の意匠登録件数 10
意匠登録件数
うち海外からの 登録件数
うち日本からの 登録件数

2007
876
332
115

2008
1,219
500
174

2009
1,164
455
222

2010
1,332
491
168

2011
1,253
576
222

(ii)審査等に要する期間 11 （2011 年のデータ）
 審査全体に要する期間：18 月
 出願から方式審査を完了するまでの平均期間：10 月
 出願から出願公告までの平均期間：20 月
 出願から最初の実体審査結果を通知するまでの平均期間：18 月
（４） 意匠登録制度の枠組み
(i) 意匠保護の対象
特許法において、『「意匠」とは、製品に特別な外観を与え、工業製品
又は手工芸製品に対する型として役立つ線又は色の形態又は構成をい
う』と規定されている（法 3 条）。
また、保護の対象として、
「手工芸意匠を含む新しい工業意匠」とされ
ている（法 56 条）。定義上、アイコン、GUI（グラフィカル・ユーザー・
インターフェイス）、タイプフェイス、ピクトグラフ（絵文字）、シンボ
ルマークは保護対象とはならない 12が、画像意匠の登録事例もあるようで
ある 13。
部分意匠制度はなく、破線・点線による表現も認められない 14 が、動
的意匠は認められる 15。
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DIP ウェブサイト
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_docma n&task=cat_view
&gid=191&Itemid=81（最終訪問日 2013 年 2 月 25 日）
アンケート調査結果 日本の実務者によれば、出願から 登録までに 5-7 年を要することもあ
ったとの情報もある。 『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.167 によれば、3-5 年を要するとのこと。
『意匠の保護要件に対する各国比較報告書 』（（社）日本国際工業所有権保護協会、 2001
年 3 月）p.132
『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.166
『意匠特許出願の手引き』p.25、3.1 作図で図面を表わす場合
『意匠特許出願の手引き』p.32、特殊な意匠の形態 1.使用によって形状形態が変化する意
匠

8

(ii) 審査フロー図
審査の流れを示すフロー図を以下に示す 16。

(iii) 使用される意匠分類
ロカルノ分類が使用される（版は不明）17。独自の意匠分類は存在しな
い 18。
(iv) 出願
願書に記載を要する項目として、法 59 条、規則 21 号 17 条から 23
条に以下が規定されている。
 意匠の表現物（保護を求める製品全ての特徴を示す写真又は図面）
 意匠に係る物品の名称
 明確かつ正確な請求の範囲（1 つの出願に 1 つの請求の範囲）
16

17
18

DIP ウェブサイト
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=view&id=
1077&Itemid=205（最終訪問日 2013 年 2 月 25 日）
『意匠特許出願の手引き』p.20、願書記入要領(I) 同 pp.54-56 意匠特許出願書の審査
アンケート調査結果
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出願人の住所、氏名・創作者の住所、氏名（出願人と異なる場合）
意匠の表現物の数
ロカルノ分類のクラス
意匠の説明（100 語以内、記載は任意）
出願人が署名し、公証人が証明した委任状（代理人がいる場合）
譲渡人と譲受人が署名した譲渡証（出願人が創作者でない場合）

出願書類はタイ語で印刷又はタイプされたものが認められる（規則 21
号 23 条で準用する同規則 12 条）。提出すべき書類が外国語の場合、タイ
語の翻訳文とともに提出することが求められる（ 法 65 条で準用する法
27 条）。
タイの居住者でない出願人は、DIP 長官から登録を受けた代理人を任
命しなければならない（規則 21 号 13 条）。代理に係る委任状又はその証
明書が外国語である場合、タイ語の翻訳文に加え、その翻訳文が正確で
あることの翻訳者及び代理人による認証の添付が必要となる（規則 21 号
15 条）。
また、外国において既に出願された意匠を出願する場合、請求の範囲
及び意匠の説明を外国語のままで出願することができるが、タイ語によ
る請求の範囲及び意匠の説明を出願から 90 日以内に提出することを求
められ、期間内に提出しない場合は、かかるタイ語の書類を提出する日
をもって出願を行ったものとみなされる（規則 21 号 23 条で準用する同
規則 12 条）。
さらに、外国で既に出願している場合は以下の事項についても記載し
なければならない（法 27 条、規則 21 号 23 条で準用する同規則 9 条）。
 出願日
 出願番号
 出願に国際分類が記載されている場合は、そのクラス
 出願した国及び官庁の名称
 審査請求日、及び審査請求をした国及び官庁の名称
 審査請求に対する報告又は通知を受領しているときは、その審査結
果
 出願状況、及び既に登録されているときは、登録番号
「意匠に係る物品の名称」欄には、物品の使用目的に合致した名
称を記載する。物品の利点、性質、素材及び商業上の名称を記載し
てはならない。 19
「請求の範囲欄」には、意匠で重要な内容となっているいずれか
19

『意匠特許出願の手引き』pp.21-23、願書記入要領(J)
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の特徴について記載しなければならない。形状のみならず模様につ
いても単独で保護を請求することができる 20。
なお、出願様式には出願公告を出願人の指定日以降に実施することを
要請できる日付を記入できる項目がある 21。
(v) 意匠の表現物及び表現手法
意匠の表現物の数を限定する規定はないが、前記、(iv)出願で述べたよ
うに、表現物の数は明記しなければならない。又、表現としては写真又
は図面に限られ、見本による出願は認められない（規則 21 号 19 条 1 項）。
なお、表現物は白黒を基本とし、意匠が色彩の保護を求めるときは表示
にも色彩を施すこととなっている（同 2 項）。
図面の提出要件としては、正投影図法の 6 面図及び斜視図を提出する
旨が規定されているが、反対側の面が同一形状の場合、一面だけを表示
することとなっている。コンピュータ・グラフィックスで作図された図
面を認められ、実線の使用、陰の使用、長尺物の中間省略や透明物の表
現方法が規定されている。形態が変化する場合、形態が変化した状態を
表現する場合は、変化した状態の全体をあらわさなければならない。分
離する部分を有する場合、組み合わせた状態の物品全体の図をあらわさ
なければならない 22。
また、写真で意匠を表現する場合、光線や影が入らないこと、物品の 6
面及び全体形状（斜視図）を写すこと、A4 サイズとすること、A4 サイ
ズより小さい場合は A4 サイズの紙面に貼り付けた上、透明ビニルのラミ
ネートをかけることなどが求められている 23。
立体物の模様をあらわす場合は、6 面図及び斜視図を基本とするが、
平面に広げられる衣服の場合は正面図と背面図の 2 図で足りる 24。布状
物品で模様が四方に繰り返し連続する場合、四隅に囲み印を付し、繰り
返し連続する模様の部分を示すこととされている 25。
(vi) 優先権
外国での出願から 6 月以内の出願について、出願と同時、又は出願公
告より前に申請することにより優先権を主張することができる（法 60 条
の 2） 26。
優先権を主張する場合、願書への外国での出願日、出願番号、国際分
20
21
22
23
24
25
26

『意匠特許出願 の手引き』p.24、(2)特許請求の範囲
『意匠特許出願の手引き』p.19、願書記入要領(G)
『意匠特許出願の手引き』pp.25-35、3.1 作図で図面を表わす場合
『意匠特許出願の手引き』pp.36-39、3.2 写真で図面を表現する場合
『意匠特許出願の手引き』pp.40-41、4.1 立体である物品上の模様
『意匠特許出願の手引き』p.42、4.2 布状物品の模様
『意匠特許出願の手引き』 p.18、願書記入要領(E)
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類、出願国名及び官庁の名称、審査請求日及び請求した国名・官庁の名
称、審査結果、出願状況、特許番号が求められる（規則 21 号 23 条で準
用する同規則 9 条）。また、出願書類に、最初に出願した外国の特許事務
当局が正当性を認証した明細書の写し、及び外国で出願書類を提出した
日の日付を証明する証明書を、出願と同時又は公告日前に追加すること
が必要とされる 27。
(vii) 登録要件
 意匠の定義に該当すること（法 3 条及び法 56 条）
 工業上利用可能性（法 3 条及び法 56 条）
 新規性を有すること（法 56 条）
以下の意匠は新規性を有するとは認められない（法 57 条）。
(1) 出願前に，国内で他人に広く知られ又は使用されていた意匠
(2) 出願前に，国内外で文書又は印刷刊行物において開示又は記述され
ていた意匠
(3) 出願前に法 28 条を準用する法 65 条に基づき公告（→（４）(ix）参
照）されていた意匠
(4) (1)，(2)又は(3)の意匠と外観が非常に似ているため模倣とされる意匠
 公序良俗に反する意匠、勅令に定められた意匠に該当しないこと（法
58 条）。
 一意匠一出願（法 60 条）。
規則 23 号第 2 条（料金表）に「同一の意匠について同時に行われた
10 以上の意匠特許出願に対する割引料金が設定されている。ここでいう
「同一」は「主要な特徴が同一」との意味であり（同表欄外注釈）、細部
の異なる変形・派生意匠を同時に出願すると、割引料金が適用される。
ただし、その際も意匠ごとの出願が必要とされる。
組物を認める制度はなく、実際にセットで使用又は販売される物品で
あっても、使用目的が異なれば、別々に出願する必要がある 28。
また、複数の者が同じ創作を別々になし，それぞれが出願を行ったと
きは，最初に出願した者に意匠権が付与される（法 65 条で準用する法
16 条）。
(viii) 新規性喪失の例外規定（グレースピリオド）
タイ国内で開催された公認の博覧会のみを対象とし、当該博覧会の開
催日初日から 12 月以内の出願について、開催日初日に出願を行ったとみ
27

28

『意匠特許出願の手引き』p.18、願書記入要領(E)
『意匠特許出願の手引き』pp.50-52 物品の意匠を表わす名称、物品の明細描画（使用目的）
と／または物品意匠を表わす図面の合致性、関連性 事例研究 5
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なすことが規定されている（法 65 条で準用する法 19 条）。
新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする場合、公表した意匠の
写真とともに、展示を始まった日を記載し、公衆の場にさらされた旨を
認める主催者側の証明書を提出することが必要とされる 29。
(ix) 出願公開制度、第三者による情報提供
出願の予備審査（→（５）(ii）参照）を経て方式要件の不備が発見さ
れなかった場合、公告（公開）手数料の納付後に当該出願が公告される
（法 65 条で準用する 28 条、規則 22 号 10 条）。
(x) 公開繰り延べ又は秘密意匠制度
法令上明確な規定はないが、運用上、出願時の出願申請書類に公告希
望日を記入することにより出願公告の繰り延べを申請できる 30。これは、
元々は早期公開の求めを想定したものであるが、公告を求める時期につ
いて上限は定められていない 31。
(xi) 権利付与前の異議申立制度
出願公告後、出願人ではなく自己が特許付与を受ける資格を有すると
思料する者、又はその出願が特許を受ける権利の譲渡・承継（法 65 条で
準用する法 10 条）、職務発明（同 11 条）若しくは出願人適格（同 14 条）
の規定に合致していないと思料する者は、何人も出願公告の日から 90 日
以内に異議を申し立てることができる（法 65 条で準用する法 31 条）。法
56 条（意匠の定義・工業上利用可能性・新規性）についても異議申立を
することができる（規則 22 号 11 条）。
異議申立後、異議申立通知が出願人に送付され、90 日以内に出願人か
ら答弁書が提出されない場合、その出願は放棄されたものとみなされる。
異議申立通知及び答弁書には、その主張を裏付ける証拠を付さなければ
ならない。（法 65 条で準用する 31 条）。異議申立があった場合、審査が
行われる。異議申立手続において異議申立人及び出願人は、根拠を裏付
けるために証拠を提出し又は追加の陳述を行うことができる（法 65 条で
準用する法 32 条）。
異議申立以外の情報提供制度は法令等には見当たらな いが、出願公告
後、何人も当該出願に関する証拠を提出することができる。申請書には
出願番号を明記し、証拠書類を添付する必要があるほかは、特定の様式
はない 32。
29
30
31
32

『意匠特許出願の手引き』p.19、願書記入要領(F)
同上
ヒアリング調査結果
特許庁「タイにおける優先審査、早期審査及び情報提供制度の運用実態について」
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/thailand_jyouhou.htm（最終訪問日 2013
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異議申立後の審査の結果は、出願人及び異議申立人に通知される（法
61 条、法 65 条で準用する法 32 条）。
(xii) 審査請求制度、優先審査
法令では、出願公告後、出願人は審査請求をする必要があり、所定期
間内に請求がない場合、その出願は放棄されたものとみなされる。審査
請求期間は、出願公告後 5 年以内又は異議申立及び審判請求されている
場合はその最終決定後 1 年以内のいずれか遅く満了する期間である（法
65 条で準用する法 29 条）、となっているが、特許出願手続に関するガイ
ドライン 33及びヒアリング調査結果によれば、運用上審査請求は不要であ
り、方式審査を終えた全出願について実体審査 （→（５）(v）参照）が
行われる。
また、出願公告から最終処分までの間、第三者が当該出願の意匠を出
願人の同意なく実施していた場合、当該出願を他の出願に優先して審査
することを申請することができる。申請書には出願番号と申請理由を明
記する必要がある以外は、特定の様式はない 34。
(xiii) 登録手続・登録に要する費用
出願の実体審査を経て審査官が拒絶の理由はないと認め、かつ異議申
立がなかったか又は異議申立はあったが本発明は出願人に帰属するもの
であると長官が決定した場合には、出願人に意匠特許の指令が通知され、
60 日以内に登録手数料を支払うことにより、手数料支払後 15 日以内に
意匠権が付与される（法 65 条で準用する法 33 条）。
登録までに要する費用としては、出願料として 250 タイバーツ（THB）
35 、登録されるまでにさらに公告手数料として 250THB 、登録手数料と
して 500THB の費用が必要。初年度から 5 年目までの維持料金は出願・
登録料金に含まれるが、5 年目以降は年単位で料金が設定されている 36。
なお、意匠の登録は公報として公告されないので、第三者の意匠が登
録されたか否か確認できない点については注意が必要である。

33

34

35

36

年 2 月 25 日）
及びアンケート調査結果
DIP ウェブサイト、特許・小特許の出願、 5.発明特許・小特許出願の審査請求
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=view&id=
166&Itemid=205&lang=en（最終訪問日 2013 年 2 月 25 日）
特許庁「タイにおける優先審査、早期審査及び情報提供制 度の運用実態について」
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/thailand_jyouhou.htm（最終訪問日 2013
年 2 月 25 日）
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、
1THB=約 2.75 円
料金表、アンケート調査結果
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(xiv) 意匠権の存続期間及び権利の効力範囲
意匠権の存続期間は、出願日又は優先権主張があった場合は優先日か
ら 10 年と定められている。ただし、出願が裁判所に係属している期間は
含まれない（法 62 条、60 条の 2）。
特許権者以外の何人も、調査研究を目的とする意匠の使用を除き，製
品の製造において特許意匠を使用する権利、又は特許意匠を具現した製
品を販売し、販売のため所持し、販売のため供給し若しくは輸入する権
利を有さない（法 63 条）。
意匠特許の付与前になされた前記法 63 条に反する行為は，意匠権者の
権利を侵害しない。ただし、既に公告がなされた係属中の出願の意匠に
関する行為であり、かかる行為をする者から意匠出願がなされているこ
とを知っている又は当該意匠について特許出願がなされたことにつき書
面による通知を受けている場合、出願人は，侵害人から損害賠償を受け
る権利を有する。かかる損害賠償に関する訴訟は，意匠登録後に裁判所
に提起しなければならない。（法 62 の 2 条）
権利の効力範囲は、意匠の名称、意匠の表現物と請求の範囲に基づき
定められる 37が、模倣とみなされる意匠は登録されないこと（法 57 条 4
号）から意匠権は類似する意匠に及ぶと考えられる。
(xv) 無効理由、権利付与後の異議申立、無効審判制度
意匠の定義・工業上利用可能性・新規性（法 56 条）、公序良俗等（法
58 条）、特許を受ける権利の譲渡・承継（法 65 条で準用する法 10 条）、
職務発明（同 11 条）又は出願人適格（同 14 条）に違反して付与された
意匠特許は無効とされる（法 64 条）。
無効事由を有する意匠特許の取消を求める場合は、裁判所へ請求する
必要がある（法 64 条）。
(xvi) 拒絶査定不服審判制度及びその他の審判制度
拒絶査定に対する審判は、決定の受領後 60 日以内であれば特許委員会
に対して請求することができる（法 72 条）。特許委員会の決定に対し不
服がある場合は、決定の通知の受領から 60 日以内に裁判所に提訴できる
（法 74 条）。
(xvii) その他、意匠保護の枠組みや出願等に関する手続
記載に不備がある場合には出願人に通知し、補正を要求する 38。

37
38

『意匠特許出願の手引き』p.66、3.1 意匠の重要な内容の審査方法
「法に従えば補正が認められない場合は拒絶することになっているが、運用として何度かや
り取りをして通過させるようにしている。約 60％の出願が補正を求められる。」（ヒアリ
ング調査結果）
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（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）
願書の記載が手続要件に合致しているかを審査する審査官は意匠分類
を付与する業務も担当しており、4 名の審査官が配置されている。また、
実体要件（新規性のみ対象）を担当する審査官は 7 名が配置されている。
タイではデザインを学んだ者が意匠審査官になっている 39。
なお、登録の可否の通知は長官名で行われる。
(ii) 予備審査の内容
公告前の審査として予備審査が実施されるが、 これは単なる方式審査
ではなく、図法の確認や意匠の明確さなども審査される。
予備審査の審査事項は以下のとおりである（規則 22 号 3 条）。
(1) 願書，請求，意匠の表示，意匠の説明及びその他の提出物(もしあれ
ば)が，法 59 条に基づいて公布される省令（すなわち規則 21 号 17 条～
23 条）に準拠していること。（→（４）(iv）及び(v)参照）
(2) 当該意匠が，法 58 条に基づく意匠（公序良俗等）でないこと。
(3) 出願人が，法 65 条で準用する 10 条（特許を受ける権利の譲渡・承
継）、法 11 条（職務発明）、14 条（出願人適格）又は 15 条第 1 段落若し
くは第 2 段落（共同出願、場合に応じ）に基づいて特許を出願する権利
を有していること。
(4) 出願人が，法 65 条で準用する 16 条（先願）に基づいて特許の付与
を受ける権利を有していること。
上記(1)については、例えば、意匠に係る物品の名称と図面に表現され
ている物品の使用目的とが合致していない場合、意匠に係る物品の名称
等の補正が求められる 40。また、複数の物品の名称が意匠に係る物品の
名称欄に併記されている場合は分割が求められる 41。ただし、タイでは
意匠の分割は出願日が維持されない 42。
（1)の要件を満たさないと判断し
た場合、審査官は出願人に所定期間内に出願を補正するよう要求する
（規則 22 号 5 条）。
また、上記(2)及び(3)の要件を満たさないと判断した場合、審査官は
出願を拒絶する。この拒絶に先立って、出願人に対し質問又は出願の補
正を指示することができる（規則 22 号 6 条）。出願を拒絶する場合、か
かる拒絶があった日から 15 日以内に出願人に当該決定を通知するとと

39
40

41

42

アンケート調査結果
『意匠特許出願の手引き』pp.44-48、物品の意匠を表わす名称、物品の明細描画（使用目的）
と／または物品意匠を表わす図面の合致性、関連性 事例研究 1-3
『意匠特許出願の手引き』pp.50-52、物品の意匠を表わす名称、物品の明細描画（使用目的）
と／または物品意匠を表わす図面の合致性、関連性 事例研究 5
ヒアリング調査結果
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もに、DIP 内に当該決定を掲示して公告する（法 65 条で準用する法 28
条、規則 22 号 9 条）。
出願の予備審査を経て方式要件の不備が発見されなかった場合、公告
手数料の納付後に当該出願が公告される（法 65 条で準用する法 28 条、
規則 22 号 10 条）。（→（４）(ix）参照）
出願公告後、出願人ではなく自己が特許付与を受ける資格を有すると
思料する者、又はその出願が特許を受ける権利の譲渡・承継（法 65 条で
準用する法 10 条）、職務発明（同 11 条）若しくは出願人適格（同 14 条）
の規定に合致していないと思料する者は、何人も出願公告の日から 90 日
以内に異議を申し立てることができる（法 65 条で準用する法 31 条）。法
56 条（意匠の定義・工業上利用可能性・新規性）についても異議申立を
することができる（規則 22 号 11 条）。出願がこれらの規定に合致しない
場合、審査官は出願を拒絶しなければならない（法 61 条、法 65 条で準
用する法 34 条）。その通知は、出願人及び異議申立人に送付される（法
61 条、法 65 条で準用する法 32 条）。
(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）
出願書類に意匠分類の記載を求める欄があるが、審査官が予備審査 に
おいて分類を付与するので出願人は必ずしも記載しなくてよい。 また、
実体審査で他の分類にあてられた物品に関連付けるかもしれないが、そ
の場合はこれに従う 43。
(iv) 審査順の定め方
基本的に特許庁の受領した順となる 44。
(v) 実体審査の内容
出願公告後、出願人から審査請求がされた場合又は法 56 条違反を理由
に異議申立があった場合、法 56 条（意匠の定義・工業上利用可能性・新
規性）に関する実体審査が行われる（規則 22 号 11 条）。
審査官は、刊行物や印刷物に既に公開された意匠が存在しないかどう
かを調べる 45。既存の意匠と形状が類似していても、意匠に係る物品の使
用目的が異なる場合は、新規性ありと判断される 46。実体審査にて、先行
43
44
45
46

『意匠特許出願の手引き』p.20、願書記入要領(I)、
ヒアリング調査結果
『意匠特許出願の手引き』p.62、意匠特許出願書の審査
『意匠特許出願の手引き』 p.66, pp.78-79、3.新規の意匠であるか 3.1.1 物品意匠を表す名
称及び事例研究 6
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意匠との比較の結果、類似性があるとして出願が拒絶された事例が「意
匠特許出願の手引き」に掲載されている 47。
また、出願公告後、出願が一意匠一出願の原則（法 60 条）に違反して
いないかについても審査が行われる（規則 22 号 12 条）。もし違反があっ
た場合、審査官はその出願を複数の出願に分割するよう出願人に通知を
する（規則 22 号 12 条で準用する同規則 8 条）。
審査官が拒絶の理由はないと認め、 かつ異議申立がなかったか又は異
議申立はあったが本発明は出願人に帰属するものであると長官が決定し
たとき、その出願人に意匠特許の登録の指令が通知される（法 65 条で準
用する法 33 条）。（→（４）(xii）参照）
(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
出願人は出願を補正することができる（法 20 条）。また、出願の対象
である意匠が、特許性を欠いていると思われる場合、担当官は長官に拒
絶すべく審査報告書を提出する。
長官は拒絶に先立って出願人に補正するよう指示することができる
（規則 22 号 6 条）。
出願人が補正を要求した場合、審査官はその補正が一定の要件又は省
令に準拠しているか否かを審査する（規則 22 号 7 条）。
長官が、担当官の提出した審査報告書に基づいて、出願が法の規定に
準拠しないと判断し、出願を拒絶する場合、担当官は、当該決定を出願
人に通知し、DIP 内の出入り自由な場所に少なくとも 30 日間当該決定を
掲示して公告する（規則 22 号 9 条）。
審査の結果が特許性を欠く場合、法令としては、担当官は長官に審査
報告書を提出し、長官が拒絶するか補正を求めるかを決定することが規
定されているが、実際の運用では、担当官が何度か繰り返し補正を求め
て、不備の治癒を図っている。この間、出願日の繰り下げは行わない 48。
なお、出願の約 60％の案件が予備審査において修正を求められている
49 。
(vii) 権利の有効性を確認する制度又はサーチレポートの作成の有無に関す
る情報
登録された意匠について、請求等により権利の有効性を評価する手続
きはない。先行意匠の調査において確認された、意匠の登録の可否に直
接かかわらない先行意匠を参考情報として提供するサービスはある 50。
47
48
49
50

『意匠特許出願の手引き』 p.72-74、3.新規の意匠であるか 事例研究 1-3
ヒアリング調査結果
ヒアリング調査結果
アンケート調査結果
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(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）
先行意匠調査のための専用のシステムを持っており 51、自国の先願・登
録意匠、USPTO、IP Australia の IPDL を先行意匠調査対象としている
52 。また、意匠特許出願の手引きには WIPO のデータベースの検索結果
も掲載されている 53。先行意匠調査を外注等はしておらず、また、先行意
匠調査の実施のための外部の有料データベースとの契約はしていない 54。
(ix) 先行意匠調査にかける期間
80 件の意匠に対し 3 月程度かけて先行意匠調査をする 55。
（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
新任の審査官に対して 3 月のトレーニングを実施している。また、審
査官同士の議論なども行われている 56。
(ii) 審査官を育成するための研修
不定期に庁内研修を行っている 57。
(iii) 意匠制度に関する海外知的財産庁との会合
二国間の協力はない 58。
(iv) 意匠登録性に関する外国からの物的支援及び研修等の提供
WIPO 等のセミナーに参加している 59。
(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）
JPO からのセミナー、援助はとても助かっている 60。2011 年に USPTO
が意匠に関するセミナーを開催した 61。
(vi) 模倣品対策に関する国内関係部署との連携（税関・警察）

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

『意匠特許出願の手引き』 p.66、3.新規の意匠であるか、及び アンケート調査結果
アンケート調査結果
『意匠特許出願の手引き』pp.57-60、物品意匠の登録付与審査 1.既存の作品の検索
アンケート調査結果
アンケート調査結果
ヒアリング調査結果
アンケート調査結果
ヒアリング調査結果
ヒアリング調査結果
ヒアリング調査結果
アンケート調査結果
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連携を行っている（詳細は不明） 62。
(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
特許ワークショップにより意匠出願及びその応用について 説明してい
る。料金の減免措置としては、大学は申請により費用免除となる 63。また、
10 件以上の同時出願や 5 年目以降の維持料金を一括払いすると料金の減
額措置を受けられる 64。
（７） 意匠権に係る判例について
アンケート調査、ヒアリング調査に対し、適当な判例が紹介されなか
ったので審査における拒絶事例を紹介する 65。
意匠特許出願番号：0502002423
先行意匠：US Des.358,931
「糸巻」の意匠出願に対し、各部のサイズ、比率が異なる US 特許の
先行意匠が検索され、拒絶査定となった。
＜結果＞
本意匠出願は円形の円筒部の両端に円板が取り付けられた糸巻であ
る；このため既存の意匠製品と類似である。相違点は、本意匠は円板の
中央部に大きな孔があり、円板の内端にいくつかの切込みがあることで
あり、対する既存製品には小さな孔があり、切込みはない。開示された
意匠製品の形状がほぼ類似であることは明らかである。
1979 年特許法第 57 条(4)に基づき、既存製品に類似であり、新規な意
匠製品であるとは認められない。
これにより、本意匠出願の拒絶を認める。
両者の相違点、類似点が下表のように検討された。
＜相違点＞
4.1.1 本意匠製品の円形の孔の口径は、糸巻部に対してより大きいが、既
存製品では小さい。
4.1.2 本意匠出願の糸巻部の長さは既存製品に比べ短い。
4.1.3 本意匠製品の円筒部と円板部の接合部には切込みがあるが、既存製
品にはない。
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アンケート調査結果
アンケート調査結果
料金表
http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=view&id=
176&Itemid=206（最終訪問日 2013 年 2 月 25 日）
S&I International 井口雅文弁理士の紹介による。
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＜類似点＞
4.2.1 糸巻の形状は同じである。
4.2.2 円形の円筒部の形状は同じである。
4.2.3 両端に同様の円形の板が取り付けられている。
4.2.4 両端の円形の板はそれぞれ同じ直径であり、同じ厚さである。
4.2.5 円形の板の中央に同様に孔が空いている。
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