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2016年、世界は様々な出来事に見舞わ
れましたが、世界的舞台でのアフリカの
台頭という点では、楽観的になれるだ
けの要素が多くあると言えます。開発に
向けての課題は山積している一方、世界
銀行の Africa Pulse Report では、サハ
ラ以南のアフリカの年間経済成長率は
4.5％を維持すると予測し、2016年の EY 
Global Attractiveness Study では、東
アフリカ地域、フランス語使用地域、お
よび北部アフリカ地域を含めた、アフリ
カ大陸における経済的な「ブライトスポッ
ト（輝点）」に着目しています。

緒言 | 
サイモン・ブラウン 

アフリカにおける従来の経済大国は、2016年には様々な理由で一様に成長が減速しています。
アナリスト間のコンセンサスは、鉱業に過度に依存する地域では 2017年から 2018年にかけ
て厳しい状況が続くと思われるのに対し、再生可能エネルギーと工業化の拡大と製造業に注
力する地域ではそこから利益を得ることができるというものです。コートジボワール、セネガル、
トーゴ、ベナン、モロッコなどの西部および北部アフリカの地域は、同地域に利益をもたらす投
資機会の第二の波に向けて態勢を整えています。この様な経済環境から求められるのは、アフ
リカ域内の生産と消費の両方の活動を維持しつつ、雇用を創出しその力を生かしながら生産
性を高めることです。

アフリカ諸国の政府は、アフリカ内の統合に向けた基礎を作る必要性と、家計貯蓄を推奨す
る一方で消費支出を促進する等の国内政策課題に対処する必要性を十分に認識している様に
見られます。西部および北部アフリカの潜在的成長力に加え、世界で最も急速な経済成長を誇
るエチオピア、コンゴ民主共和国、タンザニア、ルワンダ、ケニヤといった他の諸国も存在します。

アフリカ諸国のガバナンスは改善されており、経済成長は安定していますが、多くのアフリカ諸
国で貧困と不平等の惨禍を食い止めなければならない課題も多く残されています。腐敗し搾
取的な取引、民主的な表現を抑制する権威主義的な体制、そして多くの労働者が苦しむ劣悪な
労働条件が、経済発展と変化を阻止し続けています。地域別法体系の整備、人権の尊重、健全
な憲法、そしてイノベーションと起業家精神は、アフリカでの事業成長の鍵となる要因です。

知的財産法の分野では、法律や規則の進化と発展が常に続いており、多くの国や地域で改善
が進んでいます。これに連動して、アフリカ大陸全域で、業務自動化、ディジタル化、および能
力開発活動を含む知的財産機関の発展が不可欠です。

アダムズ・アンド・アダムズ (A＆A) の継続的成長戦略の中核は、アフリカ大陸全体の現地パー
トナーや支所との緊密な関係の継続的育成、そして各地域の登録機関に対する活発な働きか
けです。この年は、顧客の利益の保護に課題があった国や地域に焦点を当てつつ、幅広く現地
に赴くことができました。昨年、当社がアフリカ大陸において活動した最新動向をここにお届
けします。興味を持ってお読みいただければ幸いです。

サイモン・ブラウン

AFRICA STRATEGY COMMITTEE議長、
および TRADE MARKS DEPARTMENT
共同議長
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アダムズ・アンド・アダムズと MANAGING IPによるア
フリカロードショー | ニューヨーク
2016 年 4月、アダムズ・アンド・アダムズは、Managing IP (MIP)と共に、初の Managing 
IP (MIP) と共に、初のアフリカ IP ロードショーをニューヨークで開催しました。まる一日をか
けて行われたこのセミナーの目的は、参加者の方々に対してアフリカにおける経済と知的財
産の最新動向をご説明することでした。

アフリカにおいて知的財産権を効果的に保護するためには地域によってかなり異なるアプロー
チをとることが必要ですが、このプログラムではこのことについて参加者に十分説明すること
ができました。アダムズ・アンド・アダムズ アフリカからの参加者と共に、南アフリカの大手市
中銀行から著名なエコノミストにも参加いただきました。参加者には今回の取り組みを高く評
価いただき、米国の別の州で行う予定の次回イベントについてもすでに準備中です。

BRICS IP フォーラム年次会議 | ロンドン
2016年 11月、アダムズ・アンド・アダムズが BIPF 年次会議を主催しました。２日間をかけて行
われたこの会議には業界をリードする専門家に出席いただき、BRICS諸国における知的財産
の保護と権利行使に関する意見や経験を参加者と共有しました。BRICS五カ国すべてから専
門家が参加し、BRICS IPフォーラムを構成する法律事務所から参加した知的財産専従者が、
専門的見地から知的財産に関する見解を述べました。この会議で特に焦点を当てたのは、知
的財産の政策、審査、取引、および権利行使における新しい動向です。

+ アフリカ ネットワーク

+ IP アフリカ ロードショー、ニューヨーク

ニューヨークでのアダムズ・アンド・アダムズ アフリカ チーム ロンドンでの BIPF会議

アダムズ・アンド・アダムズ アフリカネットワークの拡大
アダムズ・アンド・アダムズは継続してアフリカネットワークの拡大に取り組んでおり、最近ではガンビアに支所を開設しま
した。当オフィスは、リベリアとシエラレオネも担当します。また、2017年にエチオピアとジンバブエにもオフィスを開設す
る計画です。これによりアフリカ諸国での支所は 20拠点になり、他に例を見ない ネットワークである、Adams & Adams 
Africa Network (AAAN) の一翼を担うことになります。

Africa Strategy Committeeの議長であり、当所のパートナーでもあるサイモン・ブラウン (Simon Brown) は、「私達は、
クライアントの知財ポートフォリオに価値をもたらすことに常に着目してきました。当所の倫理観とクライアントへの約束を
そのまま共有する各地域のパートナーと戦略的に連携することを目標においているのです」と述べています。

  アダムズ・アンド・アダムズのオフィス： 
プレトリア | ヨハネスブルグ | ケープタウン | ダーバン

  支所： 
アンゴラ | エジプト | カメルーン (OAPI) | ガーナ| ガンビア | ケニヤ 
シエラレオネ | スワジランド | タンザニア（ザンジバルを含む）| ナイジェリア  
ナミビア| ブルンジ | ボツワナ | モザンビーク (ARIPO) | リビア | リベリア | レソト

バンジュール

フリータウン

モンロビア
アクラ

アブジャ

ヤウンデ

ルアンダ

ウィントフック

ハボローネ

さらに、「このアプローチの中心的概念は、クライアントが得る実体験と信頼感のレベルを向上させることです。私達の
支所に対しては高い水準が求められ、厳格なデューデリジェンスを通じて継続的にこの水準を維持して参ります。支所
の強化は今後とも私達の戦略であり、アダムズ・アンド・アダムズ が過去 109年にわたる歴史の中で積み重ねて来た法律
や制度に関する幅広い知識に触れさせることで、引き続き機能を強化して参ります」と述べています。

過去４年間、アダムズ・アンド・アダムズ は、ケニヤ、ナイジェリア、ガーナ、およびエジプトにおいても支所を設立し、北部
アフリカ地域の他の諸国、すなわちアルジェリア、リビア、モロッコ、スーダン、およびチュニジアに対するハブとして機能
させております。また、2017年中に東部および南部アフリカ地域で支所をさらに設立する予定です。

アフリカ最新情報 20172

モロッコ

アルジェリア

マリモーリタニア

セネガル

カーボヴェルデ

西サハラ

ギニア

コートジ 
ボワール

赤道ギニア

サントメ・プリンシペ

ギニアビサウ
ブルキナファソ

ベナン

トーゴ

チュニジア

ニジェール
チャド スーダン

エチオピア

エリトリア

ジブチ

ソマリア

ウガンダ

ルワンダ

南スーダン
中央アフリカ

コンゴガボン

コンゴ

ザンビア

ジンバブエ

マラウイ

マダガスカル

コモロ

モーリシャス

セーシェル

リビヤ

ナイジェリア

カメルーン

ガーナ

ガンビア

シエラレオネ

リベリア

ケニヤ

タンザニア

モザンビーク

アンゴラ

ナミビア

南アフリカ

ボツワナ

ケープタウン

ヨハネスブルグ

マセル

プレトリア

ダーバン

マプト
ムババーネ

レソト スワジランド

ブルンジ

エジプト

トリポリ

カイロ

ダル・エス・サラーム

ナイロビ

ザンジバル

ブジュンブラ



アフリカ最新情報2017

54

アフリカ知財ネットワーク 
会議 | プレトリア

専門家集団としての私達が今行っていることは、アフリカの伝統と
知的資本の保存にどのように関わるのでしょうか。アダムズ・アンド・
アダムズのプレトリアオフィスで行った第 4回アフリカ知財ネット
ワーク会議において、著名な俳優、監督、作家、そして脚本家であるジョ
ン・カニ (John Kani) 氏が参加者に対して問いかけたのが、この質
問でした。基調演説をしたカニ氏は、アパルトヘイト時代の南アフリ
カでの生い立ち、そしてハリウッド時代の話で聴衆を魅了し、その中
にはマーベルのキャプテン・アメリカのシリーズ映画で最近演じたア
フリカの君主についての話もありました。

彼は、ジョークとして、「私が演じた役は、北アフリカにある架空の王国のアフリカ人君主だっ
たのですが、私はその時、礼儀正しく彼らに聞いたのです。（南部アフリカの）コーサ語を話して
構わないか、ハリウッドが大好きなのは『ターザン語』だとわかっているけど」と述べました。
彼はまた、「私たちは、アフリカの豊かな歴史、伝統と固有の知的財産をどのように保護し、進
歩させるかについて慎重に考える必要があります」とも語り、聴衆はこれについて真剣に考え
させられました。アダムズ・アンド・アダムズは、伝統的な知的財産権の分野で特に活発に活動
しています。最近、パートナーのダーレン・オリビエ (Darren Olivier) と彼のチームは、スティー
ブ・ビコ財団の為に働いています。

出席者を歓迎するにあたり、会長のゲラルドゥ・ドゥ・プレシス (Gérard du Plessis) とパート
ナーのサイモン・ブラウンは、両名とも、クライアントのために当所が実務上最善の知財戦略
を継続的に発展させるためにも、出席者が各国の知的財産の動向と法制の変更に関する最新
情報を速やかに伝えることの重要性を強調しました。

出席者は、最近注目されている業界動向、すなわち知的財産の商品化、複数国における知的財
産に関する異議申立手続の取り扱い、登録機関の業務実態および検索能力などについて議論・
討論を行いました。

また、重要課題として挙げられたのは、商標の集中登録と管理を可能にする、世界知的所有権
機関 (WIPO) が管理する国際登録システムであるマドリッド議定書の実施状況です。

現在、マドリッド協定または議定書の締結国である 37のアフリカ諸国のうち、国内の商標関連
法令の適切な改正とこの改正の実施を可能にする規則の実施を通じてこれを「国内化した」国
はわずか 9カ国にとどまっており、しかもそのうち数カ国では実務上の課題が残っています。ア
ダムズ・アンド・アダムズのパートナー、ステファン・ホリス (Stephen Hollis)は、マドリッド制度
のシンクタンク会議で「マドリッド議定書などの知財条約の国内への適用可能性に関する本質
的な課題の 1つは、指示、手順、そして仕組みを国内レベルで追加で導入しなければならないこ
とにあります。これは国内の知的財産機関が、異議申立て、反論等の取り扱い方法を含めて、国
際登録の取り扱いと処理に備えた体制を整える為に必要なのです。国内の商標法令ができたと
しても、いわゆる「実施を可能にする規則」が公布されるまで、適切に制定されたとはみなされ
ないのです。実施を可能にする規則がプロセスと手順を正式に決定し、商標法令を補完し完成
させ、これによって国内の商標関連省庁が法律の規定を実施することが実務上可能になり、法
令を実行できるからです」と述べました。

マドリッド議定書の対応戦略と、全アフリカの登録機関を対象とした工業所有権自動化システ
ム (IPAS) 施行の現状についても議論され、その後、エジプト（北部）、ガーナ（西部）、タンザ
ニア（東部）、ジンバブエ（南部）の支所からの地域別の状況報告が行われました。

Africa Network Meeting 2016

アダムズ・アンド・アダムズが、2017年におけるアフリカの最優秀
法律事務所に選ばれる 
ロンドンのザ・サボイで開催された Managing IP (MIP) グローバル・アワード夕食会で、アダムズ・アンド・アダム
ズ は 2017年におけるアフリカの最優秀法律事務所に 3年連続で選ばれました。賞を受け取ったのは当所のパート
ナー、ダーレン・オリビエであり、アフリカ大陸全土の各国で良質な知的財産の取引を取りまとめ推進した当所の目
覚ましい業績を讃えました。

当所の会長ゲラルドゥ・ドゥ・プレシスは受賞について、「これは素晴らしい成果であり、私たちの努力と当所のアフ
リカにおける優位性を認識頂いたMIPのメンバーに大変感謝しています。これはまた、アフリカにおける取引上の
利益と知的財産権を当所の専門家に従来より託して頂いた、現地とグローバルのクライアントのおかげでもありま
す」と述べました。

アフリカ知財ネットワーク 
会議 | プレトリア

+ 2017 年におけるアフリカの最優秀
法律事務所
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MIP賞を受け取るダーレン・オリビエゲラルドゥ・ドゥ・プレシス、ジョン・カニ氏、ニッキー・ガーネット氏、そしてサイモン・ブラウン



アフリカ最新情報2017

76

アフリカ広域知的財産
機関 (ARIPO) 

アフリカ広域知的財産 
機関 (ARIPO) 

+ 出願件数の減少

+ 協定の改善

2016年 12月 5日から 7日にわたって、ジンバブエのハラレでアフリカ広域知的財産機関の年
次管理理事会会議が開催されました。今年はその 40 回目に当たる歴史的な会議であり、アダ
ムズ・アンド・アダムズからの参加者にとっても喜ばしいものでした。この会議ではまた、最先
端機能を備えたアフリカ広域知的財産機関の新しい本部ビルの開所式も行われました。

ジンバブエ共和国のエマーソン・ムナンガグワ (Emmerson Mnangagwa) 副大統領閣下が
同式典の来賓として出席されました。さらに、ARIPOの評議会メンバー、ジンバブエに認可さ
れた外交団のメンバー、国際および地域協力パートナーの責任者、ジンバブエと加盟国の政府
高官、ARIPOの管理理事会メンバー、および知財専従者も来賓や招待客として出席しました。
新しい本部ビルには、急増するスタッフに適した事務スペース、会議室、および最新式の大規
模会議施設が備わっています。

創立 40周年記念式典と新本部ビルの開所式では、幾つかの ARIPO協力パートナーも祝辞を
述べました。その中には、世界知的所有権機関 (WIPO)、複製権管理機構国際連合 (IFRRO)、
日本国特許庁 (JPO)、中華人民共和国国家知識産権局 (SIPO)、Groupement National 
Interprofessionnel des Semences et Plants (GNIS)、欧州特許庁 (EPO)、欧州連合知的
財産庁 (EUIPO)、アフリカ大学、アフリカ広域知的財産機関 (OAPI)、メキシコ産業財産庁 
(IMPI-Mexico)等がありました。

管理理事会のセッションでは、特許、実用新案、および工業意匠の出願と審査について規定す
るハラレ・プロトコルの改正案が承認されました。同改正案は ARIPOの管理理事会によって
採択され、2017年 1月 1日を以って施行されています。同改正には、以下に関する新たな条項
が盛り込まれています。

 特許可能性から除外される発明

 実態審査

 特許、実用新案、および工業意匠に関する権利の回復

 権利付与後の修正

特許出願料は 2006年の引上げ以降据え置かれてきたことから、管理理事会は、2017年 1月 1
日を以って特許出願料を 5-15% 引き上げる案を採択しました。更に、料金の新しいカテゴリー
もいくつか導入されています。

FILINGS DECREASE 

出願件数の減少 
ARIPOの報告書によると、出願件数は、特許・商標ともピークだった 2014 年と比較して 
2年連続で減少しました。管理理事会においてフェルナンド・ドス・サントス (Fernando dos 
Santos) 会長は、その演説の中で、世界全体では中国が牽引して出願件数が増加する中でのこ
の減少傾向に対し、特に懸念を表明しました。また、全世界で約 300万件の特許出願がある
中でアフリカが占める比率がわずか 0.3%であるという事実も指摘しています。

バンジュール、ハラレ、 
およびスワコプムントの各協定の改善 
アダムズ・アンド・アダムズは、2016年 5月にハラレで開かれた、バンジュール、ハラレ、および
スワコプムントの各協定内容の改善に関する第 5回作業部会に出席しました。当作業部会には、
ARIPO各加盟国からの出席者に加え、バンジュール、ハラレ、およびスワコプムントの各議定書
（「３議定書」）の利用者も出席しました。ARIPOの事務総長は、加盟国の市場環境と要件の
変化に対応するため、協定の内容を整備し現状に適応させる義務があると強調しました。とり
わけ議論の対象となったのは、ARIPOの特許、意匠および商標の更新、加盟国による協定内
容の国内化と適用、ARIPO特許出願の審査料の引上げ提案、事務所の効率化およびARIPO
とそのユーザーとの相互コミュニケーションを補完するための情報通信技術インフラストラク
チャの改善です。

2017年 1月 1日付けで施行された、特許と工業意匠に関するハラレ協定書の改正の最大の関
心事は、ARIPO特許の出願において実態審査を要請することが義務化された点です。権利の
回復や再設定に関する条項も盛り込まれています。新しい手数料の導入や申請料や更新手数
料の引上げは、ARIPOが継続的にシステムを開発し効率化を進める為には必要かもしれませ
んが、出願者にとっては嬉しくないでしょう。しかし、この改正は、特許性のある発明、バイオテ
クノロジーの発明に関する規制、および多項従属クレームについて明確にしていることから、
広く歓迎されています。
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2009年から 2016年の間に ARIPO に出願された特許ヌサビ・ファサワナ (Nthabi Phaswana) 氏。ARIPO 新本部の外で撮影。 第 40回管理理事会に臨むメンバー
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サイモン・ブラウン パートナーと、OAPIのマーシー・アシマ  
(Mercy Asima) 氏およびカールトン・アッカム (Carlton Akkum) 氏 2009年から 2016年の間にOAPI に出願された特許
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アフリカ広域知的財産機関 (ARIPO) とアフリカ知的
財産機関 (OAPI) が協力協定書に署名
2017年 2月 9日、ジンバブエ、ハラレの ARIPO事務所において、ARIPOとOAPIが 4年間の 
協力協定書に署名しました。この新たな協定は、先に両機関で締結していた 2つの協定に優
越するものです。

この協定は知的財産に関する包括的で協力的な枠組みを確立するもので、その範囲は、両組
織の各システムの調和、文書と技術情報の交換、研修と能力開発プログラムの制作における
相互協力にわたります。また、各加盟国に影響を与える主要な知財問題について、全アフリカレ
ベルおよび国際レベルで共通の立場を取ることにも合意しています。

パウリン・エドゥ・エドゥ (Dr. Paulin Edou Edou) 長官とフェルディナンド・ドス・サントス 
(Fernando dos Santos) 長官は、OAPIとARIPOをそれぞれ代表して協定書に署名しました。

OAPI本部訪問 
サイモン・ブラウン（パートナー）とメンジ・マボイ（アフリカ・プラクティス・マネージャー）は、
2016年 11月にカメルーンのヤウンデに出張してOAPIの関係者と会い、当地域の出願機関の
動向について話し合いました。また、アダムズ・アンド・アダムズ支所では、当所のデュー・ディ
リジェンスの理念に従ってファイル類をレビューし、コーポレート・インターナショナル・グロー
バル・アワードが今年の最優秀カメルーン知的財産法律事務所として当支所を指名したことを、
チームと共に祝いました。

OAPIは 2016年 9月に 54周年を迎え、Support and Implementation of Geographical 
Indications（地理的表示のサポートと実施のためのプログラム、PAMPIG）の枠組みの中で、
地理的表示についてのセミナーを開催しました。

特許出願 
ARIPOを取り巻く動向と同様、OAPIの特許出願数が、ピークである 2014 年の 579件から
12％ 減少しています。

仲裁・調停センターの設立計画
OAPIは現在、仲裁および調停センター設立計画の採択と、仲裁調停に関する草案の承認につ
いて検討しています。知的財産権紛争を解決する代替手段として仲裁と調停を推進することは
OAPIの使命ですが、本案件はこの使命を明確に拡大するものです。また、加盟国が知的財産
の理念と規則を適切かつ確実に解釈し適用できる様、知的財産分野の OAPI司法裁判所を設
立する可能性も模索されています。

2017年の OAPI 新任長官
2016年 12月の OAPI管理理事会において、コートジボワールのデニス・ルーコウ・ボホウソウ (Denis Loukou) 氏が長
官に選出されました。任期は、2017年 8月 1日から 5年間です。

デニス・ルーコウ・ボホウソウ氏の前任者となるパウリン・エドゥ・エドゥ現長官の任期は、2017年 7月 31日に終了しま
す。エドゥ・エドゥ博士のリーダーシップの下、OAPIは、現代的でダイナミックな枠組みを作り権利登録における行政手
続きの調和を目的とするいくつかの国際条約に加わりました。

OAPI 審判部の判事の任命 
過日、OAPI 審判部の判事が 3 名新たに任命されました。判事の任期は 2年で、必要があればその後 2年間延長され
ます。3名の判事は、OAPI加盟国であるセネガル、ニジェール、ブルキナ・ファソから迎え入れられした。

審判部、または上訴委員会は、各加盟国の代表者からなるリストの中から選出された 3名で構成されます。常任メンバー
が会期中にやむを得ない理由で欠席する場合に備え、3名の代替メンバーも選出されます。この任命は、OAPI 審判部
の 2002年設立以来 5回目となります。

アフリカ知的財産機関 
(OAPI) 

+ 仲裁・調停センター

+ OAPI の新任長官

+ OAPI 審判部の判事 
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2016年、OAPIの最優秀知的財産事務所 カメルーンの首都ヤオンデ
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アルジェリア   

WIPOがアフリカ地域事務所を 
アルジェリアに開設
2016 年 8月にジュネーブで行われた投票の結果、幾つかある
WIPOアフリカ地域事務所の新たな拠点として、アルジェリアが選
ばれました。アルジェリアのWIPO外部事務所は北部アフリカを、
ナイジェリアの外部事務所はサハラ以南地域を、それぞれ担当します。
事務所設立の手続きは 2年以内に完了し、アルジェ局とアブジャ局
と共に、WIPOの活動と決議においてアフリカの利益を保護し促進
することが期待されています。

アンゴラ             

特許出願上の課題
長官は、特許申請の処理を迅速化するための措置が講じられている
と約束していますが、明らかな進展はいまだ見られません。アンゴ
ラでは、特許出願は現在公報に定期的に掲載されているものの、実
際の付与まで進んだ特許は何年もの間ありません。

当所の専従者は、遅れを解決すべくアンゴラ知的財産機関 (IAPI) 
の関係者に継続的に働きかけていますが、IAPIの常任長官が不在
の為、手続がかえって困難になっています。2016年、IAPIアナ・ポー
ラ・ミゲル (Ana Paula Miguel) 長官が長期休暇に入りました。ミ
ゲル氏が戻るまでの間、ダリオ・カマティ (Dário Camati) 氏が暫
定的に長官に任命されています。

模造品対策の為の研修ワークショップ
アダムズ・アンド・アダムズのパートナー、シャルル・ポトギエテール 
(Charl Potgieter) は 2016 年 4月、ルアンダに出張し、アンゴラ
の税関当局のメンバーに対して模造品対策の為の研修を実施しま
した。

ボツワナ   

CIPA登録機関を訪問し、ボツワナの
若者によるイノベーションを強調
アダムズ・アンド・アダムズのパートナー、ユージン・ハニー (Eugene 
Honey) は 2016 年 6月にボツワナを訪問し、Registrar of the 
Company and Intellectual Property Authority（会社登記およ
び知的財産局、CIPA））のティム・モアルシ登録官を始めとする登
録機関の職員と会いました。この訪問では、登録機関の当面の課題
と最近の動向に関する意見交換と、アダムズ・アンド・アダムズの支
所業務に対する評価を行いました。

ボツワナ滞在中、ユージン・ハニーは、知的財産の評価、商業化、
および収益化に関する論文を提出し、これを主題とする若手イノ
ベーター向け地域知的財産ワークショップのパネルディスカッショ
ンに参加しました。このワークショップは、WIPO、アフリカ・イノベー
ション・フォーラム (AIF)、および日本特許庁 (JPO) が主催するも
のです。ワークショップのプログラムの中で、今年のアフリカ・イノ 
ベーション・アワードも行われました。

CIPA ステークホルダー会議
2016年 11月、アダムズ・アンド・アダムズのパートナー、ディーター・
ウェルトハーゲン (Dieter Welthagen) は、CIPAが開催するステー
クホルダー会議に出席し、同機関が行う 2010年産業財産権保護機
関法の見直し計画について議論しました。同法の中の特許および商
標に関する条項に関する意見が CIPAに対して出され、引き続いて
2017年 3月には意見書として提出されています。

税関での研修、および模造品摘発作戦
アフリカ全土にわたる偽造活動の著しい増加を受け、アダムズ・ア
ンド・アダムズの偽造防止チームは、偽造撲滅のためにアフリカ数
カ国の地元法執行機関とより一層密接に関わる様になっています。
具体的には、税関での研修や共同作戦の実施です。2016年 2月に
ガボロネで、アダムズ・アンド・アダムズのパートナー、シャルル・ポト
ギエテールは、犯罪捜査支部を含むボツワナ警察の職員に対して
税関業務に関する研修を実施しました。研修の評価は高く、模造品
に関する状況変化について警察当局に伝えることができました。研
修の後、市内で摘発作戦を共同で行いました。

ブルンジ    

商標と工業意匠の更新に関する指令
ブルンジの知的財産庁は、旧法に基づいて登録されたすべての商標
および工業意匠を 2019年 7月 28日までに更新する旨の指令につ
いて、その内容を確認しました。これ以前は、ブルンジの商標や工業
意匠は無期限に登録されてきました。

商標は出願日から10年間有効となり、同じ期間の更新が回数制限
なく行える可能性があります。工業意匠は出願日から 5年間有効で
あり、5年間有効な更新が 2回まで行える可能性があります。ブル
ンジの商標や意匠の更新の実務に関する現在の変更内容について
は、当所までお問い合わせください。

ユージン・ハニー、ティム・モアルシCIPA登記官、そしてメンジ・マボイ氏 模造品対策の為の研修ワークショップ              ハボローネでの模造品摘発作戦ルアンダでの税関研修の様子

カーボベルデ   

登録機関の訪問
Adams & Adams のモザンビーク駐在員、エリオ・テイセイラ (Elio 
Teixeira)はカーボベルデのプライアを訪問し、カーボベルデ知的
財産機関のモンテイロ・ロゲリオ (Monteiro Rogerio) 理事長と会
いました。滞留案件の処理に向けた同機関の職員による一致団結
した努力により、その運営が徐々に改善されている事を喜ばしく思
います。2016年には、知的財産公報が 3通発行されましたが、これ
は以前からの大きな改善点といえます。しかしながら、海に囲まれ
たこの共和国が、主要な国際知財条約（すなわち、パリ条約および 
PCT）にいつ加盟するかについては意思表示はありませんでした。

コンゴ民主共和国 (DRC)       

出願書提出上の課題に関する最新状況
コンゴ民主共和国 (DRC)における知財出願と審査については、依
然として管理面、官僚的側面で障害が多く存在します。権利付与の
証書は通商大臣自らが署名しなければならず（最近その交代があり
ました）、誰も望まない様な数年に渡る遅れの一因となっています。
当所は引き続き同省と登録機関に働きかけ、これらの困難を克服す
べく取り組んで参ります。
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ジブチ    

特許協力条約への加入
2016 年 6月、経済財務省のハッサン・ホーメッド・イブラヒム 
(Hassan Houmed Ibrahim) 大臣は、WIPO へ提出するパリ協
力条約 (PCT) へのジブチの加盟文書を寄託しました。本条約は
2016 年 9月に発効となっていますが、PCT出願について定めるた
めの改正が国内法に対して行われていませんでした。

ジブチの加盟により、PCTの加盟国数は一つの節目である 150カ
国に達しました。PCTへの加盟前は、特許による保護は条約出願ま
たは非条約出願によってのみ可能でした。

エジプト    

特許手数料の引上げ
2017年 2月 13日、科学技術研アカデミー (ASRT) の所長は 2017
年第 1号の執行令を発行し、即時に発効させました。ASRTからの
発令によって、特許出願審査の際に徴収される手数料が 7,000エジ
プト・ポンドから 17,530エジプト・ポンドに上昇します。この手数
料は、エジプト・ポンドの対米ドル為替レートの変動を考慮し、年１
回見直されることがあります。

エジプト向け輸出認定工場の登録に
適用される規則
エジプト貿易・産業省は、同国向け輸出適格産品の工場の登録に適
用される規則を改正しました。新しい規則では、特定の製品を輸出
しようとする工場や企業が登録を行い、輸出入管理公団 (GOEIC)
にその商標を登録する必要があります。

消費者のための商標検証ツール
供給・国内取引省は、商標を保護し権利侵害を規制する新しい制
度を導入しました。スマートフォンのアプリケーションやテキストメッ
セージを通じて、消費者は特定の製品が本物であるかどうかを即座
に確認することができます。検証メッセージには、製品名と有効期
限が含まれています。商標の所有者は、エジプト市場で販売され、
かつエジプト商標庁に登録されているすべての製品にステッカーを
貼ることができます。

エチオピア   

EIPOの新任長官
アダムズ・アンド・アダムズのパートナー、ステフェン・ホリス 
(Stephen Hollis) とアフリカ・プラクティス・マネージャー、メンジ・
マヨビ (Menzi Maboyi) は 2016 年 10月にアディス・アベバを訪
れ、エチオピア知的財産庁 (EIPO)の新任長官マンデフロ・エシェー
テ博士 (Dr. Mandefro Eshete) にお会いし、就任をお祝いしました。
EIPOは、2012年 12月のエジプト初の商標法に伴い導入された商
標登録プロセスの変更に種々の方法で取り組んでいますが、そのシ

ステムを改善する努力が今も続けられています。これらの取り組み
の中には、EIPOの記録のデジタル化、そして商標審査官を含む多く
の新職員の任命があります。当所は、新任審査官の研修を支援し、
EIPOが審査する提出書類の準備に加わることを目的として、マンデ
フロ (Mandefro)博士に招かれました。EIPOは現在、新しい法律
の解釈という点において、知財登録面で先行している他の国や地域
が同じ原則を適用する方法に比べ EIPOが劣っている点に対処しよ
うとしています。アダムズ・アンド・アダムズは、今後数年間 EIPOと
密接に協力することをお約束し、EIPOからの求めに応じて登録職
員の育成とエチオピアの知財法規の開発に貢献して参ります。

閣僚評議会が施行した変更点
商標登録および保護に関する 2012 年 12 月閣僚評議会規則第
273/2012号は、取消しおよび無効化手続きの適用、商標の更新期
間の 6年から 7年への延長などの変更を行いました。

エチオピアはまだパリ条約の加盟国ではありませんが、パリ条約締
結国は、新しい法律に基づき先願商標に基づく優先日を主張するこ
とができます。その際には、商標の登録を目的とした商品およびサー
ビスの国際（ニース）分類体系に従います。現在、エチオピアの知的
財産庁は、当分類体系の第 10版を適用しています。

アダムズ・アンド・アダムズの新支所が
近日開設
中央および東部アフリカ市場におけるエチオピア経済の重要性の
高まりと、アフリカ全体における重要な戦略的地位を背景に、アダ
ムス・アンド・アダムスは過去数年間エチオピアでの支所設立を目指
してきました。2017年中には、エチオピアのアディスアベバに事務
所が開設される予定です。今後、最新情報をご提供してまいります。

ガンビア       

西部アフリカ地域に、アダムズ・アンド・
アダムズの新しい支所
アダムズ・アンド・アダムズの支所ネットワークは拡大を続けていま
す。これは、主要経済ハブとして特定された地域に支所を設立し、
アフリカにおける知的財産権の発展を促進するという当所の戦略
に沿うものです。今般ガンビアに 18箇所目となる支所を設立し、リ
ベリアとシエラレオネに対応できる様になりました。

ガーナ            

商標法の改正
ガーナは、2014年改正商標表示法の成立に伴い商標法を改正して
「商標」の意味を拡大し、「...色、数字、形、ホログラム、音、もしく
はこれらの組み合わせ、またはスローガンであって、著作権で保護さ
れるほど長くないもの」としました。ただし、商標登録機関では、音
やホログラムの登録申請がなされたという記録はまだありません。

ガンビアの支所
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ガーナ登録機関でのストライキ
2016年と 2017年、知的財産および会社登録機関の職員は、ストラ
イキ行為を 2度行いました。このうち初回は 2016年 7月 27日か
ら 8月 18日までで、市および地方自治体の部署が関与しました。 
2回目は 2016年 8月 20日から 2017年 1月 23日までで、国家検
事局が関与しました。これら 2回の行為の期間中、登録機関の骨格
をなすサービスは利用可能でしたが、出願の処理には大きな遅れ
が発生しました。

ガーナの植物育種業者法案が 
成立予定
植物育種者の権利に関してはいくつかの国で進展が見られますが、
ガーナにおける植物育種家の権利保護のための 2013年法は未だ
継続審議となっています。植物育種業者の権利に関するアフリカ諸
国の情報については、当所までお問い合わせください。

スイス・ガーナ知的財産プロジェクト 
(SGIP)
ガーナは、世界貿易機関 (WTO) の知的所有権の貿易関連の側面に
関する協定 (TRIPS) に基づいてコミットメントを行っておりましたが、
2010年、このコミットメントを同国の知的財産権法に確実に反映さ
せることを目的として SGIPを実施しました。このプロジェクトの一
環として、知的財産に関する法律の改定とそれに付随する規制の起
草が行われました。この 5年間のプログラムは 2015年に終了し、
2016年 1月 21日、ガーナは知的財産に関する国家政策および戦
略 (NIPPS)を導入しました。

この戦略では、ガーナにおける技術開発と産業発展の成長加速の
ために知財権を活用する必要性を認識しています。この目標を達成
するため、2020年まで続く34 のプロジェクトが承認されています。
さらにこの戦略では、特許、意匠、地理的表示に関する現行の法律
を改訂し、知財登録プロセスの自動化を完了する必要性が認識さ
れています。

ガーナでマドリッド議定書のセミナー
を開催
登録局長官室はWIPOの職員を招待してセミナーを開催し、マドリッ
ド議定書に基づく商標出願の取り扱いについて詳しく説明を受けま
した。一部のアフリカ諸国でのマドリッド議定書の使用について、
当所は、当該国の法律がマドリッド経由の登録を認知し、知的財産
機関がマドリッド議定書の枠組みに沿って新しい出願を取り扱える
様になるまで使用を避けるようにクライアントにお勧めしています。

模造品対策の為の研修ワークショップ
2016年 8月、アダムズ・アンド・アダムズのパートナー、シャルル・ポ
トギエテール (Charl Potgieter) はアクラに出張し、インターポール、
ガーナ警察、およびガーナ税関の職員との間で模造品対策の研修
を行いました。

ケニヤ    

植物の新品種の保護に関する 
国際条約
2016年 5月、植物の新品種の保護に関する国際条約がケニヤで発
効しました。ケニヤは、1999年に国際植物新種保護連合 (UPOV) 
にアフリカ最初の国として加盟し、その後 2016年に、種子および植
物品種の多様性に関する法律によって 1961年 UPOV条約法を国
内化しています。

著作権法改正案の草案が公開される
ケニヤ著作権委員会 (KECOBO) は、集団的管理組織 (CMO) に関
する著作権法の改正案の草案を２件公開しました。この草案は、ケ
ニヤ外からの著作物の譲渡に対する検証手続の変更を目指してい
ます。提案された手続きでは、必要な確証書類添付の上で検証申請
が認められた場合、KECOBOに検証証明書の発行を義務付けてい
ます。その後、検証済みの譲渡は、手数料支払い時に著作権登録簿
に記帳されます。ケニヤは、著作権登録規定を作った、アフリカで
数少ない国の一つです。

ケニヤ支所と登録機関への訪問
アダムズ・アンド・アダムズのパートナー、ダーレン・オリビエ 
(Darren Olivier) とアフリカ・プラクティス・マネージャー、メンジ・
マヨビ (Menzi Maboyi) は 2016年 9月にケニヤを含む東部アフリ
カに出張しました。この出張の目的は、アダムズ・アンド・アダムズの
ナイロビ支所を訪問し、業務遂行能力を評価し、書類をレビューし、
事務処理に関するデューデリジェンスを実施することでした。両名
はまた、ケニヤ工業所有権機関 (KIPI) の新任マネージングディレク
ター (MD)、スライバンス・サンゲ (Slyvance Sange) 氏を登録機
関に訪問しました。また、オフィス内を見学することもでき、登録機
関の職員と会って交流する貴重な機会も得ました。当登録機関は、
今後数年以内にすべての業務をデジタル化することを目標としてい
ます。

税関での研修、および模造品摘発作戦
2016年 9月、アダムズ・アンド・アダムズのパートナー、シャルル・ポ
トギエテール (Charl Potgieter) は、ケニヤ税関のメンバーに対し
模造品対策および製品特定方法の研修を行いました。モンバサとナ
イロビのサービス部門これに引き続き、市場内作戦を数回実施し、
模造品として特定された商品の押収を行いました。

モンバサで模造品を販売する店に対して行われた摘発    ナイロビ税関での研修アクラでの税関向け研修 ダーレン・オリビエ、スライバンス・サンゲ氏、メンジ・マヨビ

最近の動向 | 商標に関する異議申立
て | GULF 対 GULFTEX 事件の判決 

Gulf International Lubricants Limited が行った、クラス 4 の
Gulftex標章に対する異議申立てについて、副登録官はこのほどこ
れを支持する決定を下しました。

この異議申立ては、ケニヤのクラス 4の GULF（単語とロゴ）商標が
従前に登録され広く知られているという事実に基づいています。登
録官は、当該標章の支配的要素が「GULF」という単語であり、出願
人による接尾語「TEX」の付加は重要ではなく、互いのマークを区別
するものではないと判断しました。また、接尾語が類似または同一
の要素である場合とは違い、接頭語が同一または類似している場合
は混乱や欺瞞が起こりやすいとも判断しています。さらに登録官は、
標章にとって、広く知られていることがその要件であると明確にし
ました。

著作権法第 30条 A項は憲法違反と
の判決
Mercy Munee Kingoo & Lydia Nyiva Kingai 対 Safaricom Limited 
& Attorney General [2016] eKLR事件の高等裁判所判決で、同裁判
所は 2001年著作権法第 30条 A項の合憲性について判断を下しまし
た。同条は、音声録音や視聴覚作品の使用について、制作者と演奏家
がそれぞれの集団的管理組織 (CMO) を通じて報酬を得る公平な権
利について定めるものですが、申立人の主張は、彼らがすでにプレミア
ム・レート・サービス・プロバイダーと契約しロイヤルティの支払い方法
について合意していることから、同条は知的財産権を侵害しており違
憲であるとするものです。判事は、同法第 30条 A項がロイヤルティの
支払い方法を選択できる芸術家の権利を制限する限りにおいて、申立
人の結社の自由を制限していること、さらに同条が公衆の参加なしで
制定されたことにより、違憲であるという判決を下しました。
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伝統的な知識と文化的表現に関する
法律 
2016年 8月 31日、ウフル・ケニヤッタ (Uhuru Kenyatta) 大統領は、
伝統的知識と文化的表現に関する法律に署名しました。同法は、ケ
ニヤの伝統的知識と伝統的文化的表現の情報収集と記録保持につ
いて定めています。また、伝統的知識や伝統的文化的表現の不正使
用に対する民事罰と刑事罰の両方も規定しています。伝統的な知識
や伝統的な文化的表現の保護に関わる手続きはありません。登録
は申告するだけで可能で、権利の付与を意図するものではありませ
ん。保護には期限が設定されていません。

最新の動向 | 広告基準委員会が、 
ケニヤで一番ドライなおむつという 
主張を検証
ケニヤで最近あった広告に関する紛争では、広告基準委員会 (ASC) 
が比較広告に関する事件で公判を行いました。本紛争の当事者は、
Kimberly-Clark (KCSSA) East Africa Limited（「告訴人」）と
Procter & Gamble International Operations（「被告人」）です。
両当事者とも、紙おむつを生産しています。告訴人は、HUGGIES商
標の所有者であり、被告人は PAMPERS商標の所有者です。両方の
商標も現在使用されており、ベビーケア製品に関連してよく知られ
ています。両者は、この業界で直接競合しています。

ASCに提出された告訴状では、被告人が行った PAMPERS BABY-
DRYという店頭広告が取り上げられ、とりわけ PAMPERS BABY–
DRY おむつが「ケニヤで一番ドライなおむつ」と主張する点が焦点
になりました。

告訴人の主張は、上記の主張が PAMPERSおむつの品質と乾燥度
を単に指すのではなく、PAMPERSおむつと同等のケニヤのおむつ
との品質と乾燥性を比較した上で優越性を主張するものであり、
PAMPERSよりドライなおもつはケニヤにないと示唆している、とす
るものです。告訴人はさらに、その広告内容に有意性を持たせる様
な免責事項が付記されておらず、その結果誤解を招くものであると
主張しました。

同委員会は被告人を支持し、比較広告は容認されるべきものである
と確認しました。但し、内容が卑劣ではなく、広告内容が実証可能
であり、誤解を招かないことを条件としました。

最新の動向 | 違うのは細かい点だ 
（ではない）
Mount Kenya Sundries v MacMillan Kenya（出版社）事件の控
訴審で最近争点になったのは、控訴人が著作権を主張している地
図が、被告人の地図に内在する著作権を侵害しているか否かという
点です。問題となっている 2点の地図は、両方ともケニヤの同じ地
域をカバーしており、共に 1990年に一般に提供されています。しか
し、それ以前に控訴人は、被告人がその前に作成した当該地図の別
版を販売に供していましたが、被告人から請求を受けるまで当該地
図に関しては知らなかったと主張しました。

控訴人の主張点の 1つは、両地図が同じ地理的領域をカバーしてい
るため、それらの間に明確な類似点があるのは当然であるというこ
とでした。しかし被告人は、専門家から、地図は同じ情報を提供す
るのかもしれないが、その提示方法は異なるはずであると確認する
証言を効果的に引き出しました。控訴裁判所は、地図上の詳細点が
同じであることを認め、従前から被告の地図を知っていた控訴人が
地図のかなりの部分を複製し、従ってその著作権を侵害したという
結論を導きました。

最新の動向 | SHAGGY CUT商標の
異議申立てで使われたお粗末な証拠
Styl Industry Limited が Solpia Group Inc. の名義で出願した
クラス 26の商標 SHAGGY CUTに異議を申し立てていた Style 
Industries Limited は、申立ての根拠として従前から（特につけ髪
について）存在していた SHAGGY 商標の評判と使用を主張しまし
た。異議申立ての根拠の中には、当事者の商標が互いにあまりにも
類似しているため、同じ性質や特徴の商品に関連づけられて使用さ
れると混乱を招くとするものがあります。

異議申出人は、つけ髪の販売に関する証拠を提示しましたが、そ
のラベルは「SHAGGY」ではなく「SHAGY」であり、その請求書の
信憑性が疑問視されました。出願人の提示した、本物の SHAGGY 
CUT標章を適切に使用した証拠に照らして見ると、当該証拠にある
欠陥はさらに明らかでした。異議申立人の証拠はお粗末なものでし
たが、これとは別に登録官は、SHAGGYという標章自身、異議申立
人が商標登録するために使用し出願していた商品の特徴や概要を
参考にしていると判断し、SHAGGY標章は保護に値しないとしまし
た。当該異議申立ては棄却されています。

レソト    

登録官を訪問し、懸念事項に対処 
アダムズ・アンド・アダムズのパートナー、ノルワジ・グキャバ 
(Nolwazi Gcaba) とアフリカ・プラクティス・マネージャー、メン
ジ・マヨビ (Menzi Maboyi) はレソトに出張し、アダムズ・アンド・
アダムズの支所のメンバーに会うと共に登録官を訪問しました。今
回の登録官訪問の一環として、運用上の課題や解決が長引いてい
る課題について意見交換を行いました。当チームは、WIPOが主導
する IPASシステムの利用が順調に進んでいることを確認しました。
登録官からは、提起された業務上の問題をレビューするというお
言葉を頂きました。

リベリア    

リベリア知的財産法によって施行され
た、商標法の変更 
新しい 2014 年リベリア工 業 所有権 法 (Liberian Industrial 
Property Act) は、2016年 6月 14日にリベリア下院によって承認
され、現在施行されています。新しい法律は、1997年リベリア著作
権法と 2003年リベリア工業所有権法（「2003年法」）の両方を廃
止し、著作権、商標、地理的表示、工業意匠、特許および実用新案、
ならびに集積回路配置利用権の保護について定めています。

規則はまだ起草中ですが、登録官は、新法のうち不明瞭な部分につ
いて、この取り扱いに関するガイドラインを発行しています。

アダムズ・アンド・アダムズ の新しい支所
アダムズ・アンド・アダムズはこのほど、リベリアに支所を設立しまし
た。当支所は、アフリカにおける知的財産の発展、およびおよびク
ライアントへのサービスとコストの向上に向けた長期戦略に沿って、
ガンビアのハブから運営されます。世界銀行はリベリアの経済成長
率について、中期的には、鉱業の回復、インフラ、特にエネルギーと
道路の改善、農業生産性の向上により、平均で 5.0％ に上昇すると
推定しています。

*  これは、市場で表示された広告や告訴状の中
で提示されたものではなく、主張内容を説明
したものに過ぎません。

ノルワジ・グキャバ（中央）、カーマ (Kama)副登録官（左）、および登録官のシニアスタッフ
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リビア           

商業登記所の最新動向
トリポリにあるリビア商業登記所は、リビア企業の登録と管理、お
よび関連するすべての公式なプロセスの管理監督、ならびに公式な
会社文書の保管を担当しています。2015年 12月のリビア政治協定
の締結に基づき設立されたリビア国民合意政府は、リビアの正当な
政府として国連安全保障理事会が満場一致で支持しています。しか
し、リビアでいまだ続く内乱と立法上のあいまいさのために、商業
登記所を事実上誰が管理しているかは不確実であり、様々な派閥が
商業登記所の管理権を主張しています。

商業登記所が管理するプロセスの有効性については多くの憶測が
あり、商業登記所が発行する公式文書の合法性にも懸念がありま
す。矛盾した決議案が可決され、異なる派閥によって発行された公
式文書がそれぞれ同じ会社を支配すると主張するのも日常茶飯事
であり、国有企業の場合は特にこれが顕著で究極の支配権に関す
る紛争がなくなりません。したがって、リビアの企業に関連してリビ
アの商業登記所によって発行された、またはその会社の取締役や株
主が発行したと主張する全ての文書については、その真正性を検証
することが依然として望ましいといえます。

リビア知的財産庁 | 最新動向
Libyaは 1976年から、工業所有権の保護に関するパリ条約の加盟
国になっています。商標は、商品とサービスに関する国際（ニース）
分類体系に従って出願されています。リビアの商標法は、アルコール
飲料のクラス 32および 33、ならびにクラス 29の豚肉に関する商
標保護の規定を設けていません。クラス 28のクリスマスツリーや
関連商品も登録できません。サービスマークは、ニース分類の第 8
版に従って登録することができます。

2014 年多く報道されたとおり、リビア内戦が発生し同国政府が秩
序を維持しようと苦戦する中、リビア商標庁も困難に直面しました。
この影響で、商標出願の受理も停止されました。しかし現在では、
知的財産庁は業務が完全復帰したと見られ、新規出願も受理され
ています。

マダガスカル          

マダガスカルにおける知的財産の新し
い始まり
2016年を通じて、マダガスカル政府は改正された知的財産革新政
策と国家戦略を詳しく説明しています。戦略の主な焦点は、法的枠
組みと知的財産管理を含むマダガスカル知的財産システムの近代
化、技術発展のための知的財産を通じたイノベーションの促進、特
許検索能力の強化、および産業を興す上で知的財産が果たす役割
について啓蒙する必要性の認識等です。この戦略の実施を支援する
ため、商標特許庁 (OMAPI) 内に技術革新支援センターが設置され
ました。

マラウィ    

商法 | マラウィで土地の所有権を確保
する上での法的困難さ 
過去 10年間、マラウィ農村部では商業目的の大規模な土地買収が
急増し、地域住民の土地利用、管理、および所有権が脅かされてい
ます。この状況は、マラウイの土地資源に適用される法律の脆弱さ
によってさらに悪化しています。土地の統制に関する既存の法的お
よび制度上の枠組みには抜け道があり、他国の土地紛争と同様、影
響を受ける住民の同意なしに土地取引を行うことが可能になってい
ます。土地法（第 57.01章）に関して、マラウイのすべての土地は「公
的」「私的」または「慣習的」土地のいずれかに分類され、2002年
の土地政策は土地登記簿から所有権登録システムへの移行を求め、
マラウィ政府の所有権登録システムへの関心を再確認するものでし
たが、制度的裏付けと資金の不足が主な障害となり、マラウィにおけ
る土地の各部分における所有権の現状に関する法的確実性の形成
が未だ道半ばになっています。

マラウイの土地の 65％ から 75％ が慣習的な土地（すなわち、大統
領に帰属する土地、マラウイ国民に付託された土地、および様々な
慣習に沿って管理されている土地）であるため、当面は、土地取得（特
に外国人にとって）についての面倒さがなくなり法律的に健全にな
る見込みが立ちにくい状況です。しかし、マラウイはここ数年、小作
農民を人口高密度地域から低密度地域に移転させるべくコミュニ
ティベースの農村開発プロジェクトを実施し、新しい土地法案成立
させ植民地時代に広大な農地を取得した農場主が引き続きその土
地を自由保有不動産として所有できる様にしていますが、その全体
的効果についてはなお注視が必要です。

モーリシャス     

楽園の国にある登録局を訪問
2016年 8月、アフリカ全土の登録機関と関係を構築する当所の継
続的な取り組みの一環として、当所パートナー、リンディ・セリュリ
エール (Lindie Serrurier) はモーリシャス工業所有権庁 (MIPO) を
訪問し、MIPOの管理官であるランジブ・ベールガノット (Ranjive 
Beergaunot) 氏にお会いし、検討中の工業所有権法案に照らして、
同庁の最近の動向とモーリシャスでの知的財産権の発展に関して今
後予定されている計画について意見交換を行いました。

新・工業所有権法案
モーリシャスの工業所有権法案の草案は、知的財産のすべての側面
を単一の法律に統合するものであり、一般に公開され意見が求めら
れています。同法案では、特許、意匠及び商標の出願に対する保護
の変更が提案され、実用新案及び植物育種者の権利の保護のため
の規定も盛り込まれています。

特許の観点から見ると、法案には、特許保護から除外される事項に
関する条項の修正、発明者報酬に関する条項、異議申し立てに関す
る条項、強制実施権を扱う条項等が含まれています。モーリシャス
は依然として特許協力条約の加盟国ではありませんが、同法案は
PCT出願に備えたものとなっています。

商標に関して、修正案には、商標の定義の拡大、商標の拒絶理由の
拡大、および商標権侵害の取扱いを取り扱う条項の修正案等があ
ります。

リンディ・セリュリエールおよびベールガノット氏、同登録機関にて

登録機関の業務に関する変更も提案されており、例えば、知的財
産局の責任者の名称が「コントローラー」から「ディレクター」へ変
更され、あるいは、知的財産権評議会を設置し効果的な国家知的
財産政策と施行に関して民間部門と公共部門の利害関係者の調整
機関としての役割を持たせることなどが盛り込まれています。意見
聴取期間は 2017年 1月に終了し、アダムズ・アンド・アダムズはモー
リシャスの現地パートナーを通じて意見書を提出しています。

模造品対策の為の研修ワークショップ
アダムズ・アンド・アダムズのパートナー、シャルル・ポトギエテール 
(Charl Potgieter) は 2016年 6月、ポート・ルイスに出張し、モー
リシャスの税関当局および著作権侵害対策課のメンバーに対して模
造品対策の為の研修を実施しました。

モロッコ   

公的料金の引上げ
2016年 3月、商標出願と商標更新の手数料が 20％引き上げられま
した。詳細については、当所にご連絡ください。
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モザンビーク          

法制動向 | 新・工業所有権法
モザンビークの新しい工業所有権法が 2016年 3月 31に発効し、
2006年政令第 4号に取って代わりました。同法律は、アフリカ東部
海岸諸国の過去 10年間において最も重要な知的財産法制上の発
展とされ、工業所有権の保護に適用される具体的な規則を定める
と共に、当該権利を付与することにより生じる権利義務を規定して
います。

ほとんどの条項が改訂され、その変更の大部分は手続き上および
管理上の問題に関連しています。また、変更案の中には、各種知的
財産権の付与に対する異議申立て期間、または手続き遵守の為の
期間についての、短縮、延長、または明確化のいずれかを伴うもの
もあります。例えば、商標出願に対する異議申立て期間が 60日か
ら 30日に短縮され、すべての知的財産権に関して、未提出の書類（例
えば、委任状）の提出期限が 15日から 30日に延長されています。

もう一つの重要な進展は、新法が ARIPOの商標登録を認めるよう
になったことですが、これはおそらく、モザンビークがバンジュール
議定書に加盟する準備の為だと思われます。地理的表示および原
産地表示（旧知的財産法でもすでに認識されています）については、
より包括的な法的枠組みが与えられ、新法では産業財産権を担保
として提供する為の条項が盛り込まれています。

特許協力条約 (PCT)セミナーシリーズ
2016 年４月、モザンビーク知的財産機関 (IPI)がWIPOと ARIPO
と共同で、特許協力条約 (PCT)セミナーをマプトで開催しました。
このイベントは、モザンビークのアダムズ・アンド・アダムズが後援し、
地元の知的財産エージェント、発明家、いくつかの政府機関からの
参加者を含む 80名が参加しました。モザンビークのジョゼ・メク登
記官がこのイベントを主催しました。モザンビーク第二の都市ベイラ
でも同様のセミナーが開催されました。

モザンビークの新・広告宣伝法
2016年 11月に、法令第 65/2004号を置き換える新・広告宣伝法、
法令第 38/2016号が発効しました。新しい法律の条項数は、旧法
の 38条項に対して65条項と増え、範囲がより広く、かつ内容が充
実しました。

新しい法律は、価値観、原理、および制度に害を及ぼす広告を禁止
しています。広告はまた、社会的責任感覚を持ち、競争の原則を尊
重し、国の経済発展、教育、文化の目的に適合しなければなりませ
ん。さらに、広告活動に関わるすべての人が倫理的な行動規範を遵
守しなければならず、広告は正確で客観的でなければならないと定
めています。また、産業界に対し著作権を尊重する様促しています。
電子広告プラットフォームの使用が普及したことで、新しい法律の下
ではデジタル広告や電子広告も保護の対象となっています。

ナミビア   

NAMIBIA’S PRESIDENT SIGNS  
BIPA ACT
ナミビアの事業・知的財産庁 (The Business and Intellectual 
Property Authority) に関する法律 2016年法律第198号（BIPA法）
が大統領の署名によって 2016年 8月に法律として成立しました。
BIPA法は、事業と知的財産権の登録、規制、管理を目的とする中央
機関の設立と、ナミビアでの知的所有権と事業登録におけるサービ
ス提供と管理の改善について規定しています。

BIPAによるさらに重要な変更点の中に、ウェブサイトによる企業の
登録と緊密な法人があります。電子特許出願も近日中に可能になる
と見られます。現地の知財専従者はこれを歓迎していますが、同法
の効果的施行に関する懸念も根強くあります。同法は、長く待たれ
た 2012年工業所有権法 1とともに、2017年第 1四半期に発効す
る予定です。

工業所有権法の新しい規則が 
パブリックコメントのため公開される
2012 年 に当 時 のヒフィケプニェ・ポ ハンバ (Hifikepunye 
Pohamba) 大統領が署名したナミビア工業所有権法の規則草案
がようやく出来上がり、パブリックコメントを得るために公開されま
した（締切は 2017年 2月 27日）。規則の草案は 4つのセクション
からなり、それぞれ暫定条項で、特許と実用新案、意匠、および商標
を取り扱っています。一読したところ、当草案には内容と文言につい
て幾つかの懸念事項があります。アダムズ・アンド・アダムズ は当規
則をレビューし、検討用としてコメントを提出いたしました。この法
律は当初、今年 3月に、新しい事業・知的財産法と併せて施行され
る予定でしたが、同規則の現状を考えると同法が今後数ヶ月以内に
公布されることはないと考えられます。

税関での研修、および模造品摘発作戦
2016年 9月、アダムズ・アンド・アダムズのパートナー、シャルル・ポ
トギエテール (Charl Potgieter) はナミビアに出張し、インターポー
ル、ナミビア警察、および税関当局のメンバーに対して模造品対策
の研修を行いました。これに引き続き市場内作戦がカバンゴとルン
ドゥで実施され、模造品が多数押収されました。

ナイジェリア           

工業所有権委員会法が議会の第二読
会で成立
2017年 1月 19日、工業所有権委員会法案（IPCOM法案）がナイ
ジェリア国民議会の下院第二読会を通過しました。新しい法案は現
行制度を完全に見直し、商標、特許および意匠の管理を行う単一組
織を設立することにより、現在の知的財産法規および政府組織をす
べて調和させるものです。動物育種家・植物品種の保護権をナイジェ
リアに導入していることも、その他の進展に加えて特筆されます。

承認手続きの次の段階として、同法案は議会商業委員会に提出され
ます。審議の一環として、同委員会は公聴会を開催することができ、
利害関係者が招かれ法案の様々な条項を検討し、討議を行います。
IPCOM法案の審議はかなり進展しましたが、作業がまだいくつか
残っており、ナイジェリアの知的財産実務者は IPEC法案が近い将
来承認されることを非常に熱心に望んでおり、「立法手続き」の勢
いを維持するために最大限努力しています。

サイバー犯罪法案が成立
2016年にナイジェリアはサイバー犯罪法を制定し、ナイジェリアで
増加しているサイバースクワッティング等、急増するインターネット
犯罪の解決に向けて道を開きました。この法律は、サイバースクワッ
ティングの行為を犯罪と具体的に定義し、インターネットドメイン名
を不正に（すなわち、他人の商標に対する信用から利益を得たり、
正当な所有者にドメイン名を売りつけて利益を得ようとすること）
登録または使用することを違法行為としています。
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知的財産出願の統計
商標・特許・意匠登録機関が提供するナイジェリアでの出願は 2つ
の系統があります。すなわち、工業所有権自動化システム (IPAS) と、
電子出願です。2016年には商標の 60％と特許出願の 55％が IPAS
システムを使用して出願されたと、アダムズ・アンド・アダムズは考え
ています。

知的財産に関する法案が議会で審議中
今の著作権法の改正法案が、現在ナイジェリア国民議会で審議中
です。著作権法案は第一読会を成立し、第二読会での審議が予定
されています。当法案は、今年度末までには成立し、法律として成立
する見込みです。

食品医薬品管理局 (NAFDAC) が国際
的基準を保持
食品医薬品管理局 (NAFDAC) は、同局の基準を国際的基準に合
わせる 2016年の規制ガイドラインを公表しました。当ガイドライン
は、世界保健機関 (WHO)と共同で作成され、その目的は、利害関
係者による法令遵守を支援し、規制の実施に関する詳細を提供し、
安全性、有効性、および優れた品質管理手法の実施を確実にするこ
とです。

WIPOがアフリカ地域事務所を 
ナイジェリアに開設
2016年 8月、幾つかあるWIPOアフリカ地域事務所の新たな拠点
としてナイジェリアが選ばれました。事務所設立の手続きはすでに
始まっており、2年以内に完了見込みです。

ナイジェリア標準化機構 (SON)の 
新任長官 
2016 年 10月、アボロマ・オシタ・アンソニー (Aboloma Osita 
Anthony) 氏が、ナイジェリア標準化機構 (SON) の新しい長官とし
て指名されました。ポール・アンギャ (Paul Angya)元長官の指揮
のもと、同機構は、市場に出回る劣悪品を排除すべく懸命に取り組み、
各種プログラムの実施において多くの進展がありました。

ルワンダ    

ルワンダとマドリッド・システム
ルワンダは、2013年にマドリッド議定書加盟国となりました。ルワ
ンダの知財関連法は同国が加盟する知的財産国際条約の効力を認
めています。しかし、マドリッド議定書の正式な国内適用には、2009
年知的財産法を改正しマドリッド経由の登録に完全な効力を明示
的に与えるか、規則を導入した上で、マドリッド経由の国際指定の付
与を処理し、公表し、または異議を申し立てる方法を知的財産庁に
対して通知することが必要ですが、まだ同国はこれに至っておりま
せん。状況に進展があるまで、商標所有者は国内の登録を通じて法
的権利を引き続き確保することをお勧めします。

知的財産法規の改正
2016年、ルワンダの知的財産法に対して幾つかの改正が行われま
した。法律第 31/2009号は引き続き有効ですが、新しい法律、すな
わち 2016年法律第 005号、および各種の省令によって既存の法律
に対する改正が実施され、2016年 4月に発効しています。主要な
変更は、植物育種者の権利の認知と保護、ならびに商標出願および
地理的表示の異議申立てに関する期間の変更です。

省令第 25号によって、商標出願および地理的表示に対する異議申
立て期間が正式に改正され、従来の 30日から60日に延長しました。
しかし、ルワンダの登録機関はすでに 2014年 10月から 60日間の
異議申立て期間を導入していました。当時の異議申立期間変更時点
では、登録機関は実務上の指令を発行していませんでしたが、最近
の改正によってその立場が明らかになっています。異議申立期間が
延長可能かどうか、延長が可能な場合の期間についてはいずれも言
及がありません。このことは、登録機関に対してすでに申し立てら
れており、明確化が要求されています。また、同省令は、商標登録ま
たは地理的表示の出願人が、異議申立を受けた時点から14日以内
に異議申立人の内容について管轄当局に回答書を提出することを
定めています。この省令が発行される前は、具体的な期限について
明記がありませんでした。

支所と登録機関への訪問
アダムズ・アンド・アダムズのパートナー、ダーレン・オリビエ 
(Darren Olivier) とアフリカ・プラクティス・マネージャー、メンジ・
マヨビ (Menzi Maboyi) は 2016年 9月にルワンダを含む東部ア
フリカに出張しました。この出張の目的は、業務遂行能力を評価し、
必要に応じて書類をレビューし、支所運営に関するデューデリジェ
ンスを実施する為に、キガリの現地パートナーを訪問することでし
た。アダムズ・アンド・アダムズチームはまた、ルワンダ工業所有権
庁の事務所を訪問し、ルワンダ開発局 (RDB) 事務所にてブレイズ・
ルイマ (Blaise Ruhima) マネージャーと会いました。登録局内の事
務所訪問も行いました。

2009年知的財産保護法に関する規則
登録機関の長官室では、2009年知的財産権保護法の施行を促進
するための規則を現在作成中です。大臣の承認があり次第、当規則
はルワンダの官報に掲載されます。アダムズ・アンド・アダムズはこ
の進展を注視しており、規則が発効次第、最新情報をご提供します。

東アフリカ共同体 (EAC) の司法関係
者のためのセミナー 
司法関係者の知的財産権への意識高揚を目的とした 3日間の地域
セミナーが、ルワンダのキガリで開催されました。通商省が、WIPO
と連携して当セミナーを主催しました。参加者は、ケニヤ、ウガンダ、
タンザニア、ブルンジ、ルワンダなど多数の EAC諸国の司法関係者
等です。

このセミナーの主な焦点は、効果的で理解しやすく、そして適切な
措置を EAC加盟国内で確実に実施し、各国における様々な種類
の知的財産権を認識し執行することにあります。ルワンダはまた、
WIPOの支援を得て、国家知財戦略の準備を進めており、その最初
の草稿が 2017年 6月に出される見込みです。

サントメ・プリンシペ   

新・知的財産法
サントメ・プリンシペでは、法令第 23/2016号の下で承認された新・
工業所有権法が同日発効しました。新しい工業所有権法は、とりわ 
け、特許、発明、実用新案、商標、地理的表示および原産地表示の
保護について規定しています。

2016年 2月に発効したサントメ・プリンシペのバンジュール議定書
の加盟を受け、新法は、バンジュール議定書およびマドリッド経由
の地域内の (ARIPO) 出願を認識し、この為の条項を定めています。

登録機関の訪問
アダムズ・アンド・アダムズ のモザンビーク駐在員、エリオ・テイセイ
ラ (Elio Teixeira) は 2016年11月にサントメ・プリンシペを訪問し、
知的財産庁 (SENAPI)のアデリト・ボンフィム (Adérito Bonfim) エ
グゼクティブ・ディレクターおよび現地のパートナーと会いました。
現在、同登録機関の効率を改善する計画が立てられています。
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セイシェル     

重要な伝統的植物の保護
セーシェルだけで見られる世界で最大のナッツ、ココ・デ・メールを
保護するために、環境省は正式許可を得て市場に投入されたナッ
ツを識別するための新しいホログラフィック・タグを導入しました。
タグを改ざんまたは除去すると、そのココ・デ・メールは違法になり
ます。この新しいシステムは、ココ・デ・メールの生産、管理、取引の
方法を改善することを目的としています。不正取引や違法採取がこ
の貴重なナッツの成長と再増殖を脅かすためです。

南アフリカ  

知的財産に関する新しい諮問枠組み
を解剖する
2013年に国家知的財産政策の草案がパブリックコメントを得る為
に公開され、その後 2016年 7月 6日、知的財産に関する新しい諮
問枠組みを内閣が承認しました。この枠組みは南アフリカの包括的
な知的財産政策を策定する新しいプロセスの第一歩であり、以前の
知的財産政策の草案がパブリックコメントを配慮しなかったとの批
判を受け、政府と市民社会との間で調整を行った結果最終案がまと
められたものです。

この枠組みは知的財産政策が推進すべき目標を定めており、その中
には、南アフリカ憲法の精神を促進し、知的財産の創作者とユーザー
の間のバランスをとり、イノベーションを刺激することが掲げられて
います。また、公衆衛生に関連する知的財産問題（医薬品、ワクチン、
診断薬を含む）など、直ちに注意が必要な問題が幾つかあることも
認識しています。知財政策を策定するための協議機関として機能す
べく、省庁間委員会 (IMC) が設立される予定です。

最新の動向 | LEMON TWIST  
対 PEPSI TWIST 
2016年 5月、高等裁判所大法廷は、The Coca-Cola Company
の子会社である Atlantic Industries (AI) と、PepsiCoが関わる
異議申立ての控訴審判決を言い渡しました。AIは、南アフリカで
TWIST、LEMON TWIST、DIET TWISTなどの TWIST 商標を所有しク
ラス 32の清涼飲料水に関する商標登録を行っています。TWIST 飲
料は南アフリカで広く人気があります。

PepsiCo はクラス 32の清涼飲料水に関して PEPSI TWIST 標章と
PEPSI TWISTラベルの登録出願を行っており、AIはこれに対して自
らの従前の権利を根拠に異議申立てを行っていました。PepsiCo
は、自らの商標が AIの商標との混同や欺瞞を引き起こすものでは
ないと主張し、さらに、AIの TWIST登録商標を商標登録簿からの
削除を求めました。その根拠は、当該商標は清涼飲料水に関して記
述的であるとするものです。PepsiCoはこの点について、辞書にあ
る「TWIST」という単語の定義に依拠しました。この単語は、「飲料
に香りをつけるために使われる、カール状に剥かれたのレモン等の
皮」や「2種類の蒸留酒または他の成分（ジン、ブランデーなど）を
混ぜて作った飲料」と定義されています。

第一審裁判所は、PEPSI TWIST商標に対する AIの異議申立てと、
TWISTマークの取り消しを求めた PepsiCoの反対出願の両方を棄
却していました。しかし、高等裁判所大法廷は AIの控訴を支持し、
PepsiCoの反対上訴を棄却するとともに相手側裁判費用の負担を
命じました。高等裁は、AIの TWIST商標登録と PepsiCoの PEPSI 
TWISTおよび PEPSI TWISTラベルの商標出願は、世界的に見ると、
それらの視覚的および聴覚的類似性によって欺瞞または混乱が生
じる可能性があると判断し、とりわけ、通常の購入者は市場で２つ
の商標に遭遇するが、双方を並べて詳細に比較することはないと指
摘しました。このタイプの顧客は、当該２商品の出元が本当に同じ
ものか疑問を持つことはほとんど無く、それ故に混乱をもたらすも
のです。

さらに PepsiCoは、「TWIST」という単語の辞書的意味に依拠した
のみならず、「TWIST」という単語が本質的に独特でないと実証する
証拠、およびその利用によっても区別が可能にならず取引において
特定の風味または他の特徴を示しえる標識または表示から構成さ
れていないという証拠を提示しませんでした。このことから、登録
簿から削除されるべき正当性はありません。PepsiCoは最高控訴
裁判所に決定を上訴する許可が与えられており、今年後半にその公
判が行われます。

南スーダン   

登録機関のニュース
南スーダンの登録機関は依然として（預託金タイプのシステムを使
用する）商標出願を受理・処理していません。しかし、その職員が業
務再開に熱心と覗われ、処理を再開できるように関連する利害関
係者に働きかけている点で、いくつかのポジティブな進展がありま
した。現在まで正式な発表はありませんが、アダムズ・アンド・アダ
ムズは引き続き状況を監視し、ポジティブな進展があり次第最新情
報を提供する予定です。

セントヘレナ   

新空港建設後も、すぐには救済措置なし
南大西洋の真中に位置するセントヘレナ島は、地球上で最も遠い場
所の 1つと考えられています。この小さな英国領の広さは 120平方
キロメートル、人口は 4000人ですが、2億 5000万ポンドかけて建
設中の新しい空港では、ウインドシアがあまりにも激しいため民間
航空機が着陸できないことがわかり、その開港が無期限に延期さ
れました。これによって、観光によって地域経済を活性化する計画
は大きな打撃を受けました。この島は最寄りの大陸（アフリカ）から
2,000キロ以上離れており、唯一のアクセス手段は、3週間に1度、ケー
プタウンから 5日間かけて航行するロイヤルメール船です。同地域
での知的財産出願については、その空港の位置づけが確定するまで、
引き続きこの船便に依存せざるを得ません。
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特許審査官の任命
南アフリカでの特許の実体サーチと特許審査の体制を整える方
針に沿って、20人の特許調査員と審査官が最初のグループとして
2017年 12月までに訓練プログラムを受ける様任命されました。こ
の目標は、知的財産政策の施行を受け、2018年 1月に特許庁で実
体サーチと審査を開始することにあります。

CIPCは、2年ごとにこの採用プロセスを繰り返すことを目指し、化
学、電気および機械工学、医薬品、情報技術などの技術分野から候
補者を募る予定です。最初の特許実態審査は、一部の技術分野に
限られる見込みです。

広告宣伝産業のためのオンブズマン 
制度の提案
南アフリカ広告基準局 (ASA) は、全国消費者委員会 (NCC) に対
し、2008年消費者保護法 (CPA) 第 82条に基づく広告宣伝産業の
オンブズマン制度としての認定を行う様要請しました。また、広告
宣伝業界の行動規範（業界規範）を提案し、2016年 7月 26日の政
府官報に公開し 2016年 10月 20日を締め切りとしてパブリックコ
メントを求めました。

業界規範の目的は、南アフリカのすべての広告宣伝が良い情報を提
供し、事実に基づき、正直で、公正な宣伝行動に適合し、法律に違
反しないことを徹底することです。この業界規範が承諾されれば、
すべての「広告宣伝業界の参加者と加入者」が ASAに登録し、同規
範を遵守することが義務付けられます。また、ASAの資金調達の為
に、料金徴収機関を通じて資金を拠出する必要もあります。

この業界規範は、消費者権利を重視するものと見られ、ASA 規範
と同様、業界参加者間の紛争（すなわち競合他社に対する苦情）の
解決と、消費者と業界参加者との紛争（すなわち消費者の苦情）の
解決を行う基礎を提供するものです。
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スワジランド   

支所と登録機関への訪問
2016年 11月、アダムズ・アンド・アダムズのパートナー、ネリア・ヒッ
クマン (Nelia Hickman) とアフリカ・プラクティス・マネージャー、
メンジ・マヨビ (Menzi Maboyi) はスワジランドに出張し、アダム
ズ・アンド・アダムズの支所とスワジランドの登録機関を訪問しまし
た。訪問の主な目的は、登録機関を訪問しその運営と懸案事項に
ついて話し合うことでした。現在の登録官、ステフェン・マガグラ 
(Stephen Magagula) 氏は、2015年の特許法案と 2015年の商
標改正法案の現状についての最新情報をチームに伝えました。スワ
ジランドには数多くの注目すべき知財活動があり、今後とも登録機
関に定期的な訪問し、スワジランドの知的財産の発展に資するあら
ゆる活動へのサポートを当所から提供して参ります。

タンザニア     

支所と登録機関への訪問
アダムズ・アンド・アダムズのパートナー、ダーレン・オリビエ 
(Darren Olivier) とアフリカ・プラクティス・マネージャー、メンジ・
マヨビ (Menzi Maboyi) は 2016 年 9月にタンザニアに出張しま
した。この出張の目的は、アダムズ・アンド・アダムズのダルエス・
サラーム支所を訪問し、業務遂行能力を評価し、書類をレビューし、
支所運営に関するデューデリジェンスを実施することでした。

事業登録・免許庁 (BRELA)内にあるタンザニアの知的財産登録の
事務所を訪問し、ロイ・ムハンド (Loy Mhando) 副登録官と意見
交換を行いました。庁内の事務所訪問も行い、2013の前回訪問か
ら目覚しい発展があったのを目にしました。

タンザニアでは新しい工業所有権法を策定中であり、これによっ
て、特許と商標を統括し、工業意匠と営業秘密も包含されます。

チュニジア    

視聴覚的実演に関する北京条約の批准
チュニジアは、最近批准したアフリカ諸国の一つとして、WIPOの
視聴覚的実演に関する北京条約を批准しました。2012年 6月に採
択された北京条約は、視聴覚的実演における演奏家の知的財産権
を取り扱っています。この条約は、視聴覚的な様式に固定された実
演（例えば映画等）について、演奏家に対して4種類の経済的権利、
すなわち複製、流通、賃貸、マーケティングの権利を付与しています。

ウガンダ    

工業所有権規則が成立
2017年 2月 10日、ウガンダ政府が工業所有権規則を官報に掲載
し、2014年工業所有権法（「本法律」）が発効しました。2014年 2
月に本法律が発効したにもかかわらず施行規則は未施行であり、
2014年法の施行を妨げていました。

登録機関の訪問
アダムズ・アンド・アダムズのパートナー、ダーレン・オリビエ 
(Darren Olivier) とアフリカ・プラクティス・マネージャー、メンジ・
マヨビ (Menzi Maboyi) は2016年９月にウガンダに出張しました。
この出張の目的は、業務遂行能力を評価し、必要に応じて書類をレ
ビューし、支所運営に関するデューデリジェンスを実施する為に、カ
ンパラの現地パートナーを訪問することでした。アダムズ・アンド・ア
ダムズチームはまた、ウガンダ登録局 (URSB) の事務所を訪問し、ジェ
イン・ランゴヤ (Jane Langoya) 副登録官と同局の上級職の方々
と会いました。事務所の訪問では、IPASシステムの使用によって業
務を近代化するため、登録局内で協力し合って取り組んでいること
が分かりました。

模造品対策の為の研修ワークショップ
2016 年 6月、アダムズ・アンド・アダムズのパートナー、シャルル・
ポトギエテール (Charl Potgieter) はカンパラに出張し、ウガンダ
税関、国立標準局 (UNBS)、およびウガンダ警察のメンバーに対し
て模造品対策の研修を行いました。

 

ザンビア    

新・意匠法が成立
ザンビアは、1958年登録意匠法を廃止し、2016年法律第 22号の
新しい工業意匠法を成立させました。新しい意匠法は 2016年 6月
に発効しています。新しい法律に含まれる条項のいくつかは、新規
性要件、猶予期間、新規性要件遵守に関する例外、権利の回復、意
匠出願の修正およびその期間を取り扱っています。

法令に関するその他の進展内容
2016年には、以下の法律も成立しています。

1.  集積回路配置利用権に関する法律（2016年法律第 6号）

2.  伝統的な知識、遺伝資源、およびフォークロア芸術の表現に関
する法律（2016年法律第 16号）

3.  特許法（2016年法律第 40号）

本原稿校了時点では下位規則がまだ確定していないため、上記の
法律はいずれも発効していません。各法律の開始命令の発行が待
たれます。

商標法は、2017年中にその法案が公表される予定であり、その後
議会に提出されます。同法案では、マドリッド議定書に基づくサービ
スマークの登録と国際登録の導入が可能になる見込みです。

ジンバブエ   

マドリッド議定書の国内化
ジンバブエは 2014 年 12 月、標章の国際登録に関するマドリッド
協定（マドリッド議定書）への加盟文書を寄託し、マドリッド制度の
94 番目の加盟国になりました。当初、議定書は、必要な国内化プ
ロセスと商標法の改正後、2015 年 3月 11日に発効する予定でし
た。しかしこれは実現せず、議会における一般法改正法案が成立し、
当議定書を商標法として国内化するのを待たなければなりません
でした。

ネリア・ヒックマンとステフェン・マガグラ登録官
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カンパラでの税関研修ダーレン・オリビエ、メンジ・マヨビ、そしてムハンド氏と登録機関の職員 摘発作戦 ダーレン・オリビエ（いちばん右）、ジェイン・ランゴヤ副登録官（左から 3番目）
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この新しいセクションに基づき、マドリッド議定書に従って商標局に
登録され、その登録においてジンバブエが指定された商標は、商標
法の下で登録された商標と同じ効力を持ち、当該商標に対してはジ
ンバブエに直接登録された商標と同じ保護が与えられます。

新しい規則により、WIPOのマドリッド制度を介して取得した国際
登録の所有者はジンバブエを登録先として指定することが可能にな
りますが、そうであっても、ブランドオーナーがジンバブエの国内基
準で貴重な登録商標を今後も登録することをお勧めします。ジンバ
ブエの知的財産庁 (ZIPO) がすべての記録を電子化し（そして、マド
リッド制度での指定が記録されたWIPOの IPASシステムにアップ
ロードする）、ZIPOがWIPOの厳しいスケジュールに従って出願を
審査する準備が整うまで、マドリッド制度を通じてジンバブエに商
標を出願するのは、依然としてリスクが高いといえます。このプロセ
スは、登録機関の滞留案件数、人手不足、およびジンバブエ政府に
適切な投資資金が不足しているために ZIPOの業務改善が進まな
いことから、しばらく時間がかかると思われます。

ジンバブエが地理的表示法を施行
ジンバブエにおける地理的表示は、地理的表示法によって定めら
れています。この法律は 2002 年に成立したにもかかわらず、この
法律を全面的に運用するための規則が制定されず、施行されたの
は 2006 年以降です。この異常事態はその後、2016 年 7月 8日に
官報に掲載された 2016 年地理的表示規則の導入によって是正さ
れました。

最新の動向 | VIVON INVESTMENTS 
(PVT) LTD 対 WIN-KING INVESTMENT 
(PVT) LIMITED
Vivon Investments (Private) Limited と Win-King Investments 
(Private) Limited（両社とも飲料水メーカーです）が関係する商標
侵害事件で、ジンバブエ高等裁判所は画期的な判決を下しました。
VIVONのボトル入り飲料水を生産する Vivon社は、Win-Kingが
VICTORIA PLUSというブランド名のついた水を生産していたことを
理由に、Win-King社が商標を侵害していると主張していました。
VICTORIA PLUSブランド名の水に付されたロゴが、Vivon社が付
けていたロゴと紛らわしいか全く同一であるとするものです。Vivon
社は、当該ロゴが商標として登録されているため自らが商標権を有
し、Win-King社が Vivonのロゴと紛らわしいロゴを使用すること
は Vivonの登録商標の侵害にあたり、当該ロゴを使用する権利が
ないと主張しました。

判事は Vivonに有利な判決を下し、許諾を受けていない者による
登録商標の使用に関して、法律は明確に規定していると述べました。
さらに判事は、VICTORIA PLUSの水について Win-Kingが使用し
たロゴは、購入者を混乱させ、Vivonの水と同じであると思わせる
可能性が高いと明言しました。Win-Kingは、Vivonのロゴと同じ
か類似のロゴを持つ商品の売買および取引を停止するよう命じられ
ました。Win-Kingはさらに、違反している包装がある全商品を直
ちに回収するよう命じられました。
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