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デンマークの特許制度

　デンマークの特許制度は、特許付与手続に関しては欧州特許条約と調和している部分が多いですが、
特許付与手続以外については隣国であるドイツや北欧諸国の協力の歴史の影響を受けた独自のものと
なっている部分がみられます。
　また、デンマーク特許商標庁は、もともと審査官の数が少ないため一人の審査官が担当する技術分野
が広いという状況にありますが、さらに国内出願件数が減少傾向にあることから、これ以上の業務量の
減少に伴う審査官数の減少とそれに起因する品質の低下を阻止するために、北欧特許庁設立による国際
特許出願業務の確保、外国特許庁からの特許審査請負業務、国内外ユーザー向け有料サービス等を積極
的に行っています。その結果、国内出願の特許審査件数よりも外国特許庁からの審査請負業務による特
許審査件数の方が多くなっています。また、ユーザー向け有料サービスは国内企業よりも外国企業によ
り多く利用されています。このように、デンマーク特許商標庁の活動は自国のためだけの範囲に留まっ
ていません。
　本稿では、やや網羅的になりますが、デンマークの特許制度とデンマーク特許商標庁の全体像につい
て紹介します。なお、本稿の内容は筆者の個人的見解に基づくものであり、特許庁、経済産業省、また
はデンマーク特許商標庁の見解を表明するものではないことをご了解ください。
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批准（2008年）に伴い、その都度それらの条約・協定と矛

盾がないように特許法が改正されてきています。

2. デンマーク特許商標庁5）

2.1 組織
　デンマーク特許商標庁は、商務成長省の外局であり、独

立会計を採用しており国家から予算を受け取っていません

（これらの点は日本国特許庁と同様です）。歳入と歳出はほ

ぼ同額で153 million DKK（約28億円）です6）。2012年の

デンマーク特許商標庁の職員数は約180名であり7）、特許・

実用新案を担当する審査官は68名です 8）。コングスタッ

ト長官（Mr. Jesper Kongstad）は欧州特許機構（EPOr）管

理理事会の議長を務めています9）。

2.2 先行技術文献調査の環境
　デンマーク特許商標庁は、他の多くの欧州特許条約締結

1. はじめに

1.1 デンマークについて
　デンマークは北欧諸国の中で最も南に位置し、ヨーロッ

パ大陸（ドイツ）と陸続きのユラン半島と数百の島々から

なります。人口は約560万人（2013年）、面積は九州とほ

ぼ同じですが、グリーンランドとフェロー諸島をデンマー

ク領として有します。

　一人あたりGDPは56,202ドル（2012年、IMF統計）で

世界7位（我が国は13位）、我が国との主要貿易品は、我

が国への輸出品が医薬品、豚肉等であり、我が国からの輸

入品が自動車、OA機器等です1）。

1.2 デンマークの特許制度の歴史2）

　デンマークがその歴史において特許制度を導入したのは

1894年であり、我が国が専売特許条例を公布した1885年

から9年後になります。1894年に導入された特許法は当

初から審査制度を有しており、当時審査を担当したのは4

名の審査官と1名の弁護士の合計5名でした。1936年には

第三者による付与前異議制度が導入されました。その後、

用途を限定した化学物質の特許保護対象化（1967年）、化

学物質自体と微生物の特許保護対象化（1978年）、医薬品

の特許保護対象化（1983年）、食品と食品の製造方法の特

許保護対象化（1989年）、と特許保護対象を拡大してきま

した。さらに、1992 年には実用新案制度が導入され、

1993年には付与前異議制度が付与後異議制度に変更され

ると共に、行政再審査制度が導入されました。また、現在

に至るまで、北欧特許法構想（実現せず）3）、特許協力条

約（PCT）批准（1978年）、欧州特許条約（EPC）批准（1989

年）、TRIPS協定批准、共同体特許条約（CPC）批准（1993

年）4）、特許法条約（PLT）批准（2005年）、ロンドン協定

1） 外務省ホームページ及びJETROホームページ
2）特許法誕生100周年を記念してデンマーク特許商標庁が1994年に出版した「Fra væsen til virksomhed」を参照しました。
3） 1950年代中頃から、北欧諸国（デンマーク、ノルウェー、フィンランド及びスウェーデン）は、北欧特許法の創設を目指して準備を始め、1964

年に最終的な北欧特許法草案を完成させました。そして、前段階として各国の国内の特許法を北欧特許法草案に調和するように改正しました。
デンマークでは1967年12月に特許法の改正を行っています。しかしながら、当時欧州ではEC（欧州諸共同体）とEFTA（欧州自由貿易連合）が
形成されており、EFTA加盟国であったデンマークはECへの加盟を望んでいたことから、積極的に北欧特許法を主導することを躊躇しました。
このため、北欧特許法は最終的に実現しませんでした。

4） デンマーク特許法には、共同体特許条約に関する条文（第92条〜第97条）が存在しますが、共同体特許条約自体が未発効に終わっています。なお、
近時、名前を変えて、欧州単一効特許制度と欧州統一特許裁判所の創設が実現しようとしており、その際にはこの共同体特許条約に関する条文
は削除される予定です。（「今後の法改正の予定」の項を参照のこと。）

5） 山崎利直「審査業務の争奪戦に鎬を削る中規模庁の先進的取組〜審査激戦区，欧州からのメッセージ〜」特技懇261号第87-99頁（2011）には、
デンマーク特許商標庁の概要について説明があります。

6） デンマーク特許商標庁のホームページに掲載されている年報「ÅRSRAPPORT 2012」（デンマーク語）から確認できます。なお、歳出に占める人
件費の割合が61％、ITシステム等の事務処理費の割合が18％、各種プロジェクト費の割合が12％、庁舎費用の割合が6.4%と続きます。組織が
小さいことに加えて、後述するように自前の文献調査システムを開発していないこともあり、非常にコンパクトな歳出となっています。

7） 日本国特許庁発表の「特許行政年次報告書2013年版〈統計・資料編〉」によれば、日本国特許庁の平成25年度の定員数は2852人ですから、人員規
模からみると、デンマーク特許商標庁の組織規模は日本国特許庁の約1/16ということになります。

8） 特許審査部門の年間の業務量は、国内出願の審査件数が約1,000件、外国特許庁からの下請け審査件数が約1,500件、北欧特許庁の審査官として
調査するPCT出願件数が約130件、実用新案の基礎的要件の審査件数が約200件、ユーザー向け有料サービスが19,000時間となっています。（な
お、特許審査官一人あたりの年間の業務量は、特許審査件数が約37件、PCT出願が約2件、実用新案の基礎的要件の審査件数が約3件、ユーザー
向け有料サービス対応時間が約280時間となります。）

9）JETRO欧州知的財産ニュース「Kongstadデンマーク特許商標庁長官，欧州特許機構管理理事会議長に再選」2013年4月2日
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図1　デンマーク特許商標庁の組織図
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　特許に関するサービスの内容は、新規性調査（出願のた

めの基礎資料或いは外国特許庁の早期審査申請資料として

用いるため）、有効性調査（異議申立や取消訴訟の証拠資

料収集のため）15）、クリアランス調査・侵害防止調査（自

社製品販売前の他者特許抵触確認のため）、技術収集調査

（特定技術分野の情報収集のため）、ファミリー出願調査、

出願人/発明者検索等があります16）。

　さらに、ユーザーの要望に応じた調査も可能です。これ

は、例えば、特定の業界における最先端技術と世界的な特

許勢力図を調査してユーザー企業の無駄な投資を抑えると

共に、競合企業及び潜在的なパートナー企業を明らかにし

て企業戦略の基礎資料に用いるといった利用方法が想定さ

れています17）。

　また、上記したような、ユーザーが1回限り報告を受け

るサービスに加え、特定の業界の開発状況をウォッチング

するために定期的に報告を受けるといったサービスもあり

ます。

　これらの有料サービスを始めるにあたって、ユーザーは

担当する審査官と直接話し合って、サービスの内容を決定

することが可能です。

　有料サービスの料金は時間制であり1審査官1時間あた

り1,050DKK（200米ドル, 140ユーロ）程度に設定されて

います。そして、2012年の年間実績は、外国ユーザー向

けが約17,000時間、国内ユーザー向けが約2,000時間です。

つまり、デンマーク特許商標庁は特許に関するユーザー向

け有料サービスで380万米ドル（約3.8億円）の売上を得て

いると推測され、しかもその利用者は国内の企業等よりも

外国の企業等の方が多いということになります。

2.5 品質監理
　デンマーク特許商標庁は品質マネジメントシステム

（QMS, Quality Management System）を確立し、2005年に

特許及び商標の権利付与についてISO9001を取得、2006

年にはユーザー向け有料サービスについてISO9001を取得、

2008 年 に は 実 用 新 案 及 び 意 匠 の 権 利 付 与 に つ い て

国の特許庁と同様に、欧州特許庁が開発・提供しているエ

ポックネット（EPOQUE-net）を主に使用しています。デ

ンマーク語、アイスランド語、ノルウェー語及びスウェー

デン語の古い特許文献については、デンマーク特許商標庁

内の書架で紙媒体を閲覧可能であると同時に、各特許庁の

ホームページからも調査可能です。また、我が国の特許電

子図書館（IPDL）を通じて日本語特許文献も調査が行わ

れています。さらに、非特許文献（技術論文）についても

COMPENDEX、CAS（Chemical Abstracts Service）、

INSPEC、IEEEをはじめ、多くの民間提供データベース

を利用して調査しています。

2.3 諸外国からの審査請負
　デンマーク特許商標庁は、アイスランド、シンガポール、

トルコから特許審査を請け負っています10）。

　アイスランド特許庁は実体審査能力を有しておらず、ま

た戦前デンマーク領であったという歴史的な関係から、実

体審査能力を有するまでは、アイスランド特許庁への出願

は原則として全件デンマーク特許商標庁がサーチ及び審査

を行っています。シンガポール特許庁は1995年に設立され、

その特許審査は歴史的な関係から英国知的財産庁が請け

負ってきましたが、デンマーク特許商標庁は2003年にシ

ンガポール特許庁と契約を結びサーチ及び審査を請け負う

ようになりました11）。トルコ特許庁は滞貨解消のため、主

としてトルコ国外からの特許出願についてデンマーク特許

商標庁にサーチ及び審査を外注しています12）。

　これら諸外国からの審査請負件数は年間約1,500件であ

り、国内の出願審査件数が年間約1,000件ですから、審査

官は自国の出願審査よりも諸外国の出願審査の方により時

間を割いていることになります。なお、外国特許庁へ納品

する審査結果（オフィスアクション）はすべて英語です13）。

2.4 ユーザー向け有料サービス
　デンマーク特許商標庁は、北欧特許庁を窓口として国内

外のユーザー向けに有料サービスを提供しています14）。

10）これらの国の中では、シンガポールから請け負う審査件数が圧倒的に多いです。
11） シンガポール特許庁はデンマークの他、オーストリア及びハンガリーの特許庁にも外注しています。（シンガポール特許庁のホームページから

確認可能。）
12）これまでにデンマーク特許商標庁がトルコ特許庁から請け負ったサーチ及び審査の件数は700件以上です。
13）デンマーク人は審査官に限らず、ほぼ全国民が英語をマスターしています。
14） 現在は北欧特許等を窓口としてユーザー向け有料サービスを実施していますが、デンマーク特許商標庁におけるユーザー向け有料サービスの歴

史は古く、少なくとも25年前（1988年頃）には、現在に比べると規模は非常に小さいものの、すでに当該サービスを行っていたようです。
15） 有効性調査は、外国の特許権に対して利用することができますが、デンマーク特許商標庁自らが付与した国内特許に対しては利用することがで

きません。自らが付与した特許について有効性調査を行うことは、自らが付与した特許に瑕疵があることを前提としていることになるためであ
ると思われます。ただし、国内特許とファミリーの関係にある外国特許に対しては有効性調査を利用することが可能です。

16） ユーザーにとっては、民間提供のサービスとは異なり、審査官がエポックネット等の充実した先行技術文献調査環境の下で調査を行うためより
正確な情報が得られるというメリットがあります。また、デンマーク特許商標庁にとっては、審査官の業務量を増やすことにより、同庁が抱え
る審査官数を維持し、結果として同庁の審査の品質を維持・向上させることができるというメリットがあります。

17） 類似の内容をより詳細に調査するものとして、日本国特許庁も「特許出願技術動向調査」を行い結果を発表していますが、これは料金を支払っ
た特定ユーザーのためのものではなく、我が国全体の企業や大学等が研究開発テーマや技術開発の方向性を決定する上で参考になる情報として
提供しているもので、その性質は大きく異なります。
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して、サンプルチェックの結果はすべてサンプルを実際

に審査した審査官にフィードバックされますが、審査官

は反論する権利を有し、反論の結果最終判断が変わるこ

ともあります。

2.6 特許審査ハイウェイ
　デンマーク特許商標庁は、我が国、米国、ロシア、イス

ラエル及び中国との間で国内段階審査結果又は国際特許出

願の国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイ（PPH: 

Patent Prosecution Highway）を締結しています20）。また、

韓国及びカナダとの間で国内段階審査結果を利用した特許

審査ハイウェイを締結しています。

　なお、北欧特許庁は、我が国及び米国との間で特許審査

ハイウェイを施行しています21）。

2.7 特許情報の提供
　デンマーク特許商標庁のホームページにおいて、発明者

検索、発明の名称検索、国際特許分類検索などが可能であ

る他、出願番号等の情報をもとに拒絶理由通知の内容を含

む審査経過情報を参照することが可能です22）。

2.8 北欧特許庁
　北欧特許庁は、北欧特許庁設立協定に基づいて、デンマー

ク、ノルウェー、アイスランドにより設立された広域特許

庁であり23）、国際調査機関・国際予備審査機関として活動

しています24）。本部をデンマーク特許商標庁の一室に置く

仮想的な特許庁であり、専属の審査官を有しておらず、実

際にはデンマーク特許商標庁とノルウェー特許庁の審査官

ISO9001 を取得しています 18）。世界の特許庁の中で

ISO9001の認定を最初に受けたのは英国知的財産庁（2003

年）ですが、北欧諸国の特許庁もすべてISO認定を受けて

います。特にデンマーク特許商標庁は、外国特許庁及び外

国企業からそれぞれ審査業務及びユーザー向け有料サービ

スを積極的に受注しているため、品質保証をアピールする

目的にISO認定を利用しているようにみえます19）。

　組織全体の品質に関する活動を定めた品質マネジメン

トシステムの中の1つに、品質の監視・測定がありますが、

これは品質コントロール（quality control）を通じて行わ

れています。特許審査の品質コントロールは、月毎のサ

ンプルチェックを通じて行われており、許容できない審

査の率（エラー率）が4%未満であることが求められていま

す。その月の庁全体の特許審査規模に対して何件のサン

プルチェックを行ってエラー件数が何件以上であれば不

合格とするかとか、不合格がでた場合には翌月以降はサ

ンプル件数を増加してより厳しい基準でチェックすると

いうようなスキームは、ISO2859-1に従って行われてい

ます。

　実際にサンプルチェックを行う評価者は、サンプルの

審査に関与していない経験豊富な審査官が技術分野も考

慮の上で選定されますが、評価者は不連続に選ばれるた

め、サンプルを実際に審査した審査官には同僚の誰が評

価者であるのかがわからない仕組みになっています。評

価者は、サンプルを実際に審査した審査官が作成したサー

チの記録を参照しながら、自らも先行技術文献調査をし

た上で、サンプルの審査に問題がなかったかどうかの評

価書を提出し、品質担当管理職が最終判断を行います。そ

18） デンマーク特許商標庁のホームページから品質方針（Quality Policy）や品質目標（Quality Objective）が定められた「品質マニュアル（Level1）」（デ
ンマーク語）を参照することが可能です。品質マネジメントの重要な部分に、品質方針（Quality Policy）がありますが、そこには、デンマーク
特許商標庁のミッションは、「戦略的情報、技術保護及び営業標章の中心であること」であり、デンマーク特許商標庁のビジョンは「アイデアを
資産に転化してビジネスをサポートすることである」と定められています。さらに、デンマーク特許商標庁が提供するサービスの品質をどうい
う水準にするかといったことが定められています。http://ip-center.dkpto.dk/om-os/iso-certificering.aspx

19） デンマーク特許商標庁がISO認定を受けた理由は、①庁の競争力を向上させるため、②国際的に認められている手法によって庁の品質を証明す
るため、③品質マニュアルに必要なすべての情報を文書化して庁内で共有するため、④職員が異動しても情報を維持するため、であるとホーム
ページに記載されています。

20） デンマーク特許商標庁は国際調査機関ではないため、国際特許出願の国際段階成果物を利用する場合は、デンマークへの一方通行のPCT-PPH
として実施することになります。

21） 北欧特許庁は国内出願を扱っていないため、北欧特許庁への国際特許出願の国際段階成果物を利用して我が国又は米国への一方通行のPCT-
PPHとして実施することになります。

22） http://www.dkpto.org/　にアクセス後「Online Tools」→「Databases（free access）」→「PVS online databese」→「Search」から利用可能です。
23） 2003年9月29日の北欧閣僚理事会（Nordic Council of Ministers）において、PCTに関して北欧（ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィ

ンランド、アイスランド）でのさらなる協力の必要性が提起されました。それを受け、2004年9月には「北欧における共通PCT機関創設のため
のフィージビリティスタディ」と題する報告書が公表されました。報告書の公開を受けて北欧諸国が議論を開始しましたが、その過程において、
すでに国際調査機関・国際予備審査機関として認められていたフィンランドとスウェーデンは離脱しました。2006年5月には、デンマーク、ノ
ルウェー、アイスランドによって「北欧における共通PCT機関創設のためのフィージビリティのフォローアップ」と題する報告書が公表されま
した。直後の2006年7月5日に、デンマーク、ノルウェー、アイスランドの特許庁長官が北欧特許庁設立協定に署名をしました。その後2006
年9月28日のWIPO総会において北欧特許庁がPCT機関として承認され、国際調査機関（ISA）及び国際予備審査期間（IPEA）として活動する
資格が与えられました。そして、2008年1月1日から北欧特許庁としてのオペレーションを開始しています。

24） 欧州特許条約（EPC）の付属文書である集中化議定書により、EPC加盟国の特許庁は原則として国際調査機関・国際予備審査機関としての活動
を放棄し、欧州特許庁（EPO）に業務を集中化していますが、EPCの公式言語（英独仏）以外の言語を公用語とする国の特許庁は、自国又は隣
接国の国籍または住居を有する者による出願のみを対象として、国際機関として活動することが認められています。北欧特許庁（NPI）の組織
としての法的枠組みは、2006年7月5日に加盟国間で調印された「北欧特許庁設立協定」と、WIPOとNPIの間で結ばれたNPIが特許協力条約
の下でISA及びIPERとして活動することを決めた合意書と、EPOとNPIの間で結ばれた、「EPOとNPIとの間におけるPCT関連事項の協力に
関する特別協定」ということになります。
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りも、欧州特許庁が付与した特許の方が圧倒的に多いとい

うことになります29）。

　2012年にデンマーク特許商標庁が受理した国際特許出

願件数は646件でした。その内、管轄国際調査機関である

欧州特許庁、北欧特許庁及びスウェーデン特許庁の中から、

北欧特許庁が選択されたのは129件であり（図2参照）、多

くの出願人が国際調査機関として欧州特許庁を選択してい

るものと考えられます。

　また、2012年に国際特許出願を経由して直接デンマー

ク国内に移行した出願件数は少なく45件でした30）。

が業務を行っています 25）。（アイスランド特許庁はもとか

ら実体審査を行う審査官を有していません。）

　北欧特許庁は、国内出願は扱わず、管轄国であるデンマー

ク、ノルウェー、アイスランド、スウェーデンの特許庁が

受理した国際特許出願について、出願人が選択した場合、

国際調査・国際予備審査を実施します26）。出願言語はデン

マーク語、英語、ノルウェー語、スウェーデン語です。

　また、北欧特許庁は補充国際調査機関でもあり、さらに、

2013年5月1日から加盟国の庁が所有するデンマーク語、

アイスランド語、ノルウェー語及びスウェーデン語の文献

に限定して調査を行う、「北欧型」の補充国調査も行って

います27）。ここにも、自らの得意分野をアピールして業務

を確保しようとする姿勢をみてとることができます。

　国際調査報告書作成件数は、図2のとおりです28）。

3. 特許出願

3.1 出願規模
　2012年の国内特許出願件数は1,634件、国内特許出願の

特許登録件数190件でした（図3参照）。出願件数はやや減

少傾向にあります。出願件数に対して登録件数が少ない理

由は、出願目的が、外国出願に備えて優先権を確保すると

共に新規性及び進歩性の見解を得ることであって、国内に

おいて特許権を取得することではないというケースが多い

ためです。

　なお、2012年に登録されたデンマークで効力を有する

欧州特許件数は6,307件でした（図4参照）。つまり、デンマー

クで有効な特許はデンマーク特許商標庁が付与した特許よ

25） PCT規則36.1（i）及びPCT規則63.1（i）によれば、国際調査機関・国際予備審査機関になるためには、最小限の要件として審査官を百人以上保
有していなければならないため、デンマーク特許商標庁とノルウェー特許庁の審査官を合計することによってこの要件をクリアして、国際出願
の業務を獲得することに成功したとみることができます。近時、北欧特許庁の成功を受けて、ハンガリー、オーストリアおよびルーマニアの中
欧3か国によるドナウ特許庁の設立の動きがあります。

26） 管轄国にスウェーデンが加わったのは2013年1月1日からです。
27） JETRO欧州知的財産ニュース「北欧特許庁，「北欧型」のPCT補充国際調査を開始」2013年5月8日
28） WIPO発行の「PCT Yearly Review 2013」から作成
29） このように審査業務は欧州特許庁に集中化されており、その分デンマーク特許商標庁の審査業務が減少していますが、欧州特許庁が付与した特

許であっても、デンマークで効力を得るための特許維持年金は初回以降は権利者からデンマーク特許商標庁に支払われ、デンマーク特許商標庁
はその一部（2013年時点で50%）を欧州特許庁に支払う必要があるものの（欧州特許条約第39条）、残りはデンマーク特許商標庁の歳入となる
点には留意が必要です。

30） フランスなどの一部の欧州特許条約加盟国は、国際特許出願の国内移行の指定国として直接指定できず、それらの国で権利化したい場合には、
欧州特許庁を指定する方法（Euro-PCT）を用いる必要があります。これに対して、国際特許出願を利用してデンマークで特許を取得しようと
する場合には、国内移行の指定国として直接デンマークを指定することが可能です。しかしながら、出願人にとって効率性の観点から、多くの
割合でEuro-PCTが用いられているものと考えられます。

図3　国内特許出願の出願件数と登録件数
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3.6 情報提供制度
　情報提供者はE-mailを含めたあらゆる手段によって審

査に役立つ情報を提出することができます35）。情報提供が

なされたことは出願人に通知されます。特許が付与された

場合、審査官の裁量により異議申立の機会を知らせる通知

が情報提供者に対してなされることもあります（デンマー

ク特許規則第36条）。なお、我が国では匿名でも情報提供

することができますが、デンマークでは匿名では情報提供

することができません。

3.7 期間徒過後の救済と権利の回復
　出願に係るあらゆる手続きに関して、指定期限が経過し

た場合であっても指定期間の経過後4月以内であれば、手

数料を納付すれば審査・処理は再開されます（デンマーク

特許法第15条（3））36）。さらに、合理的に要求されるあら

ゆる注意（due care）を払っていたにもかかわらず期限を遵

守することができずに権利が喪失した場合には、遵守でき

なかった原因がなくなった日から2月以内であって期限後1

年以内であれば、出願人又は権利者は権利の回復を請求す

ることができます（デンマーク特許法第72条（1））。これは、

優先権の回復についても適用されます（デンマーク特許法

第72条（2））。

　我が国は特許法条約（PLT）には未加盟ですが、デンマー

クは、特許法条約の発効当初（2005年4月）から加盟して

おり、期間徒過後の救済と権利の回復について、特許法条

約（特に第11条〜第13条）と調和しています37）。

3.8 出願から権利満了までの流れ
　デンマーク特許商標庁に特許出願がされると、発明内容

が戦争に関するものでないかチェックされ、戦争に関する

ものである場合には秘密特許として扱われ、そうでない場

合には通常の出願として扱われます。通常の出願の場合に

は方式審査に付され、その後、審査官による実体審査が行

われ、サーチレポートと1回目の拒絶理由通知が送付され

ます（我が国や欧州特許条約と異なり審査請求制度はあり

ません）。このファーストアクションまでの期間は、出願

日から7.1月（2012年実績）です。その後、出願から18月

3.2 出願言語
　特許請求の範囲、明細書、要約及び図面は、デンマーク

語又は英語でしなければなりません。英語で出願した場合

であっても、特許査定の際には、特許請求の範囲について

はデンマーク語訳を提出しなければなりません（デンマー

ク特許規則第6条）。審査官のオフィスアクション（拒絶理

由通知等）の言語は、出願人がデンマーク語又は英語から

選択できます。

　なお、デンマークはロンドンアグリーメントに批准・加

入し、英語を指定しているため、デンマークを指定国とし

た欧州特許は、その特許請求の範囲、明細書、要約及び図

面が英語である場合には、特許請求の範囲のみをデンマー

ク語に翻訳すればよいことになります。

3.3 秘密特許
　デンマークは秘密特許制度を有します31）。デンマークの

出願人よる戦争に関する発明は、第1庁としてデンマーク

特許商標庁に出願しなければならず、当該発明が国家の防

衛のために必要であると防衛省が判断したものについて

は、秘密特許扱いとなります。出願が秘密特許に該当する

と決定された場合、防衛省の許可なくしては、当該出願を

基礎として欧州特許出願や国際出願はできなくなります。

また、秘密特許扱いとされている限り出願は公開されませ

ん。さらに、秘密特許の出願件数等も一切公開されません。

3.4 分類
　出願に対して審査官がIPC（国際特許分類）のみを付与し

ていますが32）、近い将来にIPCとCPC（共通特許分類）33）の

両方を付与することが決定しています。

3.5 早期審査
　デンマークは早期審査制度を有します。早期審査の申請

は、①侵害の疑いがある場合、②ライセンス交渉を行って

いる場合、③特許審査ハイウェイ関連出願である場合にお

いて、誰でも無料ですることができます。認められた場合

には、出願人への審査結果の最初の通知（FA, ファースト

アクション）が3月以内になります34）。

31） デンマーク特許法第70条には、秘密特許のための特別の規定を定めることが規定されており、特許法とは別の全12条よりなる秘密特許法が存
在します。

32） ただし、過去の多くのデンマークの特許公報に対して欧州特許庁の審査官の手によってECLA（欧州特許分類）が付与され、EPODOCに蓄積さ
れてきました。

33）欧州特許庁と米国特許商標庁が2013年1月から運用を開始した、ECLA（欧州特許分類）を基礎とした両庁共通の特許分類のこと。
34）後述するように、平均のFA期間は7.1月（2012年実績）です。
35）情報提供がなされた件数は公表されていませんが、年間5件以内とのことです。
36） 特許登録の場合の公告手数料についても同様であり、指定期間の経過後4月以内であれば、手数料を納付すれば手続は再開されます（デンマー

ク特許法第19条（4））。また、特許の更新手数料の納付に関しては、納付期限の経過後6月以内であれば追加手数料を付加して納付することが
できます（デンマーク特許法第41条（3））。

37） 我が国は平成23年法改正により、「外国語書面出願の翻訳文の提出」の期間の救済が追加されると共に、「特許料及び割増特許料の追納」の期間の
救済が緩和されましたが、すべての手続きについて救済が用意されているわけではなく、特許法条約には未加盟です。なお、産業構造審議会知
的財産政策部会特許制度小委員会報告書「強く安定した権利の早期設定及びユーザーの利便性向上に向けて」（平成25年2月）において、特許出
願審査請求の手続期間徒過に対する救済や、優先権に係る救済の導入が提言されているところです。
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に裁判所に上訴することができます。

3.9 国際出願の国内段階の追加サーチについて
　デンマーク特許商標庁は、北欧特許庁が国際調査報告

（ISR）を作成した国際特許出願（PCT出願）の国内段階に

おいては追加サーチを実施しません 39）。欧州特許庁が国

際調査報告を作成した国際特許出願の国内段階において

は、デンマーク語、フィンランド語、ノルウェー語及び

スウェーデン語の文献のみについて追加サーチを実施し

ます。日本国特許庁、米国特許商標庁、中国国家知識産

権局、韓国特許庁等が国際調査報告を作成した国際特許

出願の国内段階においては、国際調査報告を作成した国

の文献以外について追加サーチを実施します。なお、北

欧特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願の国内

段階においては、原則として国際段階と同じ審査官が国

内段階の審査も担当します。

が経過した時点で公開公報が発行されます38）。一方で審査

官と出願人の間で書面によるやり取り（拒絶理由と意見書

及び補正書）が繰り返された後、実体審査が終了すると特

許査定又は拒絶査定が下されます。

　特許査定の場合には、特許公告の日から9月以内に、何

人も異議を申し立てることができます。異議申立期間の経

過後は、何人も行政再審査を請求することができます。異

議申立及び行政再審査はデンマーク特許商標庁で審査さ

れ、その結果に不服がある場合には、特許権者及び請求人

共に、2月以内に特許商標審判部に審判請求することがで

きます。

　デンマーク特許商標庁での審査結果が拒絶査定の場合に

は、特許権者は2月以内に特許商標審判部に拒絶査定不服

審判を請求することができます（我が国の前置審査のよう

な制度はありません）。

　特許商標審判部の決定に不服がある場合には、2月以内

38） 公開公報及び特許公報のデータは欧州特許庁に送付されEPODOCに取り込まれます。
39） 欧州特許庁も同様に、自らが国際調査報告を作成した国際特許出願の域内段階においては追加サーチを実施しません。しかし、日本国特許庁に

おいては明確な取り決めがなく、しばしば自らが作成した国際調査報告と国内段階の審査結果に齟齬が生じることが指摘されています。「日・
米・欧PCT出願の国際調査に関する考察」知財管理61巻4号549-562頁（2011）

図5　デンマークにおける特許出願から権利満了までの流れ
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　なお、先の出願が国際特許出願である場合には、当該先

の出願がデンマーク国を指定国とする手続きをとっている

場合のみ、当該先の出願を理由として新規性が否定されま

すが（デンマーク特許法第29条及び第31条）、これは我が

国と同様です。

　また、先の出願が欧州特許出願である場合には、当該先

の出願を理由として新規性が否定されます（デンマーク特

許法第82条）43）。

　さらに、先の出願がEuro-PCT出願 44）である場合は、

当該先の出願の公開が欧州特許庁の公式語である英・独・

仏語でされた場合のみ、当該先の出願を理由として新規性

が否定されます45）。

4.4 新規性喪失の例外
　欧州特許条約第55条と同じく、猶予期間は6月であり、

対象となる公表は本人の国際博覧会への出品による発明の

開示のみです（デンマーク特許法第2条（6））。

4.5 ダブルパテント
　デンマークでは、特許法にはダブルパテントに関する規

定はありませんが、審査ガイドラインには、同一出願人か

ら同一出願日又は同一優先日を有する複数の同一発明が出

願された場合はダブルパテントとなり許されないことが記

載されています46）。

　ダブルパテント禁止は、同一出願人にのみ適用され、出

願人が異なる場合には適用されませんから、仮に、同日に

異なる出願人から同一発明が出願された場合、他に拒絶の

理由がなければ、両方とも特許になります。また、ダブル

パテント禁止の規定は同日の出願についてのみ規定したも

ので、先後願の関係にある出願については対象外です。こ

れは、先後願の関係にある出願に対しては、新規性の拒絶

理由で対応できるからです47）。

4. 特許審査

4.1 保護対象
　デンマーク特許法第1条には保護対象外とされるものとし

て、①発見、科学の理論および数学的方法、②審美的創作物、

③精神的な行為、遊戯又は事業活動の遂行に関する計画、

法則または方法、ならびにコンピュータプログラム、④情

報の提示、が列挙されていますが、これは欧州特許条約第

52条と調和しています。さらに、人間又は動物を治療・診

断する方法、植物又は動物の品種、植物又は動物の生産に

関する本質的に生物学的な方法についても特許対象外（但

し、微生物的方法は特許対象）とすることが規定されていま

すが、これも欧州特許条約第53条と調和しています40）。

4.2 新規性及び進歩性
　特許の新規性及び進歩性は、デンマーク特許法第2条（1）

の「特許は、出願日における技術水準に対して新規な発明

であり、更に、当該技術水準と本質的に異なる発明に対し

てのみ与えられる。」が根拠条文となります。デンマーク

における新規性及び進歩性の審査実務は、欧州特許庁の審

査実務とほぼ同様といえます41）。

4.3 拡大先願
　特許出願時に未公開で後に公開された先の出願を理由と

する拒絶に関して、我が国の特許法第29条の2（拡大先願）

に相当する条文はなく、新規性で処理されます42）。これは

欧州特許条約と同様であり、我が国の実務と異なる点とし

て次の2点が挙げられます。①特許出願と先の出願が同一

出願人であっても当該プラクティスが適用される点。②特

許出願と先の出願とを新規性の観点で厳密に審査するので

あって、我が国のように実質同一かどうかの観点は含まな

い点。

40） さらに、デンマーク特許法第1a条及び第1b条には、遺伝子技術を含め人体から分離されるなどの方法によって生産された要素は特許対象であ
るが、人体の一要素についての単なる発見は発明とみなされないことや、人間をクローン化する方法等の公序良俗に反する発明についても特許
は付与されないことが規定されていますが、これも欧州特許条約施行規則第27条〜第29条と調和しています。

41） デンマークの特許審査ガイドラインには、進歩性判断の具体的手順として、欧州特許庁の審査便覧（欧州特許庁審査便覧G部第VII章5）に記載
された課題解決アプローチ（Problem-Solution Approach）が、ほぼそのままデンマーク語に翻訳されて掲載されています。

42） デンマーク特許法第2条には、新規性を否定する出願時の技術水準には、公知文献の他に、デンマーク国に出願された先の出願（特許及び実用
新案）であって出願時よりも後に公開されたものを含むと規定されています。ただし、先の出願を用いて進歩性を否定することはできないと規
定されています。これらの規定により、特許出願に係る発明が、当該特許出願の日前にデンマークにおいてなされた他の特許出願又は実用新案
出願であって後に公開された出願明細書に記載された発明と同一であるときは、特許を受けることができないということになります。

43） ただし、先の出願が2007年12月13日より前の欧州特許出願である場合には、当該先の欧州特許出願がデンマーク国を指定国とする手続き（料
金を含め）をとっている場合のみ、当該先の出願を理由として新規性が否定されます。2007年12月13日以降（EPC2000以降）は、締約国みな
し全指定制度が導入されていますので、本文のとおりとなります。

44） 国際特許出願（PCT出願）経由の欧州特許出願
45） デンマークの特許法及び審査ガイドラインには明確な指針がありませんが、欧州特許庁の実務（欧州特許条約第153条（5））、及びドイツ特許庁

の実務（ドイツ特許法第3条第2項第2号）と同様です。
46） なお、欧州特許条約にもダブルパテントに関する明確な規定はありませんが、欧州特許庁のガイドラインには、同一出願人による同日出願日の

ダブルパテントは原則として認められないことが記載されています。
47） 先後願の関係にある特許出願については、出願人の同異を問わず、後の出願の発明が、先の出願の明細書に記載されており、その後先の出願が

公開された場合は、後の出願の発明は新規性なしとして拒絶されるため、先後願の関係にある出願についてダブルパテントの規定を置く必要が
ないことになります。
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関して特許出願をすることはできません（デンマーク特許

法第10条）。単一性を満たすためには、複数の発明が同一

又は対応する「特別な技術的特徴（STF）」を有する必要が

あります（デンマーク特許規則第15条（1））。ここで、審

査ガイドラインによれば、「特別な技術的特徴」とは、新

規性に加え進歩性を有する技術的特徴（patentableな技術

的特徴）です。

　これは、欧州特許条約の単一性に関する法律及び規則50）

と同様の規定ぶりですが、より厳密に運用されている結果、

欧州特許庁の実務よりも出願人にとって厳しい実務になっ

ています。これに対して、デンマークの出願人から批判が

多く、近く運用を変更する予定であるとのことです。

4.8 シフト補正
　デンマーク特許商標庁が新規性のためのサーチに基づい

てクレームを評価した後は、特許性の評価がされた範囲の外

にある発明を開示したクレームに補正することは例外的な場

合を除いて認められません（デンマーク特許規則第28条（2））。

4.9 延長登録制度
　デンマークにおける特許権の補充的保護証明書（SPC）

は、欧州連合（EU）の医薬品の補充的保護証明書に関する

規則（EC）No.469/2009、及び、植物防疫剤（農薬）の補

充的保護証明書に関する規則（EC）No.1610/96に基づい

ています（デンマーク特許規則第69条に欧州連合のそれ

らの規則が引用されています）。追加される保護期間は、

特許出願日から欧州における医薬品又は農薬の最初の承認

日までの期間から5年を除いた期間であって、上限は5年

です51）。小児用医薬品として承認された場合は、申請によ

り保護期間をさらに6月延長することが可能です。

5. 異議・審判・裁判

5.1 異議申立
　異議申立は、デンマーク特許商標庁が付与した国内特許

に対して、何人も特許公告の日から9月以内52）にデンマー

　なお、出願人がデンマークにした国内出願を優先基礎とし

て欧州特許出願をした場合であって、基礎出願は国内審査

を経て特許になり、欧州特許出願は欧州特許庁での審査を

経て欧州特許になりかつ指定国をデンマークとした場合に

は、デンマーク国内において有効な同一発明の特許権が複

数存在することになりますが、これは認められています48）。

4.6 記載要件
①明確性要件

　デンマーク特許規則第13条（3）には、「クレームは明確

に記載されなければならず、クレームされる発明に関係の

ない事項や排他的権利にとって重要でない事項が含められ

てはならない」と規定されています。

②サポート要件

　デンマーク特許規則第16条（1）（iv）には、「明細書では、

クレームが十分に実証されるとみなすことができるよう

に、実施例又は実施形態を記載したり、図面又は写真を記

載したりして発明を説明しなければならない」と規定され

ています。

③実施可能要件

　デンマーク特許法第8条（2）には、「明細書は、当業者

が発明を実施できる程度に十分に明確でなければならな

い。」と規定されています。

　このように、デンマークでは、明確性要件及びサポート

要件については特許法に規定がなく、特許規則に規定され

ています。また、各々の記載要件の規定ぶりは、欧州特許

条約及び施行規則における記載要件の規定ぶりと表現が異

なります。しかしながら、審査ガイドラインにおける記載

要件（明確性、サポート要件及び実施可能要件）の説明は、

欧州特許庁の審査便覧の対応箇所に酷似しており、実務も

欧州特許庁と変わるところがありません。記載要件のうち、

実施可能要件のみが異議理由となる点も欧州特許条約と同

様です49）。

4.7 単一性
　同一の出願においては、相互に独立した2以上の発明に

48） その場合、優先権に起因して、欧州特許の権利期間の方が国内特許よりも最長で1年長くなります。なお、国内特許とデンマークを指定する欧
州特許の効力の違いに関しては、後述の「グリーンランドとフェロー諸島の特殊事情」を参照のこと。

49） 記載要件のうち、行政再審査及び取消訴訟における請求の理由になるのも実施可能要件のみです。
50） 欧州特許条約第82条及び施行規則44条
51） 我が国における特許権の存続期間の延長制度は、特許発明を実施することができなかった期間（最長で5年）が延長されるのに対して、欧州で

は特許出願日から欧州における医薬品又は農薬の最初の承認日までの期間から5年を除いた期間（最長で5年）が延長されます。また、我が国で
は処分（農薬取締法の規定に基づく農薬に係る登録、薬事法の規定に基づく医薬品に係る承認・認証）を受けた複数の用途毎にそれぞれ独立し
て延長期間が決定されるのに対して、欧州では最初の承認日を基準点として共通した1回分の延長期間しか認められません。さらに、我が国で
は1つの処分に対応する特許権が複数ある場合には、当該複数の特許権が個別に延長されうるのに対して、欧州では1つの承認について1つの
特許権についてのみ延長が認められます。なお、デンマークにおける延長登録出願件数は2010年が36件、2011年が36件、2012年が54件となっ
ています。我が国の延長登録出願件数は「特許行政年次報告書2013年版〈統計・資料編〉」によると2010年が201件、2011年が298件、2012年
が207件ですから、デンマークの延長登録出願件数は我が国と比較すると少ないものの、上述したように我が国よりも登録要件が厳しいことを
考慮すると、またデンマークにおける特許の出願件数の規模からみると比較的多いといえます。

52） 1993年より前は付与前異議制度でしたが、1993年から付与後異議制度となっています。その立法趣旨は、特許処分の見直しを図ることにあり
ます。なお、異議申立の請求料は2500DKKであり、後述する行政再審査の請求料の7000DKKよりも低額に設定されています。申立件数は年
間数件程度です。
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立と同様です。

　行政再審査は、裁判において当該特許に関する訴訟が継

続している間は請求することができません（デンマーク特

許法第53b条（2））。また、行政再審査が請求された後に

当該特許に関する訴訟が裁判所に提起された場合は、原則

として行政再審査は中止されます（デンマーク特許法第

53b条（3））。

　行政再審査のプロセス及びデンマーク特許商標庁の決定

に不服がある場合の審判請求等の仕組みは異議申立の場合

と同様です。

5.3 ダブルトラック防止策
　デンマークでは、特許付与後に第三者が特許の有効性を

争う手段として、異議申立、行政再審査、裁判所での特許

の有効性判断の3つが用意されています。我が国では平成

15年以前は異議申立と無効審判の重複請求の問題が指摘

され57）、また現在では無効審判と侵害訴訟における無効の

抗弁（日本国特許法第104条の3の抗弁）のダブルトラッ

クの問題が指摘されていますが、デンマークでは興味深い

ことに、特許の有効性を争う3つの手段の結果に矛盾が生

じないように、工夫がなされています。

　つまり、異議申立を申し立てることができる期間と行政

再審査を請求できる期間は分離されているため、これらは

重複して請求されることはありません。また、異議申立と

裁判所での取消訴訟が並走した場合には異議申立を優先

し、行政再審査と当該特許に関する裁判所での訴訟が並走

した場合には訴訟を優先することが明確に決められていま

す。このような制度設計は我が国にとっても参考になるか

もしれません58）。　

5.4 特許商標審判部
　特許商標審判部は、商務成長省によって設置された組織

ク特許商標庁に異議を申し立てることができる制度です

（デンマーク特許法第21条）53）。

　申立理由は、権利帰属、特許性違反（保護対象違反・進

歩性違反・新規性違反）、実施可能要件違反、新規事項の

追加です。

　複数の申立人から異議が申し立てられた場合は併合されま

す。その際、複数の異議理由はまとめて特許権者に送付され、

同時に複数の異議理由は全異議申立人に共有されます。

　異議申立と裁判所での取消訴訟が並存した場合には、異

議申立を優先し、裁判所の訴訟は中断されます（デンマー

ク特許法第53a条）。

　異議申立についてのデンマーク特許商標庁の決定（特許維

持又は特許取消）に対して不服がある場合は、特許権者、異

議申立人共に、2月以内に特許商標審判部に訴えることがで

きます（デンマーク特許法第24,25条）。特許商標審判部での

審理は特許権者と異議申立人による当事者対立構造です。

　特許商標審判部の決定に不服がある場合には、2月以内

に裁判所に上訴することができます（デンマーク特許法第

25条（3））54）。その場合、上訴した者が原告となり特許商

標審判部が被告となります。

　

5.2 行政再審査
　行政再審査は、国内特許とデンマークに国内移行した欧

州特許に対して、異議申立請求期間後 55）に、デンマーク

特許商標庁に再審査を請求することができる制度です（デ

ンマーク特許法第53b条（1））56）。異議申立はデンマーク

特許商標庁が付与した国内特許のみが対象であるのに対し

て、行政再審査はデンマークに国内移行した欧州特許も対

象になります。何人も請求することが可能ですが、第三者

が請求する場合は特許の無効を目的とし、特許権者が自ら

の特許に対して請求する場合は、訂正を目的とすることに

なります。第三者による行政再審査の請求理由は、異議申

53） 異議申立は、デンマーク特許商標庁において審査されます。担当するのは、デンマーク特許商標庁の経験を積んだ審査官1名と政策・法務部門
の審査官資格を有する職員1名であり、責任部署は政策・法務部門です。原則書面審理であり、要求があれば口頭審理を行うこともありますが、
口頭審理を行うことは稀です。特許権者は異議申立理由に対して答弁書を提出することができ、デンマーク特許商標庁が認めた場合には訂正の
機会が与えられます。

54） デンマーク特許法第25条（3）には、取消を維持する又は特許を取り消す旨の特許商標審判部の決定については関係者が裁判所に上訴すること
ができると規定されており（つまり、特許を認めないという特許権者にとって不利な決定がなされた場合には裁判所に上訴できる旨が規定され
ており）、一見すると特許を維持する旨の決定については異議申立人は裁判所に上訴することができないように見えますが、一般法である行政
法に従い、特許権者・異議申立人共に、特許商標審判部の決定に不服がある場合は裁判所に上訴することが可能です。

55） 行政再審査は異議申立の請求可能期間である特許公告後9月を経過した後であって、異議申立が請求されている場合においてはその決定が行わ
れた後に請求できます。なお、特許権満了後も請求することができます。

56） 1993年に導入された制度であり、その立法趣旨は、裁判所での特許の有効性判断（特許取消訴訟）よりも迅速で安い手段を提供することにあり
ます。導入前は、異議申立期間が経過した後は、第三者が特許の取消を求める手段は裁判所に直接特許取消訴訟を提起するしかありませんでし
た。導入後も依然として裁判所に特許取消訴訟を提起することは可能ですが、行政再審査は迅速で安価であるというメリットに加えて、技術に
詳しいデンマーク特許商標庁の審査官が審理するというメリットもあります。申立件数は年間数件程度です。

57） なお、導入が予定されている付与後レビュー制度に関して、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「強く安定した権利の早
期設定及びユーザーの利便性向上に向けて」（平成25年2月）においても、付与後レビューと無効審判の同時係属の問題が検討されていますが、
結局、特許付与後の早い段階での侵害訴訟に対する防御手段としての無効審判を制限するべきでないという理由と、同時係属の件数は少ないと
予想されるという理由から、付与後レビューの申立期間中であっても無効審判の請求を可能とするべきと結論づけられています。

58） デンマークのダブルトラック防止策を、仮に我が国に適用すると、やや強引ですが次のようなイメージになると考えられます。①付与後レビュー
請求可期間及び付与後レビュー係属中は、無効審判を請求することができない。②付与後レビューと裁判所での無効の抗弁が並走した場合には、
裁判を中断し付与後レビューを優先する。③無効審判と侵害訴訟が並走した場合には、無効審判を中止する。
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　特許商標審判部の決定に不服がある場合には、海事商事

裁判所に出訴することができます。また、特許取消訴訟、

特許侵害訴訟及び強制実施権の裁定の訴えは海事商事裁判

所にすることができます。なお、法的には特許取消訴訟及

び特許侵害訴訟は地方裁判所に訴えることも可能ですが、

現実にはほとんどの場合、専門家がいる海事商事裁判所に

訴えられます。司法の仕組み全体を図に表すと、図7のよ

うになります。

6. 特許権等

6.1 補償金請求権（仮保護）
　出願が公開されてから特許権登録までの期間に、第三者

が許可を得ずに業としてその発明を実施した場合には、後

に当該出願が特許登録となったことを条件として、特許出

願人は発明の実施に対し受け取るべき合理的な額の補償金

と、侵害から生じた被害に対する損害賠償金を請求する権

利を有します（デンマーク特許法第60条（1））60）。

　我が国の補償金請求権制度は、出願公開がされた特許出

願に係る発明であることを知って特許権の設定の登録前に

業としてその発明を実施した者に対する場合以外は、補償

金請求前に出願人が出願公開された特許出願に係る発明の

内容を記載した書面を提示して警告をする必要があるのに

対して、デンマークの仮保護制度では事前警告を必要とす

る規定はありません。

6.2 強制実施権
① 不実施の場合の通常実施権の設定に関して、特許付与か

ら3年及び特許出願から4年経過後に当該特許発明がデ

ンマークにおいて実施されていない場合は、何人もその

実施についての強制ライセンスを取得することができま

す（デンマーク特許法第45条）。

② 利用関係の場合の通常実施権の設定に関して、特許権者

が有する発明が顕著な経済的重要性を有する有意義な技

術的進歩を有する発明であり、その発明の実施が他者の

発明の利用関係にある場合は、他者の発明を実施する強

制ライセンスを取得することができます（デンマーク特

許法第46条）。

③ 公共の利益のための通常実施権の設定に関して、重要な

公共の利益のために発明を実施することが必要とされる

場合は、何人も強制ライセンスを取得することができま

す（デンマーク特許法第47条）。

であり、コペンハーゲンにある東部高等裁判所内にありま

す。特許商標審判部は、デンマーク特許商標庁の決定に不

服がある場合になされる審判事件を扱いますが、デンマー

ク特許商標庁とは完全に異なる組織です。特許商標審判部

は、高等裁判所裁判官の資格を有する2名を含む18名以

下から構成されており59）、審判官の任期は5年です（デン

マーク特許法第7条（2））。特許に関する審判請求件数は

近年は年間10件以下です（図6参照）。

5.5 司法システム
　デンマークの最高裁判所の下には、東部高等裁判所と西

部高等裁判所の2つの高等裁判所と、特別裁判所である海

事商事裁判所が設けられています。さらに、大都市には地

方裁判所が設けられています。

59） 特許商標審判部のメンバーの氏名と肩書きは特許商標審判部が発行している年次報告書から確認できます。裁判官以外は、大学の教授が多いこ
とが確認できます。http://www.pvanke.dk/pvanke/indhold/aarsberetninger/

60） ただし、この権利は、公開された特許出願の特許請求の範囲と登録された特許権の特許請求の範囲の双方に記載されている内容にのみ及ぶこと
になります。また、出願言語が英語でなされている場合には、特許請求の範囲に関してデンマーク語の翻訳文が提出された時点から仮保護が認
められます（デンマーク特許法第60条（2））。

図7　デンマークにおける特許に関する司法の仕組み

最高裁判所

海事商事裁判所 高等裁判所

地方裁判所特許商標
審判部

デンマーク
特許商標庁

上訴

出願
異議申立
行政再審査

上訴

上訴

特許取消
訴訟

特許侵害
訴訟

上訴 上訴 上訴

上訴

請求年
審判請求

件数
（特許）

審判請求
件数

（実用新案）

審判請求
件数

（商標）

審判請求
件数

（意匠）

裁判所
出訴件数

（四法合計）

2006 10 4 46 0 7

2007 10 4 36 1 6

2008 21 5 22 1 8

2009   8 0 22 0 4

2010   9 1 34 0 6

2011   8 1 31 0 4

2012   5 1 25 0 6

図6　審判請求件数と審決取消訴訟件数



97 tokugikon  2013.11.1. no.271

寄
稿
３

デ
ン
マ
ー
ク
の
特
許
制
度

（EEA）に属するある国において特許製品が販売された場

合、当該特許製品の特許権は欧州経済地域全体にわたって

消尽されたとする地域消尽を認めることが特許法に明文化

されています（デンマーク特許法第3条（3）（ii））。この地

域消尽のあり方は他の欧州諸国と同様です。

　やや特殊な例として、特許製品が強制実施権によって欧

州経済地域内の1つの国に投入された場合には、デンマー

クにおける特許権は消尽しません64）。一方で、権利者が特

許製品を投入した欧州経済地域内の1つの国が当該特許製

品を特許対象外としている場合には、デンマークにおける

特許権は消尽します65）。

　欧州経済地域外からデンマークへの並行輸入による国際

消尽の問題については、デンマークの裁判所は、「法律は

国際消尽を排除していないものの、デンマーク内において

特許製品が製造されていないこと及び内外価格差を考慮す

ると、国際消尽を認める十分な理由はない」旨判事し、特

許権は消尽しないとしています（欧州経済地域外からの並

行輸入品の国際消尽を否定しています）66）。

7. 職務発明

　デンマークの職務発明は、1955年以降、特許法や実用

新案法とは別に従業者発明法として規定されています67）。

発明を所有する権利は原始的に使用者に帰属するという使

用者主義（職務発明の法人帰属）を採用する国（英国、フ

ランス等）が多い欧州にあって、デンマークは、我が国や

ドイツと同様に、発明を所有する権利は原始的に従業者で

ある発明者に帰属するという発明者主義、及び、使用者は

従業者が有する当該権利を承継する権利を有するという権

利承継主義を採用しています68）。

　従業者が発明を行なった場合、遅延なく発明に関するす

べての情報を使用者に報告する義務があり、報告を受けた

使用者は4月以内に、発明を所有する権利を承継するか否

かを従業者に通知しなければならなりません 69）。使用者

　これらの強制ライセンスの許諾は、契約によって適切な

条件でライセンスを取得することができなかった場合にの

み認められます。強制ライセンスの設定の裁定は、海事商

事裁判所が第1審裁判所として行います61）。その際、強制

ライセンスを許諾するか否かはもちろんのこと、発明を実

施できる範囲や補償額等の条件も設定します。

6.3 先使用権
　特許出願がなされたときに、デンマークにおいてその発

明を業として実施又は実施の準備していた者は、特許の付

与に拘らず、当該実施をその全般的性格を保持しつつ継続

することができます。ただし、当該実施が出願人又はその

法律上の前権利者に対する明白な濫用を構成していなかっ

た場合に限ります（デンマーク特許法第4条（1））。

　我が国では「特許出願に係る発明の内容を知らないで」実

施していたことが条件となるのに対して、デンマークにおい

ては、「出願人又は権利者に対する明白な濫用を構成しない」

ことが条件となります。したがって、デンマークでは、発明

の内容を知っていた場合でも、明白な濫用には該当せずに先

使用権が認められるケースもあるようです62）。

　また、我が国では「発明及び事業の目的の範囲内におい

て」先使用による通常実施権が認められますが、デンマー

クにおいても「全般的性格を保持する範囲内（retaining its 

general character）において」先使用権が認められます。

この点に関してデンマークの先使用権を解説した書籍 63）

には、「実施にあたって当該発明に関する製品の生産量を

増加することは許されるが、例えば、製品を生産していた

状態から製品と輸入する状態へと企業活動を変更すること

など、実施形式の変更は許されない」と説明されています。

6.4 消尽
　我が国の特許法には国内消尽・国際消尽を問わず消尽に

関する条文はなく、最高裁判決（BBS等）において消尽理

論が確立されていますが、デンマークでは欧州経済地域

61） 我が国においては、不実施の場合及び利用関係の場合の通常実施権の設定の裁定は特許庁長官に請求し、公共の利益のための通常実施権の設定
の裁定は経済産業大臣に請求するのに対して、デンマークにおいては、いずれの通常実施権の設定の裁定も海事商事裁判所に請求することにな
ります。なお、我が国においては、裁定により通常実施権が設定された事例は過去にありませんが、デンマークにおける実績は不明です。

62） 平成22年度 特許庁委託 産業財産権制度各国比較調査研究等事業「先使用権制度に関する調査研究報告書」社団法人日本国際知的財産保護協会, 
第368-377頁

63）THOMAS RIIS, Intellectual property law in Denmark, Third Revised Edition, 2012, p.113
64）この実務は、欧州司法裁判所の判例「19/84 Pharmon v. Hoechst 1985」と一致しています。
65）この実務は、欧州司法裁判所の判例「187/80 Merck v. Stephar 1981」と一致しています。
66）デンマークにおける1994年の判決U 94/488 V
67） 以前は、大学や教育機関での教員や研究者も従業者発明法における従業者とされていましたが、1999年に公的研究機関による発明法（The Act on 

Inventions at Public Research Institutions）が成立し、その結果、従業者発明法における従業者から大学や教育機関での教員や研究者は除外されました。
68） ただし、ドイツは2009年の改正法により、使用者が報告から4月以内に発明を所有する権利の承継を放棄しない限り、発明を所有する権利は自動的

に使用者に帰属するという規定に、つまり実質的に使用者主義へ転換しています。また、現在我が国は、発明を所有する権利の帰属を含めて職務発
明制度を見直すための検討を行うとしています（経済産業省News Release「職務発明制度に関する調査研究委員会を開催します」平成25年7月3日）。

69） この規定により、発明を所有する権利は使用者が要求した場合のみ、従業者から使用者に移転することになります。この規定は、2009年の改
正前のドイツの従業者発明法が有していた規定と同様ですが、前注釈のとおりドイツは2009年の改正法により、使用者が報告から4月以内に発
明を所有する権利の承継を放棄しない限り、発明を所有する権利は自動的に使用者に帰属するという規定に改正しています。しかしながら、デ
ンマークでは、産業界から法改正の強い要望が挙がっておらず、現時点では法改正を検討していない様子です。
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えられています74）。

　古くは、保護範囲を決定するに際して、クレームは指針に

すぎないとして明細書及び図面を考慮して広く解釈する旧ド

イツの実務がデンマークを含む北欧諸国においても用いられ

ていましたが、現在では原則として採用されていません75）。

　均等論に関しては、例えば判例（U 2007/1219 H）にお

いて、デンマークにおいても均等論が肯定されており、そ

こでは、「同一の課題を本質的に同様の方法によって解決

している」と判示されています。置換部分が発明の重要部

分ではなく、その技術分野の専門家であればその時点で置

換部分を想到しうる場合において、均等論が成立するとさ

れています76）。

8.2 間接侵害
　デンマークでは、特許権の効力の実効性を担保するため

に、我が国と同様に間接侵害の規定がおかれています。具

体的には、デンマーク特許法第3条（2）には、「特許所有

者以外の何人も、発明を実施する権利を有していない者に

デンマークにおいて発明を実施する手段を供給するか又は

供給の申出をすることによって、許諾なしにその発明を実

施することができない」と規定されています。ただし、「手

段が発明の本質的要素に係わっていること」と、「手段が

発明の使用にあてられることを手段を供給又は供給の申出

をする者が知っているか、知っていることが明らかである

こと」が要件となります。また、手段が一般的市販品（汎

用品）である場合は、手段を供給又は供給の申出をする者

がその供給を受ける者に侵害行為を犯すよう誘引（教唆）

させていることが要件となります77）。

　我が国においては、その物の生産にのみ用いる物又はそ

の方法の使用にのみ用いる物（いわゆる専用品）の場合は、

が発明を所有する権利を承継する旨を従業者に通知した場

合、従業者への合理的な額の補償金（compensation）70）と

引き換えに、発明を所有する権利は使用者に承継されます。

なお、仮に使用者と従業者との間に、補償金を受ける権利

に関する従業者に不利な契約があったとしても無効になり

ます。使用者が、発明を所有する権利を承継しない旨を従

業者に通知した場合、発明を所有する権利は使用者に承継

されずに従業者が有することになります71）。

　法律には、合理的な額の補償金を算出するに際して、発

明の価値、企業での重要性、雇用条件、従業者の発明への

寄与度を考慮しなければならないと規定されていますが、

具体的な算出方法は明記されていません72）。

8. 特許争訟

8.1 発明の技術的範囲と均等論
　デンマーク特許法第39条には「特許によって与えられ

る保護の範囲は、クレームによって定められる。クレーム

の解釈のために、発明の説明を指針として使用することが

できる。」との規定があり、これがデンマークにおける保

護範囲の解釈の基準となります。当該条文は、欧州特許条

約第69条（1）と調和しています。

　欧州特許条約第69条の解釈については、「EPC第69条

の解釈に関する議定書」が存在し、保護範囲は、クレーム

の文言を厳密に理解して狭く解釈するべきではないし、逆

に、クレームは指針にすぎないとして明細書及び図面を考

慮して広く解釈するべきでもないという指針（同議定書第

1条）と、均等を考慮するべきであるという指針（同議定

書第2条）が示されていますが 73）、デンマークの特許法第

39条の解釈に際してはこの議定書の内容に従うものと考

70） ただし、補償金（compensation）は、発明が従業者の通常期待されるものを超える場合に発生するものであり、原則としてすべての職務発明に
ついて相当の対価の支払いを受ける権利を有すると解釈できる現在の我が国の規定（日本国特許法第35条）とは異なります。

71） 従業者は、当該期間内（報告から4月以内）は、使用者との合意書面なしに、発明を公開してはなりません。ただし、当該期間内に使用者が、
発明を所有する権利を承継しないと従業者に通知した場合には、従業者は発明を公開しても良いことになります。

72） デンマークにおける補償額の最高額は、高裁の判決（1995年6月2日判決（B-3233-88））において認定された2,500,000DKK（約4,500万円）です。
これは、複数の船に複数のコンテナを一度に運び込むシステムに関する特許に関するものです。しかしながら、近年は、補償金は低額に認定さ
れる傾向があり、最高裁の判決（U 2004/1018 H）では、従業者が補償金の額として販売に対する5%のロイヤリティーに加えて500,000DKK（約
900万円）を主張したのに対して、裁判で認定された補償金が50,000DKK（約90万円）でした。この最高裁の判決後は、裁判において補償金が
低額に認定される傾向が続いています。発明者主義の職務発明制度を有するデンマークにおいて、産業界から法改正の強い要望が挙がっていな
い理由は、裁判における補償金の認定額が低額であることにあるかもしれません。

73） EPC第69条の解釈に関する議定書の第1条には、「第69条は、欧州特許により与えられる保護の範囲はクレーム中に用いられた文言の厳密かつ
文理的な意味により定義されるとおりのものとして理解されるべきであり、明細書及び図面はクレーム中に認められる曖昧さを解決する目的の
ためのみに利用されるべきである、という意味に解釈されるべきではない。また、第69条は、クレームは指針としての役割のみを果たすもの
であるという意味、及び与えられる実際の保護は当業者による明細書及び図面の考慮から特許権者が意図する範囲に拡大され得るという意味に
解釈されるべきでもない。逆に、第69条は、特許権者のための公正な保護と第三者のための道理に適う程度の確実性とを組み合わせたこれら
両極端の間の位置づけを定義づけるものとして解釈されるべきである。」と規定されており、第2条には、「欧州特許により与えられる保護の範
囲を決定する目的において、クレームに特定される要素に均等ないかなる要素も十分に考慮される。」と規定されています。JETRO欧州知的財
産ニュース2004年12月号から抜粋。

74） BJØRN RYBERG, et al., Grundlæggende immaterialret, 2004, p.296-301　及び　THOMAS RIIS, Intellectual property law in Denmark, Third 
Revised Edition, 2012, p.124

75） JENS SCHOVSBO and MORTEN ROSENMEIER, Immaterialret, 2008, p.297-298 
76）JENS SCHOVSBO and MORTEN ROSENMEIER, Immaterialret, 2008, p.294-297
77） デンマークの特許法第3条（2）は、欧州共同体特許条約（CPC）26条の規定に従っているものと考えられ、ドイツの特許法第10条の規定にも類

似しています。



99 tokugikon  2013.11.1. no.271

寄
稿
３

デ
ン
マ
ー
ク
の
特
許
制
度

期間が10年であること、保護対象が物に限定されている

こと、権利が設定登録される前の実体審査がないこと 80）、

法律上進歩性の要件が特許の場合に比べて低いこと 81）な

ど、我が国の実用新案制度と類似する点が多いといえます。

　しかしながら、デンマークの実用新案制度では、登録

後の権利について審査請求制度を採用しています 82）。こ

の結果、我が国の実用新案技術評価書とは異なり、審査

請求の結果が否定的なものであれば、権利自体が取り消

されます 83）。また、我が国では権利行使前に実用新案技

術評価書を提示して警告する必要があるのに対して、デン

マークでは権利行使前に審査請求する必要はありません。

　また、我が国では実用新案と特許の進歩性の基準が審査

実務上は同じであるといわれるのに対して、デンマークで

は審査実務上においても異なります84）。ガイドラインには、

特許の進歩性要件における当業者は、発明が属する技術分

野の知識を有するのはもちろんのこと、同様又は類似の課

主観的要件は求められず客観的要件のみで間接侵害が成立

しますが（日本国特許法第101条第1号及び第4号）、デン

マークにおいては常に主観的要件が求められます。また、

我が国では、生産及び輸入も間接侵害の対象となるのに対

して（日本国特許法第101条第2号及び第5号）、デンマー

クでは供給及び供給の申出に限定されています。さらに、

我が国では汎用品には間接侵害が適用されないのに対して

（日本国特許法第101条第2号及び第5号）、デンマークで

は汎用品である場合であっても教唆行為があれば間接侵害

が適用されます。

　なお、我が国では模倣品問題対策強化の観点から、侵害

物品を譲渡等又は輸出のために所持する行為も侵害とみな

す行為となります（日本国特許法第101条第3号及び第6

号）。この点に関して、デンマーク特許法第3条（1）（i）及

び（iii）は 78）、「特許の主題である製品について、製造し、

販売の申出をし、市販し若しくは使用し、又は前記の目的

で当該製品を輸入し若しくは保管すること」及び「特許の

主題である方法によって取得された製品について、販売の

申出をし、市販し若しくは使用し、又は前記の目的で輸入

し若しくは保管すること」を禁止しています。この「保管」

との文言があるため、デンマークにおいても譲渡等を目的

とする所持が権利侵害行為となると考えられます。

8.3 特許取消訴訟
　特許取消の訴えは直接裁判所（主に海事商事裁判所）に

することができます（デンマーク特許法第52条）。取消理

由は、異議理由と同じく、権利帰属、特許性違反（保護対

象違反・新規性違反・進歩性違反）、実施可能要件違反、

新規事項の追加です。

9. 実用新案法

　デンマークの実用新案制度は比較的新しく、ドイツの実

用新案法を参考にして1992年に導入されました 79）。権利

78） デンマークの特許法第3条（1）は、欧州共同体特許条約（CPC）25条の規定に従っているものと考えられ、ドイツの特許法第9条の規定にも類
似しています。

79） ただし、ドイツの実用新案法の新規性喪失の例外規定は欧州特許条約よりも広い（ドイツ実用新案法第3条（1）参照）のに対して、デンマーク
の実用新案法は、デンマークの特許法及び欧州特許条約と同様に、6月以内の国際博覧会での展示及び意に反する公知に限定されています。ま
た、ドイツの実用新案法は、新規性を否定するための技術水準にドイツ国外の公知公用は含まれていませんが、デンマークの実用新案法は、デ
ンマークの特許法同様に、新規性を否定するための技術水準に国内外の公知公用も含まれています。

80） 出願時に基礎的要件は審査されますが、新規性や進歩性の実体審査はされずに登録されます。なお、出願日から15月で登録されると同時に公
開されます。基礎的要件審査に時間がかかり出願から15月で登録されない場合でも15月で公開されます。

81） 進歩性の要件については、特許法では条文上「出願時の技術水準と本質的に異なる（differ essentially）」が要求されるのに対して、実用新案法
では「出願時の技術水準と明確に異なる（differ distinctly）」と規定されています。

82） 出願人は、登録前或いは登録された実用新案について、審査請求することができます。第三者も、登録された実用新案について、登録取消を目
的として審査請求することができます。審査請求されると、デンマーク特許商標庁の審査官は実体審査を開始します。権利者は意見書を提出す
る機会が与えられます。審査の結果、訂正により権利を維持することが可能と審査官が考える場合には、権利者は訂正することが許されます。
審査官が最終的に権利を維持することができないと判断すれば、登録自体が取り消されます。

83） デンマーク特許商標庁の決定に不服がある場合は、出願人、第三者共に、2月以内に特許商標審判部に訴えることができます。さらに特許商標
審判部の決定に不服がある場合には2月以内に裁判所に上訴することができます。また、第三者は、直接裁判所において実用新案権の有効性を
争うことも可能です。

84）進歩性の判断には、特許、実用新案共にProblem-and-solution method approachが用いられますが、当業者のレベルが異なります。

図8　 実用新案出願件数と特・実全出願件数に占める実用
新案出願件数の割合
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10.2 今後の法改正の予定
　欧州における近年の最大のトピックである欧州単一効特

許及び欧州統一特許裁判所については、（1）単一特許規則

（単一特許保護の創設の領域における強化された協力を実

施する2012年12月17日欧州議会及び理事会規則（EU）

No1257/2012），及び（2）単一特許の翻訳言語規則（「単一

特許保護の創設の領域における強化された協力を実施する

適用翻訳言語の取決めに関する2012年12月17日理事会

規則（EU）No1260/2012），及び（3）統一特許裁判所協定、

のパッケージで法的枠組みが構成されており、これらは統

一特許裁判所協定の発効と同時に適用が開始されることに

なっています87）。

　近い将来に予定されているデンマークの特許制度に関す

る改正は、デンマークの統一特許裁判所協定への批准88）に

関するものであり、少なくとも以下の事項を含む予定です。

① デンマークが統一特許裁判所協定に批准し、欧州統一特

許裁判所の判決がデンマークでも効力を有することを規

定した新しい法律の施行。（デンマーク特許法とは別の

法律として制定される予定。）

② デンマーク特許法についての次の改正89）。デンマーク特

許法の強制実施権に関する条文（第45〜50条）が欧州

単一効特許にも適用されること。デンマーク特許法の刑

罰に関する条文（第57条）が欧州単一効特許にも適用さ

れること。欧州単一効特許が存在する場合、同一発明に

ついてデンマークで有効な従来の欧州特許を取得するこ

とができないこと。デンマーク特許法中の共同体特許に

関する条文（第92〜97条）を削除すること。

11. おわりに

　以上、やや網羅的になりましたが、デンマークの特許制

度とデンマーク特許商標庁の全体像について、できるだけ

我が国との比較を試みながら紹介しました。欧州特許条約

と調和している部分が多いものの、独自の部分を残してい

るデンマークの特許制度。そして、自らの使命を「戦略的

情報、技術保護及び営業標章の中心であること」と位置づ

け、欧州特許庁という巨大な広域特許庁が存在する環境に

おいて、欧州特許庁とは異なる取り組みを積極的に行って

題を解決する手段を求める場合には周辺技術分野の知識や

技術分野全般の知識も得ることができ、さらには示唆があ

れば離れた技術分野の知識も得ることができるのに対し

て、実用新案の進歩性要件における当業者は、発明が属す

る技術分野の知識を有するにとどまります。

　なお、我が国と異なり、同一の発明について特許と実用

新案の両方で権利を取得することが可能です。

　このように、デンマークの実用新案制度は特許制度と比

べて保護期間が短いという最大の違いはあるものの、特許

制度よりも魅力的な点がいくつか用意されており、出願件

数が大きく落ち込んだ状態が続いている我が国の実用新案

制度 85）を存続させるのであれば、参考になる点があるか

もしれません。

　図8にデンマークにおける実用新案の出願件数を示しま

した。近年減少傾向にあり、また絶対数も少ないですが、

デンマーク特許商標庁に対してなされる国内特許出願件数

（図3参照）と実用新案出願件数の和に占める実用新案出願

件数の割合は、10％を維持しています86）。

10. その他

10.1 グリーンランドとフェロー諸島の特殊事情
　グリーンランドとフェロー諸島はデンマーク領ですから、

デンマーク国内特許（デンマーク特許商標庁によって付与

された特許）はデンマーク、グリーンランド及びフェロー

諸島で効力を有します。しかしながら、欧州特許条約はデ

ンマークについてのみ批准されているため、デンマークで

有効な欧州特許はグリーンランド及びフェロー諸島には効

力が及びません。グリーンランドでの特許権取得が比較的

行われている水産業関連企業にとっては注意が必要です。

　また、デンマークの実用新案権はデンマーク及びグリー

ンランドで効力を有しますが、フェロー諸島では効力を有

しません。

　さらに、デンマーク（グリーンランド含む）のPCT第

22条（1）に基づく国内移行期限は原則優先日から31月で

すが、フェロー諸島については、優先日から20月です。

国際予備審査を請求した場合でも、この20ヶ月の国内移

行期限は延長されません。

85） 清水将博，服部博信，戸次一夫，政孝浩，石井正「実用新案制度の活用に関する一考察」特技懇268号76-98頁には、我が国の現行の実用新案制
度の問題点が整理されています。

86） 我が国における特許及び実用新案の全出願数に占める実用新案登録出願数の割合は近年2.5％程度です。ただし、デンマークで有効な特許を取
得するためには、デンマーク特許商標庁に国内特許を出願する他に、デンマークで有効な欧州特許（図4参照）を取得する方法もあるため、
10％という値の評価には注意が必要です。

87） JETRO欧州知的財産ニュース「EUの24ヶ国，統一特許裁判所協定に署名」2013年2月、及びJETRO欧州知的財産ニュース「特集　欧州単一
効特許と統一特許裁判所への創設へ向けた議論の現状と今後の展望」2012年9月

88） 議会において国会議員の5/6以上の賛成が必要となります。
89） 欧州単一効特許に関する2つのEU規則はデンマークに直接的に効力を及ぼすため、デンマークの国内法において、「欧州単一効特許はデンマー

クにおいても有効である」といった事項を規定する必要はありません。しかしながら、強制実施権や刑罰についてはそれらのEU規則に規定さ
れていない事項であるため、国内法において整備する必要があります。
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吉田 直裕（よしだ なおひろ, Naohiro Yoshida）

平成12年4月  特許庁入庁
平成16年4月  審査官昇任
審判課、調整課を経て現職
平成25年3月から人事院短期在外研究員としてデンマーク特許商
標庁及び北欧特許庁に在籍中（平成25年9月までの予定）

いるデンマーク特許商標庁。これらは、今後の我が国の特

許制度と特許庁にとって参考にすることができる点がある

ように思います。同時にこの記事が、我が国の出願人の皆

様にとって、デンマークの特許制度及びデンマーク特許商

標庁の理解に役立つことができれば幸いです。

　筆者は現在デンマーク特許商標庁に滞在しております。

この記事を作成するにあたり、私の質問に回答していただ

いたMs. Christina Klingenberg, Mr. Flemming kønig Mejl, 

Ms. Marianne Rachlitz, Mr. Mogens Baltsen, Mr. Frank 

Gross Bergenholtz, Mr. Morten Johansen, Mr. Peter 

Philip Holck, Mr. Peter Elsner, Ms. Anne K. S. Jensen, 

Mr. Dan Mario Johansen, Ms. Isabelle Rivas, Ms. Dorte 

Krehan Seir Petersen, Ms. Randi Brønlund Stanbury, Ms. 

Anja M. Bech Hornecker, Ms. Eva Bernt Høegh, Mr. 

Aksel E. G. Larsen, Ms. Tine Haarmark Nielsen, Ms. Lis 

Heide, Ms. Anita Thyrsted, Mr. Kolja Michael Knappをは

じめ、デンマーク特許商標庁の多くの職員の皆様への感謝

の意を表します。

　なお、本文中におけるデンマークの特許法及び実用新案

法等は執筆時に最新の以下のものです90）。特許法（Patent 

Act No.108 of 24 January 2012）、 特 許 規 則（Patent 

Order No. 25 of 18 January 2013）、秘密特許法（Secret 

Patents Act No. 107 of 24 January 2012）、従業者発明法

（Employees' Inventions Act No.104 of 24 January 2012）、

実用新案法（Utility Model Act No. 106 of 24 January 

2012）、実用新案規則（Utility Model Order No. 1605 of 8 

December 2006）。

（原稿受領日平成25年8月28日）

90） デンマークにおける知的財産に関する法律（英語）はデンマーク特許商標庁のホームページから参照可能です。
　　http://www.dkpto.org/ip-law--policy/law.aspx
  　 また、デンマーク特許商標庁における審査ガイドライン（デンマーク語）もデンマーク特許商標庁のホームページから参照可能です。
　　http://paguidelines.dkpto.dk/


