
1

アフリカ2018年
ネットワーク会議

+ 知財判例法レビュー
+ ADAMS.AFRICA ADVISORY

+ 国別アップデート

20
19
年



2

議長 - アフリカ戦略委員会 
共同議長 - 商標局

アフリカのための新「スクランブル」 

Adams Africa Advisoryのご紹介 

SIMON BROWN 

経済成長は、技術および産業の革新と発展の促進を目的とする進歩的知

的財産保護システムと連動します。

エコノミストは、アフリカの成長率は2019年に3.5％にまで上昇すると予
測しています。多くの管轄区域内の政策の不確実性と、大陸への投資の戦

略的意思決定に必要な重要な経済データと市場情報へのアクセスに伴う

困難の影響を受け、この数字が低下する可能性が高まっています。

多くのクライアントのアフリカへの投資意欲は、信頼できる情報へ容易に

アクセスできることにより支援される必要があります。この情報に対する

需要に対処するため、当社はクライアントにアフリカ大陸での戦略を指導

できる信頼性の高い洞察に満ちた情報を提供する顧問ユニットの立ち上

げを決定しました。 

当社は、Adams.Africa Advisoryが既存のサービスに大きな価値を付加

し、知的財産所有者にアフリカ大陸での情報に基づいたブランド戦略を

促進する追加データを提供すると考えています。

Adams.Africa Advisoryは、大陸全体の経済、政治、投資の最新情報と

業界固有のレポートを毎月更新します。加えて、Adams.Africa Advisory

は、大陸全体にわたる調査チームの専門知識を融合し、クライアントの要

望に応じてオーダーメイドのレポートを提供する能力を備えています。

経済発展と投資にとって重要なのは、アフリカ諸国が立法面で大幅な改

善を行い、法律を先進国と一致させる必要があることです。アフリカ諸国

の多くは、地域の知的財産法の開発において大きな改善を続けています。

この出版物では、これらの変更の一部に焦点を当てています。 

Adams＆Adamsは、政府、関連省庁およびレジストリ（手続きのインプッ

トを提供）を支援することで、アフリカ全土にわたるアフリカンパートナー

と緊密に協力しながら、アフリカの知的財産法の開発を支援しています。

Adams & Adamsアフリカネットワーク（AAAN）年次会議は、年々強力

になっています。2018年には、大陸全体から多くのシニアレジストリ職員

を迎え、この会議は再び特権を与えられました。

2 0 1 9年のアフリカの見通しは落ち着きを見せています。我々

Adams＆Adamsは、アフリカ大陸が成長し続け、世界の舞台でより重要

になり続けるという楽観的見通しを持っています。
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アフリカの 2019年
注目を集める選挙と自由貿易の約束の1年

アフリカ大陸の大部分で選挙の準備が行われているため、2019年は多くの経済およびビジネ
スの発展が約束されています。注目を集めるナイジェリアと南アフリカの選挙は、今年上半期
のトップニュースを独占するでしょう。今年、多くの国民選挙がアフリカ大陸全土で行われる予
定です。多くのアフリカ諸国では、依然として国を支配しているセネガルのマッキーソールのよ
うな元解放党指導者が権力を維持する可能性が高く、全面的な混乱は予想されていません。1

2019年アフリカ選挙

アフリカ大陸自由貿易協定（AfCFTA）は、ア

フリカの発展を示す多くのハイライトの1つ

です。2018年3月に採択されたこの協定は、

署名した全加盟国が批准すると、世界最大の

大陸自由貿易地域となります。AfCFTAが成

功すれば、大陸の経済状況に多くの利点をも

たらします。総購買力3.4兆ドルを持つ12億

人の人口へのアクセスにより、この協定は、

製造業や農業から技術やインフラ開発に至

るまで、新たな市場参入の機会を創出しま

す。

ベナン、ボツワナ、エリトリア、ギニアビサ

ウ、ナイジェリア、ザンビアの6カ国はまだ

AfCFTAに署名していません。ボツワナとザ

ンビアは関連する法的手続きを経て協定を

通過させる過程にありますが、ベナンやエ

リトリアのような小規模経済圏は、この協定

にはリスクがあると認識するかもしれませ

ん。AfCFTAの成功の重要な柱はナイジェリ

アとなりますが、政府は現在、労働組合と民

間のステークホルダーからの強い抵抗に直

面しています。2

まだ署名していない小規模経済国なしでも

協定を合意することはできますが、アフリカ

連合（AU）は、協定の巨大な可能性を達成す

るにはナイジェリアの加盟が重要だと認識し

ています。

1 Deutsche Welle and Martina Schwikowski, “2019: Africa heads into an election year”, Mail & Guardian, 2019年1月2日  
https://mg.co.za/article/2019-01-02-2019-africa-heads-into-an-election-year

2  Tove van Lennep, “The African Continental Free Trade Area I – Is Africa Ready?”, The Helen Suzman Foundation, 2019b. 
https://hsf.org.za/publications/hsf-briefs/the-african-continental-free-trade-area-i-2013-an-introduction-to-afcfta#_ftn19 
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大統領選挙

国会/上院/下院選挙

地方選挙

その他の選挙



AfCFTA批准の進捗状況3

国 日付*
ケニア 2018年5月10日
ガーナ 2018年5月10日
ルワンダ 2018年5月26日
ニジェール 2018年6月8日
チャド 2018年7月1日
エスワティニ 2018年7月1日
ギニア 2018年7月1日
ウガンダ 2018年11月28日
コートジボワ
ール 2018年12月16日

南アフリカ 2019年2月10日
シエラレオネ 保留**

マリ 保留**

セネガル 保留**

ナミビア 保留**

コンゴ 保留**

トーゴ 保留**

モーリシャス 保留**

ジブチ 保留**
* AfCFTA批准書のAUC議長への寄託日

**批准は承認され、批准書の寄託を待っています。

批准状況：AfCFTAの実施に向けて

82%
批准数 最終更新日：2019年2月1日

批准書の寄託

批准の承認

3 Tralac, “Status on AfCFTA ratification”, 2019年2月11日。https://www.tralac.org/resources/infographic/13795-status-of-afcfta-ratification.html 
4 実質GDP成長率：Annual percent change”, IMF DataMapper, 2019, 2019年2月1日アクセス  

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
5 国際通貨基金“Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa”, 2018年10月10日 http://data.imf.org/?sk=5778F645-51FB-4F37-A775-B8FECD6BC69B

アフリカの多くの国にとって、この年はポジティブな１年となるでしょ
う。2018年、コートジボワール、エチオピア、セネガルなどの国は年間
6％を超える成長を記録しました。4このトレンドは、貿易の成長を含む
大規模なインフラストラクチャおよび製造投資の裏側での持続可能
性があります。経済成長の大部分が石油収入と政府支出から生じて

いるリビアを除けば、エチオピアがアフリカ最高の実績を誇る経済国
として主導権を握る立場にあります。

政治的不確実性の中での経済成長の可能性

アフリカトップ経済国5 
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Abiy Ahmedの首相就任後、エチオピアは平和と繁栄への劇的な変
化を遂げました。6,7注目すべき成果の一つは、初の衛星の打ち上げ準
備が含まれます。これは、国の気象監視機能を改善するためのもので
す。8新たに拡張されたアディスアベバボレ国際空港は、アフリカへの
主要なゲートウェイとしてドバイを迂回するアフリカ最大のハブ空港
となりました。9アフメド首相の下で加えられたポジティブなトレンド
の一つは、政府の女性の登用であり、現内閣の半数は女性で構成さ
れています。102018年10月、エチオピア議会は同国初の女性大統領と
してSahle-Work Zewdeを選出しました。11

ルワンダでも同様に政治・経済的発展が見られました。ルワンダで
は、現在、閣僚の半数以上を女性が占めており、世界の政治において
女性議員が最も多い国となっています。12さらに、2015年に開始され
た「メイド・イン・ルワンダ」キャンペーンのもと、同国は地元の工業生
産を促進し、ルワンダ製品の海外での促進で大きな成功を収めてい
ます。13スロースタートにもかかわらず、キャンペーンは2018年に加速
し、Made-in-Rwanda Expoでは460社以上が出展し、過去4年間で
86％の増加を示しました。ルワンダの輸出もこの政策の恩恵を受け
ており、69％増加しています。2015年以降、貿易赤字の合計は36％減
少しています。14

上昇するモバイルビジネス

アフリカの企業は上昇傾向にあり、Naspersがその一例です。この南
アフリカの多国籍企業は、アフリカ最大のメディア企業の1つである
だけでなく、ベンチャーキャピタルの世界的大企業でもあります。15 

2018年、同社は収益が29％増の110億米ドルに達したと報告しまし
た。これはeコマースの推進によるものです。16ケニアのM-Pesaは最
近、ケニア国外の加入者1,340万人を達成しました。17サハラ以南の
アフリカのモバイルマネー口座は、ガボン、ガーナ、ケニア、ナミビア、
タンザニア、ウガンダ、ジンバブエなどの市場で従来の銀行口座を超
えており、モバイルユーザーの40％以上が有効なモバイルマネー顧
客でもあります。南アフリカのアフリカ初のオンラインバンク、Bank 

Zeroの立ち上げは、従来の銀行セクターをさらなる崩壊に導く態勢
が整っています。18

6 Fergal Keane, “Ethiopia's Abiy Ahmed: The leader promising to heal a nation”, BBC News, 2019年2月3日 https://www.bbc.com/news/world-africa-46735703 
7 Florian Bieber & Wondemagegn Tadesse Goshu, “Don’t Let Ethiopia Become the Next Yugoslavia”, Foreign Policy Group, 2019年1月15日 https://foreignpolicy.com/2019/01/15/

dont-let-ethiopia-become-the-next-yugoslavia-abiy-ahmed-balkans-milosevic-ethnic-conflict-federalism/
8 Nakirfai Tobor, “Ethiopia to launch its first-ever satellite in 2019”, iAfrikan, 2018年11月17日 https://www.iafrikan.com/2018/11/17/ethiopia-set-to-launch-its-first-satellite-next-year/ 
9 George Tubei, “Inside the brand-new biggest airport in Africa, which also features the largest Chinese restaurant on the continent”, Business Insider SA, 2019年1月31日 https://

www.businessinsider.co.za/ethiopia-has-just-opened-the-biggest-airport-aviation-hub-in-africa-built-at-a-cost-of-r467-million-2019-1 
10 Florian Bieber and Wondemagegn Tadesse Goshu, “Don’t Let Ethiopia Become the Next Yugoslavia”, Foreign Policy Group, 2019年1月15日 https://foreignpolicy.com/2019/01/15/

dont-let-ethiopia-become-the-next-yugoslavia-abiy-ahmed-balkans-milosevic-ethnic-conflict-federalism/ 
11 Laura Wamsley, “Ethiopia gets its first female president”, NPR, 2018年10月25日 https://www.npr.org/2018/10/25/660618139/ethiopia-gets-its-first-female-president 
12 “Power and Politics in Rwanda”, NowThis,2018年11月26日 https://nowthisnews.com/videos/news/power-and-politics-in-rwanda 
13 “Made-in-Rwanda campaign contributes to increase of export receipts”, Xinhaunet, 2018年10月26日 http://www.xinhuanet.com/english/2018-10/26/c_137558563.htm 
14 Julius Bizimungu, “2018: The year Made-in-Rwanda took off”, The New Times, 2019年1月3日 https://www.newtimes.co.rw/news/2018-year-made-rwanda-took 
15 “London Stock Exchange Group”, Companies to Inspire Africa, 2019. https://www.lseg.com/sites/default/files/content/CTIA/2019/LSEG_Companies_to_Inspire_Africa_2019.pdf 
16 Lameez Omarjee, “Naspers posts 29% increase in revenue in half results”, Fin24, 2018年11月30日 https://www.fin24.com/Companies/ICT/naspers-posts-29-increase-in-revenue-for-

in-half-year-results-20181130 
17 Patrick Alushula, “M-Pesa users outside Kenya hit 13.4 million”, Business Daily,2019年1月29日 https://www.businessdailyafrica.com/corporate/companies/M-Pesa-users-outside-

Kenya-hit-13-4-million/4003102-4956208-16s8a9/index.html 
18 Toby Shapshak, “Following Mobile Money's Rise In Africa, Mobile Banking Is Now Booming”, Forbes,2018年12月27日 https://www.forbes.com/sites/tobyshapshak/2018/12/27/

following-mobile-moneys-rise-in-africa-mobile-banking-is-now-booming/#7cb82d0dcf3d 
19 Loni Prinsloo, “MTN Prepared for Share Sale of African Online Retailer Jumia”, Bloomberg, 2019年2月8日 https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-08/mtn-is-said-to-

prepare-for-share-sale-of-africa-s-amazon-jumia 
20 Daniëlle Kruger, “Mara announces first African-made smartphone”, IT News Africa, 2018年11月10日 https://www.itnewsafrica.com/2018/11/mara-announces-first-african-made-

smartphone/ 

ナイジェリアでは、国内最大のオンラインセールスドメイン、Jumiaが
アフリカ13か国でサービスを提供しており、今年ニューヨークでの新
規株式公開（IPO）により15億ドルの資金調達を計画しています。この
開発は、大陸のより遠隔で貧しい地域への接続性の拡大に努めてい
るFacebookやGoogleなどのインターネット大手企業にとって特に
魅力的です。19

考慮すべきことは、Jumiaの株式の大きなシェア（40％）を別のアフリ
カの多国籍企業、MTNが保有していることです。MTNナイジェリアが
最近罰金を課せられたことをきっかけに、MTNは罰金の負担額を減
らすために6億ドルを調達する機会としてIPOを利用するかもしれま
せん。それにもかかわらず、JumiaとMTNの両社は、西アフリカの長
期的な機会を依然として認めています。 

Maraphoneと呼ばれる新しいアフリカ製スマートフォンは、発売に
向けてモバイル業界との連携を試みています。急成長しているアフリ
カのマルチセクタービジネスサービス企業、Mara Groupは、2018

年後半にアフリカ初の本格的なスマートフォンの生産を発表しまし
た。20これはアフリカの製造能力を示すだけでなく、アフリカ大陸に多
くの雇用とビジネスの機会をもたらすでしょう。デバイスの製造はル
ワンダと南アフリカの両国で行われる予定です。

アフリカアップデート 2019
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PRETORIA 
南アフリカ 

アフリカ知財ネットワーク週間 | 2018
第6回年次アフリカネットワーク会議は、南アフリカのプレトリアにあるAdams 

& Adamsのオフィスで開催され、45アフリカ管轄区域を代表する知的財産専
門弁護士とレジストリが出席しました。この種の会議ではアフリカ大陸最大規
模です。

2018年の会議のテーマは、「新興経済国の成長戦略における知的財産権の役割」でした。開会の挨拶
で、Gérard du Plessis Adams & Adams会長は、この会議で知財がアフリカの成長の中心であることが同意
されるには、アフリカ大陸のプロセスとシステムの状況に関する堅牢な分析と議論が必要であると強調しまし
た。ゲストスピーカーのDryBathの発明者、Ludwick Marishane氏は、知的財産の哲学に挑戦しながら、アイデ
アの保護と収益化について教育することの昔からのジレンマを強調しました。この問題は、会議期間中、何度も
職員に提起されました。

南アフリカ企業・知的財産委員会（CIPC）の商標部門責任者であるFleurette Coetzee女史は、レジストリおよ
び地域組織職員とのパネルディスカッションを主導しました。これは、OAPI、ナイジェリア、ジンバブエの代表者
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アフリカアップデート 2019

にデジタル化の状況に関する最新情報を提供する機会となりまし

た。それらのレポートでは、レジストリが重要な進歩を遂げていると

いう希望的兆候が明らかになりましたが、リソース不足の課題と新

しいレジストリスタッフの技術的熟練の欠如も強調されました。

アフリカネットワーク会議の創設以来初めて、ブランドオーナーがア

フリカでのブランディング戦略についての議論のために招待されま

した。AbsaとAB InBevの両社は、アフリカでの出願戦略に関する情

報を提供し、商標登録に関するいくつかのレジストリによるコミュニ

ケーションの問題を提起しました。「ブランドの立ち上げ時または再

立ち上げ時の登録のタイミング（および確認）は非常に重要であり、

知財レジストリのパートナーが業界の圧力を理解していることを確
認する必要があります」と、Absa Group Limited の知財法務グルー
プ代表、Taryn van Schalkwyk氏はコメントしました。

Adams＆AdamsのシニアアソシエイトであるLita-Miti Qamata

は、最近のナイジェリア、ウガンダ、ケニア、南アフリカでの訴訟問題
の多くについてコメントした知財専門弁護士のパネルをモデレート
し、続いてパートナーであるKelly Thompsonによるプレゼンテーシ
ョンが行われました。 トランプ大統領、ツイート、ツイッタースターの
時代のハッシュタグとブランドの保護について議論しました。

アフリカの多くの国では現在、特許出願の審査を一切行っていま
せんが、この点でオプションを検討しています。パートナーのDanie 

Dohmenは、地域機関ARIPOおよびエチオピアとマダガスカルの
知財事務所職員との面談で、特許審査へのさまざまなアプローチを
検討しました。

Werina Griffith（パートナー）のラピッドプロトタイピングに関する
プレゼンテーションは、（この会議で知的財産権がアフリカの新興経
済の成功の中心であることに同意がなされる場合、第4次産業革命
の破壊的技術には、立法上および行政上の観点から加速的かつ識
別力のある対応が必要であるという警告と共に）アフリカネットワー
ク会議の議論の完璧な前兆となりました。

新興経済国の成長戦略における知的財産権の役割
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2018年の特許出願件数は4年ぶりに増
加し、過去10年間にARIPOへの出願件
数では2番目に多くなりました。

ARIPOへの商標出願数はわずかに減少
しましたが、2009年以来2番目に多い数
でした。 

2018年戦略 

ARIPO アップデート  & ニュース
ARIPO 特許出願 2009年～2018年
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ARIPO 商標出願 2009年～2018年

当社の電子メールとウェブドメインは、私たちのアイデンティティと誇り高い
遺産を反映するように変更されました。www.adams.africa

Adams & Adams.アフリカに根差す

@Adams.Africa@Adams.Africa
Adams & Adams.アフリカに根差す
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2018 ARIPO管理理事会 ウィンドフック、
ナミビア
第42回ARIPO管理理事会は、2018年11月19日から23日までナミビアのウィントフックで開催され
ました。Adams＆AdamsパートナーのMariëtte du Plessis 氏Nicky Garnett氏、アフリカプラク
ティスマネージャー、Menzi Maboyi氏が会議に参加しました。

加盟19カ国のうち17カ国がこの会議に出席し、モーリシャスとセイシェルの2カ国のオブザーバー
国も出席しました。 

名誉来賓、名誉議長であるナミビア共和国工業化・貿易・中小企業開発副大臣、Lucia Ipumbuがこ
の理事会で演説し、第42回管理理事会の開催を公式に宣言しました。 

A d a m s＆A d a m sは南アフリカに拠点を置いていますが、モザンビークはA R I P Oの
メンバーであるため、モザンビークのオフィスを介してA R I P Oと直接連携できます。  
当社は2009年以来このように運営しており、現在、ARIPO特許システムの最大のユーザーの一つと
なっています。

理事会は、（商標および特許、工業デザインおよび実用新案に関する）バンジュール・ハラレ議定書
の修正と、第7回工業所有権に関するARIPO議定書改善作業部会の結果に基づく実施規則を採択
しました。

ARIPO アップデート  & ニュース

アフリカアップデート 2019

2018年ARIPO管理理事会

Nicky Garnett（パートナー）、 
Fernando dos Santos ARIPO 
事務局長
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ARIPO加盟国およびオブザーバー国向
けWIPO特許草案作成コース | ハラレ、
ジンバブエ

ARIPO アップデート & ニュース 続報

James Daviesと他のワーキンググループのメンバー

世界知的財産機関（WIPO）は、2018年9月3日～7日の5日間、ARIPO（
アフリカ地域知的財産機関）加盟国およびオブザーバー国向け特許
草案作成コースを開催しました。これは、ARIPOとJPO（日本特許庁）
の協力を得て開催されました。Adams＆Adamsのパートナーである
James Daviesは、コースの3名のファシリテーターの一人でした。他
のファシリテーターは、英国および日本の法律事務所の特許専門弁

護士または特許草案作成の専門家でした。このコースは、ハラレにあ

るARIPO本部で開催されました。

このコースの目的は、特許出願の草案作成において、ARIPO加盟国

およびオブザーバー国の対象となる参加者の能力とスキルを高め、

特許仕様の範囲をより明確に定義するために役立つ新しい技術を修

得することでした。このプログラムは、アフリカの大学および研究開発

機関の技術移転事務所またはイノベーションセンターの潜在的マネ

ージャーを対象としています。このコースには、ボツワナ、エチオピア、

ガーナ、ケニア、マラウィ、モザンビーク、ナミビア、ナイジェリア、シエラ

レオネ、スーダン、スワジランド、タンザニア、ウガンダ、ザンビア、ジン

バブエから約30名が参加しました。

このコースには、参加者への課題とファシリテーターからのフィード

バックを含むメンタープログラムが含まれています。 
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ARIPOがアフリカの知財管理スキル開発 の努力を拡
大

アフリカアップデート 2019

2018年12月、アフリカ地域知的財産機関（ARIPO）は、アフリカの大学
と研究開発機関における知財管理を議論する会議を開催しました。
この目的は、大陸全体の知財人材プールを拡大する方法を見つけ出
すことです。

アフリカ大学と共同で実施されるこのイニシアチブは、知的財産の分
野、特に日本政府から資金援助を受けて世界知的財産機関（WIPO）
によって提供される知的財産の修士号プログラムを支援する能力開
発を目的としています。

開会に際し、Fernando Dos Santos ARIPO事務局長は次のように述
べています。 「知的財産は、各国の人々の革新的で創造的な能力を競
争力のある製品とサービスに変換することにより、各国が経済発展と
成長のために活用するグローバルツールとなっています。」

「そのような権利を効果的に保護し、開発している社会のみが文化と
経済の進歩を目の当たりにしているということが、より明確になってき
ています。このため、知財を活用する最も効果的な方法の一つは、多
くの若者が能力と才能の開発のためにさまざまな学問的目標と関心
を大学や研究開発機関を通じて追求し、国家がそれを支援することで
あると考えています。」

アフリカ26か国からの300人近くの学生が、これまでにアフリカ大学
で知的財産プログラムの修士号を取得しています。

2016年、ARIPOはMIP修了生の追跡調査を実施しました。修了生の多
くは現在、母国の知財システムに従事していることが明らかになりま
した。修了生の多くは、国内および機関の知的財産法および政策を積
極的に形成している一方で、他の大学で知的財産を教えたり、さまざ
まな国家知財啓蒙プログラムを通じて知的財産の専門知識を共有し
ています。
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OAPIアップデート&ニュース

地理的指標保護プロジェク
トが第2フェーズに入りま
す
どの製品を選択しますか？ 

この問いかけは、OAPI本部で開催されたセミナーの議論の中心でし
た。会議では、OAPIエリアで行われた農牧用および職人用製品の識
別と選択の結果をレビューしました。これは、地理的指標として保護ア
プローチに統合することができます。

以下の多くの製品がすでに検討されています。

   ガリ・ソウイ小麦粉とベニン産アゴンリン油

   カメルーン産レッドココアとバフィアパイナップル

   コートジボワール産ラグーニュのアチャケとバウレ・パニュ

   ギニア産フリギアグベのパイナップル

この選択作業が完了すると、長期的にはこれらの製品にOAPIで「地
理的指標保護」ラベルを付与できるプロセスの開始が標章されます。

ニース分類
OAPI知財事務所は最近、商標所有者、代理人、OAPI地域システムの
その他すべてのユーザーに向けたWIPOが採用したニース分類シス
テムの現行版、つまり第11版（2019年版）の商標登録への適用を通知
しました 。

第11版の2018年版は2019年3月31日まで使用されていましたが、レ
ジストリは、必要に応じて2018年版に基づいて商標出願された特定
の商品またはサービスを再分類する権利を留保しました。このような
再分類が行われた場合、登録料の支払いはありません。 

ニース分類システムの最新版では200種類以上の商品/サービスの新
しい説明が追加されたため、実際に再分類が行われるかどうかは不
明であり、追加された説明は関係する既存の各クラスに含まれる商品
とサービスの既存の説明の詳細となります。

OAPI知財事務所は、ニース分類の第11版（2019年版）に記載されて
いる商品およびサービスクラスの見出しが、2019年の知的財産の公
式速報のすべての版で利用可能になることもアドバイスしました。 

バンギ協定の革新
バンギ協定の条件と機能を近代化するために、アフリカ知的財産機関
（OAPI）管理委員会は、2015年にマリのバマコで署名された協定の
改訂版を発表しました。変更は、加盟全17カ国が提案を批准した場合
にのみ正式に採用されます。

2018年10月、約3年の議論期間の後、OAPIはセミナーを開催し、地域
エージェントとステークホルダーを招待し、提案された変更が承認さ
れた場合、地域知財システムの運用と機能の改善にどのように影響す
るかを議論しました 。 

修正案の一部は次のとおりです。 

   現在のOAPI規制は、知的財産（IP）アプリケーションの公開を規定
していません。しかし、バンギ協定修正版では、アプリケーションの
公開が許可されます。特許出願に関する限り、出版には特許の詳細
な説明、特許請求の範囲、図面が含まれます。ただし、これは国際出
願（PCT）には適用されません。 

   音標、視聴覚（動画）、シリーズ、および認定マークは登録可能です。

   地理的指標の登録に関する新しい規定が起草され、実施されます。
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アフリカアップデート 2019
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   現在のバンギ協定（付属書III、第18条（1））に関する異議申立期間
は、標章の発行日から6カ月であり、この期間は延長できません。改
訂された契約に関しては、異議申立期間は、標章の発行日から3カ
月です。3カ月の期間が延長可能かどうかは明確ではありません。

    バンギ協定は、「所有権の申立」と呼ばれる手続きを規定していま
す。これは、公開日から6カ月以内（すなわち、異議申立期間内）に、
公開標章の登録に対して提出することができます。申立は、登録を
請求されている標章に対する以前の権利を所有していると主張す
る者によって提出することができます（一般的に、OAPIリージョン
内での標章の事前使用の証拠に基づきます）。また、協定の改訂に
より、この請求の提出期間が3カ月に変更されました。

  さらに、協定の改訂に関しては、関連する標章が登録に進むか、標
章の登録証明書が発行されると、事前の権利の所有者は、関連する
民事裁判所で、メンバーがいかなる状況でも所有権の申立を提出
することができます。地域の裁判所への申立期限や期間の規定は
ありません。

   バンギ協定の観点から、異議における組織の決定に対する控訴は、
当事者に決定が通知された日から3カ月以内に、高等委員会に提
出することができます（付属書III、第18条（4） ）。実際には、控訴期間
は所有権の請求申立に適用される期間と同じです。 

  協定の改訂に関して、控訴期間は、当事者に組織の決定が通知さ
れた日から60日間に短縮されます。

    この協定は、知的財産権の有効性に関して、加盟国の国内裁判所
によって伝えられた最終的な裁判所の決定が、決定の執行可能性
の正当性または公式の確認なしに、他の加盟国による他のすべて
の加盟国で効力を持ち、執行可能であることを明示的に述べてい
ます 。 

規定を考慮して、改訂協定（すべての加盟国による批准の対象）は、間
違いなく、商標およびこれらのプロセスのOAPIの管理に関する検察
および訴訟手続きに重要な変更をもたらすでしょう。 

とは言え、すべての加盟国がいつ改訂協定を批准し、それを法に持ち
込むか、またそれ以前の修正が加盟国によって推奨または提案され
るかどうかについては、確実性はありません。

Nicky Garnett（Adams & Adamsパートナ
ー）、Denis Loukou Bohoussou OAPI局長
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主な機会と懸念
+  繁栄しているエネルギー部門は、当面の間、経済の
主要な原動力であり続ける  でしょう 

+  建設業界は主要な経済部門であり、電力網を含む
国のインフラストラクチャが拡大するにつれて繁
栄します

+  若年層向けのヘルスケアと教育は成長サービス
です

–    主要な投資には、支配的なドス・サントス一族が関
与しています 

–    腐敗は透明性のある事業活動の妨げになります

–    石油に支配された経済は多様化を必要とします
が、変化を動機付ける十分な政治的意志に欠けま
す

アンゴラ
レジストリ訪問
2019年2月、Elio Teixeira（Adams & Adamsモザンビークパートナ
ー）は、アンゴラでルアンダのアソシエイトオフィスを訪問し、アンゴラ
知的財産研究所（IAPI）のシニアメンバーと特定のレジストリの慣行
と指令、および長年にわたる問題のフォローアップを目的とした会議
を開催しました。

レジストリにおける開発の奨励
アンゴラでの長年にわたる特許出願の問題で、前向きな進展があっ
たことをご報告します。過去15年間で、アンゴラで承認または認可
に進んだ特許出願はほとんどありません。しかし、IAPIとの長期にわ
たる議論の後、アンゴラでの特許出願の処理に前向きな進展があ
り、2019年の最初の数か月に多数が出願され、付与が進められてい
ます。 

IAPI訪問の際に、これらの長期の申請未処理の問題に取り組むことが
明らかになり、今後数か月でこの点に関するより前向きな進展が期待
されます。 

進行中の記録更新の第2フェーズ
アンゴラ産業財産権研究所は、長期の未解決案件を定期的に整
理し、それによって地域の知的財産保護を促進することを目的とし
て、2015年に再構築プロジェクトに乗り出しました。当時、レジストリ
は、申請番号が1～5,000のすべての標章に関して、レジストリの記録
に関する更新されたファイル情報を要求していました。

予想通り、2017年11月の産業財産権公報で2回目の通知が発行さ
れ、5,001から20,757までの申請番号のケースの公式記録は、付与さ
れたが付与通知または登録証明書が発行されていない標章を含む
レジストリに保留中のすべての問題に関連する支援文書を提供する
ことで更新する必要がありました。

モザンビークおよびアンゴラの事務所は、レジストリの職員と協力し
て、法律事務所を代表して努力してきました。当社は、手元の複雑な
プロセスに関する極めて貴重な直接的知識および情報を獲得しまし
た。 

最初の再構築プロジェクトで経験した課題を考えると、2回目の正規
化プロジェクトはそれほど大きな困難もなく進行し、通知に記載され
ている2018年11月24日の期限に間に合わせることができました。

レジストリは、プロジェクトがレジストリ側で終了する可能性が時期に
ついての兆候を提供しませんでした。したがって、情報が利用可能に
なった時点で、個々の問題についてクライアントに報告しています。

偽造防止活動 

2018年11月、税関のメンバーとアンゴラ警察の犯罪捜査課（SIC）向
けにトレーニングが実施されました。実習として、キコロ市場に近い
複数の店舗でトレーニングセッションが実施されました。 

Adams＆Adamsがアンゴラの税関職員のために実施するこれらの
年次製品識別ワークショップは、2019年と2020年も継続する予定で
す。
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アンゴラにおける有名商標の保護
アンゴラ産業財産権法1992年3/92では、有名商標の保護に関する明
示的な規定はありませんが、実際には、アンゴラでも有名商標は保護
されています。 

実際には、登録官は、アンゴラでの有名商標の複製、模倣、または翻
訳において、商標が同一または類似の商品またはサービスに使用さ

れ、混乱を引き起こす可能性がある場合、商標を拒否または無効にし
ます。商標が同一ではない商品またはサービスで使用されている場
合、アンゴラで高い評価を得ている別の商標の複製、模倣または翻訳
を構成する場合、商標の不当な優位性、または商標の特性または名
声を損なう可能性がある場合、商標を拒否または破棄することもでき
ます。

モザンビーク産業財産権法に含まれる定義と同様に、商標は、アンゴ
ラでの商標の宣伝の結果として関心のある地元の人々の間で有名な
ものである場合、アンゴラのレジストリによっても有名であるると見
做されます。商標がアンゴラまたは世界中で宣伝された結果、関心の
ある人々の間でよく知られている場合、高名商標と見做されます。

特に、アンゴラの有名商標の状況に基づいて異議申立手続を開始す
る際に覚えておくべき重要な事実は、有名商標または高名商標の所
有者は、アンゴラでの独自の商標を登録または登録申請し、申請後に
異議を申し立てる場合にのみ訴訟を起こすことができるということで
す。 

アンゴラは、有名商標の保護と施行について関連する法律が黙示さ
れていることを考えると、厳密に最初の管轄権ではありませんが、当
局が有名商標に保護の原則を適用する方法を予測することは困難で
す。最近の多数の商標異議の判決から浮上しているパターンは、希望
の商標登録申請を外国企業が行った場合、現地法人よりも有名商標
権に基づく異議の成功が容易であるということです。 

しかし、すべての場合において、モザンビークとアンゴラの両国の有
名商標所有者は、可能であればポルトガル語圏での地元での使用ま
たは承認の証拠を含め、商標の高名性に関する豊富な説得力のある
証拠を提出する必要があります。これは、現地法人への請求書、製品
を在庫している地元の小売業者のリスト、国固有のウェブサイトまた
はソーシャルメディアプロファイル、地元または少なくともポルトガル
語の広告または地元のニュース記事または商標に言及しているその
他の出版物の形を取ることができます。 

アンゴラが2007年12月27日にパリ産業財産権保護条約に加入したと
いう事実にもかかわらず、レジストリは、アンゴラの現地法人に対して
提出された異議を検討する際に、有名商標保護に関する規定をほと
んど考慮していないようです。 

理想的には、有名商標の所有者は、賢明な起業家が辿り着く前に、ア
ンゴラ独自の商標出願に優先順位を付けることをお勧めします。

実習中に訪れた店舗の一部
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ベナン
偽造防止トレーニング 

2018年9月、Adams＆Adamsは、ベナンで開催された世界税関機構（WCO）のトレーニングおよびワークショップに参加し、
偽造防止トレーニングを提供するために招かれました。 

ベナン、ナイジェリア、その他のアフリカ諸国の税関当局も参加しました。他のアフリカ諸国の代表者は、各国で同様のトレーニ
ングワークショップを開催することに強い関心を示しました。 

主な機会と懸念
+  ベナンの文化、動植物は、今では保護区を備えた観光産業の基盤に次元
を追加することができます

+  工業的農業は、十分な降雨によって促進される自給農業に取って代わる
ことができます

+  輸出用水力発電は、国有河川を利用するクリーンエネルギーの方法です

–    低い識字レベルに対処するには、低い教育レベルを引き上げる必要が
あり、労働力のスキルトレーニングが必要です

–    原始的なインフラストラクチャは、物品の輸送と公共サービスの実施を
禁止し、日常生活の闘争を強化します

–    ベナンの生活の貧困が児童労働が蔓延する要因となっています

ボツワナ
レジストリ訪問
2019年2月、Eugene Honey女史（パートナー）、Nthabi Phaswana

女史（パートナー）、Kareema Shaik女史（シニアアソシエイト）
、Shakes Mashaba氏（管理職員）から構成されるAdams＆Adams

チームは、ボツワナ視察でガベローネの新しい中央ビジネス地区の
新しい施設にあるアソシエイトオフィスと企業知的財産局（CIPA）を
訪問しました。 

チームは登録官のTim Moalusi氏と面会し、レジストリの運用につい
て議論し、レジストリが経験している関連問題について提起すること
ができました。 

特に、ボツワナ特許庁に提出された特許出願の付与が遅れていま
す。Moalusiは、彼のチームの監督の下で、ファイルの物理的な検査
を実施し、バックログの解決策について話し合うことを許可しました。

広々とした手入れの行き届いた新しいオフィスのツアーに参加しま
した。IPASシステムがCIPAによって運用されていることも示されまし
た。 

レジストリでは、短期から中期のデジタル化を主な焦点とする有望な
開発が行われています。
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Tim Moalusi,氏（登録官）、Malebogo Selemogo女史（アシスタント登
録官）

CIPA オフィス

アフリカアップデート 2019

主な機会と懸念
+  腐敗のない、ビジネスに寛容な政府は、外国投資家を歓迎します

+  鉱業部門を補完し、最終的に置き換える経済部門には、政府の支援を通
じて繁栄するあらゆる利点が与えられます。

+  広大な国のますます拡大する道路、鉄道、航空のインフラストラクチャ と
都市の中心部は、建設業界の繁栄を保証します

–    主に乾燥した国は、生活と産業の成長に不可欠な水の供給を確保する
ために取り組んでいます

–    砂漠環境の栽培可能な土地は不足しており、食糧生産は灌漑の課題に
より制限されています。

–    辺境地の砂漠化も食料生産を妨げており、生産的な使用のためには修
復の必要があります

税関トレーニング 

大陸での偽造防止活動の継続的な増加により、当社の偽造防止チー
ムは、訓練と共同活動を通じて、多くのアフリカ諸国での偽造対策に
地元の法執行機関とますます関与するようになりました。 

2018年5月、A＆Aの代表者は、ボツワナ警察サービスのメンバーとと
もに、ハボローネで税関トレーニングを実施しました。

偽造防止トレーニングワークショップ
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ブルンジ
商標の更新期限 

ブルンジの商標所有者は、この国の今後の商標更新期限に注意する

必要があります。 

2009年7月28日に施行されたブルンジの産業財産権に関する法律

No. 1/13は、現在、この国での商標の登録と執行を扱っています。以

前の商標法に基づく商標出願、すなわち2009年7月27日以前の出願

日を有する商標は、有効性と法的強制力を維持するためには2019年

7月28日以前（すなわち、現行法の施行日から10年後）に更新されな

ければなりません。 

現在の法律に基づく商標登録は、関連する商標の出願日から計算し

て10年間有効です。そのため、2009年7月28日以降に提出された商

標は、商標権者の選択により、出願日から10年目、およびその後10年

ごとに更新されます。 

主な機会と懸念
+  人道的活動は、人口の80％が貧困状態にある国で
不可欠な外国の支援サービスです

+  コーヒーとお茶はブルンジの土壌と気候でよく成長
する二大作物であり、農業産業の基盤を形成するこ
とができます

+  風光明媚なタンガニーカ湖は、観光開発の機会を
提供します

–    独裁政権と権力に飢えた大統領が統治と経済を完
全に制御します

–    ブルンジ最高の精神と生産性を備えた一部労働者
は、ジェノサイドを恐れる500,000人の難民の中に
逃げ込みました

–    独裁政権により国が国際制裁を科される可能性が
高い
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アフリカアップデート 2019

主な機会と懸念
+  特に沿岸水域に生息するロブスターとマグロを中
心とした養殖は拡大可能

+  観光は経済の主な推進力であり、新しい観光イニ
シアチブは確立されたインフラストラクチャ上に構
築できます

+  食料を輸入しなければならない島々の地元の食料
ニーズを満たすために、革新的な農業技術の開発
が必要です

–    慢性的な水不足は、経済発展の障害であり、住民の
健康リスクです

–    経済的機会が限られているため、地元住民の移住
は、若者が海外で仕事を探す際の最大の社会問題
です

–    島にはユニークな固有の動物が生息しており、観光
には有利ですが、人間の開発によって脅かされてい
ます

カーボベルデ
レジストリ訪問 

Adams & AdamsモザンビークのパートナーであるElio Teixeira氏
は、2019年1月にカーボベルデのプライアを訪れ、カボベルデ知的財
産研究所所長のAbraão Andrade Lopes氏と会談しました。 

研究所のスタッフによる未処理問題削減のための共同の努力により、
レジストリの運用が徐々に改善されていることをご報告します。 

知財ジャーナルは現在定期的に発行されています（過去3年間に平均
で年間3～4ジャーナル）これは過去数年と比較して大幅に改善され
ています。ただし、同国が主要な国際知財条約、すなわちパリ条約と
PCTに参加する予定があるかは示されていません。 

訪問後、カボベルデ知的財産研究所は、使用の宣言を提出するため
に委任状は必要なく、記録証明書は発行されないと通知しました。記
録は、ジャーナルに掲載されると完成します。

Elio Teixeira（A&Aモザンビーク）、Teresa Livramento Monteiro（アソ
シエイトオフィス）、Abraão Andrade Lopes,（カボ・ヴェルデ知的財産研
究所所長）
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エジプト
特許オンライン出願の導入
知財事務所へのアクセスを改善し、知財権の取得に関連する手順を
簡素化するための大陸全体での同様の開発に伴い、エジプト特許庁
は、特許出願のオンライン申請を可能にする手順の実装を開始しまし
た。さらなる開発が報告されます。

商標訴追 –控訴決定
申請と審査の間に多くのイライラする長期の遅延、控訴でこれらの訴
訟を覆す見込みがほぼない貧弱な訴訟が多く発生しましたが、レジス
トリでの業務は大幅に改善されました。出願と審査の間のタイムライ
ンは、多くの場合、12カ月未満であり、現在、合理的な行動が出されて
おり、上訴委員会の決定は十分に推論され決定されています。

エチオピア
輸入特許 –アップデート
エチオピアは、アフリカで数少ない国のPCTまたはパリ条約非加盟国
の一つです。輸入特許を申請できる世界で唯一の国です。つまり、同
国では外国の特許を登録することができます。残念ながら、1995年の
発明、小発明、工業デザインに関する宣言では、要件と手順に関する
ガイダンスはほとんど提供されていません。現在まで、登録申請は承
認されており、問題なく付与されています。 

しかし、控訴審で下された最近の決定により、EIPO（エチオピア知的
財産局）のポジションでは、輸入特許の申請は審査管轄区で付与され
た特許に基づいている場合にのみ付与されるという事実を確認しま
した。決定の根拠は、エチオピアは審査管轄権であり、審査を行って
いない知的財産局によって付与された特許のエチオピアでの付与を
許可できないことです。

主な機会と懸念
+  2017年、エチオピアは東アフリカ最大の経済大国と
してケニアを上回り、あらゆる授業分野で投資家に
機会を提供しました

+  国家インフラの改善は、経済成長と多様化の基盤
です

+  山の景色と川のある風光明媚な文化的に豊かな国
として、現在のレートを超えて観光産業をホストす
ることができます

–    教育レベルはまだ低く、人口の多くは自給農業によ
って支えられています

–   2016～2017年の非常事態宣言は、同国の民主主義
にとって重大な後退ステップでした

–   エリトリアとの未解決の緊張は、国内の民族的緊張
がエスカレートする一方で、戦争に発展する可能性
があります

主な機会と懸念
+  拡大したスエズ運河とエジプトの場所を地域のハ
ブとして利用する輸送は引き続き堅調で、能力が拡
大しています

+  ダイナミックな観光産業はアフリカで最も成功を収
めており、同国におけるテロ事件の深刻な影響は受
けていません

+  教育機関は増加しており、消費者からの通信技術の
需要も増加しています

–    2011年から2014年の政治的混乱の後の適切な経
済回復

–    市民の自由よりも安全を優先する権威主義的な政
府

–    抑圧的なメディア環境は、重要なニュースや情報の
自由な流れを妨げます
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WIPOが地域会議を開催
2018年10月、世界知的所有権機関（WIPO）は科学技術省（MOST）およびエチオピア知的所有権局（EIPO）と協力して、「イノベ
ーションと技術的能力構築のためのパートナーシップ」と題する 後発開発途上国（アフリカのLDC）のための地域会議を開催し
ました。」 

20カ国の代表が参加し、技術革新、技術の使用、キャパシティビルディングイニシアチブに関するさまざまなテーマの下で議論
が行われました。

中国特許庁は、特許審査官のトレーニングを支援しています
2016年、中国国家知的財産局（CNIPA）とエチオピア知的財産局（EIPO）は、知的財産に関する協力のための覚書（MOU）に署
名しました。2018年11月、CNIPAはEIPOの特許審査官にトレーニングを提供しました。 

さらに、CNIPAは、EIPOの4人のスタッフに中国の知的財産法の修士プログラムに参加するための奨学金を提供しています。

ガーナ
偽造防止トレーニング
2018年10月に、税関副長官を含むガーナ関税局のメンバーにトレーニングが実施されました。これは、税
関がAdams & Adamsに行った定期トレーニングを実施して貨物の留置と将来の「捜索および押収」業務
を支援できるようにする要請に応じたものです。 

主な機会と懸念
+  天候に弱い農業への依存から脱却し、石油鉱床を開発したことで経済の
多様化を実現しました

+  国家基準の教育が充実しており、社会サービスは政府によって継続的に
提供されています

+  優れた地域と国際貿易のリンクが観光と商業を促進しています

–    政府による歳入を伴う支出を継続するために必要な緊縮政策の受け入
れが遅い

–    貧弱な都市計画は町の災難の根源であり、一部のスラム街はほとんど居
住できません

–    犯罪が社会的課題であり、腐敗が優れたガバナンスの継続的障害となっ
ています

アフリカアップデート 2019
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コートジボワール
Coca-Colaが OAPI 商標登録に成功

アビジャン商業裁判所は、OAPI商標登録の有名商標登録に基づい

て、コカコーラ・カンパニーが制定した  商標侵害および

取消訴訟において有利な判決を下しました。 

侵害商標はICE COOL COLAロゴであり、 商標の定型化

された形式と紛らわしい類似した方法で表現されています。OAPIオ

フィス以前に登録されており、コートジボワールで販売されているコ

ーラ飲料製品で使用されていました。 

製品自体は、有名なコカコーラの「輪郭ボトル」と類似したボトルで販

売されていました。

主な機会と懸念
+  ココアが一年中収益性の高い輸出品であり、経済の
柱となっています

+  その他の農業生産は海外市場を確立しており、政治
的安定が回復するにつれて生産が成長しています

+  オフショア石油鉱床の発見、開発により国の経済構
成が大きく変化しました

–    ガーナとの海上国境領土紛争により、オフショア石
油探査が不確実になっています

–    製造セクターが未発達なため、工場インプットと消
費財を輸入に頼っている

–    長年の経済発展にもかかわらず、ココア農園での
児童奴隷の使用と大規模な社会的不平等が主な社
会的課題となっています

ICE COOL COLAロゴマークと 商標、ボトルの形状、製

品の立ち上げの類似性を考慮して、コカコーラ・カンパニーはICE 

COOL COLAロゴマークの登録と使用によってもたらされる消費者

の欺瞞と混乱を懸念していました。製品の販売は停止され、破棄通知

レター送付後に市場から撤去されましたが、商標登録の所有者は登

録取り消しを拒否しました。このため、コカコーラ・カンパニーは、ICE 

COOLロゴの商標登録取り消しの訴訟手続きを開始せざるを得ませ

んでした。また、この商標の使用を制限する裁判所命令を要求しまし

た。

被告は、この訴訟はコカコーラ・カンパニーが「コーラ」という言葉

を独占し、「コーラ」製品に関する「赤」色の使用の独占権を主張する

試みに等しいと主張しました。しかし、商業裁判所はこの議論を却下

し、この事件は「コーラ」という言葉の使用に関するものではないと

述べました。むしろ、問題の決定には2つの商標の全体的な比較が必

要であり、その比較を行うと、ICE COOL COLAロゴのデザインが

商標のグラフィックデザインとほぼ同じように描かれてい

ることが明らかでした。 

したがって、裁判所は、商標の評判によって悪化した混乱のリスクが、 

 ICE COOL COLAロゴ商標の取り消しを正当化すると

判断しました。上記の理由で、商標の所有者とそのライセンシーも商

標の使用を控えるよう命令されました。
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ケニア
偽造防止トレーニング
2018年10月、Adams & Adamsの代表者は、ナイロビとモンバサの
偽造防止機関（ACA）のメンバーを対象に、偽造防止トレーニングワ
ークショップを実施しました。Adams＆Adamsは継続的なACAとの
コラボレーションに成功しており、当社のチームは、IAEAのメンバー
との間で多数の偽造防止および製品識別トレーニングセッションを
実施しています。

ケニアの屁理屈 | 商標紛争
Style Industries Limited 対 Sana Industries Co. Limited（2018年）
eKLRにおいて、原告のStyle Industriesは、長年の競合企業である被
告のSana Industriesに対する暫定的な抗告とアントン・ピラー命令
を求めました。

主な機会と懸念
+  インフラストラクチャの十分な開発が、ビジネス、産
業、および輸送を支援します

+  ビッグゲームの視聴に基づく高度な観光インフラス
トラクチャにより、この国はサハラ以南の観光地とし
て人気があります。

+  教育を受けた労働力、ダイナミックな

 起業家精神がケニアの 中央および東アフリ
カの ペースセッターにしています

–    政府は自らの腐敗を是正することに真剣ではなく、
批判に対してしばしば防御的です

–    アルシャバーブのテロ攻撃は主要なセキュリティ上
の脅威であり、効果的なテロ対策ポリシーは見つか
っていません

–    民族グループの調和は、新たな不満によって取り消
されることがあります

両者は、とりわけケニアのヘアエクステンションに関連して取引して
います。

原告は、ケニアのクラス26で、前任者からの「ヘアアディション、ヘアピ
ース、三つ編み、ウィーブ、ウィッグ」に関連するVIP COLLECTIONの 

商標を取得していました。同社の資産を買収した結果、原告は商
標、VIP COLLECTION、およびその商標に付随するグッドウィルを取
得することになりました。

原告は、2017年10月に、VIP COLLECTIONの商標が付いた製品の売 

上高が急落したと主張しました。これは、被告によるVIP PREMIUM 

COLLECTION商標の付いた類似製品の販売に起因するものです。

原告は、被告の行為がすべての他者を排除してVIP COLLECTIONの 

商標を使用する権利を侵害し、その行為が裁判所によって拘束され
ない限り続くと主張して、裁判所からの判決を求めました。アントン・
ピラー命令は、原告が被告の施設および権限にアクセスして、VIP 

PREMIUM COLLECTION商標が適用された製品を押収することを訴
訟の最終決定まで許可するために請求されました。

弁護において、被告は、同様に、原告は商標としてではなく商品の品
質を示すものとしてVIP COLLECTION商標を使用していたと主張し 

ました。また、その行為の結果として経済的損失を被ったという原
告の主張は不実表示であると主張しました。事実として、それは
当時行われた長期の総選挙に起因すると主張しました。また、被
告はVIP PREMIUM COLLECTION商標の取得により、原告のVIP 

COLLECTION商標と区別できるようになったことを訴えました。

それにもかかわらず、裁判所は以下を認定しました。

1. 原告が商標権侵害の一応の証拠のある事件を立証したこと。

2. 原告は、損害賠償の裁定で適切に補償できない回復不能な損失
を被ったと主張したこと。

3. VIP COLLECTION商標を使用する権利があるため、利便性のバ 

ランスが原告に有利であったこと。実際、2008年以来VIP 

PREMIUM COLLECTION商標を使用していた被告は、原告の商
標の効果の有効性を侵害していません。

しかし、裁判所はアントン・ピラー命令を裁定しませんでした。裁判所
は、原告が証拠が被告によって破壊されることを示唆する訴訟を行わ
なかったため、証拠の保存を目的とする命令は無意味であると認定し
ました。さらに、両当事者は、被告が自分の論文で矛盾する商標を使
用したことを示す証拠を提示しました。

原告に被告の事業へのアクセスを与え、したがって正当ではないよう
に思われる不当な利益を与えたアントン・ピラー命令を拒否するとい
う裁判所の決定は、賢明なものであると思われます。メリットの決定
も正しいと思われます。原告の商標が、被告が訴えた一般的であると
いう理由での攻撃に耐えるかどうかは、おそらく別の問題です。

アフリカアップデート 2019
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同じ言葉の繰り返し | ケニア著作権紛争
Incognito Productions Limited他対Nation Media Group（2018

年）eKLRでは、原告は知的財産の不正使用を制限する被告に対する
暫定的な中断を求めました。 

両当事者は、ケニアで放送されている音楽テレビ番組「The Beat」に
関連して、2005年にまでさかのぼる取引関係がありました。しかし、視
聴率が低迷したため、当事者間で番組の刷新について議論し、最終
的には今年初めに新番組「LIT360」が放送開始されました。LIT360の
目的は、地元の音楽タレントの養成です。

原告は、被告がLIT360の根底にあるコンセプトを流用したと主張しま
した。この主張の根拠は、2017年に当事者間で共有された事業提案
にあります。具体的には、原告は、ケニアの著作権により保護されてい
る文学および視聴覚作品の形で、LIT360の被告の表現を共有したと
主張しました。

裁判所は、原告の暫定的救済の申請を拒否しましたが、主訴の決定
についてコメントしました。具体的には、裁判所は、審理裁判所が以
下のことを判断する必要があることに留意しました。

1. 被告は、LIT360はThe Beatの改良版であり、したがって被告が所
有権情報を所有すると主張し、原告はLIT360は著作権を侵害し
ない別個の作品として製作されたと主張しました。

2. 原告はアイデアの著作権保護を求めています。LIT360は事業提
案から生まれたものであり、最終的にパイロット版を制作し、有
形で被告に届けられました。アイデアに著作権が存在しないこと
はささいなことです。

3. ケニアの著作権法で要求されているように、原告のコンセプト
は独創的です。被告は、原告のコンセプトは米国で放映された他
の2つの番組に似ていると主張しました。原告は、問題の番組は
YouTube経由で放送されたが、彼らのコンセプトはテレビとラ
ジオによる同時放送を想定していたと主張しました。この配信方
法の違いがオリジナリティの決定に影響するかどうかは不明で
す。

裁判所は、著作権侵害の主張を裏付けるには証拠が不十分であると
判断しました。裁判所はまた、LIT360とそのスポンサーおよび関連会
社に投資した被告が損失を被るという理由で、暫定的な裁定を下すこ
とを拒否しました。

著作権法の文脈で独創性に関する法律を策定する必要があるように
思われるため、この裁判の最終判決について、裁判所には大きな期
待が寄せられています。さらに、この裁判は、アイデアのコンセプトま
たは表現を著作権保護の対象となる物質的な形に縮小する必要があ
るかを明らかにします。

ケニアの工業デザイン用途の申請要件が緩和さ
れる 

ケニアは、知的財産権の保護に関して先進的な法律を制定している
アフリカ諸国の一つです。ケニアの法律は、国際基準に準拠し、知財
登録システムを使いやすいものにすべく、常に変更されています。長
年にわたり、デザインのサンプルを提出する必要があるため、ユーザ
ーがケニアでデザインアプリケーションを直接提出することは推奨さ
れていません。ほとんどの判例では、提案された設計は、物理的な標
本を提出するための要件を遵守することが不可能になるような性質
のものでした。この点で、ユーザーはケニアを指定するARIPO（アフリ
カ広域知的財産機関）でデザインアプリケーションを提出することに
より、ケニアでデザイン保護を取得することを希望しました。標本を提
出するための面倒な要件は、2001年のケニア産業財産権法のさまざ
まな条項を修正した2018年のその他の法律改正法の制定により廃
止されました。
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マラウィ
マラウイがマドリッド制度に参加 

2018年9月25日に、世界知的所有権機関は、マラウイがマドリード議
定書への加盟文書を寄託したと報告しました。これにより、マラウイ
はマドリッド制度の102番目の加盟国になります。

マドリッド制度により、マラウイの商標所有者は、最大117の地域で商
標保護の単一の国際出願を提出することができます。マドリッド議定
書は、2018年12月25日にマラウイで発効される予定です。

マラウイの現在の商標法は、マドリッド議定書に関する商標の登録を
規定していません。しかし、2018年2月2日、マラウイ大統領は商標法
2018年第2号（「新法」）に同意しました。新法は、マドリッド議定書の
観点からマラウイの商標登録の規定を設けています。ただし、新法は
まだ法律化されておらず、官報で公表された通知により大臣が指定
した日に施行されます。レジストリの現在の課題、特に完全にデジタ
ル化された記録の欠如を考えると、マラウィ商標庁が完全に自動化さ
れ、マドリッドの指定が関連規制に従って処理されるまで、国家の商
標保護を求めることを強くお勧めします。 

主な機会と懸念
+  農業生産性の高い土地が豊富なため、輸出可能製品を増産することが
できます

+  紛争とテロの脅威に対するセキュリティレベルが低いため、社会基盤は
安定しています

+  改革派の政府が汚職が蔓延する文化に対処し、企業投資を刺激しようと
しています 

–    内陸国は鉱物が乏しく、天然資源が少ない

–    政府の腐敗がビジネスや日常生活の障害となっています 

–    急速な人口増加が社会的および経済的発展の足かせとなっています

新しい登録官が任命されました
2018年10月、Chikumbutso Namelo氏は知財レジストリの登録官
に任命されました。この任命は、以前の登録官、Chapusa Phiri氏の
突然の別の政府部門への再配置によるものです。

アフリカアップデート 2019
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主な機会と懸念
+  再生可能エネルギー、ICT、深海探査などの新しい
技術が経済の多様化を続けています

+  観光は魅力的な熱帯の島の環境のために観光、特
にハイエンド観光が成長しています

+  米国市場への貿易アクセスにより繊維産業が拡大
しています

–    アフリカ本土および貿易ルートからある程度の隔
たりがあります

–    島国のため地球温暖化による海面上昇の影響を受
けやすい

–    すべての電力を地域で生成する必要があり、その
97％は化石燃料によるものです

主な機会と懸念
+  確立されたグローバルな貿易リンクが輸出のため
のマルチマーケットアクセスを提供します

+  安定性、低インフレ、セキュリティがビジネスの成長
に影響を与えています

+  低コストの労働力が産業の追求を支援し、自動車製
造に拍車をかけています 

–    君主制固有の不安定性とは、すなわち、政治的混乱
を避けるために民主的な改革を慎重に管理しなけ
ればならないことです

–    西サハラの所有権をめぐる未解決の紛争が武装暴
動を引き起こす可能性があります

–    人身売買とスペインを経由したモロッコからヨーロ
ッパへの不法移民は、モロッコのトップ貿易相手国
であるスペインからの制裁につながる可能性があ
ります

モロッコ
電子的に発行された登録および更新証明書
モロッコ商工業所有権局（OMPIC）は、OMPICスタンプを使用した

電子商標登録と更新証明書のみを発行すると発表しました。

これは、モロッコの国内商標の登録プロセスを促進することにより、

革新を進め、顧客のニーズに注意を払い、付加価値サービスを開発

する局の2016～2020年戦略計画に沿ったものです。電子証明書に

は、執行目的において書面と同じ法的価値があります。

OMPICで任命された新しいDG

モロッコ商工業所有権局（OMPIC）は、Adil El Maliki 氏の後任として

Larbi Benrazzoukが局長に就任することを発表しました。

Larbi Benrazzouk氏は、OMPICに加入する前、モロッコの中小企業

の振興を担当するMaroc PMEのディレクターを務めていました。そ

こで彼は、中小企業の競争力を高めるための旗艦プログラムを開始

しました。

モーリシャス
偽造防止トレーニングワークショップ 

2018年11月にモーリシャス歳入庁のメンバーと共にトレーニングが
実施されました。このトレーニングでは、モーリシャスでの偽造品の
動向についての大きな洞察を得ることができ、毎年恒例のイベントに
なっています。次回のイベントは2019年に開催されます。 

税関トレーニング、ポートルイス
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税関との直接の商標権の記録が許可されました
モロッコで登録された商標の所有者は、モロッコを指定する国際登
録と同様に、税関で一時停止申請を記録し、商標が付いている偽造品
の押収または一時停止を要求することができます。これは法律31/05

号の規定により許可されています。

一時停止申請が税関に受理されると、モロッコの入国港にある他の
すべての事務所に通知され、記録された商標を持つ偽造製品を一時
停止して押収するよう指示が出されます。一時停止申請は、12か月間
有効で、毎年更新できます。

我々はプロセスの有効性に関する報告を待っており、モロッコでの一

時停止申請と記録に関するクライアントの更新を継続します。申請の

要件には、公証または合法の委任状、ならびに商標登録証明書の認

証コピーが含まれます。

主な機会と懸念
+  大量の鉱床により、経済をリードする鉱業セクターが可能になり、陸上およ
び沖合での作業が可能です

+  輸送および建設部門は、地域の輸送ハブとしてのナミビアの役割の増大に
対応して成長しています

+  南アフリカとの緊密な貿易関係はその市場へのアクセスを提供し、外国貿
易のリンクは鉱物と魚の輸出を可能にします

–    海でのダイアモンド採掘が増え、生産コストが上昇しています

–    鉱業経済の収益性は世界的な商品価格の変動に対して脆弱です

–    若者の失業率が依然として高い

ナミビア
レジストリ訪問 

2018年11月、Adams＆AdamsパートナーのMar ië t tedu 

Plessis、Nicky Garnett、およびアフリカプラクティスマネージャーの
Menzi Maboyiがナミビアを訪問し、アソシエイトオフィスと、今年初
めに新しいオフィスに移転したレジストリを訪問しました。

チームは、運用上の問題から新法の規定のいくつかの解釈とその実

際的な効果に至るまで、多くの問題についてレジストリと連携しまし

た。これらの懸念は登録官によって指摘されており、これらの問題を

議論し、それらを実行可能なソリューションに解決するために、2019

年初頭に利害関係者のワークショップを開催する計画が進行中であ

ることが通知されました。レジストリスタッフが対応し、すべての質問

とリクエストに回答しました。2016年8月以降、BIPAの設立に伴い、ナ

ミビアの知的財産の分野では、新しい法律の制定、レジストリのより

広々とした近代的なオフィスへの移転、レジストリ内の改善されたシ

ステムにより、前向きな進展が見られます。

アフリカアップデート 2019
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新知的財産法の実施に関するステークホルダー
会議
2018年8月1日に2012年産業財産権法（「法」）が施行された後、事業・
知的財産局（BIPA）は、2019年2月20日にステークホルダー会議を開
催し、実施に起因する法または規則の不確実性について議論しまし
た。Adams & AdamsのパートナーであるDale Healyは、ウィントフ
ックで開催された会議に出席しました。会議にはBIPAのメンバーが
参加しました。法律の規定の適用に関連する多くの問題が議論され、
今後の方法が合意されました。旧法に関する商標法の申請の問題の
例が提出されましたが、レジストリからの応答が新法の後になる場
合、申請者/代理人からの行動は新法の規定に従う必要があります。
会議の終わりに、レジストリは実務指示書を準備・配布し、特定の問題
を継続的に議論するために次回会議を開催することを約束しました。

偽造防止トレーニングワークショップ

Menzi Maboyi、Mariëttedu Plessis、Ainna Vilengi Kaundu（エグゼク
ティブ：知財サービス、BIPA）、Nicky Garnett

（左から）Menzi Maboyi、Colin Marenga氏（商標・知財担当）、Mbeja 
Kah Bishop女史（知財担当）、Nicky Garnett、Hilia女史（知財担当）
、Eliphas Tjapaka氏（知財コンサルタント）、Mariëttedu Plessis

偽造防止トレーニングワークショップと捜索・押収
オペレーション
Adams＆Adamsの代表者は、2018年11月にナミビアの税関および
物品税局のメンバーと偽造防止トレーニングを実施するためにナミ
ビアを訪問しました。 

その後、大量の偽造品が押収されたオシクク、オウタピ、オシャカンゴ
で市場内オペレーションが行われました。
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ナイジェリア
NAFDACが偽造化粧品の製造業者に対する有罪
判決を確定
2019年2月、ナイジェリア食品医薬品局（NAFDAC）は、ラゴスのビジ
ネスマンであるEbenezer Arimiwenに対する有罪判決と15ヶ月の
禁固刑を確定しました。アリミウェン氏は、未承認化粧品の製造、誤表
示、未登録化粧品の流通、NAFDAC未承認化粧品の製造など合計7

件の罪状で告訴されました。 

製品には、正体不明のホワイトクリーム数種、Nice Skin Maxitona 

Lotion、Perfect White Lightening Beauty Lotion、HQ High 

Quality Luxury Milkなどが含まれていました。検察官のUmaru 

Shamakiは、同氏の犯罪は食品医薬品および関連製品（登録等）法の
第1、5条（a）、Cap F33、LFN 2004に違反し、同法第6条（1）（a）、第17

条（1）に基づき処罰されると述べました。また、2005年化粧品（ラベル
表示）規定第1、6条および同規定第20条（1）（a）に基づいて罰せられ
ます。

過去10年間の急速に変化した消費財（FMCG）の偽造は、市場の
繁栄に発展しました。偽造消費財に関する主な懸念は、疑いを持た
ない消費者にもたらされる健康と安全のリスクです。世界保健機関
（WHO）の報告によると、開発途上国で流通している医薬品の4分の
1近く（HIV /エイズ、結核、マラリア治療薬を含む）の品質は低く、許容
できないものです。そういった薬は効果がないどころか、最悪の場合
は致命的です。もう一つの懸念は、偽造品が正規の流通経路にフィル
タリングされていることです。

主な機会と懸念
+  石油埋蔵量と先進産業インフラストラクチャにより収益性を維持します

+  教育を受けた裕福な大規模な人口統計が産業およびサービス部門向けの製
品を購入するための有利な国内市場を提供します

+  意欲的な地元のタレント・起業家階級が、国の貿易リンクを活用し、石油依存
から経済を多様化します

–    ボコ・ハラムのテロ活動はすべてのビジネスと社会保障を脅かしています

–   政府の腐敗がビジネス活動を阻害し、国家の皮肉的な雰囲気を作り出してい
ます

–   貧困に苦しむナイジェリア人は2014年の62％から2016年には70％に増加し
ており、貧困が緩和されなければ将来の社会的不安は確実なものとなります

ラゴス連邦高等裁判所のJude Dagat 判事は、検察が合理的な疑
いを超えてArimiwenに対する訴訟を証明できたことに満足していま
す。彼は5回の公判で禁固15か月、残りの公判で禁固10か月の判決を
受けました。これらの刑期は同時に執行されます。

他のNAFDACニュースでは、エージェンシーが輸入食品の新しいオ
ンライン製品監視システムを導入しました。これを申請することで、申
請者は製品登録の進捗とプロセスを監視することができます。

登録官が商標法廷裁定の大要を発表
ナイジェリア商標庁は最近、史上初の商標異議裁定の大要を発表しま
した。ハードコピーで入手可能である当出版物は、ナイジェリアでの
知的財産の保護と執行の一歩と見做されています。 

664ページの大要の公開により、ナイジェリアの商標登録は国際基準
に沿ったものになりました。 

また、この大要はブランド所有者と弁護士が異議申立の全体像を把
握できるよう支援し、権利所有者がナイジェリアで直面する可能性の
ある商標関連の紛争で訴訟が正当化されるかどうかを判断する十分
な先例によりサポートします。 

この大要はナイジェリアの商標登録の主要な発展とみなされており、
弁護士とブランド所有者はどちらも、権利がより適切に執行され、ブラ
ンドがより効果的に保護される環境に貢献すると確信しています。

アフリカアップデート 2019
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主な機会と懸念
+  政府は建設、ICT、貿易投資を奨励しています

+  農業関連産業は、国の主要な農業部門に強固な基盤を有しています

+  ルワンダの有名なゴリラは、観光産業の基盤であり、事業投資を促します 

–    内陸国のため、輸送リンクが予測不可能な状態で不安定です

–    大部分の農村部の農民人口は、現代の労働力の要件を満たすために訓練されていません

–    政府による人権および非政府組織の活動の削減は、懸念される権威あるストリークを示して
います

ルワンダ
医薬品の特許が保護されていない 

ルワンダの2009年知的財産法は、医薬品を特許保護から明示的に

除外しています。ルワンダは、ARIPO（アフリカ地域知的財産機関）

のメンバーであり、ハラレ議定書の署名国です。そのため、ルワンダ

は、ARIPOを介した特許出願で指定することができます。

シエラレオネ
2012年商標法が施行されました

2012年に新しい意匠法と特許法が制定されたにもかかわらず、予想
されていた修正商標法の公布は何年もの間、曖昧なままでした。しか
し、シエラレオネレジストリは現在、2014年の商標法第8号（新法）を
適用していることを示しています。これは、特定の技術的問題を解決
するために、2014年10月9日の官報で公表された後、新しい法律が議
会に戻されたと報告され、シエラレオネの適用法に関する長期にわ
たる不確実性が続いていました。 

特許出願がARIPOによって審査されると、指定された加盟国は、その

出願が国内法と互換性がないことに基づいて、出願を拒否する機会

があります。過去、このオプションの行使は非常に稀で、ARIPOによっ

て受理された出願は、通常、さらなる異議なしに許可されました。しか

し、過去数ヶ月間に、ルワンダ特許事務所から医薬品特許出願の多く

が拒絶されました。 

ARIPOシステムのユーザーは、保護対象から除外されている出願料

の支払いを避けるために、国による指定を慎重に検討することをお

勧めします。

シエラレオネレジストリの商標部長から、新しい法律の発効日が
2018年3月14日であることが通知されました。 

新法により商標法17号1960年244章（旧法）が廃止され、 シエラレオ
ネの商標法は大幅に変更されます。最も注目すべきは、新しい法律に
は以下の変更が組み込まれていることです。 

  製品とサービスのニース分類の採用とサービスマークの登録。
旧法では、商標申請は古い（1938年以前）英国商品分類を使用
して提出されていましたが、サービスマークを認識しませんでし
た。 

  シエラレオネが署名した国際商標協定の承認。これは、新法が国
際登録を承認することであると解釈できます。ただし、手順上、重
大な課題があります。 
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主な機会と懸念
+  鉄鉱石採掘が経済を支配する鉱業部門をリードしています

+  より良いガバナンスが規制改革の新たな推進力によりビジネス環境を強
化しています

+  電力供給の改善が企業や国内ユーザーに活気を与えています

–    エボラ出血熱の再流行への恐怖が国に蔓延しています

–    貧しくて食糧に不安のある人々が即座の社会福祉の改善を必要としていま
す

–    ガバナンスは依然として腐敗の対象です

  集団商標の登録の規定 

  パリ条約に基づく優先権の主張の規定 

  有名商標の認識 

  商標登録の期間は、14年から、出願提出日か起算して10年に変
更され、商標は10年間連続して更新される場合があります。 

  控訴、無効化、侵害、刑事犯罪など、大きな権限を持つ知的財産
法廷の設立

  記録上の課題の公開
  ライセンス条項の包含 

  反対の追加根拠の包含 

  侵害に関するより詳細な規定の包含：- 侵害が同様の商品に拡
大され、侵害に対して損害賠償が与えられる可能性があり、意図
的な侵害が刑事犯罪であること。 

  不公正な競争、商号、および虚偽の商取引に関する規定。 

現在まで、新法の下で新しい規則は起草されていません。これに関連
して、新法第60条は、旧法に基づいて可決された規則は、新法に基づ
いて修正または取り消されるまで有効であると規定しています。また、
新法は、旧法の廃止が旧法の下で付与されたマークまたは権利の有
効性に影響を与えず、それらの権利が新法の下で授与されるかのよ
うに執行可能であることも規定しています。 

旧法の下で可決された規則は、公布された旧法と同じくらい時代遅
れで不適切なものになっています。特に、旧規則では商品およびサー
ビスのニース分類の適用に関する規定がなく、サービスマークの登
録も規定されていません。 

新法の発効日に関するレジストリからの公式通知を待っている間、レ
ジストリは商品およびサービスのニース分類に基づく商標出願の提
出を受理します。したがって、商標所有者は、シエラレオネのサービス
マークを保護することを検討できます。 

さらに、2019年1月11日の時点で、シエラレオネのレジストリの正規
手数料が値上がりしたことにご注意ください。この値上がりは、2019

年金融法の2019年立法第2号に準拠しています。公的費用の値上が
りを反映して、関税を更新中です。 

アフリカアップデート 2019
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南アフリカ
特許および意匠の公的費用の値上げ

南アフリカ特許庁に提出された特許および意匠出願の正規手数料
は、2019年7月1日から値上がりする予定です。新しい料金体系では、
小規模事業体と大規模事業体が区別されます。小規模事業体は、全
国中小企業改正法で中小零細企業（SMME）として定義されている事
業体です。これは複雑な定義ですが、ほとんどの外国人申請者は大規
模事業体として分類されます。手数料は小規模事業体の場合も同様
ですが、大規模事業体の場合は、申請で約2倍、更新で約10倍になり
ます。

あなたの有名商標は南アフリカで本当に浸透して
いすか？ 

最高控訴裁判所での最近の判例で、裁判所は商標がどの段階におい
て浸透していると見做されるかについて調査しました。この調査は、
商標が浸透していると見做される前に、商標に精通しなければなら
ない公衆の範囲を特定する方法、そして、当該部門におけるどれだけ
の割合が商標を認識しなければならないか、という内容を扱っていま
す。本件の調査結果は、外国（非南アフリカ）の商標所有者にとって特
に重要です。 

Truworths Ltd 対 Primark Holdingの場合、申請者である南アフリカ
の大手衣料品チェーンのTruworths Limitedは、不使用に基づいて、
クラス25商標のPRIMARKの登録を取り消そうとしました。英国を拠
点とする衣料品チェーンである被告のPrimark Holdingは、1994年の
南アフリカ商標法193（以下「本法」）の第27条（5）に基づいて取り消し
申請を弁護しました。第27条（5）に関しては、外国の有名商標は、不使
用に基づいて取り消すことはできません。

被告は、1976年にクラス25で南アフリカのPRIMARK商標を登録しま
した。商標登録は長年にわたって正式に更新され、効力を維持してき
ました。申請者は、取り消し行動の実施前の5年間は南アフリカで商
標の使用を見つけることができなかったため、不使用に基づいて登
録の取り消しを申請しました。被告は、実際には南アフリカで商標を
使用していなかったため、同法の第27条（5）に基づいて取り消しを弁
護しようとしました。

申請者は、特に英国、スペイン、ドイツ、フランスで270店舗を運営す
る衣料品小売業者であり、南アフリカのファッション部門で雇用され
ている多くの人々がPRIMARK商標に精通していることを示す広範
な証拠を提出しました。また、海外を旅行する南アフリカ人や、ELLE 

Magazineなどの南アフリカで人気のある出版物を読む南アフリカ
人も該当します。

被告は高等法院での弁護に成功し、問題は最高控訴裁判所（「SCA」）
に提出されました。SCAが決定する主な紛争は、商標PRIMARKが南
アフリカで有名商標であるかどうかという点でした。他の多くの法域
の場合と同様、南アフリカは、パリ条約第6条の2に規定されているよ
うに、有名商標を特別に保護しています。 

商標PRIMARKが南アフリカで浸透しているかどうかを確認するため
に、SCAは「公衆の関連部門」の商標に関する知識を考慮する必要
がありました。McDonald's Corporation 対 Joburgers Drive-Inn 

Restaurant（Pty）Ltd他（以下「マクドナルド訴訟」）の場合、南アフリ
カの有名商標の先例であり、SCAでは 「商標が関係する商品または
サービスに関心がある」多くの人に知られている場合、浸透している
と見做されます。マクドナルド訴訟において、裁判所は、マクドナルド

主な機会と懸念
+  鉱物、農業、産業、サービス、観光が多様な経済の繁栄を支えています

+  多様な環境を持つ美しい国であり、観光セクターが発達しています

+  絶えず改善されるインフラストラクチャと高度な技術社会は、大学システムの成功に結びつ
いています

–    停電が企業や居住者を悩ませてきました

–    持続的な経済的不平等が社会不安を増大させています

–    与党は定着し、腐敗と傲慢が蔓延しています
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の製品とサービスに興味がある人は、潜在的な小売顧客とマクドナル
ドのフランチャイズの運営に興味を持つ人で構成されていると認定
しました。問題の証拠を検討した後、SCAは、マクドナルドの商標が両
グループにおける相当数の人々に知られていることに気づきました。

PRIMARKの場合、SCAは、南アフリカの公衆の関連部門が、関連
する商標の下で提供される商品またはサービスの性質に依存し
ていることを発見しました。 また、関連部門を特定した後、裁判所
は、PRIMARKマークが一般の当該部門における相当数に知られてい
るかどうかを判断する必要があります。裁判所は、公共部門が関連部
門と見做されるためには、「問題の部門を構成する人々は、商標が保
護されているという理由で、つまり、商品やサービスのバッジまたは
商品やサービスの起源としての商品やサービスの貿易における魅力
のために、商標を知っている、または関心を持っていなければなりま
せん。 」

裁判所は、商標が有名商標として認定されるためには、南アフリカ国
民の関連部門に知られている必要があると指摘しました。さらに、裁
判所は関連部門は消費者、代理店、輸入業者、供給経路、小売業者な
どの商標の評判に惹かれて商標の所有者と取引する可能性のある人
々で構成されることを示し、 商標に関するその他の知識は、商標が第
35条（1）の下での保護に値する有名商標であるかどうかを判断する
目的には無関係であるとしました。

また、申請者は、南アフリカの公共関連部門は南アフリカのファッショ
ン産業と海外旅行をする南アフリカ人のみで構成されると主張しまし
た。裁判所は、PRIMARKの商標で販売されている製品のターゲット顧
客となる中所得層から低所得層を一般の関連部門に含めるべきであ
ると判断したため、この主張に反対しました。結局、裁判所は「（被告
により）PRIMARKに関する知識があると特定された人々は、南アフリ
カの中所得層から低所得層を広く代表していない」という見解を示し
ました。

裁判所の決定

裁判所は、申請者によって提供された証拠は、裁判所によって特定さ
れたように、PRIMARK商標が公共関連部門で十分に知られていると
いう見解を支持しなかったと認定しました。これにより、取り消し申請
が許可されました。

被告は、暫定的に憲法裁判所にこの問題を控訴しており、プロセスは
今も進行中です。 

判決において、裁判所は、申請者が誠意を持って行動しなかった可能
性があり、被告の商標、事業、評判に気付いていなかったという主張
は不誠実であるという認識を表明しました。事実、裁判所は申請者が
他のブランドまたはラベルの「模倣品」の作成者になることを意図し
ていると述べました。しかし、裁判所は、不正行為など「これ以上のこ
と」がなければ、模倣は許容範囲であると認定しました。「これ以上の
こと」がない場合、裁判所は領土主義の原則が当該の模倣の道徳性
の政策的考察よりも優先すると述べました。

アフリカアップデート 2019
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外国商標所有者が国際的に商標の悪評に依存するだけでは不十分
であるという見解です。南アフリカで商標が使用されていない場合の
取消訴訟を防御するため、商標所有者にとっては、商標が販売されて
いる製品またはサービスに関心のある一般の関連部門にその商標
が周知であることを確認することが重要となります。

広告を管轄する新組織

広告規制委員会（ARB）は、2018年11月に正式に事業を開始し、すで
にいくつかの裁定を下しています。 

ARBは、広告およびマーケティング業界の自主規制機関の規定を非
常に迅速に引き継ぎました。この組織は、しばらく前から管理上およ
び財政上の困難に苦しんでいた南アフリカの広告基準広告基準局
（ASA）の清算を受けて設立されました。 

ASAの清算後、ARBは現在、広告およびマーケティング業界に代わっ
て広告規約を管理しています。広告規約は、業界全体で受け入れられ
ている規約であり、主に類似の国際機関の規約に基づいており、以前
のASAで管理および使用されていた規約と同じものです。広告規約
で定められている広告の基本ルールは、すべての広告が合法で、節
度があり、正直で誠実であることを求めています。

ARBの最初の決定は、画期的なものではありませんでしたが、ARBの
機能に関する潜在的申立人にある程度の安心感を与えました。最初
の決定にはパン用脂肪スプレッド「マーガリン」の表示に関する消費
者の苦情が含まれており、これは広告主からの取り組みによって解決
されました。特に、ARBはその決定の中で、広告規制委員会の主な目
的は、広告規約に違反する広告から消費者を保護することであると指
摘しました。広告が規約に違反していることが判明した場合の大多数
では、ARBは広告の撤回または修正を要求します。

ASAの古い資金調達モデルは深刻な懸念であり、ASAの最終的な清
算の理由の一つでした。したがって、資金調達とASAの運用コストの
削減は、新しく設立されたARBの持続可能性の基盤となります。コス
トを削減する方法の一つとして、規制機関を別の施設に移動すること
と、常勤スタッフ数の削減があります。資金の一部は、申立に関連する
手数料から生じることは間違いありません。ASAと同様に、消費者の
苦情は無償と見做されます。ただし、競合他社の苦情の場合は、ARB

寄付者はZAR11 500（約850ドル）、非寄付者にZAR 28 750（約2100ド
ル）の手数料がかかります。ARBは、マーケターおよび広告主から寄
付として資金提供されており、これらの寄付者は、競合他社の苦情を
申し立てる際に、申立手数料の割引を受ける権利があります。手数料
の減額を受けるには、申立人は苦情を申し立てる前に少なくとも1サ
イクルの資金提供しなければなりません。申立が認定された当事者
は、寄付者であるかどうかに関係なく、手数料の部分的な払い戻しを
受けることができます。 

ASAおよびその他の自主規制機関の管轄権は、度々論争となった
問題でした。この問題は、ASAの非会員である痩身器具メーカーの
Herbex（Pty）Limitedが、2017年9月に最高裁判所による最終決定
に至ったASAの管轄権に異議を唱えたときに最終的に解決されまし
た。 

最高裁判所は、ASAにはASAの非会員に対する管轄権はなく、特定の
合意がない場合、非会員へのプロセスへの参加の要求や非会員に対
する指示、命令、裁定を発することはできないと判断しました。この判
決はARBにも適用され、ARBは同様に非会員に対する管轄権を持ち
ません。ARBは、最近の決定において、電子通信法の観点から、その
決定が会員と放送局のみを拘束することを確認しました。 

ただし、ARBは、会員の利益のために非会員の広告を審議し、メディ
ア会員が広告を受け入れるか撤回するかを決定する場合がありま
す。ただし、ARBはASAから完全に独立した機関であり、ARBは以前
にASAの会員であったすべての機関および事業体と独自の契約を締
結する必要があります。さらに、ARBは広告規約と決定事項を遵守す
る約束を得るために、自身の会員と新たな契約を結ぶ必要がありま
す。ARBがローカル広告の規制にどれほどの効果があるかはまだ不
明です。
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スーダン
高等裁判所で知財訴訟が増加 

スーダン知的財産局は最近、スーダンの商標訴追方法の変更を発表
しました。控訴委員会の委任は終了したため、すべての拒絶理由通知
の申請は高等裁判所に書面で申請する必要があります。

登録官の決定の根拠は管轄です。1969年商標法第16条（2）では、 「登
録官による商標登録の拒否、または登録官によって課された条件、修
正、改定、制限は、裁判所への控訴の対象となる」とされています。

登録官は、上記の条項を管轄権を制限するものと解釈し、裁判所に対
する拒絶理由通知に対する議論を受け入れました。実際には、利害関
係者は、高等裁判所に申請することにより、好ましくない拒絶理由通
知に異議を申し立てなければなりません。この申請は、拒絶理由通知
の発行日から1か月以内に提出する必要があります。

主な機会と懸念
+ 米国および国際制裁の緩和が 貿易を活性化しています

+ 農業セクターには輸出を拡大する能力があります

+湾岸諸国とのリンクの急成長は、 二国間貿易に発
展する可能性があります

–    戦争犯罪者として起訴されたバシール大統領は投資の障
害となっています

–    公的債務が通常GDPを上回っています

–    国連がダルフール地域に平和維持軍を駐在させる必要が
あります

現在まで、登録官の発表前に控訴委員会に提出された保留中の控訴
に関して、決定は行われず、伝達されていません。

我々は、スーダンでの拒絶理由通知に対する保留中の対応状況に関
してレジストリと引き続き関わっていきます。更新され次第、最新情報
をお知らせします。

アフリカアップデート 2019
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ウガンダ
医薬品の特許が保護されていない 

ウガンダ特許法は、医薬品を特許保護から明示的に除外しています。
ウガンダは、ARIPO（アフリカ地域知的財産機関）のメンバーであり、
ハラレ議定書の署名国です。そのため、ウガンダは、ARIPOを介した
特許出願で指定することができます。 

特許出願がARIPOによって審査されると、指定された加盟国は、その
出願が国内法と互換性がないことに基づいて、出願を拒否する機会
があります。過去、このオプションの行使は非常に稀で、ARIPOによっ
て受理された出願は、通常、さらなる異議なしに許可されました。しか
し、過去数ヶ月間に、ウガンダ特許事務所から医薬品特許出願の多く
が拒絶されました。 

ARIPOシステムのユーザーは、保護対象から除外されている出願料
の支払いを避けるために、国による指定を慎重に検討することをお
勧めします。

主な機会と懸念
+  最近発見された石油鉱床が新エネルギー産業の基
盤になっています

+  産業セクターと農業セクターが十分に統合されて
います

+  生産的な農地は、より大規模の商業的農業を可能
にします

–    政治的利益を得るために部族に基づく連邦主義で
統一された国を支持することでムセベニ大統領を
支持していますが、すでに危険な状態を呈していま
す

–    政府は石油探査に貪欲ですが、探査ライセンスを
伴う進展はありません

–    不十分な電力供給が産業の成長を妨げています
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主な機会と懸念
+  ダルエスサラーム港を含む良好な貿易リンクと交
通インフラストラクチャの改善

+  強い建設需要と成長するICTセクターが経済を前進
させています

+  タンザニアの野生生物や自然の魅力は観光客を確
実に惹きつけます

–    腐敗が引き続き統治と経済への脅威となっていま
す

–    大部分の貧困層は経済成長から除外されています

–    ザンジバルの政治的不確実性は、本土との同盟の
不安を示しています

主な機会と懸念
+  鉱業セクターの大きな発展は、銅やその
他の鉱物の熟練した生産者に支えられて
います

+  堅実な金融セクターが投資を促進します

+  観光およびサービスセクターには拡大する
能力があります

–    世界的な商品価格の低下は鉱業ベースの
経済を引き下げ続けています

–    HIV /エイズは公衆衛生上の緊急事態であ
り、社会とビジネスに著しい影響を及ぼし
ます

–    停電はビジネスおよび産業活動を妨害して
います

ザンビア
知的財産の財産譲渡税に関する通知 

2018年12月25日、ザンビア産業財産権局は、商標、特許および工業意
匠に関する2017年財産譲渡税（改正）法の適用に関する法的通知を
発行しました。修正法は、財産移転税法の第340章（主要法）の特定の
条項を修正しています。 

「所有権」の定義は、「知的財産」を含むように修正されました。「知的
財産」には、特許、商標、著作権、または工業デザインが含まれます。元
金法の第4条では、資産を譲渡する人に資産譲渡税を請求し、徴収す
ることを義務付けています。これには、知的財産の譲渡が含まれます。
修正法第3条は、主法第4条を修正し、知的財産の譲渡に関して、関連
する知的財産の実現価値の5％の割合で資産譲渡税を徴収すること
を義務付けています。 

アフリカアップデート 2019

タンザニア
偽造防止トレーニングワークショップ

Adams＆Adamsは、2018年10月にタンザニア公正競争委員会
（FCC）のメンバーと偽造防止トレーニングワークショップを開催し
ました。 

毎年恒例のイベントになったトレーニングは、出席者全員に好評でし
た。Adams＆AdamsはFCCと緊密に協力し続け、各国の調査員のネ
ットワークを拡大して、これらの大規模な保護管理につながる調査を
支援しています。
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ジンバブエ
発明家がジンバブエ特許庁にビジネス方法の発
明を出願
ジンバブエの起業家であり発明家であるTawanda Mahanzu氏（「
申請者」）は、ジンバブエ特許庁（「ZIPO」）での出願の実施に異議を申
し立てるため、ジンバブエ知的財産法廷（「IPT」）に緊急にアプローチ
し、特許性から特定の種類の発明を出願しました。 

申請者は、2018年11月28日にZIPOに特許を出願しました。この特許
出願は、「紙幣所有追跡および預金執行方法」と題された発明を対象
としています。本発明は、物理的な現金不足の問題を解決するため
の、コンピュータシステムによって実施されるビジネスプロセスに関
するものです。この特許明細書は基本的に、紙幣と硬貨の交換を可能
にするトークンの使用について説明しています。トークンは、紙幣と硬
貨の所持を追跡するために使用できます。 

申請者によると、特許出願を提出した直後に、ZIPOから出願が受理の
ためであることが判明したため、所定の方法で広告されるべきである
という通知を受け取りました。その後、彼は、アプリケーションの広告
に必要な料金の支払いを進めました。彼は、ZIPOが特許出願の実体
審査を実施せず、出願の受理を申請者に通知する前に、正式な要件
が満たされているかどうかを確認するのみであると考えています。

主な機会と懸念
+ 鉱物および天然資源と素晴らしい農地は主要な経
済的資産です

+ 国民の教育水準は高く勤勉です

+ ビクトリア滝は、サハラ以南のアフリカで最も有名
な観光地であり、観光の基盤です

–    ムガベ大統領の統治下における継続的な経済的お
よび政治的弾圧

–    ムガベ後の政治的混乱と軍事政権の可能性

–    政権交代後の経済の再構築には、経済成長コスト
がかかります

登録官は、前述の改正法の規定により、商標、特許、または工業意匠

を譲渡する際に、ザンビアの知的財産の国内および外国の所有者の

両方が財産譲渡税を支払う必要があると考えています。しかし、この

結論は法律の文言からはすぐには認められません。知的財産の外国

人所有者の立場は法律で明確に取り扱われていませんが、外国企業

による株式所有権に関する立場は明確です。改正法の観点から、ザン

ビア共和国外で設立された企業が発行した株式に財産譲渡税が課

される場合があります。該当企業は、ザンビアで設立された企業の少

なくとも10％を直接または間接的に所有しています。このような状況
では、外国企業ではなくザンビアの法人に税金が課せられます。これ

は、外国企業は株式および知的財産の所有の有無に関係なく、資産

譲渡税を支払う必要がないことを示唆しています。

この登録官の決定は、専門弁護士からの抵抗を受けています。その
後、登録官がこの問題をザンビア民事裁判所に付託したことが明ら
かになりました。法的地位が明らかになるまで、ザンビアで商標、特許
または工業意匠を譲渡または移転する指示を保持することをお勧め
します。
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裁判所の申請を支持して提出された設立宣誓供述書で、Mahanzu

氏は、特許申請を提出する前に、ZIPOから（ソフトウェアや数学的方
法などの発明の中でも）ビジネス方法はジンバブエでは特許性がな
いと告げられたと主張しています 。ジンバブエ特許法第26:03章（「
法」）である準拠法を熟読した後、彼は申し立てられた規約は法のい
かなる規定にも裏付けられていないことを発見しました。この法律で
は、発明を次のように定義しています。「物理的効果を生み出すかどう
かに関係なく、プロセス、機械、製造、または未知の物質の組成、また
は未知の商業または産業で使用または適用できるその新しく有用な
改善。これには 疑惑の発明も含まれる。」南アフリカなど一部の国の
国内特許法とは異なり、ジンバブエの法律は、ビジネス手法やソフト
ウェア自体を特許性から明示的に除外していません。 

このため、申請者は新しいビジネス方法が上記の法律の発明の定義
に該当する可能性があると主張し、そして、緊急の裁判所の申請は、そ
のような除外が違法かつ違憲の両方であるという理由で、ビジネス方
法の疑わしい除外に異議を申し立てるものです。より具体的には、こ
の規約には法的根拠がなく（すなわち、これらの種類の発明を除外す
るとZIPOの行動は極めて強硬である）、合法的かつ合理的な行政行
為の権利、財産権などのいくつかの憲法上の権利を侵害すると主張
される職業、貿易、職業を選択し、継続する権利。 

Mahanzu氏は、法律の観点から発明の定義の一部を形成する「物理
的効果を生み出すか否か」というフレーズは、抽象的なアイデア（例え
ば、純粋なビジネス方法）が特許性を妨げられないことを示している
と考えています。また、例えば、発明によってもたらされる可能性のある
「技術的効果」などの要因を考慮することにより、抽象的なアイデアと
非抽象的なアイデアの境界を決定する負担から試験官を解放します。

申請者はIPTに対し、ZIPOが法律で規定されていない主題の例外を適
用すると申し立てられた規約を一時停止し、当該の規約が違法であり
憲法上の権利を侵害していると宣言するよう要求しました。

特許出願、商標および工業意匠の管理者（「管理者」）は、裁判所の申
請の回答者の一人として引用されており、申請に反対しています。基
本的に、管理者は申請者がZIPOの規約について誤った情報を有して
いると考えています。管理者は、ZIPOが超強硬的な行動をとったこと
を否定し、ジンバブエの特許出願を処理する際に常に同法の範囲内
で行動したと主張しています。関連する反対宣誓供述書で、長官は、
特許性の除外に関するMahanzuの主張は正確ではなく、ZIPOの慣
行に関する権威のない情報源に基づいていると述べています。

さらに、イベントのZIPOバージョンは、Mahanzu氏のバージョンとは
大幅に異なります。管理者は、申請者が必要な広告料を実際に支払わ
なかったため、申請が中止されたと見做されたと主張しています。し
たがって、管理者は、申請者は発明の特許性に関していかなる決定も
与えられておらず、ZIPOが特許出願を実質的に審査していないと結
論付けることはできないと主張しています。

執筆時点では、IPTはこの問題についてまだ判決を下していません。我
々はこの問題に注目して追跡しており、今後の進展について報告しま
す。

ジンバブエの新しい知財政策と実施戦略に関す
る主な洞察
最近、ジンバブエは初の国家的知的財産方針および実施戦略（2018

年～2022年）（「方針」）を立ち上げました。この方針はWIPOの支援を
受けて起草され、さまざまなステークホルダーとのインターフェイス
会議やワークショップが行われました。

方針および実施戦略の審査の際に、我々のチームはその目的と展開
に関して次の見解を発表しました。
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この方針は、文化的、経済的、社会的発展において知的財産権 

（「IPR」）が果たす重要な役割を認めています。また、ジンバブエに
は知財の潜在能力があり、それを活用して経済を発展させることがで
きるという事実も認識しています。過去において、この潜在能力の活
用は標準以下でした。これは、知財およびIPRに関する理解と知識の
不足が原因です。その結果、知財資産の活用から完全に利益を得る
ことはできませんでした。この課題の一部は、ジンバブエがどのよう
に国内の開発計画に知財を経済的に活用できるかについての指針
を示し、指示を与える知財政策が皆無であった結果でした。したがっ
て、IPRを効率的に保護し、その開発を強化するために使用されること
を保証し、適切な手段と戦略が導入することが賢明です。

本方針の全体的な目的は、多様な法律や規制、戦略、行動計画、条約、
プロトコル、慣行などの知的財産統治フレームワーク全体で包摂的
で持続可能な経済成長と発展のためにジンバブエの知財の可能性
を活用することです。本方針が効果的に追求しようとする具体的な目
的には、次のものが含まれます。

  一般市民の間で知財意識を高め、統合する

  知的財産の経済的利益についてステークホルダーに知らせる

  知的財産の知識と専門的スキルの能力を強化する

  買収と自身の創作を通じた知的財産の動員を奨励する

  知財保護

  知財の商業化の促進

  知財取引調停能力の強化

本方針を実施するために実行する行動は次のとおりです。

  ジンバブエの人々の間で知財意識を高め、統合する。この目標を
達成するための措置は、市民社会だけでなく、一般および特定の
ステークホルダーグループ、公共および民間部門の主要なステ
ークホルダーを対象とするアウトリーチプログラムの一部を形成
します。

  知財リテラシーと専門的スキルの統合経済が独自の知財を生成
できるようにするには、地元の知財専門家の競争力のあるプー
ルを体系的に構築し、維持する必要があります。これは、国内およ
び教育訓練機関のカリキュラムで知的財産に関する個別のコー
スと統合プログラムを導入することで達成できます。

  ギャップを埋め、ジンバブエの知的財産権の懸念と利益を包括
的に保護し、知的財産権の適用によって競争が抑制されないよ
うにすることにより、知的財産の国内統治の枠組みを強化しま
す。

  知財の生成と商業化に資金を供給するための国内の財政能力
の強化。この場合、ジンバブエ政府はさまざまな金融機関に動機
を与え、インセンティブを提供します。さらに、政府が関連するス
テークホルダーの円卓会議を開催し、状況を評価し、創造性を支
援および育成し、革新性と創造性を促進する実用的な知的財産
金融システムを考案します。

  知的財産の起業家精神を促進し、知的財産市場を発展させる措
置を講じることにより、国内の知的財産権経済を発展させます。

  知的財産管理のための国内の制度的能力の強化。ここで、政府
は、国内の知的財産事務所を強化し、高等教育機関と民間部門
で知的財産管理のシステムを確立し、ライセンス管理のメカニズ
ムを制度化し、モデルの国家ライセンスシステムを確立する必要
があります。技術およびイノベーションサポートセンターと、知的
財産活動の促進とコミュニケーションのための戦略を確立しま
す。

知財がイノベーションと技術開発を促進するための戦略的資産であ
ると認識し、持続可能な経済成長と発展のためにIPを活用する国の
取り組みを導く最も有用なツールであることが方針でどのように認め
られるかを目の当たりにすることは爽快です。
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マドリッド アフリカ

マドリッド制度は、知財法が開発の同様の段階にあり、知財事務
所が高度な技術を利用してデジタルレジスタとシステムを維持し
ているアフリカ以外の大半の国では順調に機能しますが、多くの
アフリカ諸国におけるマドリッド制度への依存はある程度の商業
的リスクを伴います（そのレベルは関係する司法管轄区によって
異なります）。

主な基準
制度が効果的に機能するには、次の主要要件を満たす必要があ
ります。

1. 国内商標法または知的財産法は、国際登録の有効性と法的
強制力を明示的に認識する必要があります。できれば、マド
リッドの指定を処理する方法について、レジストリ担当者に
ガイダンスと指示を提供するための規則も実施する必要が
あります。

2. 国家知的財産局は、すべてのマドリード指定を処理、調査、
公開し、厳しいスケジュール（12～18か月）内でWIPOに対
する異議を示す必要があります。

3. 知財庁は、国内および国際登録を含む単一の（デジタル）商
標登録簿を維持する必要があります。

アフリカマドリッド加盟国
次のアフリカ21管轄区域は、マドリッド制度に加盟しています。

アルジェリア、ボツワナ、エジプト、ガンビア、ガーナ、ケニア、レ
ソト、リベリア、マダガスカル、モロッコ、モザンビーク、ナミビ
ア、OAPI、ルワンダ、サントメプリンシペ、シエラレオネ、スーダン、
スワジランド、チュニジア、ザンビア、ジンバブエ

実行可能性
これらの加盟国のうち、上記の主要基準を満たすのはケニア、モ
ザンビーク、モロッコ、チュニジアの4か国のみです。

他のアフリカマドリッド加盟国では、強制力のある商標権を確保
するためにマドリッド制度を信頼する以前に、多くの障害が残っ
ています。法律事務所として、我々は国際登録の所有者がアフリカ
マドリッドの一部の加盟国で法的強制力のある法的権利を確保
しているという誤った信念の下で、執行が優先事項となった後の
段階でのみ学習するケースが増えていることを認識しています。 
これらの国では国家レベルで法的強制力のある権利はまったく
確立されていません。

一般
国際（マドリッド）登録は、最初の5年間は基本申請/登録に対する
集中攻撃に対して脆弱であり、この間に基本申請/登録に対する
無効化、制限、または取り消し行為は、他のすべての国の指定にも
影響します。

国際登録は、すべての国の指定が同じ所有権の詳細を反映する
必要があるため、複雑なライセンスまたは所有権構造を持つ企
業には適さない場合があります。

結論
マドリッド制度は、複数のマドリッド加盟国が関係する費用対効
果の高い商標登録システムを提供しますが、国際登録から生じる
権利がすべての指定された管轄区域で強制可能であるかどうか（
特にアフリカ諸国が指定されている場合）について慎重に検討す
る必要があります。また、基本申請に対する中央の攻撃に対する
脆弱性と、より複雑な所有構造に対応する柔軟性がないため、別
のアプローチを検討する必要があります。

レポート| アフリカのマドリッド制度の適用性

詳細については、 
下記のメールでお問い合わせください 

madrid@adams.africa



42

KIPANGATM

 プレミアム
アフリカ向けウォッチサービス

同種のサービスとしてはアフリカ初のKIPANGA™は、 
ブランド所有者が商標を保護し、これらの管轄区域での取引能力の確保を支援す
るために、積極的かつ知的で選別された情報を提供します。

綿密な調査
提供される時計通知は、お客様の商標ポートフォリオに精通しており、アフリカでの商標異議
申立の特定の経験がある弁護士によって審査されるため、潜在的な懸念のある商標のみが
通知されます。

汎アフリカ
KIPANGA™は、ジャーナルが発行されるすべての管轄区域とマドリッド議定書申請で指定
されているアフリカ諸国を対象としています。潜在的に矛盾する商標の仕様が英語で公開
されていない場合、翻訳を追加料金なしでリクエストに応じてご提供します。 

時間の節約
KIPANGA™は、受信トレイの乱雑さや競合する可能性のある商標のスクリーニングと評
価に費やされる社内での時間を削減し、同時に、困難な管轄区域で商標を適切に保護し
ます。

早期警戒
アフリカでは、多くの管轄区域で初の出願となり、ブランド盗用が一般的であるた
め、KIPANGA™は同様の商標をスペースに登録しようとする第三者からブランドを保護す
るための必須ツールです。

詳細は下記のアドレスにメールでお問い合わせください：kipanga@adams.africa

完全カスタマイズ可能
KIPANGA™レポートはニーズに合わせて調整され、毎週または隔週で送信されます。中
リスクまたは高リスクと見做される商標のみ、または時計によって発見されたすべての商
標を通知するなどの選択ができます。クラスごとにカスタマイズできます。

ATTORNEYS
Patent  |  Trade Mark  |  Copyright  |  Design  |  Commercial  |  Property  |  Litigation 

www.adams.africa



43

お問い合わせ：advisory @ adams.africa（メール）または www.adams.africa/advisory をご覧ください。

無償更新およびインテリジェンス ブリーフィング
端的に言えば、Adams＆Adamsのクライアントに直接関係する、大陸全体の主要トレンドと開
発に関するインサイト ドリブン ニュースレター ブリーフィングです。これらには、毎月最も関連
性の高いビジネス、経済、政治ニュースの詳細をお伝えするマンスリーハイライトパッケージが
含まれ、より広範なアドホック更新と組み合わせることで、当社のネットワーク情報を常に把握
することができます。 

専門調査コンサルティング
当社の専門サービスは、お客様のアフリカ戦略に役立つ幅広い調査コンサルティングサービスをご
提供します。次のサービスが含まれます（ただし、これらに限定されません）。
• 景観評価 経済成長の可能性、政治情勢、競合他社の調査、主要な業界関係者、市場規模、関連
する規制や法律などのトピックを網羅する市場および業界の理解を深める。  

• 機会評価：市場の魅力、競合他社の状況、市場の可能性、リスクなどの重要な要因を専門的に分
析し、拡大する新しい潜在的な市場に関する決定を導く。 

• リスク評価：政治的および経済的な不安定性によるリスクから、規制の変更、腐敗、紛争、インフラストラクチャの不
備、健康上の懸念、市場の飽和などのリスクに至るまで、選択した市場でのビジネスに対する潜在的リスクを識別す
る。

• パートナーシップの識別と円滑化：大陸および業界全体の大規模なネットワークを活用して、お客様を潜在的なロー
カルパートナーとリンクさせ、ローカルフットプリントが不可欠なアフリカでの成功を最大化します。 

• デューデリジェンス調査：アフリカの潜在的なパートナー、サービスプロバイダー、クライアントについて十分な情報
を得られるようにする。

オンデマンド アドバイザリー アシスタンス
このサービスは、アフリカでの現在および将来の計画に関する直接的な質問やアドバイスのご要望
に応え、必要に応じて意思決定に求められる十分な情報をご提供します。クライアントは、当社のア
ドバイザリーチームとアフリカ大陸の業界のエキスパートによる巨大ネットワークに直接アクセスで
きます。アドバイザーは「常に待機」しており、市場拡大の機会に関するアドバイスからリスク軽減の
考慮事項に至るまで、戦略的なプロセスをアドバイスします。 

カスタマイズされた、オンゴーイング インテリジェンス ブリーフィン
グおよびレポート
毎週、毎月、毎四半期に、関心のある特定のトピック、業界、地域、および市場をカバーするカスタマイズさ
れたブリーフィングおよびレポート。これらの製品は、お客様のご要望に合わせて、大陸中の膨大な人数
の研究者およびアナリストのチームにより改善されます。特定の市場および競合他社のトレンドに関する
リアルタイムの更新が必要な場合でも、新しいパートナーシップや市場拡大の機会に関する定期的なイ
ンテリジェンスブリーフィングが必要な場合でも、Adams.Africa Advisoryがお客様をサポートします。 

ADAMS.AFRICA ADVISORY  
提供サービス :
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プレトリアオフィス
Lynnwood Bridge, 4 Daventry Street,  
Lynnwood Manor, Pretoria, South Africa

PO BOX 1014, Pretoria 0001, South Africa

電話  +27 12 432 6000 
FAX  +27 12 432 6599 
メール mail@adams.africa

ヨハネスブルグオフィス
2nd Floor, 34 Fredman Drive 
(Cnr.5th Street), Sandton, South Africa

PO BOX 10155, Johannesburg 2000, South Africa

電話  +27 11 895 1000 
FAX  +27 11 784 2888 (CPL) 
 +27 11 784 2872 (Patents) 
 +27 11 784 2889 (Trade Marks) 
メール jhb@adams.africa

ケープタウンオフィス
22nd Floor, 2 Long Street, Cnr.Long Street and  
Hans Strijdom Avenue, Cape Town, South Africa

PO BOX 1513, Cape Town 8000, South Africa

電話  +27 21 402 5000  
FAX  +27 21 418 9216 (Patents) 
 +27 21 419 5729 (Trade Marks) 
メール cpt@adams.africa

ダーバンオフィス
Suite 2, Level 3, Ridgeside Office Park,  
21 Richefond Circle, Umhlanga Ridge,  
Durban, South Africa

PO BOX 237, Umhlanga Rocks 4320, South Africa

電話  +27 31 536 3740 
FAX  +27 31 536 8254 
メール dbn@adams.africa

アソシエイトオフィス： 
アンゴラ 

angola@adams.africa

ボツワナ 
botswana@aadams.africa

ブルンジ 
burundi@adams.africa

カメルーン (OAPI) 
cameroon@adams.africa 

oapi@adams.africa

カーボベルデ 
capeverde@adams.africa

エジプト 
egypt@adams.africa

エチオピア 
ethiopia@adams.africa

ガーナ 
ghana@adams.africa

ケニア 
kenya@adams.africa

レソト 
lesotho@adams.africa

リベリア 
liberia@adams.africa 

リビア 
libya@adams.africa

モザンビーク (ARIPO) 
aripo@adams.africa 

maputo@adams.africa

ナミビア 
namibia@adams.africa

ナイジェリア 
nigeria@adams.africa

シエラレオネ 
sierraleone@adams.africa

サントメ ・プリニシペ 
saotomeprincipe@adams.africa

スワジランド 
swaziland@adams.africa

タンザニア (ザンジバルを含む) 
tanzania@adams.africa

ガンビア 
thegambia@adams.africa

ジンバブエ 
zimbabwe@adams.africa
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