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論 説

ハーグシステムによる国際意匠登録制度の活用方法及び留意点

副田　圭介 *

* 弁理士，協和特許法律事務所

（ 2 ）

１．はじめに

　「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュ
ネーブ改正協定」は，特許の「1970 年 6 月 19 日
にワシントンで作成された特許協力条約」や商標
の「標章の国際登録に関するマドリッド協定の
1989 年 6 月 27 日にマドリッドで採択された議定
書」に相当する現代的な意匠保護に関する条約で
ある。
　世界知的所有権機関（WIPO）は，パリ条約第
19 条の特別取極であるハーグ協定（1925 年）の
ハーグ改正協定（1960 年）及びジュネーブ改正
協定（1999 年）に基づき，産業デザイン（Industrial 
Design）の国際登録を実現するために，ハーグシ
ステム 1）を運用している。
　ハーグシステムは，ハーグ協定（1925 年）に
おいて産業デザインの国際寄託を受け付けたベル
ン国際事務局の事務システムをルーツとしてお
り，産業デザインが生産品として物理的に寄託さ
れていたハーグ協定創設当時から，産業デザイン
がデジタル情報として電子的にアップロード可能
になった現在に至るまで，デザインの保護を求め
る者に対して，産業デザインの保管，保護を求め
た日付の記録，産業デザインを特定するための国
際登録番号の発行といった国際的な意匠登録サー
ビスを提供してきた。
　本稿では，ハーグシステムの特徴点を分析しつ
つ，国際意匠登録制度の活用方法及び留意点につ
いて検討を行う。

２．ハーグシステムについて

2-1　ハーグシステムの起源
　WIPO によれば，意匠の国際登録の制度すなわ
ち「ハーグシステム」は，手続の簡素化及び経済
性の必要性から生じたものであると紹介されてい
る 2）。
　ハーグシステムの起源となる国際寄託制度は，
1925年に「意匠の国際寄託に関するハーグ協定 3）」
として整備され，協定締約国 4）市民はベルンの国
際事務局にデザインを寄託することにより，各締
約国においてデザインの保護を図ることができる
というものであった。このように，保護を受けよ
うとする意匠を国際事務局へ持ち込み，国際的な
意匠登録簿への登録を行うという意匠の寄託制度5）

は，現在でもハーグシステムの基底をなす思想と
なっている。
　
2-2　ハーグシステムの概要
　1925 年のハーグ協定は，1934 年にロンドンで，
1960 年にハーグで，また 1999 年にジュネーブで，
それぞれ改正協定が制定された。現在，1934 年
ロンドン改正協定は 2010 年 1 月 1 日に凍結され
ており，1960 年ハーグ改正協定 6）及び 1999 年
ジュネーブ改正協定 7）が併存している。2016 年
4 月 15 日時点では，2015 年 12 月 16 日のトルク
メニスタンのジュネーブ改正協定への加盟によ
り，ジュネーブ改正協定の締約国数は 508）となっ
ており，ハーグ協定の締約国総数は 659）となっ
ている 10）。ジュネーブ改正協定には，EU11）や



（ 767 ）AIPPI（2016）Vol.61 No.9

─ ハーグシステムによる国際意匠登録制度の活用方法及び留意点 ─ （ 3 ）

OAPI12）などの政府間機関が加盟しており，ジュ
ネーブ改正協定に加盟していない英国やスウェー
デンなどについても，EU を指定することにより
意匠登録を図ることができるものとなっている。
　ハーグシステムは，法制度としては，各改正協
定，共通規則 14）及び実施細則 15）を基本的な仕様
として具現化された意匠登録制度であり，WIPO
の国際事務局に対して単一の国際出願を行うこと
によって，締約国及び関係構成機関における産業
デザインについて保護を得ることを可能にするシ
ステムである 16）。
　このようにハーグシステムは，特許の国際出願
制度である PCT や商標の国際出願制度であるマ
ドプロ制度と同様に，一手続により複数意匠を複
数国に効率的に出願することができる意匠の国際
出願制度として位置づけられるものである。以下
では，ハーグシステムの特有点をより理解しやす
くするため，ハーグシステムと PCT・マドプロ
との相違点を整理する。

2-3　ハーグシステムと PCT 又はマドプロとの違
い

　ハーグシステムは，以下の点において，特許の
PCT 制度や商標のマドプロ制度と異なっている。

すなわち，

（1）PCT のように，国内移行制度はないため，
出願時に指定国を決定する必要がある。

（2）PCT のように，国際調査，国際予備審査に
該当する制度はない。すなわち，WIPO が先
行意匠の調査レポートを作成することや，国
際登録された意匠と他の意匠との類否判断に
ついての見解を提供することはない。

（3）優先権主張は可能であるが，特許とは異なり
優先権証明書の電子交換制度（DAS17））がな
い。原則として，指定国の要求に従い，優先
権証明書の原本を指定国官庁に提出する必要
がある 18）。マドプロ制度と同様に WIPO へ
の優先権証明書の送付は必要ない。

（4）マドプロ制度のように，本国登録は必要ない。
本国で意匠登録が拒絶された場合に，指定国
での意匠登録が影響を受けるといったセント
ラルアタックに該当するような制度もない。
また，EUIPO などの広域官庁により保護が
拒絶された場合に，域内の国内出願へ切り替
えるといったルートは用意されない。

（5）マドプロ制度と異なって，指定国を事後指定
することはできないため，国際登録出願後に，

 
図 1：ハーグシステムによる意匠保護を図ることができる地域を墨塗りで示した図 13）
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指定国を追加したい場合は，優先権主張等を
検討しつつ，別の国際登録出願を行う必要が
ある。

　このようにハーグシステムは，従来の外国意匠
出願手続を簡素化するため意匠の国際出願制度と
して捉えられるものではあるものの，ハーグシス
テムの活用方法は，外国意匠出願の代替手段に止
まるものではないと考えられる。そこで，以下で
はハーグシステムの活用方法及び留意点について
検討を行う。

３．ハーグシステムの活用方法及び留意点
について

3-1　オンライン出願環境
　ハーグシステムのオンライン出願環境の一つ
として，WIPO は，インターネットブラウザで
使用する「E-Filing Portfolio Manager」（以下，
「E-Filing ポートフォリオマネージャー」という。）
を提供している 19）。E-Filing ポートフォリオマ
ネージャーは，電子メールでユーザー申請を行う
ことにより WIPO ユーザーアカウントを取得す
れば，即時利用可能となる。
　WIPO によるとオンライン出願の利点は，1．
容易であること，すなわち，入力チェック機能
があり，クレジットカードによるオンライン決
済が可能であり，個人用環境が用意されること。
2．費用が安いこと，すなわち，手数料なしで複
数ページにわたる意匠の複製物（Reproduction of 
Industrial Design）を提出できること。3．早いこ
と，すなわち，即時出願を実現できること，およ
び先の出願からデータを再利用することができる
こと，と紹介されている 20）。
　ハーグシステムで利用可能となったオンライン
出願環境に比べ，我が国における国内出願におい
て利用される特許庁へのオンライン出願環境を眺
めれば，日本国特許庁は，パソコンにインストー
ルして使用する「インターネット出願ソフト」を
提供している。インターネット出願ソフトの環境
設定・操作方法を紹介している電子出願ソフトサ

ポートサイトでは，インターネット出願ソフトに
ついて，「電子証明書を購入し，特許庁へ氏名や
住所を登録するなど，様々な事前準備が必要です」
と説明されており 21），本人認証やセキュリティの
面において充実した機能を備えている一方，環境
設定や操作習熟には相当の時間と知識が必要とな
る。特に，電子証明書は実印と同じ扱いであり入
手と管理には時間を要するものである。
　WIPO がハーグシステムで採用した E-Filing
ポートフォリオマネージャーは，我が国特許庁が
提供するインターネット出願ソフトと異なり特許
庁へ氏名や住所を登録するなどの事前準備が必
要ないものとなっており，意匠登録出願を行うこ
とができれば充分であると考えるユーザーが，意
匠の複製物の電子ファイルとインターネットブ
ラウザとクレジットカードを準備するだけ 22）で，
WIPO 経由で日本国特許庁を含む各締約国官庁へ
の意匠出願を気軽に行うことができるオンライン
出願環境となっている。
　このようにハーグシステムの E-Filing ポート
フォリオマネージャーは，インターネット出願ソ
フトにはない手軽さがあり，早く安く簡単に意匠
登録を行いたいユーザーに適したものとなってお
り，インターネット出願ソフトに代わるオンライ
ン出願環境としての活用が見込まれる。
　また，意匠の複製物の JPEG 画像ファイルは，
最低サイズ 3 × 3cm・最大サイズ 16 × 16cm，解
像度 300dpi とすることができる（実施規則第
204 節）23）。インターネット出願ソフトで図面と
して利用可能な JPEG 画像ファイルは，最大サ
イズが 150 × 113mm，解像度 200dpi であるから，
ハーグシステムで出願すれば，より高精細で大き
な図面サイズでデザインを国際公表することがで
きる。特に高さの最大サイズを 47 ミリ広く確保
できる利点は大きい。なお，ハーグシステムにお
けるイメージファイルのサイズおよび解像度は，
国際出願の規定に準じているため，イメージファ
イルサイズがインターネット出願ソフトの規定サ
イズ（意匠法施行規則様式第 6 備考 6）を超えて
いる場合であっても，それを理由として拒絶理由
が発せられることはない（ジュネーブ改正協定第
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12 条 (1)）。
　現在のところ，ハーグシステムのオンライン出
願環境は，電子証明書もワンタイムパスワードも
使用することができない点では，ユーザー認証方
法におけるセキュリティ機能が十分に高いもので
あるとは言えない。そのため，ドラフト段階の出
願用データの漏えい防止対策として，ユーザーは
定期的にログインパスワードを変更するなどの対
策が必要である。また，電子証明書を用いた本人
認証を行っていないため，代理人が企業ユーザー
のアカウントでログインして出願したり，企業が
代理人のユーザーアカウントで出願したりするこ
とができてしまう点にも留意しておく必要があ
る。

3-2　オンライン検索環境
　ハーグシステムには，次のとおり，国際登録意
匠や各国意匠を検索することができるオンライン
検索環境が用意されている。

3-2-1　国際意匠公報
　 国際意匠公報（International Designs Bulletin）24）

は，国際登録意匠を公示するためのオンライン
公報である。毎週金曜日に発行されている 25）。国
際意匠公報は，意匠登録があったときに発行さ
れる公報という点で我が国の意匠公報と同じ性
質を有するが，意匠登録があったときだけでは
なく，更新（renewal），所有権の変更（Changes 
in Ownership）， 拒 絶（Refusals）， 拒 絶 の 撤
回（Withdrawals of Refusals） が あ っ た 場 合
など，存続中の国際登録に影響を与える変更
（modifications）があったときにも発行される。
　国際出願を行った者は，WIPO 国際事務局へ
国際登録簿の写しを要求することができる。優先
権証明書として利用可能な写し（certified copy）
は，国際登録番号と送付先情報を明示して，
intdesigns@wipo.int へ電子メールにより請求する
か 26），WIPO ウェブサイトの問合せフォーム経
由で請求することができる 27）。証明書はページ数
に応じて料金が決定される（Schedule of Fees VI 
項番 19）。料金の支払いには，クレジットカード

は使用できないため，口座引落又は請求書発行後
に WIPO 銀行口座への送金により行うことにな
る。
　
3-2-2　ハーグエクスプレス
　ハーグエクスプレス（Hague Express）28）は，
条件に適合する国際登録意匠を検索するためのオ
ンライン検索環境である。出願人名，出願人の締
約国名，製品名，指定国名，ロカルノ分類などを
組み合わせて，国際登録を一覧表示することがで
きる。ハーグエクスプレスによる検索では，難し
い検索タームや検索式を使う必要もなく，検索結
果の表示も早いため，国際登録されている意匠を
調べるには，大変使い勝手のよい検索システムで
ある。
　なお，検索結果一覧から国際登録を個別表示し，
「history」というタブをクリックすると，国際登
録に対する各指定国による保護付与声明や拒絶通
報を確認することができる。

3-2-3　グローバルデザインデータベース
　グローバルデザインデータベース（Global 
Design Database）29）は，2015 年 1 月 9 日 か ら
開始された国際的な登録意匠検索ツールである。
WIPO の国際登録意匠に加え，協力官庁（カナダ・
米国・日本・ニュージーランド・スペイン 30））の
オンライン公報に掲載された登録意匠を横断的に
検索可能なデータベースツールである。
　グローバルデザインデータベースには，ハーグ
エクスプレスと同様のインターフェイスが用意さ
れている。我が国は，2015 年 8 月 1 日から，平
成 12 年以降に発行された我が国の意匠公報，お
よそ 48 万件を提供しており，今後も随時，我が
国で登録された意匠の公報を提供していくことに
なっている 31）。
　J-PlatPat のインターフェイスでは，意匠図面
を縦スクロールして見る必要があるが，グローバ
ルデザインデータベースのインターフェイスを使
用すると，登録意匠を表現する図面を一度に把握
することが可能となり，立体をイメージしやすい
（図 2 参照）。なお，WIPO が提供する各国商標
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のオンライン検索環境グローバルブランドデータ
ベース（Global Brand Database）32）が，EUIPO
の提供する各国商標の検索環境 TMView33）との
連携およびクロス検索が図られていることに鑑み
れば，グローバルデザインデータベースについて
も EUIPO の提供する国際的登録意匠検索ツール
DesignView34）との連係およびクロス検索が可能
となる可能性がある 35）。グローバルデザインデー
タベースと DesignView が統合されれば，世界中
の登録意匠を横断的に検索できるデザイン検索シ
ステムとなるものと考えられる。
　なお，EUIPO が提供する DesignView には，
更新期限満了前に電子メールでリマインダーを送
信する Design Watch という機能が実装されてい
る 36）が，現時点では，ハーグシステムには同様
リマインダー機能は実装されていない。しかしな
がら，このようなシステム機能の不足が解消され
るのは，時間の問題であるように思う。

3-3　優先日確保を目的とした国際出願
　ハーグ協定加盟国となった我が国の意匠登録出
願人は，日本国特許庁に提出する方法と，WIPO
に国際出願し自国指定する方法のいずれかを選択
することができるようになった 37）。
　現ハーグシステムの利点の一つとして，最低限
の書誌事項のみを記載すれば，手早く出願を完了
することができるという点が挙げられる。この利
点を生かしたハーグシステム活用方法として優先
日の確保が考えられる。欧州等の外国を指定して
WIPO へ出願することにより優先日を確保すれ
ば，後日，国際出願の受理官庁である WIPO か
ら優先権証明書を取り寄せて，国際登録に基づく
優先権主張を伴う意匠登録出願を行うことができ
る（パリ条約第 4 条 A(2)）38）。
　日本に対する優先権主張による意匠出願は，新
規性喪失例外手続を伴う意匠出願と比較して簡易
な手続となる。たとえば，新製品のプレスリリー

 
図 2：日本意匠登録第 1539518 号の個別表示画面の一部
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ス直前に意匠登録の必要が生じた場合などに，新
規プロダクトの外観をデジタルカメラで撮影し
て，JPEG 形式で意匠の複製物を作成し，最低限
の書誌情報と締約国を入力し，国際出願を行うこ
とにより優先日を確保し，必要に応じて後日優先
権主張を伴う出願を行うといった活用方法が想定
される。出願の際に，即時公開要求を行わなけれ
ば，国際登録日から約 6 ヶ月間は国際公表されな
いため（共通規則 17），出願人は，国際登録を優
先権主張の基礎として，意匠に係る物品の説明等
の記載事項や参考図，クレームの記載を精査した
あとで，日本や米国出願を行うことができる。な
お，我が国を指定した優先権主張を伴う国際意匠
登録出願についての優先権証明書提出可能期間
は，国際公表があった日から 3 ヶ月以内となって
おり 39），不提出の場合にも局通知が発せられるこ
とがなく，事後的な救済が一切認められない厳し
いものになっている点に留意する必要がある 40）。

3-4　国際公開延期申請による意匠権存続時期の
先送り

　ハーグシステムでは，国際公開延期可能期間に
ついて特別な宣言を行っていない締約国について
は，最大 30 月の公開延期申請を行うことができ
る。市場テストを行った後に必要な登録意匠のみ
に絞り込み意匠登録する際などに活用される制度
である 41）。我が国では延期に関する特別な宣言を
行っていない。この制度を利用すると，日本国特
許庁における審査の開始を国際公表時期まで延長
することができるため，日本国特許庁へ直接出願
するよりも，意匠権の設定登録日を先送りにして，
意匠権の存続期間を遅らせることができる可能性
がある（ジュネーブ改正協定第 11 条）。日本の意
匠権の存続期間は設定登録の日から 20 年となっ
ており（第 21 条第 1 項），国際登録に基づく意匠
権においても変わりないためである 42）。
　この方法の応用例として，国際公表の延期と関
連意匠制度を絡めて，国際公表延期申請を行った
出願を本意匠として，後日関連意匠出願を行う方
法が知られている 43）。
　そのほかの応用例としては，通常通り国内意匠

出願を行い，デザインが公知となる直前の時点（プ
レスリリース時や登録査定時，秘密請求解除時等）
で，図面に記載された意匠のうち機能的と考えら
れる一部分を破線表現にして，日本国を指定国と
した国際公表延期申請を伴う国際意匠出願を行
う。通常の意匠登録出願と部分意匠登録出願の出
願人が同一であれば，第 3 条の 2 の但し書き要件
を満たせば，国際出願した意匠は，先に出願した
国内意匠出願により拒絶されることはない。先に
出願した国内出願が設定登録された時点から，製
品全体の意匠について早期に意匠保護を受けるこ
とができると同時に，国際公表延期分だけ将来に
登録される破線表現を含んだ意匠権を確保するこ
とができる可能性がある 44）。

3-5　ロゴマークやアイコンなどの名義人の記録
　国際登録は，産業デザインの保護だけではな
く，ロゴマークやアイコンなど産業製品の外観
の一部としてあらわされる二次元デザインの国際
的記録にも活用することができる。ハーグシステ
ムは，意匠の実体審査を行うことなく国際登録
を行うため，たとえば欧州を指定国として，ロ
ゴマークやアイコンを国際登録することによっ
て，二次元デザインの存在日時の記録を行うこと
もできる。ロゴマークやアイコンが意匠登録の対
象となるかどうかや著作物性があるかどうかにつ
いて争われることがあるが，WIPO はロゴマー
クやアイコンが国際登録の対象として出願された
場合には，それらが指定国において意匠登録の対
象とならないと考えられても，国際登録そのもの
を否定することはない。意匠の国際登録の最終的
な効果は，指定締約国の国内法令によるものでは
あるが，企業ウェブサイトや個人ブログでの作品
公開と比較して，国際登録では，デザインに係る
創作者（creator），名義人（holder）及びその譲
受人（transferee）並びにデザインに係る所有権
（ownership）を長期間安定して公示することがで
きるため，デザインに関する権利者情報の公開手
段としての活用が想定される。欧州では，商標登
録前に企業ロゴを意匠登録することが一般的に行
われており，運用上も大きな混乱を生じていない
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ようである 45）。
　欧州におけるデザインに係る所有権に関する紛
争事件の一例として，創作者と創作を指示した者
との間におけるロゴデザインの譲渡契約の有効
性が争われた OHIM（現在の EUIPO）における
商標無効審判及び当該審判の無効審決に対する英
国高等法院における裁判（Fresh Trading Ltd v 
Deepend Fresh Recovery Ltd [2015]）があり，英
国では，意匠の所有権（ownership of designs）及
び著作権が多くの係争材料を生み出していると報
告されている 46）｡
　著作権の享有にはいかなる方式の履行をも要す
ることはないものの（著作権法第 17 条第 2 項，
ベルヌ条約第 5 条 (2)），我が国でも著作権関係の
法律事実を公示するとか，あるいは著作権が移転
した場合の取引の安全を確保するなどのために登
録という手段が用いられることがある 47）。外国に
おいても，同様の趣旨からデザインに関する登録
制度が求められることは明らかであり，ハーグシ

ステムを通じて締約国におけるデザインに係る所
有権を明確化する方法は，今後ますます活用され
ていくものと考えられる。
　特にハーグシステムでは，図面，写真等意匠の
複製物を用いてデザインを具体的に公示すること
ができる点において，日本国文化庁への著作権登
録制度とも異なっており 48），著作物の国際的な取
引や契約の場面において国際登録番号を用いてデ
ザインの対象を特定することができるという利点
があり，国際的なデザイン契約や実施同意契約に
おいて活用できる可能性がある 49）。
　なお，ハーグシステムによる意匠の国際登録は，
マドリッドプロトコルによる商標の国際登録と異
なり，本国登録が必要とされないことから，新た
にデザインされたロゴマークを国際的機関に登録
する方法としては，最もシンプルな方法のうちの
一つである。また，ロゴマークは複雑な立体では
ない二次元デザインであるため，図面の作成方法
についての専門的知識を要求されないことからも

 
図 3：デザインの一部を破線にして国際公表を延期した場合の保護期間の例
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ハーグシステムによる意匠登録と馴染みやすい性
質のデザインであると考えられる。
　国際登録では，ロゴマークやアイコンなどが，
ロゴやグラフィックシンボル，表面模様（Logos, 
Graphic symbol, Surface patterns 等，ロカルノ
分類：32-00）として登録されていることが多い。
なお，ロゴ等が登録できない国では，代替手段
として，ラベル（Labels 等，ロカルノ分類：19-
08）としての意匠登録が検討される。

3-6　意匠管理用ポートフォリオとしての活用
　企業等でのデザイン管理方法としては，一般的
には，商用の知的財産権管理用データベースソフ
トウェアを用いる方法や，表計算ソフトなどを用

いる方法が考えられる。しかし，特許や商標の管
理に特化したシステムは多いものの，それらは意
匠管理に最適であるとは言いがたく，一方で意匠
に特化したシステムはそれほど多くない。そのた
め，意匠管理に特化したハーグシステムは登録意
匠の標準管理システムとしての可能性を秘めてい
ると考えられる。WIPO は，ハーグシステムの電
子環境の利用にあたって国際登録ユーザーにデー
タベース利用料や保守料金を独立して要求するこ
ともないので，費用的なメリットが大きいものと
思われる。ハーグシステムでは，E-renewal 環境
による更新手続も行うことができるし，図面付き
の出願受領書を PDF プリントアウトできる。更
に保護付与声明や拒絶通報も記録されるため，意
匠管理用の電子的包袋として考えることもでき
る。もし，実体的審査結果に関する拒絶通報が国
際公表されることに懸念がある場合は，実体審査
を行わない国への出願手段とすることも考えられ
る。
　将来的には，ハーグシステムは，登録意匠に
係る 3D データをダウンロードさせるための環境
となったり，IoT 対応 3D プリンターへ入力され
たデータが無許諾の 3D データでないかどうかを
チェックするための認証データベースとなったり
して，意匠保護だけでなく意匠活用のためのデザ
インデータ提供プラットフォームとなる可能性を
秘めている。

3-7　審査主義国の審査プラクティスの確認
　ハーグエクスプレスで個別事件を表示し
history タブをクリックすると，出願人や代理人
に限らず誰でも，当該事件に関する保護付与声明
や拒絶通報を閲覧することができる。
　審査主義国においては，通常，出願人でない者
が第三者の出願に係る拒絶理由を確認することは
難しく，締約国官庁の図面要件や類否に関する判
断などの審査プラクティスがどのようなものであ
るか，公知資料に基づいてその傾向を把握するこ
とが難しかった。例えば，従来，日本国特許庁の
新規性判断（意匠法第 3 条第 1 項）や，どのよう
な公知モチーフ又はその組み合わせ等を根拠とし

 
DM/082 171  

Labels for shaving razors （19-08） 

THE GILLETTE COMPANY

 
DM/071 663  

Graphic symbol （32-00） 

DAIMLER  AG 

図 4：ラベル，グラフィックシンボルに係る
デザインについての国際登録例
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て創作を容易であると判断して登録を拒絶してい
るのか（意匠法第 3 条第 2 項），先願の意匠との
類否判断（意匠法第 9 条）については，審決取消
訴訟の判決等で知りうる程度であった。そのため，
拒絶理由通知の妥当性について検討しようとする
場合は，一定の出願経験又は審査経験を有する専
門家の経験に基づいて，拒絶理由の妥当性を判断
するしかなかった。今後は，一部の拒絶理由通知
が公開されることになるため，特許庁の審査プラ
クティスを個別具体的な事例を通じて知ることが
できるようになる。
　なお，ハーグシステムには，アメリカ合衆国も
加盟しており，ハーグエクスプレスの history タ
ブでは，意匠特許出願に関する USPTO 審査官の
コメントも閲覧することができる。英語を母語と
しない国々の人にとっては，デザインに関する英
語表現についての貴重な情報源になるものと思わ
れる。

3-8　意匠の複製物における破線表現
　国際意匠登録出願では，意匠の一部をディスク

レーマー又は保護を求めないものとして破線で表現
することが可能となっている（第 403 節 (a)(ii)）50）。
例えば，国際登録番号 DM/08374351）のように，
意匠の一部についてディスクレーム部分を破線で
表示することができる。DM/083743 意匠番号 1
のデザインは空気清浄機本体内部をディスクレー
ムしているように見受けられ，DM/083743 意匠
番号 2 のデザインは空気清浄機本体内部と脚部
分をディスクレームしているように見受けられ，
DM/0837433.1 意匠番号 3 のデザインは空気清浄
機本体中間部をディスクレームしているように見
受けられる。DM/083743 意匠番号 1 乃至 3 のい
ずれも空気清浄機の外観について 1 つのデザイン
を表したものであり，米国 52）や欧州 53）では一般
に見受けられる破線実務であると考えられる。
　上記事例のように，ハーグシステムにおける
ディスクレーマー制度は，保護を求めないもの
を積極的に特定する制度であり，意匠登録を受け
ようとする部分を積極的に特定する我が国におけ
る部分意匠制度（意匠法施行規則様式 6 備考 11）
と異なっている 54）。その結果として，我が国では

   
DM/083 743  

意匠番号 1（1.1 -1.8）
DM/083 743  

意匠番号 2（2.1 -2.8）
DM/083 743  

意匠番号 3（3.1 -3.8）

図 5：米国意匠特許出願 29/476404 を基礎とする国際登録意匠の斜視図
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意匠の単一性が認められないと認定される意匠の
複製物であっても，各締約国では意匠の単一性を
満たす出願として認定される可能性がある 55）。す
なわち，部分意匠として見た場合には新規性等が
ないと考えられるデザインであっても，意匠全体
の一部をディスクレームしたデザインとして見た
場合には，デザインの新規性が主張しやすい場面
もあるため，ディスクレーマー制度を活用するこ
とにより，より柔軟な意匠登録を実現することが
できる可能性がある。
　なお，我が国のように意匠の単一性要件につい
て実体審査を行っている締約国において，破線表
現を含んだ国際登録に係る意匠の保護範囲を検討
する場合には，国際登録と指定国内登録の意匠に
違いが生じていないかどうかについて留意する必
要がある。言い換えれば，国際登録では実線部分
が 2 区域存在している状態で登録されている意匠
が，指定国国内登録では実線部分が 1 区域のみと
なって，ディスクレーム範囲が広がる可能性があ
る点に留意する必要がある 56）。この点，方式的要
件のみを審査する締約国においては，上記事例の
ように国際登録された意匠と指定国内登録の意匠
に違いは発生しない 57）。

４．まとめ

　上述のとおり，ハーグシステムの活用方法は単
なる外国意匠出願に留まらないものである。その
ため，各締約国で保護対象となるデザインや意匠
表現の柔軟性・寛容性を認識することができれば，
ハーグシステムユーザーは，世界各国においてよ
り充実した意匠保護を得られる可能性がある 58）。
また，国際意匠登録制度は，模倣品対策を目的と
する意匠保護ツールとして活用することができる
だけではなく，デザインに係る名義人を明確化し
て，デザインに関する国際的な取引やコミュニ
ケーションを円滑に進めるための道具として活用
することもできるものとなっているから，ハーグ
システムは，意匠登録だけでなく著作物に係る契
約等にも活用できる可能性があるものと考えられ
る。

（注）
1）The Hague System for the Internat ional 

Registration of Industrial Designs
2）Guide to the international registration of industrial 

designs，世界知的所有権機関　ジュネーブ 2014 年
（A6 03.01）

3）原文はフランス語で記載されている。http://www.
wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/fr/hague/trt_
hague_001fr.pdf
英訳例としてはシンガポール国立大学の公開資料
がある。
https://cil.nus.edu.sg/1925/1925-hague-agreement-
concerning-the-international-registration-of-
industrial-designs/email/

4）当時の締約国は，ドイツ・オランダ・スペイン・
スイス（1928 年 6 月 1 日），ベルギー（1929 年 7
月 27 日），フランス・モロッコ（タンジール）・チュ
ニジア（1930 年 10 月 20 日），リヒテンシュタイ
ン（1933 年 7 月 14 日）となっていた。

5）「登録局は寄託物の登録にあたってきわめて受け身
の立場にとどまり，形式的要件を満たす寄託物は
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28, 1960）の概要については，青木博通「ヘーグ協
定ヘーグアクト（1960 年）の概要」パテント 2012 
Vol.65 No.3 参照。
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制度と我が国意匠法における取扱いの要点につい
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財産機構，アルバニア，アルメニア，アゼルバイ
ジャン，（ベルギー），ボスニア・ヘルツェゴビア，
ボツワナ，ブルネイダルサラーム，ブルガリア，
クロアチア，デンマーク，エジプト，エストニア，
欧州共同体，フィンランド，フランス，ジョージア，
ドイツ，ガーナ，ハンガリー，アイスランド，日本国，
キルギスタン，ラトビア，リヒテンシュタイン，
リトアニア，（ルクセンブルク），モナコ，モンゴ
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ン，ポーランド，大韓民国，モルドバ，ルーマニア，
ルワンダ，サントメプリンシペ，セルビア，シン
ガポール，スロベニア，スペイン，スイス，シリア，
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9）1960 年ハーグ改正協定のみが機能している締約国：
ベルギー，ベリーズ，ベナン，コートジボワール，
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21）インターネット出願ソフト：http://www.pcinfo.

jpo.go.jp/site/3_inet/
22）出願の際，国際出願手続又は国際登録された意

匠を管理するために代理人を選任する場合は，様
式 DM7 を委任状とし，E-filing 環境で発行される
WIPO reference 番号を用いて案件を特定すればよ
い。

23）WIPO ウェブサイト「画像ファイルの仕様につい
て」：http://www.wipo.int/edocs/hagdocs/en/2013/
hague_2013_3.pdf#page=3

24）International Designs Bulletin：http://www.wipo.
int/haguebulletin/?locale=en

25）国際意匠公報のデータは，システム間連携が図ら
れるように XML 形式でも提供されている。ftp://
ftpird.wipo.int/wipo/hague/

26）WIPO ハーグシステムよくある質問：How can 
I obtain copies (certified or non-certified) and/or 
extracts from the International Register?
http://www.wipo.int/hague/en/faqs.html

27）WIPO オンライン問い合わせページ：
https://www3.wipo.int/contact/en/area.jsp?area= 
designs

28）Hague Express Database：http://www.wipo.int/
designdb/hague/en/

29）Global Design Database：http://www.wipo.int/
reference/en/designdb/

30）ドイツ，韓国，欧州が追加される予定である（大
熊雄治 WIPO 日本事務所長「WIPO グローバル
デ ー タ ベ ー ス」）http://www.japio.or.jp/english/
fair/files/2015/2015e11wipo.pdf

31）経済産業省ウェブサイト：我が国の意匠権の
情 報 が 世 界 に 発 信 さ れ ま す～「Global Design 
Database」に日本の意匠情報を提供します～
http://www.meti.go.jp/press/2015/07/201507300 
04/20150730004.pdf

32）Global Brand Database：http://www.wipo.int/
branddb/en/

33）TMView ：https://www.tmdn.org/tmview/welcome
34）DesignView：https://www.tmdn.org/tmdsview-

web/welcome
35）DesignView では，2016 年 6 月 20 日から国際登

録意匠も検索可能となっている。
36）Araceli Blanco Jimenez 著 事務局（訳）「DesignView 

世界規模での意匠検索」DesignView からのモーニ
ングコール AIPPI (2015) Vol.60 No.6 p63。

37）下道晶久・水野みな子「ハーグ協定ジュネーブ
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改正協定における「自己指定」について：Geneva 
Act of July 2, 1999 （ハーグ協定ジュネーブ改正協
定）第 14 条 (3) は「自国指定」に関する規定である」
AIPPI (2015) Vol.60 No.3

38）国際登録出願を優先権主張の基礎として日本国内
に意匠登録出願する際には，第一国国名に世界知
的所有権機関と記載する（方式審査便覧 28.10 「パ
リ条約第４条Ａ（２）の正規の国内出願を基礎と
する優先権主張の手続の取扱い」）。なお，世界知
的所有権機関ではなく，国際事務局（IB）と記載
すると，方式違反として補正指令を受けることが
ある。

39）意匠法第六十条の十第二項 の経済産業省令で定
める期間は，国際公表があつた日から三月とする。
（意匠法施行規則第 12 条の 2）

40）提出期限日までに優先権証明書が提出されなかっ
たために，同一デザインに係る他国の登録公報が
引例となり，我が国における保護が受けられなかっ
た事例も見受けられる。グレースピリオド運用に
慣れている外国の出願人には十分注意してもらう
必要がある。

41）「多意匠一出願制度と欧州の公告繰延べ制度を
併用することにより，売れ筋の製品のみを公告
することにより，公告費用を削減することができ
る」青木博通「第Ｖ章　EU 意匠規則に基づく共
同体意匠の保護　４．共同体意匠制度の活用方法」
AIPPI EU 意匠規則成立後の欧州における意匠制
度に関する調査研究報告書 2003 年 3 月 p213

42）国際公開延期に似ている制度としては，秘密意匠
制度（第 14 条）が挙げられる。両者は一定期間意
匠を公開しないという点において共通するが，秘
密意匠制度は設定登録日（又は存続期間）にはな
んら影響を与えない点において相違する。

43）前掲伊藤宏幸「ハーグ協定ジュネーブ改正協定に
基づく意匠の国際登録制度と我が国意匠法におけ
る取扱いの要点について」5.2 意匠の国際登録制度
の活用例　AIPPI (2015) Vol.60 No.5

44）形式的な拒絶理由がある場合などには，局通知応
答期間分だけ更に権利化時期が先送りになる。

45）元来ハーグシステムは，欧州で発展してきてい
るため，二次元デザインを登録し，公開する手段
として広く活用されているようである。なお，二
次元デザインと三次元デザインとの間における登
録意匠の権利有効性については，「ドイツ連邦通
常裁判所国民の名における判決 事件番号：I ZR 
56/09 ICE 事件」等の先例があるものの，未だ議
論が残されている（早稲田大学知的財産法制研究
所（RCLIP）「欧州におけるデザイン保護」講演会
における Annette Kur 教授と佐藤恵太教授の質疑

応答より）。
46）デザインの名義についての不明確性を解消すべく，

2014 年英国知的財産権法では，意匠の名義に関す
る具体的な規定が盛り込まれたことについては，
Tania Clark（事務局訳）「英国意匠アップデート」
AIPPI (2015) Vol.60 No.12 参照。

47）文化庁ウェブサイト「（1）著作権登録制度とは」
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seido 
kaisetsu/toroku_seido/

48）「著作権の登録制度は，権利の対象物や範囲が不
明確であり，公示制度としての確実性に欠ける」（椙
山敬士「登録と対抗要件」4(2)　著作権判例百選 [ 第
四版 ] p147 2009 年 12 月 20 日有斐閣）

49）「一般的にいえば，不動産は価値の高いことが多く，
権利譲渡の取引に当たっては契約書を作成した上
で登記を経由することが通常であり，国民の間に
この公示制度は定着しているといってよい。著作
権の譲渡では，せいぜい契約書止まりで，登録制
度は日常的に利用されてはいない。」（前掲，椙山「登
録と対抗要件」4(1) p147）

50）実施細則第 403 節は，2014 年 1 月 7 日付実施細
則では，「Disclaimers」と題されており，2014 年
7 月 1 日付実施細則で，「Disclaimers and Matter 
That Does Not Form Part of the Industrial Design 
or the Product in Relation to Which the Industrial 
Design is to be Used」と改定された。ディスクレー
マーとは，「意匠の複製物中に表されるが保護を求
めないもの」とされている（第 403 節 (a)）。

51）‘Air purifier’に係る国際登録（基礎出願：29/476404
US，指定国：欧州，出願人：THE PROCTER & 
GAMBLE COMPANY）

52）実際，意匠特許権者が自らの意匠の新規の様相の
みを実線で示して特許請求することはしばしばあ
る。意匠の古い部分や重要でない部分は，破線を
用いて特許請求の範囲外とされることが多い。（In 
re Zahn, 617 F.2d 261m 267 (CCPA 1980)「意匠
の一部を放棄する破線の使用を承認している」）。
AIPPI (2008) Vol 53. No.8 p33 米国知的財産権法
協会 (AIPLA) 事務局（訳）「米国知的財産権法協
会 (AIPLA) が法定助言者として CAFC に提出し
た弁論趣意書」

53）Convergence on graphic representations of designs 
- Common Communication  https://www.tmdn.org/
network/documents/10181/20e96f9f-2e5b-431f-
9ba5-e429abe7dac8

54）例えば，上記国際登録の事例と基礎出願を同じく
する空気清浄機のデザインを日本国特許庁に出願
した場合には，DM/083743 意匠番号 1 及び 2 のデ
ザインについては意匠の単一性が認められるもの
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の，DM/083743 意匠番号 3 のデザインについては，
空気清浄機に２つの意匠が包含されているため意
匠の単一性が認められないものと判断され（意匠
審査基準 71.7.1.2），一意匠一出願の要件（意匠法
第７条）を満たさないとして拒絶理由通知が発せ
られ，意匠を分割する機会が与えられることにな
る（第 1526421 号は，意匠登録第 1525527 号に係
る意匠出願に基づく分割出願により意匠登録され
ている）。

55）（出願の）単一性としては「１物品１形態に限
定するタイプ，複数の実施例（embodiments 又は
variants）を含むタイプ，完成品と部品を含むタイ
プ，一組の物品に関する意匠を含むタイプ，ロカ
ルノ分類（国際意匠分類）の同一クラスに含まれ
る物品の意匠を含むタイプとがある」AIPPI (2001) 
Vol.46 No.11 p35「意匠保護要件の各国比較」水野
みな子・森本聡二（共著）

56）出願当初の図面に開示された内容の範囲内で，新
規事項の追加とならないように破線部分を広げる
補正は，米国意匠特許実務上認められている運用
ではあるものの，我が国では，実線部分を破線部
分に変更する補正は要旨の変更であるとして，原

則として，却下される。実線を破線へ変更する補
正は，第７条違背時にのみ認められる例外的なも
のである（意匠審査基準 71.10.4）。

57）例えば，EUIPO では，国際登録された意匠と指
定国内登録の意匠に違いはなく，指定国登録番号
も共同体意匠公報も発行していない。

58）意匠条例の制定の理由について後（明治 32 年）に，
立案に当った高橋是清氏が陸奥宗光農商務大臣に
宛てて提出した意見書の中に次のように書いてあ
る。（中略）「又外人ノ我ガ工芸品ヲ注文スルニ当
リ先ツ意匠ノ登録ヲ経タルヤ否ヤヲ討究シ若シ登
録ヲ経タルモノナリセハ若干ノ高価ヲ払ウヘキニ
惜カナ登録ヲ経サルモノハ他人又此レト同一品ヲ
以テ得意ヲ奮ウガ故ニ特約スルモ其効ナシトシテ
現ニ充分ノ価格ヲ保ツコト能ハサルヲ聞カサルカ
……」これが，「政府ガ明治 21 年 12 月ヲ以テ意匠
条例ヲ発布シタル所以」であった。（高田忠「意匠
（オンデマンド版）」 pp11-12 2000 年 10 月 1 日 有
斐閣）

（原稿受領日　平成 28 年 5 月 23 日）


