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ようこそ
2019年のWIPOイノベーション指数で、

「イノベーションのインプット・アウトプ
ットは依然として一握りのエコノミーに集
中しており、世界的なイノベーション力の
格差も続いている」
ことがわかった。

の94％がオンライン提出されているため、2020年末にオフィス
のペーパーレス化を実現するかもしれないことが強く示唆され
る。
しかし、アフリカ大陸に残る課題はまだまだ多い。実際、2019
年におけるWIPOの知財事情とデータによると、世界の特許出願
に占めるアフリカの割合は昨年並みの0.5％、商標出願は1.7％
、工業デザインは1.5％、実用新案は0.1％である。指数関数的
に増加している他地域の知的財産権の世界的な傾向とは正反対

残念ながら、革新と知的財産権の取り込みでは、アフリカは依

である。アフリカ大陸での知的財産権の普及率が低い内因とし

然として見劣りがする。

ては、適切な政策、法律、制度的枠組みの欠如が挙げられる。

このような状況を逆転させるには、すべての利害関係者の共同
努力が求められている。今こそアフリカが主な知的財産権の消
費者から知的財産権の生産者へと転換する時である。
Adams＆Adamsが発行したアフリカ最新情報誌の第8号では、欧州
大陸のIPのハイライトがカバーされている。ARIPOシステムの最
大のユーザーの一つと知的財産権の発展の主な利害関係者とし
て、同社はアフリカの知的財産権に関する意識の向上で称賛に
値する役割を果たしている。

しかし、運営面における知財庁の効率と反応力も重要で、関係
部門の注意と改善が必要かもしれない。
アフリカ大陸自由貿易圏（AFCTA）の構築へ向かう中、アフリカ
大陸で知的財産権という最も重要な支え手の改善により、商品
とサービスの貿易・流通の促進に条件を作り出すことが大切で
ある。
本出版物は、アフリカのIPシステムに関する情報の提供に役立
ち、アフリカ大陸で進んでいる重要な開発に対するグローバル

パートナーとの協力において、ARIPOは世界的な革新競争へのア

IPフラタニティの感度を上げ、よりよく利用するための信頼を

フリカ大陸の参加にいまだかつてない力を入れている。このよ

促進する。

うな背景の中、2019年は世界知的所有権機関（WIPO）・アフリ
カ広域知的財産機関（ARIPO）・アフリカ知的財産機関（OAPI）
が2018年に調印した三国間了解覚書（WAO協定ともいう）の実施
を象徴しており、アフリカでの知的財産権の技術支援の主流化
を目的としている。「アフリカのビジネス競争力と持続可能な
開発のための知的財産権、革新と付加価値」セミナーや著作権
に関するナイロビ実施計画の策定を含む取り組みが行われてい
る。運営面においても、ARIPOの特許（867）出願と商標（408
）出願が一番多い。また、ARIPOアカデミーは地域IPになって
いるタンザニアのダルエスサラーム大学で知的財産権に関する
第3修士号プログラム、トレーニングセンターオブエクセレンス
（COE）が開始されている。さらに、ARIPOは運営効率アップに
努め、情報通信技術（ICT）の利用にもかかわらず、特許出願

そこで、Adams & Adamsアフリカ最新情報誌の本号を読んでいた
だき嬉しい思う。その関連性と有用性を見つけるといい。

OLIVER WENDELL HOLMES氏の言う通り、
氏の言う通り、

新しい体験から広がる考えは決し
て古い次元に戻られない。
アフリカ戦略委員会委員長
商標部共同議長

SIMON BROWN

紹介

今日の技術駆使の世界に生きる人々は、設備への依存が高
く、意義ある人間関係がかつてないほど重要になる。そして、
多くのアフリカ諸国の従業員や知財管理者と交流するため
に、Adams＆Adamsのパートナーは、アフリカ大陸をあちこち旅
行し続ける。アフリカIPラタニティとのこの双方向コミュニケ
ーションは、Adams＆Adamsを競合他社と区別するものである。
昨年、パートナーはアンゴラ、ボツワナ、エスワティニ王国、

アフリカで設立された
Adams＆Adamsは、誠実
さに根ざし、創意工夫
を凝らし、今年のアフ
リカ最新情報誌を誇ら
しげに発表し、アフリ
カ大陸の最新法律動向
をお届けする。

ガーナ、ケニア、レソト、リベリア、モーリシャス、ナミビ
ア、ナイジェリア、サントメプリンシペ、タンザニア、ウガン
ダを含むいろいろな国を訪れた。旅行とは、知識のようなもの
で、見聞が豊かなほど視野が広がる。
Adams＆Adamsは、アソシエイトオフィスと各国のレジストリを
訪問することで、直面する課題とその対策に関する現地情報を
取得することができる。
2019年に南アフリカのプレトリアで開催されたAdams＆Adams
アフリカIPインターネット会議では、アフリカ大陸からエージ
ェント、実務家やレジストラが集まり、それぞれの管轄区域で
のIP訴訟とそれに関する経験、課題、発展および知見を共有し
た。
また、Adams＆Adamsはアフリカの様々な国で地元の警察官や税
関職員と知的財産権行使トレーニングワークショップを数回開
催した。
また、Adams＆Adamsはアフリカの様々な国で地元の警察官や税
関職員と知的財産権行使トレーニングワークショップを数回開
催した。ガーナ税関職員がそのイベントに多大な関心を示し、

南アフリカに本社を置き、1908年に設立された当社は、長年に

さらなる協力とトレーニングを呼びかける。

わたってアフリカ全土の様々なアソシエイトオフィスおよびパ

アフリカは、独自の文化、社会動向、好機、課題を持つ54か国

ートナーを多く持つようになっている。言うまでもなく、これ

で構成される多様化大陸である。アフリカ大陸の複雑さを真に

はエキサイティングな旅であり、振り返るべきハイライトと学

理解する唯一の方法は、身をもって体験することである。

ぶべき課題が多い。
言うまでもなく、これはエキサイティングな旅であり、振り返
るべきハイライトと学ぶべき課題が多い。
Adams＆Adamsは、アフリカ大陸で運営する知財組織と関係を育
み続ける。
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ADAMS.AFRICA
ADVISORYユニット
経済成長は進歩的な知的財産権
と密接に関連している技術およ
び産業の発展と革新を促進する
ために設計された、将来に向け
た知的財産権（IP）保護システ
ム。

経済成長は、技術と産業の発展と革新の促進に向けた進歩的なIP保護システムと密接に関連している。
しかし、戦略的意思決定が肝心な経済データや市場戦略情報の欠如と政策不確実性の影響を受け続けており、投
資家が尻込みしている。
Adams.Africa Advisoryユニット
Advisoryユニットは、お客様のリスク軽減に
投資家のアフリカ市場参入をサポートするために、Adams.Africa
役立ち、アフリカ大陸全体の投資機会を活用できるよう専門チームが待機している。
当該チームは何十年もの現場経験を持ち、市場専門家、業界専門家や思想的リーダーで構成され、アフリカ大陸
全般の最新ビジネス・経済・政治・法律動向、事件や傾向をお客様に提供する。
アフリカは好機に恵まれている。しかし、その多面性と各管轄区域での独自性に鑑み、お客様が足を入れる前
に、アフリカ大陸が直面する課題を考慮する必要もある。
投資を検討している方のために、Adams.Africa Advisoryユニットは、2つの最新レポートで、まもなくスタート
する5つのセクターへの投資機会と、市場に参入する企業が直面する7つの主な課題を特定している。
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アフリカの投資潜在力を考慮
「ハイリスク」大陸と見なされていたアフリカは、実行可能な

性が秘めており、既にアフリカ諸国の重要な産業になり、アフ
リカ大陸の発展を促進している。

自然資源投資先であるが、その立派な成長率とビジネス環境の

投資家に魅力的な投資機会を提供できる主要産業には、農業、

改善により、いくつかの主要産業が外国直接投資先になってい

エネルギー産業、ヘルスケア、電気通信及び輸送インフラが含

る。

まれる。

FMCG業界の発展に伴い、様々な国際ブランドから注目を集め、

開発優先度は、国家・地域の規模や産業により異なる。アフリ

アフリカは急速に他業界にとって重要な輸入ハブにもなりつつ

カに投資する前に、投資家には、潜在的な投資コストやリスク

ある。

をよく知る機会を得て、地域・国家間の格差について実行可能

多国籍企業は足場を着実に固めている。そのゆえ、詳しい市場
知識を身につけ、これらの情報を活用して事業を拡大させるた
めに、地元のプレーヤーとのパートナーシップを増やした。

性調査や標的のある調査を行い、市場参入戦略を策定する必要
がある。

チャレンジ

アフリカ大陸で進歩が見られているが、アフリカは現在および

Adams.Africa Advisoryユニットは、アフリカでビジネスを行

将来の投資家、特に市場に参入しようとする投資家になお多く

うクライアントが直面するチャレンジを分析・特定した。その

の課題を投げかけている。

中の一番のチャレンジはいかに気楽にビジネスを展開すること

「ワン・サイズ・フィッツ・オール」という包括的アプローチ

と、腐敗しがちな硬い監督制度と直面すること。

はアフリカの市場に参入する唯一の方法ではないことをしっか

その他のチャレンジには、地元企業との信頼できるパートナー

り心に留めておきたい。アフリカが様々な国で構成さており、

シップの確立、無効な知的財産権、限られた市場規模、インフ

各国はその独特な文化や地理的位置、日頃のビジネス活動を指

ラ不足、資本と資金へのアクセスの欠如が含まれる。

導しるときに使用される社会思想の発展の違いにより、私達は
異なるビジネスチャレンジに直面していることは認めなければ

投資家のアフリカ市場参入を支援するために、Adams & Adamsは

ならない。

Adams.Africa Advisory ユニットは、ビジネス、経済、政治、
法律に関する包括的な調査サービスのほか、アフリカの管轄区

チャンス
アフリカは新たな投資先になりつつあり、その新興産業はすで

域全体の投資と知的財産保護の最新情報と正確な枠組みを提供
する。詳細については、advisory@adams.africaまで送信してく
ださい

に更なる発展のために準備ができた。
Adams. Africa Advisoryの最新調査では、拡大が必要な主要産業
について詳しく紹介した。これにより、クライアントがチャレ
ンジに直面するときにサポートし、アフリカ大陸全体でチャン
スを確実に掴むよう協力する。
良好な気候条件と豊富な天然資源に恵まれて、第一次産業は古
くからアフリカ経済の産業基盤になっている。ただし、アフリ
カ経済のさらなる発展は、採掘産業などの第一次産業だけに依
存するわけにはいかない。建設、金融サービス、食品、農業加
工、ヘルスケア、製造業、小売業などの他の産業も大きな可能
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アフリカ経済概要2019
2019年アフリカで最も成長した国トップ10
市場価格で計算された実質GDP成長率
South Sudan

7,9%

Rwanda

7,8%

Cote d’Ivoire

7,5%

Ghana

7,5%

Ethiopia

7,4%

Mauritania

6,6%

Benin

6,6%

Senegal

6,0%

Burkina Faso

6,0%

Djibouti

6,0%

2019年のアフリカで成長が最も低いまたは成長率が低下した国トップ10
市場価格で計算された実質GDP成長率
Libya -19,1%
Zimbabwe
Equatorial Guinea
Sudan
Angola
Namibia

-7,1%
-4,6%
-2,6%
-0,3%
-0,2%

Liberia

0,4%

Burundi

0,4%

South Africa
Eswatini
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0,7%
1,3%

アフリカ
イノベーション
知的財産を通じてアフリカの起業家の成功をサポート

アフリカ・イノベーション・チャレ
ンジ–知的財産（IP）を活用する

アフリカは巨大な可能性を秘めているが、創造力ある若い起業

彼女の発明であるペダルタップ（PedalTap）™は、手頃な価格

家たちは依然として数多くの障壁に直面しておる。これらの障

で、携帯型足踏み式水道水供給システムである。ペダルタップ

壁が避けられないため、彼らは最終的に成功することが極めて

の技術は既存の蛇口を改造して、既存の蛇口を通じて拡散する

困難だろう。

インフルエンザ、コレラ、エボラ熱、コロナウイルスなどの感

これらのアフリカの起業家の多くは、ヘルスケア体制の不足や
電力・水資源の不足など、アフリカの現在の負担の一部を軽減
できる最も革新的なアイデアのを持っている。
ますます多くの起業家や医療システムのリーダーが健康と社会
の問題を克服するための発展的なソリューションを求め始める

染症を抑制し、その発生率を減らす、発展途上国向けの非接触
型の費用対効果の高いソリューションを作り出した。
効果的な手の衛生は公共施設での医療関連感染の拡散を60％を
減らすことができるため、グレースの発明は非常に必要とされ
ている。

につれて、ジョンソン&ジョンソンはアフリカのヘルスケア関

新進の起業家として、グレースは投資家に自分の発明を購入さ

連の問題に取り組む価値のあるイノベーションを見つけるため

せるために、自分のイノベーションをさらに保護し、その信頼

に、アフリカ・イノベーション・チャレンジを開催した。

性を高める必要があると気づいた。

アフリカのイノベーション、教育、医療システム及び制度をサ

アフリカ・イノベーション・チャレンジの公式パートナーとし

ポートするために、ジョンソン&ジョンソンと関連部門の全面的

て、Adams & Adamsは、自らグレースとの提携を提案した。

な協力の一部として、2017年から持続可能なビジネスの開発と
成長を目指すプラットフォームであるアフリカイノベーション
チャレンジは開催されてきた。

Adams＆Adamsはグレースがペダルタップの商標と実用新案保護
のための特許を取得することに上手くサポートした。これはす
べてのアフリカ人の幸福を向上させるためのグレースの事業に

最近、ウガンダの建築家グレース・ナクバアラ(Grace

おける小さな勝利である。

Nakibaala)は、彼女のアフリカのチャレンジに対する革新的な
アイデア、情熱、及び献身により、最初の「アフリカ・イノベ
ーション・チャレンジ」の3人の受賞者の1人となった。
病気の蔓延を防ぎ、水使用量を減らすために、グレースはウガ
ンダの蛇口に対して、非接触的な解決策を提案した。
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アフリカプレトリア知的財産ネットワーク会議
南アフリカのプレトリアで開催された2019年度 Adams＆Adams のアフリカ知的財
産ネットワーク会議では、アフリカ各地からのエージェント、実務家、及び登録
官が集まった。今回の会議で、彼らはそれぞれの管轄区域での知的財産訴訟及び
訴訟に関する経験、チャレンジ、発展と経験を共有した。

会議の内容には、アフリカ各地で起こっている最新かつ最も差し迫った問題が含まれている。
長であるGérarddu

Adams & Adams の社

Plessis氏は、昨年の活動に深刻な影響を与えた南アフリカでの外国人への暴力事件について話し

た。
Gérarddu

Plessis氏は、これらの事件は「無意味な行動」、「会社の定款や我が国の憲法の精神にも背いている」と

述べた。
基調講演者であるRedi Tlhabi氏は彼女の見解に応じた。レディ・トラビはラジオ放送ジャーナリスト、プロデューサ
ーで、作家であり、かつて702ラジオ番組で10年以上に司会者として努めた。彼女は講演で自分が以前会った、それに
今でもアフリカの人々（特にアフリカの女性）に直面しているチャレンジを振り返った。
Managing Intellectual Property誌によって選ばれた知財業界で「最も影響力のある50人」
「最も影響力のある50人」の1人であるアフリカ広域
知的財産機関（ARIPO）局長・特別招待講演者のフェルナンド・ドス・サントスはアフリカのイメージと国際的な知的
財産に関する評判を回復するための主要戦略について検討した。
ドス・サントス氏は、「知的財産はアフリカが元のイノベーションの栄光を取り戻すのを助けられるか」というテー
マの会議では、世界知的所有権機関の事務局長であるフランシス・ガリの話を次のように引用した。
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「すべての革新と創造力の源は人にある。そし
て、アフリカは人類のゆりかごである。そのた
め、このことから見れば、アフリカは私たちを
人類としての特徴付けたすべての革新と創造力
の発祥地である」
GérardDu Plessis氏（Adams & Adamsのパートナー
兼社長）とRedi TIhabi氏
特に、アフリカ諸国は知的財産システムの潜在能力を十分に活用していないため、知的財産の保有率が低いことを強
調した。アフリカ諸国が登録した特許の数は世界の登録特許の総数のわずか0.5%を占め、登録した商標の数は世界の
登録商標の総数のわずか1.9%を占めている。
アフリカが発展したければ、代表たちには意識を高め、知的財産教育を促し、知的財産システムの利害関係者として
の責任を負う必要がある。Dos

Santos氏は、地元の創造者と革新者たちがアフリカの知的財産システムのイメージを

改善し、関連する政策、法律及び制度的枠組みを改善する方法を見つけるのを、をサポートすることを代表たちを促
した。
私達は著作権、非伝統的な商標及びデジタル商標、ドメイン名に関する申し立て、地域組織（例えばアフリカ広域知
的財産機関（ARIPO）、アフリカ知的財産機関（OAPI）など）及びデザイン、著作権とトレードドレス間の相互影響に
ついての綿密な会談と分科会でさまざまなテーマで検討した。
Adams & Adamsのパートナーと会議の司会者であるSimon Brown氏は、イベントの出席率を楽観的に評価し、今回のイ
ベントが大きな成功を収めたことを公衆の前に賞賛した。彼はアフリカの将来の経済成長における知的財産の役割に
ついて、参会者が年ごとにますます前向きな姿勢を示していると述べた。
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国別最新情報
ARIPO最新情報& ニュース
特許と商標の出願の増加
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2009-2019年の商標出願総数

2016年以降、特許出願件数が増え続けて、2019年に、2009年
の最高の出願件数の記録を破った。特許・商標出願の増加に伴
い、ARIPOシステムのパフォーマンスも向上し続けている。

2019年モンロビアARIPO管理理事会会議
2019年11月18日から20日まで、第43回ARIPO管理理事会会議がリベリアのモンロビアで開催された。Adams
& AdamsパートナーのStephen Hollis氏とアフリカプラクティスマネージャーのMenzi Maboyi氏が唯一の
法律事務所代表として会議に出席した。
19か国の加盟国のうち、オブザーバー国家であるモーリシャスとセイシェルも含めて、17か国の代表が会
議に参加した。
ナミビア共和国工業化・貿易・中小企業開発省の副大臣であるLucia Ipumbu氏は、名誉ゲストとして演説
し、第43回管理理事会の正式開催を発表した。
南アフリカを拠点とするAdams＆Adamsは、モザンビーク事務所を通じてARIPOとの協力関係を構築した当
社は2009年からこのように運営しており、今ではARIPO特許システムの最大のユーザーの一つになった。
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第43回管理理事会会議に参加したメンバーたちの集合写真

Stephen Hollis氏（Adams & Adamsのパートナー）、Fernando dos
Santos氏（ARIPO局長）とKonstantinos Georgaras氏（カナダ知的
財産局局長）。

「バンジュル議定書」と「ハラレ議定書」最
新の改正

ある。

2019年11月に予定通りに開催された最新のARIPO管理理事会会議

ムの確立に関する法的枠組みの策定も検討している。その枠組

で採択された「バンジュル議定書」と「ハラレ議定書」の一連

みによって草案を作られ、次回の理事会会議での採択の申請が

の改正案が2020年1月1日に発効した。

考えられている。

今回の改正により、出願書類の提出、特に出願日と公的手数料

「特許および工業意匠に関するハラレ議定書」とその実施規則

の支払いに関する新しい要求が導入された。

では、特許および意匠出願に関する規定も改正されている。最

「バンジュル議定書」の最も重要な改正は、異議申立人に関
するものである。今まで「バンジュル議定書」では、誰もが出

また、理事会では地域の自主的な著作権登録および通知システ

も重要な内容は、加盟国の追加、出願の早期公開、追加料金支
払期限の変更、および実用新案の実体審査についての規定。

願に異議を申し立てる権利を持つことしか示されていなかった
が、改正された「議定書」によると、利害関係者であることを
証明できない限り、異議を申し立てることができない。
申し立てられた異議についてもさらなる改正が行われる。異議
申立期間は、ARIPOジャーナルが出願受諾を公衆に公布した日か
ら3か月以内とする。改正された「議定書」に基づき、異議申立
人は（各加盟国の国内法に従って）「異議告知書」をARIPO事務
所に提出し、その写しを各加盟国の登録機関に送付する必要が
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OAPI最新情報&ニュース
2009-2019年のOAPI特許出願件数
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6か月以内に承認された出願
現在、OAPI特許出願は、正式審査をパスするだけで、承認されることになる。したがって、特定の状
況においては、特許出願が出願日から6か月以内という早い時期に、事前の警告なしに承認されるこ
とが可能になる。ただし、このような状況では、出願変更または出願分割を提出する機会が限られて
いる。そのため、積極的に検察する必要である。
出願人は、OAPI特許庁に出願された日から6か月以内に、出願変更または分割出願を指示するかどう
かを事細かく考えることをお勧めする

アンゴラ
登録局の発展に激励
2019年10月、Adams & AdamsパートナーのNicky Garnett氏、Stephen Hollis氏と
Elio Teixeira氏はルアンダを訪ね、アンゴラ工業所有権機関（IAPI）総局長の
Anna Paula Bolivar氏と他の上級登録官と会談した。アンゴラでの特許出願の処理
遅延についてIAPIと話し合い、法改正とキャパシティ・ビルディングに関するIAPI
の計画を明確にすることを目的とした。
この訪問が大きな役割を果たした、多くの特許が継続的に承認されてきた。2010年
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登録局のStephen Hollis氏とNicky Garnett氏
（Adams & Adamsのパートナー）。

左から右へ、Adams & Adamsアンゴラ事務所のJacinto Ucuahamba氏、Nicky Garnett氏、Ana
Paula Boliva氏（登録官）、Stephen Hollis氏（右から一番目）と上級登録官たち

から2018年まで、IAPIによって承認された特許がなかったこと

って、すぐに完成することはないと見込んだ。

を考えると、これは前に進む重要な一歩であった。また、訪問
終了後の数か月間で、特許出願の公開頻度が明らかに頻繁にな
り、見落とされていた一部の特許出願が公開され、近いうちの
承認のための準備が整った。

Bolivar氏と彼女のIAPIチームは利害関係者と会う意向があり、
それに励まされた私達はアンゴラでの当方の出願の取り扱いが
継続的に改善されることを期待している。

ボリバル氏は2014年からIAPI局長を務めており、事務所がこれ
から直面する事務と前局長から引き継いた未処理出願の処理を
うまく成し遂げるために、より多くの登録官を募集・トレーニ
ングする計画に着手している。商標証明書の発行と公開および
異議申立ての処理が大幅に改善された。ただし、アンゴラでの
商標記録の処理にはまだ遅れがあり、特許検索にもまだ問題が
ある。世界銀行はIAPIの記録のデジタル化をサポートしている
が、力不足のため、プロジェクトを引き続き推進する必要があ

主な好機&懸念
+ 	アンゴラは依然としてアフリカで2番目の石油生産国
+	
政府はエネルギー産業だけを依頼する現状を打破するために取り組んで、経済の多様化を促進し、投資機会を作
ることに力を入れている
+ 	
アンゴラはポルトガル語圏のアフリカ地域向けのエンターテインメントとメディアコンテンツを提供するのに最
適な地理的な位置にある
+ 	
2050年までに、アフリカはブラジルを追い抜き、世界最大のポルトガル語人口を抱えるようになる
– ジョアン・ロウレンソ大統領はドス・サントスの腐敗したグループを解体させているが、国内の腐敗したエリー
ト層に抵抗されている
– 都市の社会サービスは貧弱で、貧困は農村部で蔓延している
– 	
労働者の80％は農業活動に従事しているが、時代遅れの労働方法と付加価値の低い食品産業によって、GDPへの貢
献度が低い
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ボツワナ
主な好機&懸念
+ 	
広くてカバーされた輸送インフラにより、経済セクターが優れたサービスを享受して、新しい投資が誘致
されている
+	
政府への信頼度は依然として高く、腐敗は定着した文化として存在するのではなく、地元のスキャンダル
や不正行為を行う個人に限定されている
+ 工業団地と農業イニシアチブは、鉱業だけを依頼する現状から経済の多様化を促進するための政府のイン
センティブである
– エネルギーと水の安全保障は砂漠の国に長期に存在する問題である
– 	ビジネス信頼感は低下している。2年ごとに記録された信頼度スコアでは2018年のスコアが2016年の46点か
ら58点までに上昇したが、2019年の標準以下の経済データにより、2008年にピークに達した82点からの長
期的な低下が加速する恐れがある
– 	
進歩的な野生生物保護政策は、2019年5月に解除されたゾウの狩猟禁止令に抵触していると見なされ、環境
保護主義者に批判されている。関係者がボツワナ年間20億米ドルの観光収入にも影響する可能性があると
懸念した。

登録局への訪問

ワナCIPAの関係者と戦略的な議論と会談を行った。議論の内容

2019年7月、Adams & AdamsパートナーのEugene Honey氏と商標
管理者シェイクス・マシャバのShakes

Mashaba氏は、ハボロー

ネに出張し、提携事務所と新中央ビジネス地区に位置する企業
知的所有権機関（CIPA）を訪問した。
Tim

Moalusi登録官と面会し、登録局の運営と未解決問題につ

いて話し合った。Moalusi氏は遅延が発生しているデジタル化プ
ロセスに関する最新情報を提供した。また、法律を見直してい
て、IP問題に対処するための法廷を設置する可能性があると教
えた。

模倣防止：税関トレーニング
2019年2月、私達の模倣防止チームはハボローネに出張し、ボツ
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は、ボツワナでの模倣防止の実施に関する権限の変更、および
ボツワナでの模倣品を押収するための規制とプロセスの作成の
サポートを含む。CIPAメンバーのサポートに励まされ、彼らは
将来の作業に有望なプラットフォームを提供している。
また、CIPAは模倣品による実際の危害を知らせるために登録さ
れた清算代理人と会議を行った。会議中、私達は展示をして参
加者からの様々な質問に答えた。

ブルンジ
商標更新の新方法
ブルンジで提出された商標は無期限に有効であったため、その管轄では更新料金
を支払う必要はなかった。2009年、ブルンジの商標更新に関する法律が改正され
た。このアップデートの以前のバージョンで述べたように、商標所有者はその管
轄での商標登録の影響を認識する必要がある。
工業所有権に関するブルンジ法律第1/13号は、2009年7月28日から発行した（以
下、「新法案」という）。新法案でこの規定が変更され、2009年7月28日以降に登
録された商標は10年間有効とした。新法案でこの規定が変更され、2009年7月28日
以降に登録された商標は10年間有効とした。その後、商標を永続的に有効にする
ために、商標所有者は10年ごとに更新する必要がある。
2009年7月28日前に登録された商標は、新法案が発効されてから10年（すなわち
2019年7月28日）以内に更新し、それ以降は10年ごとに更新する必要がある。

主な好機&懸念
+ 	コーヒーと紅茶が輸出品目として確立された
+	
次期大統領選挙に出馬しないというンクルンジザ大統領の決定により、政治的緊張と人種差別問題が緩和
され、、国際的な善意が得られることが期待される
+ 社会サービス、特に教育とヘルスケアに大規模な改革が求められている
– 内陸という地理的要因により、輸出産業の発展が制限されている
– 	国連の存在により、法律を無視する独裁政権のジェノサイドを阻止した
もし政府が大規模の難民危機を解決しないと、社会は不安定になる
– 	

カーボベルデ
主な好機&懸念
+	
現在、多くの島々はヨーロッパの観光客の間に人気があるが、観光
業は未だその可能性を十分に掘り起こさないから
+	
島の漁業資源、特に沿岸水域に自生するロブスターとマグロは豊富
+	
新しい食料栽培技術を使用することで、高価な食料輸入コストを削
減できる

– 	
水資源不足は島の住民が長期的に直面している問題。経済成長を実現す
るために、この問題を解決する必要がある。
– 	
移民による技術者不足で地元企業の設立の困難さを増加する。一方で、
地元企業の設立は、移民の帰国へと引き付けることができる。そのた
め、地元企業設立の難しさの増加は逆に技術者不足の問題を一層悪化さ
せた。
– 	
気候の変化が地元の動植物に与えた影響は更に観光業を妨げ、海面の上
昇は人口密集の沿岸地域に氾濫する恐れがある
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参加した条約

コンゴ
民主共和国

2019年4月4日、カーボベルデは画期的な一歩を踏み出した。著
作権保護を強化するために、カーボベルデは世界知的所有権機
関の3つの主要な著作権条約に参加した。
• 「著作権に関する世界知的所有権機関条約」
（WCT）
• 「実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条
約」（WPPT）
• 盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のあ
る者が発行された著作物を利用する機会を促進す
るためのマラケシュ条約（略して「マラケシュ条
約」）
カーボベルデの加盟文書は2019年2月22日に正式的に世界知的所
有権機関に提出され、2019年5月22日から発効した。「著作権
に関する世界知的所有権機関条約」、「実演及びレコードに関

登録局要職の安定の積極的な兆し
貿易大臣の職務はコンゴ民主共和国の登録局の機能を監督する
ことで、この職位の任命変更は通常、国家の登録局への出願の
処理・提出に悪影響を及ぼす。それは登録証明書が必ず貿易大
臣によって署名されなければならないからだ。
最近、当該部門の要職が安定しつつあって、出願の処理・証明
書の発行の所要時間を短縮した。
同時に、ユーザーの信頼をも強化した。ユーザーにとって、コ
ンゴ民主共和国はアフリカの管轄区域の一つで、複雑な処理手
順がなくても、輸入特許出願サービスを提供できるため、海外
で取得した特許をコンゴ民主共和国で簡単に登録できる。

する世界知的所有権機関条約」（総称「WIPOインターネット条
約」）及び「マラケシュ条約」は現在国際著作権システムの基
礎を構築している。
カーボベルデは現在世界知的所有権機関の「WIPOインターネッ
ト条約」の100番目の締約国として正式的に世界のクリエイティ

主な好機&懸念

ブデジタル産業市場に参入した。この展開はカーボベルデにと
って非常に有意義なこととも言える。これらの条約は既存した
世界知的所有権機関の著作権条約の補足。これらの条約はカー
ボベルデのオンラインクリエイティブ産業やその著者を保護・
発展することで、デジタル分野の発展に対するカーボベルデの
競争力ある対応を促進し、不利なポジションに立つ著者と彼ら

+ 	
野党候補であるFelix Tshisekedi氏の当選でカビラ政権は幕を閉
じた。国民が国家の統一と発展に専念する清廉な政府の到来が見
れそうになる。
+ 	
清廉な政府の管理のもとに、当該国の豊富な鉱物資源にはすぐに
より合理的に採掘される可能性がある

を支持している組織に利益をもたらす。

+ 	
当該国の人口が多いため、消費者数が増え続けている。この他、
携帯電話技術の発展につれて、2025年に、携帯電話による小売り
取引の合計は10億ドルに達すると予想されている

カーボベルデが著作権法を改正して、「WIPOインターネット条

– 	
当該国のかなりの地域が数十年の戦争及び政治紛争で破壊された
あるいは開発されていない

約」と「マラケシュ条約」の要求に満たし、著者の権利を確保
し、より多くの人々を国際的なデジタル経済に参加するよう引
き付けて、その人々の権利が確実に保護されていることを期待
している。
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– 	
武装組織が長い間に当該国に割拠して、当該国の資源を奪い続け
ているため、徹底的に武装組織を消滅しなければならない
– 	
当該国民は数十年にわたる腐敗な政府の統治と武力戦争に陥て、
貧困な生活を過ごしているため、社会的な干渉が必要である

エジプト
国際商標協会模倣防止対策セミナー

主な好機&懸念
+ 	
戦略面から見ると、エジプトはヨーロッパ、中東、アフリカの他の地域の間に位置し、その国境内のスエズ運河
は東方と西洋を連接する門戸である
+ 	
観光業は未だにエジプト経済の中心であり、アフリカへ旅行する外国観光客の多数はエジプトを観光スポットと
して選択する
+ 	
通信・電子技術はエジプトの経済成長をリードしている
– シーシー政府の独断専行はエジプトの民主的なプロセスを妨げている
– イスラム武装勢力がシナイ半島で戦争をし続けている
– テロリストが当該国の軍隊とキリスト教会に致命的な攻撃を仕掛けた

エジプト商標局は公的手数料の引き上げを停
止

国際商標協会エジプトオフィスが国際商標協
会模倣防止対策ワークショップを主催した

2019年9月4日に公布された第179号閣議決定により提出された公

2019年6月、国際商標協会エジプトオフィスが国際商標協会模倣

的手数料の引き上げは2019年9月5日から有効となる。しかし、

防止対策ワークショップを主催した。今回のワークショップは

当該引き上げは未だに発効されておらず、公的手数料は変更さ

国際商標協会によって主催された。ワークショップのテーマは

れていない。

「模倣防止ーー施行とコーディネーションであり、同時にアフ
リカ諸国の主要な利益関係者もこれに関する一連の対話と会議
を行った。
ワークショップには各政府の官僚、民間企業の代表者と地元の
弁護士が集まった。参加者にはエジプト税関の代表者、日本貿
易振興機構（JETRO）の代表者と米国特許商標庁（USPTO）の代
表者がいる。会議ではエジプト国境内の模倣品や違法取引を阻
止するための協力関係を中心にして議論を交わした。
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ブランド識別ワークショップ

エスワティニ王国
（スワジランド）
主な好機&懸念
+ 	隣国の南アフリカとの緊密な関係は当該国の経済成長に推進力をもたらす
+ 	南アフリカ国内で土地改革の可能性が低いが、多くの土地が農業生産に使用されるため、食料輸出に使える
+ 	スワジランド文化に基づいた観光業が形成され、発展の見通しは明るい
– 当該国の政府は腐敗して、専制的で、人権記録が乏しい
– 	
当該国は南部アフリカにおける最も表現が悪いエコノミーで、国内市場の規模が小さいため、産業の成長を妨げている
– 	
政府は閨閥とスポンサーの援助により存続しているが、公務員はいつでも暴動を起こす可能性がある

模倣防止トレーニング
2019年3月、スワジランド王立警察（ Royal Swaziland Police）
の要請により、模倣防止チームは警察の上級メンバーと面会
し、2019年4月にスワジランド全土での模倣防止活動の企画にサ

会議では2019年4月の第一週に警察と共にブランドロゴに関する
セミナーを開催すると決定した。2019年4月の最後の一週にスワ
ジランド全土で、主に食料品関連の製品を対象とする模倣防止
活動を行った。今回の活動で、10000件を超える偽造品を押収し
た。これらの行動は地元の法執行機関と国際刑事警察機構から

ポートした。

強力な支援を受けていた。

エチオピア
エチオピアは商標オンライン出願システムを導入
エチオピア特許庁（EIPO）と世界知的所有権機関（WIPO）が協

する可能性がある。

力して商標オンライン出願システムを研究開発した。このシス
テムはEIPOとWIPOの間の協議に基づいて開発された。その協議
はエチオピアの知的所有権制度の近代化を目指した。

オンラインシステムは商標登録出願の提出プロセスを簡素化
する。ただし。オンラインでの出願は、審査官によって審査・
承認された後、エージェントによって登録局に所定の手数料と

新しいシステムにはエチオピアの事業運営と商標登録の慣行を

法定授権書などの証明書の原本を提出する必要は依然としてあ

変える可能性がある。これによりハードコピーの記録への依頼

る。

は低下するようになる。そのため、EIPOの効率は全体的に向上
オンライン出願システムはより正確な商標登録証明書の発行を
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主な好機&懸念
+ 	賢明な投資政策により、エチオピアは東アフリカ最大のエコノミーになっている
+ 	
活気のある外交政策により、エチオピアは2019年にエリトリアとの平和的共存を実現した。ア
ハメド首相はノーベル平和賞を受賞した。それで、投資のプロセスが加速された
+ 	
インフラ面の投資により、エチオピアは東アフリカの航空輸送の要所となったため、近代都市
のライトレールをアフリカに導入して、工業団地の建設を通じて工業の発展を促す
– 農地は限られているため、生産量を増やすために新しい技術を開発する投資必要がある
– エチオピアが内陸に位置することで、輸送コストは高い
– 教育水準は低いので、従業員にはスキル研修が必要である

促進する可能性がある。

作るために使われている。インジラはパンケーキのような平ら

Adams & Adamsは2019年4月8日に国際商標協会エチオピアオフィ
スで初めてのオンライン商標出願を提出した。

なパンで、エチオピア食生活において重要な部分である。
今回の判決に関連する2つの特許はオランダの商人が所有する会
社に属する。報道によれば、これらのオランダ商人はエチオピ

エチオピア特許庁 （EIPO）は欧州特許庁
（EPO）とパートナーシップを確立した

アからテフの伝統知識（TK）を手に入れた。いくつかのメディ

EPOはアフリカ大陸での事業範囲を拡大し続けていて、アフリ

知識を活用してお互いに利益をもたらす協議を締結した。

カの各知的財産庁との間に了解覚書（MoU）に調印した。最
近、EPOはEIPOと、エチオピアの国家特許システムの設立、特許
出願プロセスの簡素化、効率的かつ高品質の特許審査制度を確
認するために地方当局の設立に支援することを目的とする2年間
の計画書に署名した。実際、EIPOが出願を処理・審査する方法
によって、当該計画がもたらす影響が見える。

しかし、オランダ商人が協定書に署名した際には個人の名義
ではなく、その後倒産した会社の名義で署名した。その結果、
彼らのエチオピアの伝統知識に関する契約上の義務は中止され
た。この後、オランダ商人は特許を別の団体に譲渡し、エチオ
ピアに対していかなる契約上の義務も負わずに特許を使用する
ことができる。

EPOとEIPO両方もEPOから付与された特許をエチオピアにでも
有効にするための認証協定の締結の可能性について検討してい
る。この前、EPOはすでにアフリカ登録局とこのような認証協定
書に調印した。モロッコやチュニジアなどの北アフリカ諸国も
すでにEPOと、認証協定書に調印した。

南アフリカ共和国議会は現在「先住民族の知識保護、促進、
発展及び管理法案」を検討している。この法案が最終的に承認
された時に、国の法制度に組み込まれる。この法案は南アフリ
カの伝統知識を保護し、上述した伝統知識が第三者に利用され
て、南アフリカが何も利益が獲得できない上に遡求権も持たな
い状況を二度と発生させないよう提出された。

テフをめぐる争いーー伝統知識
最近、在アメリカ合衆国エチオピア大使であるFitsum

アの報道によれば、両方はこの前、両方が最大限でテフの伝統

Arega氏

はツイッターでハーグ裁判所はこの前、テフの加工処理に関す
る2つのオランダ特許が独創性が欠けるため、無効にされた判決
を下したと述べた。彼はツイッターで続いて以下のように書い
た。「この件から、国の資産はエチオピア国民及びエチオピア
の友好国が共同で保護しなければならないとみんなに認識して
ほしい」
テフは栄養価値の高いグルテンフリーシリアルで、従来よりい
つもエチオピア遺産の不可欠の一部である。テフはインジラを
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主な好機&懸念
+ 	ガーナが石油生産分野に参入して、経済の多様化に役立つ
+ 	国民が健康や教育面などに優れた社会サービスを享受している
+ 	
農業は当該国の主要産業で、その農産物は良好な国際貿易関係により一部の市場を占めて
いる
– 	
ガーナ政府はガボンとの近海の領地紛争に巻き込まれた。紛争の焦点は貴重な石油備蓄で
ある。
– 	
不適切な都市計画が町問題の根本的な原因であり、一部町のスラムはほとんど住めない
– 	
広範囲にわたる貧困による若者の失業が犯罪など一連の社会問題を引き起こしている

ガーナ
登録局への訪問
2019年11月、Adams & AdamsパートナーのStephen Hollis氏とアフリカプラクティスマネージャーのMenzi Maboyi氏と
はアクラの国際商標協会ガーナオフィスとガーナ登録局を訪問した。 彼らは登録官補佐のKow Sessa Acquaye氏と面会
し、登録局の業務と未解決の問題について話し合った。アクエイ氏は登録局が最近直面している課題及びその解決策を
紹介した。例えば、未解決の案件を協力して解決するためにより多くの法務スタッフを雇うこと。

左から右へ、Kofi Nyarko氏（CEO）、Samuel Ohene Kankam氏（プログラマー）、Godsentina Gogo Tawiah氏（
国家検察事務官）AnnMarie Ayanru氏（国家検察事務官）Olusola Ogundimu氏（Adams & Adams Ghana）、Kow
Sessa Acquaye氏（国家検察官）Stephen Hollis氏（Adams & Adamsのパートナー）、Mark Adjabeng氏（上級会
社監査役）及びMenzi Maboyi氏（Adams & Adamsのアフリカプラクティスマネージャー）
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ガーナ、アクラの模倣防止トレーニング

模倣防止トレーニング
2019年1月、Adams & Adamsは要請を受け、世界税関機構によってガーナのアクラで開催された全国知的財産セミ
ナーに参加して、模倣防止トレーニングの仕方を提供した。
数名のガーナ税関職員が今回の全国知的財産セミナーに参加した。彼らがブランド所有者との深度なトレーニン
グと協力に大きな興味を示した。

ケニア
主な好機&懸念
+ 	
ケニアには膨大なICT先進市場があるので、21世紀の経済成長に向ける多様化の経済を
持っている。
+ 	ケニアには2000万人近くの熟練した労働力があり、82％のケニア人は自分の銀行口座を
持っていることで、ケニアの金融業が発展期の活況を呈している。
+ 	エネルギー産業は代替エネルギー計画を推進している
– 腐敗と閨閥はすでに政府の管理に危害を及ぼしている
– 近年、ケニアのGDP成長率は鈍化しており、失業率は高いまま
– 2020年の蝗害はこの50年来ケニアが受けた最も厳重な災害。これはケニアが気候変化に
よる気候の不安定性や干ばつなどの緊急事態に対する準備は不十分であることを明らか
にした。

ケニア産業財産庁は新しいマネージングディレクターを任命する
2019年11月29日金曜日、ケニア産業財産庁(KIPI)のマネージングディレクターであるSlyvance Sange氏の任期が満了し
た。Sange氏は2014年5月31から代理局長を務め、その後はマネージングディレクター に昇進した。Adams & AdamsはSange氏
が2013年Adams & Adamsアフリカネットワーク会議を参加した際、及び2016年KIPIを訪問した際に提供してくれた助けについ
て、感謝の意を表した。
KIPIのデピュティマネージングディレクターであるJohn Onyango氏は貿易産業内閣大臣によって代理登録官に任命された。
正式任命関連の詳細は事情が発展する次第に報道される。
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靴が足に合うなら着けよう
Bata Brands SAとBata Shoe Company (Kenya) Limited が
Umoja

Products

Limitedを告訴した案件では、原告のBata

Brands SAとBata Shoe Company (Kenya) Limitedが15年間ケニ
アで「TOUGHEE」という商標のユニックなデザインのスクールシ
ューズを販売していると主張した。原告は 特別に 被告の Umoja
Products Limitedに対する関連商品販売の差し止めを要求する。
その理由は次の通り。被告が上述のスクールシューズと同じま
たはほぼ類似したデザインの靴を販売している。その靴は上述
の靴と混同されやすいため、消費者が騙される可能性がある。
被告は原告がケニア国内唯一の工業商品デザインを保護する法
律「工業所有権法」に基づいて意匠権を登録していないと主張
した。従って、慣習法によると、その靴のデザインは保護範囲
外となる。

の商品を使用していて、この間に原告の靴の売上が成長したと
判断した。

ケニアでの取消訴訟における反対尋問
Biostadt India LimitedがOsho Chemical Industries Limitedに
対し起訴して、BiostadtがOshoの名義で登録された有機葉面散
布肥料の商標WOKOZIMを取り消すよう請求した。しかし、ケニア
以前の状況を打ち破ったのはこの取消訴訟のプロセスそのもの
ではなく、この件について宣誓供述書を提出した証人に対する
反対尋問を求めるという尋常でない指示である。
事実にめぐる論争があるため、OshoがBiostadtの多くの主張に
宣誓供述書を提出した証人に対する反対尋問を請求した。当該
証人はインドを拠点とするBiostadtのゼネラルカウンシルであ
る。しかし、この請求はプロセスを遅らせる恐れがあり、つま
り審理前の反対尋問になり、Biostadtに不必要な追加費用が発

さらに、被告はその靴のデザインが「工業所有権法」に基づい

生するため、却下された。しかし、商標登録官が「ケニア商標

て保護されても、このデザインの靴が市場で15年間販売したこ

法」第54条（1）に基づいて、口頭による証言は宣誓供述書の

とて、15年のデザインの最大保護期間が過ぎていたため、当案

代わりまたはその補充として審理のときの証拠になれると指摘

件にはすでに無効となると主張した。当該工業製品のデザイン

した。登録官は訴訟においてOshoをサポートするために裁量権

はすでにパブリックドメインに属している。

を行使して、事件に関する問題を明確にする必要があると判断
した。それに、問題の所在が確定されているため、当該反対尋

この他、被告が模倣されたのは未登録の商標のみで、デザイン
は含まれていないと主張した。被告はさらに商標「SHUPAVU」で
販売された靴は混同されることはないと主張した。

問は審理前の反対尋問にならない。また、登録主任はBiostadt
が関連費用を懸念することより、反対尋問を続けるべきだと
考え、その方が訴訟に有利であるから。従って、裁判所は

しかし、裁判所は最終的に、未登録のデザインはたしかに模

Biostadtのゼネラルカウンシルに取消訴訟のヒアリングに参加

倣商標になる可能性があると判決を下した。裁判所は特定のデ

すると命じた。

ザインが大量に使われたら、公衆がそれをそのデザインの商品
と関連つける可能性があることを認めた。そうなれば、当該デ
ザインは商品の特徴になる。また裁判所は被告の商品と原告の
とのデザインが同じまたは類似したことが公衆に被告の商品は
原告の商品だと誤解させ、混乱を招く可能性があることを認め
た。裁判所は被告が自分の商品のデザインが原告の商品のと異
なることを証明する措置を取っていないほか、原告の特有なデ
ザインを模倣したと判決した。裁判所はこれが虚偽の陳述であ
ると判断した。
しかし、裁判所は最終的に原告の差し止めの請求を拒否した。
その理由は原告が十分に補償できない、回復不可能なほどの損
失を被ったことを証明できないから。裁判所は被告が2014年か
ら原告が訴訟を起こすまでにずっと原告の商品と同じデザイン
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ケニアでは、反対尋問や口頭による証言が登録官の前で行う訴
訟に常態になる可能性が低いが、場合によっては、登録官が宣
誓供述書を提供した証人にケニアへ口頭による証言を提供させ
るのは非の打ち所のない、裁量権範囲内の行動である。

取消申請ーCATとAOT
2016年1月、Caterpillar Inc.は取消申請書を提出し、Al
Imran Investments Limitedの名義で登録した商標の一つを
取り消すことを求めた。当該商標は第25類商標で、ケニアで
の商標登録番号は82764 AOT（単語と画像）。取消申請の根
拠は、AOT＆Device商標は以前Caterpillar Inc.が登録した
CAT＆Design商標と類似していて、混同されやすい、それに
当該商標がCATの類似なデザインをした靴に使われたため、
混同を引き起こした事実である。

この件について、Al Imran Investments Limitedは弁護しなか
ったが、Caterpillar

Inc.は商標登録官に証拠を提出して、ヒ

アリングでこの問題について弁論する必要がある。2019年9月17
日、登録機関がCaterpillar Inc.に有利な判決を下し、Al Imran
Investments LimitedにAOT & Deviceの商標登録を取り消すよう
命じた。登録官は判決の際に両方の商標を分析して、いずれも
アルファベットの「A」と「T」と商標の主な部分である三角の
デザインを含むため、外観とデザイン理念が類似していると考
えた。商標間の類似性と商標登録された商品の間の類似性を考
えると、登録官はAl Imran Investments LimitedがAOT＆Devic
商標の所有権について有効な法的声明を出していないことに気

両方各自の商標：

づいた。
本件の結果は変わらないが、登録官はCAT＆Design商標がケニア
で広く知られていることに十分な証拠がないことに気づいた。
そのため、当該商標は「ケニア商標法」第15A条によって保護さ
れるものとする。その判決を下すとき、登録官は「WIPO 周知商

両方各自のシューズデザイン：

標の保護規則に関する共同勧告」および「ケニア商標法」の関
連規定を考慮し、CAT＆Designは周知商標の基準に達している証
拠がないと判断した。しかし、それはAOT＆Device商標を登録機
関から削除するとの登録官の判決を妨げない。
登録官は、提出または補充された証拠の検証要求についてもコ
メントして、法的声明のすべての添付ファイルにはそれぞれ「
法律に基づいて、重要な職員の印を適切に押印する」必要があ
ることを明記した。
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ナイロビとモンバサでのブランド保護トレーニング

ワークショップ代表集合写真

模倣防止トレーニング
具体的な問題を解決するためにケニアに行くほか、2019年8月にナイロビとモンバサにも行って、模倣防止
協会のメンバーにブランド識別トレーニングを行った。
他の町の多くの模倣防止協会のメンバーは会議に参加するために、ナイロビとモンバサを訪れた。参加者
たちは2つの会議で積極的に交流し、メンバーたちは様々な質問を交わし、具体の事例について協力を求め
た。参加者たちはブランドロゴに関するトレーニングに非常に満足しており、模倣防止協会はこのような
トレーニングをさらに展開するよう要求した。

レソト
主な好機&懸念
+ 	
当該国の河川が多く、水資源が豊富であり、南アフリカへの水の輸出は財政の主な収入
源となっている
+ 	当該国の河川は水力発電にも利用可能
+ 	驚くほどの山岳地帯は観光開発の可能性を高めた
– 国民が貧しく、スキルを持たず、HIV /エイズの影響を受けている
– 	
国内市場が小さくて、自然資源が不足しており、高度経済成長を支えられない
– 	
当該国の管理は長期にわたるスキャンダル、クーデターや選挙介入及び政治的な暴力の
影響を受けている
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捜査と押収活動

模倣防止捜査と押収活動
2019年2月、英国犯罪捜査局を訪れ、副局長とその部下と面会して、クライアント
に代わって、レソト王国での捜査と押収活動で協力してほしいと願った。
今回の面会の結果として、3月、9月、10月にレソト王国でターゲットを絞って3回
の捜査と押収活動をして、18,000点余りの模倣品を押収した。
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LIPOオフィス

Adams & AdamsアフリカプラクティスマネージャーMenzi Maboyi氏（左から二番目）、Adams
& Adams駐リベリア職員Ajie Amie Ceesay氏（中央）、Adams & AdamsのパートナーStephen
Hollis氏（右から一番目）及びLIPOの代表

リベリア
主な好機&懸念
+ 	当該国の外国投資環境が安全に戻り、ウェア政府が積極的に投資者を探している
+ 	当該国には農業輸出用の肥沃な農地と広い材木林がある。
+ リベリア政府は国内会社の発展を支援しているが、それらの会社はまだ経済面で優位的
地位を占めていない		
– 教育水準は未だに低くて、労働者の生産性に影響を与えている
– 2019年人間開発指数で、内戦とエボラ出血熱の影響でリベリアは189か国のうち、最下位
の176位を占めた。
– 資金不足のため、何十年も放置されていたインフラを早めに復旧する必要がある

登録局への訪問
2019年11月、Stephen Hollis氏（Adams & Adamsのパートナー）とMenzi Maboyi氏（アフリカプラクティスマネージャー）はモンロビ
アを訪れ、ARIPO管理理事会に参加した。当方のアソシエイトオフィスとリベリア知的所有権機関オフィス（LIPO）も訪問した。LIPO
が少し離れたマギビ県で第43回ARIPO管理理事会を主催ていたため、リベリア知的財産総局長のAtty.Adelyn Cooper氏とLIPOオフィス
で面会できなかったが、リベリアがARIPO管理理事会で二年間の議長に選ばれたため、冒頭の演説でLIPOの計画を概説した。LIPOオフ
ィスで機関の代表と登録機関運営の各方面について議論し、LIPOが直面している運営と管理上の問題を強調した。また、LIPOが解決
に取り組んでいる、IP実務者が経験している問題も強調した。
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マラウイ
主な好機&懸念
+ 	
当該国の農地が広くて、食料の生産規模を拡大することが可能
+ 	当該国は国内外からの安全保障上の脅威がなく、安定した政府が作られている
+ 	
当該国の観光業はダイナミックな発展を遂げ、マラウイ湖などの主な観光スポットの規模
も拡大される
– 内陸国であるため、開発できる自然資源はほとんどない

国家知的所有権政策の公表

–	
2019年の選挙で物議を醸したため、当該国の裁判所が疑われ、激動する政治情勢が続いて
いることを示した
–	
人口の急速な増加が社会と経済の発展を妨げる

マラウイが2019年5月に国家知的所有権政策を公表した。この

4. 効果的でバランスのとれた知的所有権法制度。特許、著作
効 果的でバランスのとれた知的所有権法制度

政策は政府の「第3次成長開発戦略」の一部である。この戦略で

権とデザインに関する法律の見直し、伝統的な知識、遺伝

は、工業化と経済構成の変革が長期的な成長と経済発展を維持

資源の保護と活用のための法律と戦略、関連する国際協定

するために不可欠であり、優先分野として定められている。ま

（TRIPSなど）の実施で国益を増進することが想定される。

た、マラウイが独立して以来、知的所有権は実質上国家開発の
アジェンダから排除されていたが、知的所有権は技術進歩、経
済成長と国家発展の触媒として認識され、知的所有権の形成、
保護と活用を促進する枠組みを提供した。
当該政策は、完璧かつ協調的な政策を策定し、時代遅れの知的

知的所有権に対する意識の形成と能力開発
5. 知的所有権に対する意識の形成と能力開発。小・中・高等学
校がで知的所有権に関する教育を推進し、知的所有権弁護士
協会を設立し、知的所有権に関する執行と紛争解決の能力を
高め、知的所有権に関する執行活動を調整することなどが想
定される。

所有権法と知的所有権管理機関による欠陥に対処することを目

これらの優先分野を実行するために、各方面の利益関係者が特

的としている。また、知的所有権制度で知的財産の形成、保護

定され、時間枠と監視・評価計画も作成されている。

と商業化を促進することで、イノベーションと創造力を促し、
経済の成長と発展を推進し、起業とビジネス競争力を高めるこ
とも目指している。

当該政策では5つの優先分野が定められてい
る。
1. 知的所有権の近代化のための効果的な制度的枠組みの確立。
知的所有権の近代化のための効果的な制度的枠組みの確立
マラウイにおける知的所有権の行政と管理を行うために、近
代的で統一された自治機関の創設が想定される。
2. 知的財産の形成と保護。国内で発生する知的所有権がわずか
知的財産の形成と保護
であると認められ、各種のインセンティブと資金の提供でそ
の形成を促進することが想定される。
3. 知的財産の効果的な開発及び商業化。また、中小零細企業向
知的財産の効果的な開発及び商業化
けにイノベーションセンター・ユニット及びサポートシステ
ムを構築することが想定される。
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モーリシャス
主な好機&懸念
+ 	
当該国の経済の継続的な成長につれて、モーリシャスはアフリカ
初の高所得国になると見込まれ、再生可能エネルギー、ICT、深海
探査などの新しい技術が開発されている
+ 	
熱帯の島の環境でハイエンドの観光産業が形成され、魅力的なゴ
ルフコースが国際大会で人気を呼んでいる
+ 	
経済多様化の一環として、繊維産業はアメリカ市場参入許可とと
もに拡大しており、金融業界でも驚くほどの成長を遂げている

– 	
アフリカ大陸との貿易ルートが長いため、交通輸送が懸念さ
れる
– 	
気候変動による海面上昇が長期的な危機をもたらす
– すべての電力は現地で生産する必要があり、その79％は汚染
された化石燃料から得たもの

モーリシャス-投資と知的所有権の保護に有利な環境を構築する
モーリシャスが徐々に高中所得国へと転換していくとともに、

この新法案はモーリシャスの伝統的な商標制度に大きな変化を

モーリシャスの知的所有権制度の革新も続いている。

もたらすことはないが、特定の面に関する法律が明確になり、
人々に歓迎されている。

しばらくの準備を経て、新しい「工業所有権法」がついに2019
年7月30日に議会で可決され、2019年8月10日に官報に掲載され

更新された法案では商標、商標名と地理的表示（GI's）に関す

た。「工業所有権法」は発効日が公表され次第発効し、今後の

る変更に触れている。注意すべき変更と説明は以下の通りであ

数ヶ月以内に発効すると予想される。

る。

• 認証商標の識別とその登録手順。
• 地理的表示は形式的に独立した知的所有権と見なされる。出願、審査と異議申立てのプロセス、及び無効化に関する規定が
定められている。地理的表示の保護期間は10年とする。
• 国際登録（IR's）及び登録プロセスの管理に関する特定の規定。
• 「役務商標」と「商品商標」の区別がなくなり、いずれもただの商標と見なされる。
• 工業所有権局のリーダーは総監ではなく、局長と呼ばれるようになる。
• 工業所有権委員会を設立して、知的所有権に関する業務について部長にアドバイスを提供し、工業所有権に関する政策の策
定について協力する。
• 取消申請は総監に報告するのではなく、工業所有権裁判所に提出するようになる。
• 明確な特徴のない商標の登録出願に関する具体的な規定が定められている。
• 以下の商標の登録出願は明確に禁止された。
a) 種類、品質、数量、使用目的、価値、産地、生産もしくはサービス提供日、または商標やサービスの他の特性のみが指
定された商標。
b) 商品の性質で画像または商標の技術的成果が反映された画像商標。
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c) 関連業界の常用専門用語、及び
d) その使用が法律に違反する商標。
• 異議申立ての根拠としての以前の商標使用（未登録商標権）の承認。
• 善意の併存使用の申請の導入。
• 1つの出願を2つ以上の出願に分割し、それぞれ最初の出願日または優先日を保持する。
• 登録保留中の商標出願に対して、関連商品及びサービスの修正、特性を影響しない範囲内の商標修正が明確に規定されて
いる。
• 5年の侵害訴訟期間が定められている。
• 出願手続きの不備の修正期限は2か月とする。出願日を最初の提出日ではなく、修正日とする。
• オフィスの訴訟及び拒否への対応期間は6か月までに延長されている。
• 更新の猶予期間が6か月までに延長され、登録有効期限満了後の1年以内の再登録（失効した登録の復元）に関する規定が
定められている。
• 一部の取り消しが導入されている。

商標名に関する現行規定に対する変更意見はない。
新法案が発効後、モーリシャスに商業的利益をもたらす企業は、特に国際登録に注目し、モーリシャスの
商標戦略の調整を検討する必要がある。

Shangri-La Tours LtdがShangri-La International Hotel Management
Limitedに工業所有権について起訴した取消事件（2019）
工業所有権裁判所は最近、Shangri-La Tours Ltdの取消事件でいくつかの注目すべき意見と判決を示し
た。モーリシャスが投資を受け入れる準備ができていて、知的財産権を非常に重視する、というシグナル
を投資家に出した 。裁判所は、それらの国際的な判決から多くのヒントを得た。
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ポートルイスでのブランド識別トレーニング

注目すべき裁判所の意見は次のとおり。
• 国際社会に対する義務を果たすと同時に
国際社会に対する義務を果たすと同時に、国に投資しやすい環境を作り出すという政府の取り組みを示すために、モーリシャ
スはPIDTA「特許、意匠、商標法2002」を導入した。
• 様々な可能性を総合的に考えて関連マークの登録がPIDTAの1つまたは複数の規定に違反しているかを証明することは、完全に
取消申請の申請者次第である。証明の責任は、ただの申し立てによって申請者から登録者に移ることはない。また、取消申請
の当日に評価されなければならない。
• さらに、裁判所は商標登録者が他国で同じ商標を登録していることを認識し、関連商標が記述的または非顕著的ではないと裁
決した。
• 会社名の登録は、商標登録手続きとは完全に無関係で、登録後、会社名の独占的使用権または会社名を商標登録出願するとき
の優先権を会社に付与することはない。また、商標登録で会社名が顕著性を持つことを意味することでもない。この声明は、
モーリシャスにも会社名を登録する必要があると既存の企業への呼びかけと見なされるべきである（まだ登録していない場
合）。
• 架空の地名は、地理的な記述性を持たず、商標として登録することもできない。
• モーリシャスで道徳または公序良俗に反する商標は、欧州裁判所の裁決で定められた制限を超え、社会的・財務的要因（例え
ば明確な商慣習）及び伝統的な犯罪的・宗教的要因を道徳として考慮に入れなければならない。

全体としてみると、裁判所は国際判例を参考に有力な意見を出

モーリシャスのポートルイスに出張し、モーリシャス歳入庁

し、その判決で自国企業の利益ではなく外国ブランド所有者の

（MRU）の役人とブランド識別トレーニングを実施した。

利益が守られた。国際的な工業所有権の所有者（特に商標権所
有者）はそれに慰めを感じるべきである。この判決が、知的財
産権の問題に対処する時、政策に基づく類似な考え方を持つよ
う、他の司法官や法執行官を促し・導くことが期待される。

MRUの多くの役人が積極的にワークショップに参加して、このよ
うなトレーニングは仕事を効果的に行うために極めて重要であ
ると述べた。その要望に応じ、2020年により多くのセッション
を開くかについてMRUと協議している。

模倣防止トレーニング
2019年11月、毎年恒例のREACTワークショップの一環として、
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モロッコ
主な好機&懸念
+ 	長年の国際貿易関係により複数の市場に輸出することが可能
+ 	安定、低インフレ、安全な経済環境が経済成長を促進している
+ 	低コスト労働力が産業の発展に役立ち、自動車製造に拍車をかけている
– ムハンマド国王は誠実をもって民主主義機関へ権力を移さなければ、最終的に革命に直
面する恐れがある
– 西サハラに関するラバトの主張は、国連および国際社会の多くの国に反対された
– 北アフリカよりモロッコの教育水準が低く、読み書きできるモロッコ女性は3分の2未満

OMPICとWIPOが了解覚書に調印
2019年10月4日、モロッコ産業財産権庁（OMPIC）と世界知的所有権機関（WIPO）は、工業所有権における訴訟以外の紛争解決メカニ
ズムの全般的推進に関する了解覚書（MoU）に調印した。MoUの調印は、OMPICとWIPOでリソースを集中して、訴訟以外の紛争解決メ
カニズムを全般的に推進することを促進することを目的としている。訴訟以外の紛争解決メカニズムの利点は、解決速度の速さと費
用対効果の高さにある。このようなメカニズムは、中小企業の工業所有権紛争解決に大いに役立つ。OMPICの戦略ビジョンは、2025年
までにこのような訴訟以外の紛争解決メカニズムの使用を全般的に推進することである。

モロッコで続出する商標の不法占拠
I近年、モロッコで国際的な周知商標の登録を出願する商標不法

かわいい「ミニオンズ」のキャラクター商標
の不正占領に関する案件

占拠者が大幅に増えている。特に、Harchi Khalidという人が、

モロッコ商標庁（TMO）は最近の裁決で有名な「ミニオン」の

個人名義またはプラクトン（Plakton）というエンティティの名

キャラクターの知名度を認めた。本件は、ユニバーサル・スタ

義で、カートゥーン・アニメキャラクターを含む多くの世界有

ジオ（異議申立人）がプラクトン（出願人）の名義で提出した

名な商標について商標出願をした。これらの商標の不正出願に

商標出願書類（第16、18、25、28類）について異議を申し立て

加えて、Harchi Khalid （プラクトン）は、大胆にモロッコに

た。異議申立人は、映画やテレビ番組の制作と配信を主な事業

おける周知商標の所有者の合法的な出願に異議を申し立てた。

とする有名なアメリカ企業である。係争商標は、異議申立人に

多くの場合、商標不法占拠者による不正出願に対抗することに

よって制作された「怪盗グルーの月泥棒」シリーズで有名なキ

成功したが、商標所有者には、商標不法占拠の傾向を予測し、

ャラクター「ミニオンズ」のデザインに関わっている（次のペ

早めに商標を出願することをおすすめする。

ージを参照）。
異議申立人は当時モロッコで商標を登録していなかったため、
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本件は多くの注目を集めた。そのため、異議申立人はモロッコ

ンについてプラクトンが提出した商標出願書類（第16、18、24

で商標を使用していたという事実を掴んで、その商標は国際的

、25類）について異議を申し立てた。上記のように、プラクト

な周知商標であり、「パリ条約」によってモロッコにでも有効

ンはモロッコで悪名高い商標不法占拠者である。異議申立人は

であると主張せざるを得なかった。それと同時に、異議申立人

「パウ・パトロール」シリーズをはじめとする多くのアニメー

は、著作権登録証明書、インターネット検索結果、モロッコで

ションシリーズを制作したカナダの玩具とエンターテイメント

の商品販売証明書及び異議申立人の「ミニオンズ」キャラのマ

企業である。異議申立人は当時モロッコで商標を登録していな

ークが掲載された宣伝資料を証拠として提出した。キャラクタ

かったため、その商標の知名度によってプラクトンの出願に対

ー「ミニオンズ」を主人公とした3本のフランチャイズ映画が

抗せざるを得なかった。

モロッコで上映された。プラクトンが出願した商標（第16、18
、25、28類）は、異議申立人が世界で広く使用および登録した
「ミニオンズ」マークに関連する商品をカバーしている。

特に言及に値するのは、モロッコでは著作権で異議申立てが成
功することはない。その一方、著作権は、取消手続きを開始す
る根拠である。残念ながら、登録局は異議申立人の「パウ・パ

プラクトンはその異議に抗弁できず、そのため、TMOは提出

トロール」のキャラクターが周知されていることは認めなかっ

された出願書類について裁決しなければならない。他の多く

たため、異議が却下された。

の管轄区域とは異なり、商標出願人が異議に抗弁できなかっ
た場合、TMOの裁決は自動的に行われるものではない。最終的
に、TMOは異議申立人が申し立てた理由が出願人の商標出願を却
下するのに十分説得力があると考えた。したがって、プラクト
ンの出願が却下され、異議申立人の「ミニオンズ」マークはモ
ロッコで周知商標として認定された。

その後、異議申立人はプラクトンの商標出願について取消申
請を提出した（つまり、異議が却下された後、商標登録を行っ
た）。取消申請は、異議申立人のキャラクターの著作権とその
マークの知名度によるものである。モロッコは「パリ条約」の
加盟国であるため、「パリ条約」第6条の2に基づき、異議申立
人の「パウ・パトロール」のキャラクターとマークが周知商標
として認定された。
2019年6月10日、TMOは異議申立人を支持すると裁決した。ま
た、裁判所はプラクトンにそのキャラクターを使用するすべて
の活動を中止するよう命じ、違反した場合、その都度5000モロ

モロッコで周知商標として認定された「
ミニオンズ」マーク。

ッコディルハムの罰金が科される。プラクトンはその後、取消
申請の判決に対して遅れた控訴を提起した。それが失敗し、ま
た異議申立人に有利な裁決が下された。。

これは、モロッコの商標不法占拠者に対するすべての商標所有

モロッコでは、周知商標の所有者の権利が保護されていること

者の勝利である。また、異議申立人はプラクトンが提出した他

が明らかであるが、時間も手間もかかる異議や取消訴訟を避け

の出願にも異議を申し立てた。

るために、重要な商標の登録出願をすることをおすすめする。

パウ・パトロール
2019年11月26日、周知商標「パウ・パトロール」に関するスピ
ンマスターと商標出願人プラクトンの間の事件で、モロッコ商
事控訴裁判所は控訴を却下し、TMOの裁決を支持した。
本件は、「異議申立人」が「パウ・パトロール」商標のデザイ
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モザンビーク
主な好機&懸念
+ 埋蔵された天然ガスが生産に用いられると、経済システムが転換期を迎える
+ 	
2019年のサイクロン被害を軽減するために、インフラへの大規模な民間および公
共投資を促進した
+ モザンビークの印象的な自然観光地はまだ新興の観光産業によって十分に開発さ
れていない
– 	
南部アフリカのイスラムテロリストがモザンビーク北部への初の暴動を起こした
– 	
貧困が蔓延しており、経済成長を導くことですべてのモザンビーク人の生活水準
を上げる必要がある
– 	
気候変動は南部の季節的氾濫を悪化させ、沖合のサンゴ礁を脅かし、嵐をより致
命的なものにしている

Tommy Flange
T2020年1月23日、モザンビークの商標登録機関は「TOMMY
FLANGE」の商標登録出願に対する異議申し立てについて、Tommy
Hilfiger Licensing B.V（異議申立人）を支持する裁決をした。
当商標登録出願は、Hudsun（出願人）が行った第25類の出願

るが）がそのまま取り入れられている。異議申立人は、それ
が混乱につながり、公衆が騙される恐れがあると考えてい
る。さらに、その出願は、異議申立人がモザンビークで登録
した「TOMMY HILFIGERと旗のロゴ」および「TOMMY」商標（第
25類）に関連するすべての同種の商品をカバーしている。

である。出願人は様々な衣料品や履物を取り扱う、モザンビー

異議申立人は、異議申立ての申請において、「FLANGE」とい

クの首都マプトにある衣料品店である。異議申立人は、アパレ

う単語で商標出願を異議申立人の周知商標「TOMMY

ル、履物、アクセサリー、香水、家庭用品を製造する高級服装

と旗のロゴ」と「TOMMY」と区別をつけるには足りないと主

の製造業者であり、周知商標「TOMMY HILFIGER」、「TOMMY」、

張した。また、異議申立人は、「FLANGE」という単語が辞

「TOMMY

HILFIGERと旗のロゴ」（下図）および旗のロゴ（文字

書に「枕、プレースマット、またはその他の布地の広い縁」

なし）の所有者でもある。異議申立人はこれらのマークを世界

と記載されていると考えている。したがって、第25類商品（

中で広く使用している。

様々な素材で作られた衣料品を含む）に関連するマークで使

HILFIGER

用された「FLANGE」という単語は、純粋に説明的なものであ
り、このマークを異議申立人の周知商標「TOMMY」と「TOMMY
HILFIGERと旗のロゴ」と区別をつけることができない。
出願人は商標出願に対する当異議に抗弁しなかったため、商
標登録機関は異議申立人を支持する裁決を下し、その不正出
願は取り消されたと見なされる。

出願人から出願された商標（第25類）は、登録商標「TOMMY」を
そのまま取り入れたものであり、異議申立人の名義で登録され
た「TOMMY HILFIGERと旗のロゴ」のデザインとよく似ている。
また、その不正出願では、赤と白の旗の模様（左右逆転ではあ
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ナミビア
主な好機&懸念

ウィントフックのフランド識別トレーニング

+ 	
陸上に重要な鉱床が発見され、現在沖合の重要な鉱床を探査中
+ 	
ナミビア地域の交通結節点に成長していくことで輸送・建設産業
の発展を推進
+ 	
鉱物・魚類輸出貿易ビジネスの確立と同時に、南アフリカとの緊
密な貿易関係でその大きな市場に参入するチャンスが与えられる
– 	
2019年までに3年間続いた景気後退について、経済学者は2020年
に回復すると予測しているが、ファンダメンタルズが懸念される
– 鉱業経済の収益性が国際商品価格の変動の影響が受けやすい
– 貧困層の割合が多く、若年層の失業率は高いまま

模倣防止トレーニング
2019年5月、ウィントフックとウォルビスベイを訪れ、ナミビア
財務省関税局の役人とブランド識別トレーニングを実施した。
ウィントフックとウォルビスベイで別々に2つのセッションが行
われた。最初のセッションでは理論的に模倣品特定の方法と従
うべき手順に焦点を当てられ、第二回のセッションでは市販の
模倣品に対する捜査・押収訓練が行われた。
ウィントフックで多数の企業を捜査し、何回も模倣品を作った
と知られている企業を含む多くの模倣品を押収した。その企業
は、サイの密猟や脱税など、他の多くの犯罪活動に関与してい
る疑いもある。
ウィントフックとウォルビスベイでの2つの実践セッションで、
それぞれ15,000点余りの模倣品を押収した。

ウィントフックの捜査・押収活動
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ナイジェリア
主な好機&懸念
+ 	豊富な石油埋蔵量と高度な石油インフラで、今後何年にわたってかなりの収入が得られる
+ 	
アフリカで最も人口の多い国として、教育を受けた裕福な消費者が多くいる、大きな国内市場を提供している
+ 	石油依存から抜け出し、経済の多様化を実現するために、地元の人材と起業家は積極的に貿易面で他国とのつな
がりを広げている
– ボコ・ハラムの残忍なテロ活動により、国の一部地域が不安定化にされている
– 	
政府の腐敗により国の資源がひどく消耗されており、それを改善するには長年の努力が必要
– 石油をベースにした経済は持続不可能であるため、政府の所得水準が予測できない

INTAワークショップは、登録機関のさらなる
最適化を促進する

WIPO特許仕様書作成ワークショップ

昨年、登録機関が初の商標異議裁決要綱を公布した後、私達は

Fiandeiroは、2019年5月にラゴスを訪れ、登録機関が属す

INTAと協力し、アブジャで上級商標担当者とワークショップを

るナイジェリア連邦産業貿易投資省のメンバーに特許仕様

開催した。

書作成のトレーニングを提供した。

Simon Brown（パートナー）とKelly Thompson（パートナー）

WIPOによって手配されたワークショップであるが、主催者

は、地元の弁護士や当方の提携事務所のチームと一緒に、特に

はナイジェリア連邦産業貿易投資省である。参加者は約20

国際的なベストプラクティスに焦点を当てた商標出願と異議申

人、主にナイジェリア各地の大学と民間部門から来た者で

し立ての問題に関する上級担当者の理解を深めるためにトレー

ある。特許仕様書作成の経験があまりなかったため、参加

ニングコースを提供した。

者は深い興味、強い情熱と高い学習意欲を示した。

WIPOに招待され、Adams & AdamsのパートナーのJohnny

2019年4月に開催されたワークショップのポイントの1つは、登
録機関が直面するビジネスチャレンジの変化に対応することに
ある。
また、今回私達はアブジャとラゴスの提携事務所へも訪問した。
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左から右へ、（登録機関）捜査部長Garba
Abdulazeez、（Adams & Adams）パートナーの
Simon Brown、商標登録官兼ナイジェリア提携事
務所代表Adamu Yauri、（Adams & Adams）パー
トナーのKelly Thompson、（商標）審査官Salihu
A. Yunusaと検収部長Ogunbanjo A. Temitope

ワークショップに参加した代表たちの集合写真

ルワンダ
主な好機&懸念
+ 	
新しい工業団地と産業セクターの政策改革により、ICTセクターの発展と継続的な
外国投資誘致が促進されている
+ 	当国では農業が優越的地位を占めていて、アグリビジネスが農業セクターに強固な
基盤を持つ
+ 	観光産業がルワンダの有名なゴリラに依存している
– 当内陸国家の交通網が状況不安定な近隣諸国を通るため、交通輸送の面には不安定
要素がある
– 当国の人口は主に農民を主体として、経済の近代化に伴う雇用需要を満たすために
トレーニングが必要
– サービス経済と他の経済政策の成功策定には、活気に満ちた東アフリカ共同体が必
要

商標更新―期限延長
2009年12月14日に公布されたルワンダ知的財産保護法第31/2009号（以下「当該法」という）によ
ると、1963年の旧法に基づいて登録されたすべての商標、つまり2009年12月14日前に登録された商
2009年12月14日前に登録された商
標は、引き続き有効とし法的効力を持つことを保証するために、2019年12月14日までに更新する必
要がある
その後、ルワンダ開発委員会は2020年1月31日付の延期同意書を発行し、2019年12月14日までに更
新されなかった商標に10か月の更新猶予期間を商標所有者に与えた。したがって、2009年12月14日
前に登録された商標の更新期限が
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2020年10月13日に変更された。

サントメ・プリンシ
ペ
主な好機&懸念
+ 	農業生産地がよく管理されていることで、収益性の高い輸出産業をサポート
+ 	観光産業には潜在的可能性を秘めている
+ 	海上の石油と天然ガスの埋蔵量は地域のエネルギー部門の発展を促進することができる
– 	
商品価格の変動はココアやコーヒーひいては将来の石油とガスの輸出の安定性に影響を及ぼ
す
– 	
西アフリカと海を隔てることで、当国がビジネス投資家や観光客に見落とされがち
– 農村インフラ整備が立ち遅れるため、国の経済的および社会的発展を妨げている

登録局への訪問
Adams & Adamsモザンビークのパートナー、Elio Teixeira氏は
2019年11月にサントメ・プリンシペのサントメを訪れ、国立知
財・品質管理局（SENAPIQ）のDomingos da Silva do Trindade局
長と面会した。登録局の記録をデジタルデータベースに作成す
ることを目的とした世界知的所有権機関により資金が提供され
ている登録局のデジタル化プロジェクトを学ぶことが奨励され
た。2020年の第1四半期までに当該プロジェクトを完了すること
を目指している。当該プロジェクトの完了は登録証明書発行の
スピード、正確性、品質を向上させるためである。登録局は四
半期ごとにジャーナルを発行している。過去に毎年発行された3
つの版に比べて改善されている。
登録局
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シエラレオネ
主な好機&懸念
+ 	鉄鉱石の採掘が再開され、鉱業が経済をリードしている
+ 	よりよい管理体制により、ビジネス環境が改善されている
+ 	電力供給が改善されている
– 食料安全保障には農業開発が必要
– 貧困は国民を特徴づけるものになっている
– 性的暴力は社会に大きな損害を与えたため、2019年に国家緊急事態と宣言された

商標審査：更新
「2014年法案」の発効日が公表されていないが、登録局は当該法案の規定に基づいている。
以前の更新に述べたように、商品とサービスをカバーする商標出願ができるようになった。前の法案によると、役務商
標は出願できない。そのため、出願人は関心のある役務をカバーする他のものを出願するかもしれない。
「パリ条約」によれば、当該法案では優先権申立てに関する規定も定められ、 団体商標と周知商標の出願も認められて
いる。
商標登録の有効期間は出願日から10年間とする。

ソマリア

主な好機&懸念
+ 	鉱石及び石油備蓄の生産は、国が完全に安全になった後に実行
+ 	耕地で農業輸出産業を支えることが可能
+ 	建設と通信は成長分野
– ソマリアを本拠とするテロ組織アル・シャバブは爆撃と襲撃を継続
– 人道的危機を永続させる武力紛争
– 沿岸海域を海賊の侵害から保護するために必要な国際海上パトロール
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当該省は、1977年法律第66号（「著作権法」）をも参考にして
いる。
主に、当該省の大臣が商標登録は新商標法の公布後できると
述べたことが懸念される。今ではもはやそうではないようであ

登録局の運営

る。
当該省は、一種類の商標出願のみを受け入れている。また、今

2020年1月、ソマリアの登録局が運営し始め、ソマリアでの商標
出願ができるようになったという知らせが届いた。
商工省は、商標登録は新商標法の公布後できるとこのほど述べ
たが、昨年公布された省令により、同省では新法の公布前に商

までは49種類のイタリアの旧分類が採用されていたが、現在で
は「ニース協定」による分類が適用されているようになった。
商標出願の要求は次のとおりである。
•

商標の表現形式。

査または異議申立てのプロセスが概説されていない。しかし、

•

製品仕様。

オフィスによる関連審査が実施と見込まれる。

•

所有者の名前と住所。

•

簡単に署名された承認フォームのコピー。

標登録の関連事項が規定された。その法令では、登録出願の審

エージェントは、ソマリア商標登録局が商工省（以下、「当該
省」という）の下に設立されたことを知らせた。この点につい

ソマリアでは、出願から登録までの所要時間は約2〜3ヶ月であ

て、当該省では商標登録料関連法令が定められている。これに

ることに注意する必要もある。私達はまだ法務省による審査と

より、商標登録が再開できるようになった。

異議申立てプロセスの明確化を待っている。

有効性について、当該省は政府が活動停止前にソマリアで制定

最後に、これからも所有者は警告を受けると知的財産を公開す

した法律、即ち1975年の法律第33号「商標・特許法」（次のイ

る必要があることに注意してください。

タリア法がソマリアに導入されている）を参考にしている。
•

商標に関する1955年法令第3号。

•

特許に関する1955年法令第1号。

•

工業デザインに関する1955年法令第2号。
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南アフリカ
主な好機&懸念
+ 	
2019年の投資家サミットでのRamaphosa大統領の成功は、国際的な
投資家が当該国の多部門にわたる多様な経済発展に惹かれている
ことを示した
+ 	
南アフリカの企業と政府は技術の進歩を遂げ、ICT分野でアフリカ
をリードしている

– 	
前回の大統領任期内に、与党の腐敗な統治は国家機関の基礎を徐々
に弱体化させた。これを回復するために、数年がかかる
– 経済面に直面する最大の挑戦は失業率、特に若者の失業率は非常に
高い
– 経済的および社会的不平等による緊張は非常に深刻であり、潜在的
な政府の「土地の無償没収」政策から見られる

+ 	
輸出主導の経済は新しいアフリカ大陸自由貿易圏から恩恵を受け
る

2009-2019年の特許出願
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商標：商品とサービスの分類

る。数か月かかると見込まれる。

2020年1月1日から、「商品・サービス国際分類表〔第11-2020
版〕」がすべての商標仕様に適用される。

商標：審査
商標出願審査ガイドの第3版は2019年3月20日から、更新版
（3A）は2019年8月6日から発効した。

マドリッド協定議定書
内閣は標章の国際登録に関するマドリッド協定（1989年）の議
会への提出を承認した。授権法は最終的に確認・承認されてい

執行者保護修正案と著作権修正案
Cyril

Ramaphosa大統領は論争の的になっている「執行者保護案」と「著作権修正案」に署名していない。各利益

団体は2つの法案、特にフェアユースに関する規定を懸念している。
その2つの草案のことで、米国政府は南アフリカにより多くのプレッシャーをかけ、南アフリカに一般特恵関税制
度（GSP）に参加する資格があるかどうかを決定するために公聴会を開催する予定を立てた。GSPは米国が提供し
た、指定された受益者である発展途上国（BDC）から輸入された特定の製品は、無関税扱いの対象となる最大かつ
最も早い計画である。
南アフリカのGSPへの参加資格が取り消されると、国に大きな経済的損失をもたらす恐れがある。Ramaphosa大統領
は法案を真剣に研究し、通商産業大臣から受け取った文書をも研究しているという。

先住民族の知識保護・促進・開発・管理に関する2019年法律第6号
「先住民族の知識保護・促進・開発・管理に関する2019年法律第6号」が公布されたが、まだ施行されていない。発効
日は大統領により政府官報で発表される。
その法令は、先住民族の知識保護・促進・開発・管理、国立先住民知識システムオフィスの設立と機能、先住民族知
識コミュニティの権利管理、先住民族知識カウンセリンググループの設立と機能、先住民族コミュニティへ知識のア
クセスとその条件の提供、以前の学習に対する認可、および先住民の知識に基づくイノベーションの促進と調整を目
的としている。
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（SCA）は再度南アフリカに法的テストを行うことで、特許に創
造的なステップ（つまり、明白でないステップ）が含まれている

先住民族知識に関する法案

かどうかを判断した。

2019年11月1日、国際コイサン評議会（NKC）および南アフリカ・
サン族評議会（SASC）を代表とするコイサンコミュニティ、およ
び南アフリカ・ルイボス審議会（SARC）を代表とするルイボス茶
業界は、利益共有協定を締結した。これにより、コイ族とサン族
のコミュニティは、地元のお茶の商業化から最終的に利益を得る

•

創造的なステップとは

•

最初の関連ステップの最新進捗状況

• そ
 のステップが既存の技術を上回るところ、またはそれと
の違い

ことができる。南アフリカ伝統知識の保護における並外れた一歩
として高く評価されている。

•

このような発展または違いを考慮して、当該ステップは
技術者にとって明白なのか？

裁判所は既存の技術を検討し、両者の主な違いは穿孔範囲（20
〜60％）であり、既存の技術が含まれていないと気づいた。そ

最高裁判所が創造性テストを承認

の後、裁判所は専門家証人の証拠を検討し、控訴人の専門家証人
の見方に同意した。証人の見方によれば、穿孔範囲が広すぎて、

その件には、鉱業業界の2社が関与している。具体的には、金属

割合に関連する利点、優先度または重要性を伝えることができな

の焼結プロセスで使用されるスチール製ベルトコンベアに関わっ

いと結論付けたため、結果は明白になった。上記の状況に基づい

ている。

て、裁判所は特許が創造性に欠けていると結論付けたため、控訴

簡単に言うと、焼結とは融点の異なる金属粉末の混合物をある程

は維持され、特許が取り消された。

度まで加熱することである。吸熱ガスで金属粉末混合物を加熱す
ることができる。
Outotec社は南アフリカオフィスで特許を登録した。ベルトの一
部に穿孔して、穿孔していない区域が点在していて、穿孔した区
域はコンベヤーの総面積の約20〜60％を占めるスチール製のベル
トコンベアが紹介されている。穿孔がガスを金属粉末混合物に浸
透させることができると考えている人がいるため、穿孔の範囲に
より焼結に最適な位置を見つけることができる。
今回の事件は、特許コミッショナーの判決に対する控訴である。
判決では、コミッショナーは特許が斬新かつ創造的であるため、
オートテック所有の特許を取り消す請求を拒否した。この控訴は
主に特許の創造的なステップの欠如に対しる訴えである。
エンサイン・ビックフォード事件で述べたように、最高裁判所
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Tellytrack v Marshalls World of Sport
(Pty) Ltd and others のシネマトグラフフィ
ルムに関する著作権侵害
2019年11月25日、最高裁判所は、シネマトグラフフィルムに関す
る著作権侵害について、興味深い判決を下した。ダーバン高等裁
判所に所属するクワズール・ナタール州による控訴である。この
決定を特に注目に値するのは、裁判所がシネマトグラフフィルム
の構成を分析し、フィルムを構成する要素を確かめるときの細部
である。
この事件の複雑さを理解するために、第一審裁判所の判決と上訴
理由を確かめることが重要である。

裁判所の判決に関する事実と決定の概要は以下の通り。
3つの異なる競馬場運営業者で組み合わせたパートナーシップ企

きに、「固定」または保存された作品を（著作権法に基づく）

業であるTellytrackは、回答者に事業所で国内競馬および国際

コピーしなかったため、裁判所は原告の訴訟を棄却すると判決

競馬のイベントの放映を禁止することを求めている。これらの

した。したがって、イベントのレコードが生放送の送信と同時

イベントはTellytrackテレビ局（DSTV有線放送）のチャンネル

に発生したという事実を考慮して、被告は実際に映画を映すの

239で放送されていて、南アフリカで視聴することができる。

ではなく、放送を見せていた。他の作品に関して、裁判所は、
文学作品、録音、およびコンピューター生成作品は存在せず、

Tellytrackは、回答者がチャンネル利用料金を支払うことな
く、DSTVチャンネル239で放映されているイベントを事業所の
人々に公開することにより、各作品の著作権を侵害したと述

映画フィルムの一部と見なされると指摘した。原告が放送では
なく映画フィルムの著作権侵害と主張したため、請求が失敗し
た。

べた。Tellytrackは、文学作品、録音、シネマトグラフフィ
ルム、およびコンピュータープログラムでの著作権侵害を主張
し、ライセンシーに作品の使用に対して支払われた合理的な使
用料による停職および損害の補償を求めた。

最高裁判所
最高裁判所はその決定を検討し、異なる結論に達した。最高裁
判所での主な問題は、Tellytrackが映画フィルムに対して著作

Tellytrackは、レースフィードの作成方法に関する多くの証

権を請求する権利の有無である。それについて、裁判所は以下

拠を提供した。これは、生のレースフィードに分類され、コン

のように答えた。

ピュータソフトウェアによってわずかに強化されて、本質的に
は、基本的にライブイベントの数秒以内に送信される。
裁判所は、「固定」の定義に注意を払った。例えばゴールデ
ンチャイナテレビゲームセンターおよびその他の会社の任天堂
への控訴に記載されているように、著作権に該当させるために
は、作品を何らかの形式・素材形式に固定または縮小する必要
がある。被告が画面にTellytrackのチャンネルを表示すると

「回答者の事業所で公衆が視聴しうるものは主要な競馬イベントを構成する動画と見なされる一連
の画像である。スタジオインタビューやコンピュータプログラムによって表示されるすべての項目
のオーバーレイを含む、これらの画像およびその他の画像は、前述の機会に実施された録画作業に
よって素材の形態に変換されたものであることが明白である。まずは国内大会では、Tellytrack中
継車で2つのレコードを録音して、Tellytrackコントロールルームで放送された。国際大会では、
強化機能を含む完全な製品の録音がTellytrackコントロールルームで行われた。チャネル239で確
認できるのは、中継車とTellytrackコントロールルームで記録・保存されたものである。上記のよ
うに、レースイベントがチャネル239で確認された時点では、記録・保存されている」
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これに基づいて、裁判所はDSTVで見られたのは放送ではなく映
画フィルムであると認定した。そのため、Tellytrackは差止命
令を出す権利を有するようになった。
私たちの裁判所で受け入れた著作権に関する事件が少ないた
め、注目を集めている。

機能設計登録-明確な声明が一番重要
機能設計登録に関する決定では、特に明確な声明が一般的に使用されているオムニバスタイプの形式をとっていな
い場合、明確な声明と説明的声明の重要性が強調されている。
機能設計登録について、出願人は被告のフローティング広告について緊急的な意匠権侵害を請求した。論争点は、
被告のフローティング広告が登録設計の範囲内にあるかどうかということである。被告は、登録設計をサポートす
るために提出された図面に示されている特徴の多くを識別し、これらの特徴は被告のフローティング広告に採用さ
れていない。しかし、明確な声明と説明的声明では被告フローティング広告の特徴が記載されている。
裁判所は、明確な声明と説明的声明に関して、出願人はフローティング広告の全体的なデザイン、形状、形式また
はその特定のグラフィックレンダリングをアートワークの特徴と区別することを考慮・意図していないと裁定し
た。したがって、明確な声明で記載されている特徴は設計登録の侵害行為を構成した。

南アフリカ国立公園

マプングブエ王国

ド付き）が提供されている。各キャンプで宿泊施設が提供されて

南アフリカ国立公園（SANParks）はマプングブエのマークがつ

いる。また、異議申立人は、出願人がマプングブエ商標を合併し

いている商標出願に異議を申し立てた。たとえば、スウェーデ

た実際の所有者であると主張できないと考えた。

ンの国民を唯一の取締役とする会社、Mapungubwe Game Reserve
(Pty)

Ltdの名義で運営している第41類と第45類のマプングブウ

ェの宗教的な場所と象の施設。南アフリカ国立公園はマプングブ
エ国立公園商標の所有者であり、その商標はさまざまな商品やサ

出願人は、マプングブエは地名と地理的な位置であるため、いず
れの当事者もその独占的権利を主張できないと反論した。異議申
立人は、マプングブエ国立公園商標は地理的なマークではなく、

ービスに使われている。出願人のマークにはすべて、異議申立人

商品とサービスに関する独占的な商標であると主張した。異議申

が登録したマプングブエ国立公園の商標の主要かつ顕著な要素が

立人の商標登録に関する免責事項はなかった。

含まれており、その出願がカバーするサービスは異議申立人の登
録内容と重複または類似している。これらの出願書類は南アフリ
カ国立公園でその商標が登録された3年後に提出されたものであ
る。異議申立人は、登録がカバーするサービスで商標を幅広く使

高等裁判所は、南アフリカ国立公園商標の幅広い使用により、顕
著性が認められて、その所有者の代名詞となったと認定した。商
標出願人は、マプングブエを含む、南アフリカ国立公園と同様ま

用している。異議申立人が運営しているマプングブエ国立公園は

たは類似のサービスに関連する商標を使用したため、南アフリカ

以前Vhembe

Dongolaと呼ばれて、2004年に現在の名前に変更し

国立公園に損害を与える。したがって、第41類と第45類のすべて

た。南アフリカ国立公園では、さまざまな商品やサービス、冒険

のマプングブエ関連商標を含む商標出願は費用をかけて却下され

観測散歩、夜のドライブ、マプングブエ文化的景観の散歩（ガイ

た。商標出願人の上訴許可請求も却下された。
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ダルエスサラームのブランド識別トレーニング

タンザニア
主な好機&懸念
+ 	
建設業界は国家インフラとICTの拡大において経済的リーダーの地位を占めている
+ 	
タンザニアと世界上他の国々と古来より貿易をしてきた典型的な一例である忙しいダル
エスサラーム港はこの地域にサービスを提供している
+ 	タンザニアの遊園地と景観は根強い観光産業の礎になる
– 	
マグフリ大統領の政府の独裁的な行動は人権侵害である
– タンザニアの人口のほとんどは貧しく、経済成長の影響を受けていない
– 世界の商品価格が農業部門の収益性を左右し、2019年に砂糖と林産物に打撃を与えてい
る

模倣防止トレーニング
2019年10月、タンザニアのダルエスサラームを訪れ、タンザニアで販売されている模倣品の押収を支援するために、EACセミナーで公
正競争委員会（FCC）の担当者とブランド識別トレーニングを実施した。
FCCはセミナーに参加し、FCC総局長のJohn K Mduma博士は会議に出席し、開会の辞で模倣品の押収の重要性を強調し、タンザニアの
ブランド所有者の知的財産を引き続き保護するとコミットメントをした。
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チュニジア
主な好機&懸念
+ 	確立された貿易往来に基づく回復・復活しつつある経済
+ 	儲かる観光業は引き続き好調
+ 	アラブの春の発祥地により、民主主義改革への取り組みが再確認された
– チュニジアの隣国リビア政府は無能であり、どこもかしこも安全保障問題に
悩まされている
– チュニジアからのISIS新米兵士はどの国よりも多く、ISISテロは依然として
脅威になっている
– 2019年の選挙から数か月後の2020年の初めの連立政権の失敗は当該国の神経
質な政治情勢を示した

商標の公的手数料の引き上げ
2020年1月23日、チュニジア国立標準化・工業所有権機関（INNORPI）は法令第29/2020号を公
布し、商標の公的手数料を100％引き上げることを発表した。この法令は2020年1月27日から
発効する。

ウガンダ
主な好機&懸念
+ 	新しい油田でエネルギー産業の発展を遂げることができる
+ 	
ウガンダには、健全で発達した規範化銀行システムがあり、世界の他の発展途上国に劣
らない。政府は生産用農地を持続可能な商業的農業の目標としている
– ムセベニ大統領の長期政権は、政治と言論の自由を犠牲にして維持されている
– 政府の腐敗は投資家にとって問題である
– 電力不足は国の発展を妨げている
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URSB知的財産マネージャーのGilbert Agaba氏（左から2番目）、Adams & Adamsパートナーの
Nishan Singh氏（左から5番目）URSB上級知財登録官のMaria Nyangoma（右から4番目）、URSB上
級知財登録官のSarah Rukundo氏）（右から3番目）、URSB特許審査官のAbraham Ageet氏（右か
ら2番目）及び関連オフィスの代表

登録局への訪問
2019年12月、Adams & AdamsパートナーのNishan Singh氏はカンパラ商事裁判所で行われた商標侵害に関する調
停のための聴聞会に出席した。当社の関連会社の代表が同行した。聴聞会後、Singh氏はウガンダ登録サービス局
（URSB）を訪問し、知的財産マネージャーのGilbert Agaba氏と面会し、登録局の運営と未解決問題について話し合
った。

ザンビア
主な好機&懸念
+ 	
ザンビアは世界で2番目に大きい銅の生産国であり、世界の金属価格が高い場合、鉱業は繁栄し、国の経
済は改善される
+ 	銀行業はうまく機能しており、金融サービスは高く評価されている
+ 	農業及び観光業は成長の可能性を秘めている
– 世界の商品価格の変動は経済面に重要な鉱業の利益を損なう
– 脆弱な公共医療システム（特に貧困層にとって）は、労働者の生産性を低下させる
– 不安定な電力供給は業務展開に支障をきたす
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ザンビアでの国際登録の実行可能性-商標権は「ベータ版」を取得していない？
ザンビア商標登録局は最近、 Sigma-Tau Industrie

BETASOLと BETNESOL
BETNESOLの商標の
登録局は、類似品が含まれており、BETASOL

Farmaceutiche Riunite

間に視覚的および音声的類似性が高いため、異議申立てが成功し

（異議申立人）とAmina Limited（出

願人）の間の問題について決定を下した。「マドリッド協定議定

たと述べた。

書」でザンビアが指定された国際登録（IR）はザンビア登録簿で
有効であると認定た。さらに、登録局は、ザンビアが指定された
IRの所有者はそのIRを根拠として将来の商標出願に異議を申し立
てられると述べた。「マドリッド協定議定書」がザンビアの現地
の法律に組み込まれていないことを考えると、その決定は多くの
従業者を驚かせた。

特に最高裁判所はZambia Sugar PLC v Fellow Nanzalukの事件
で、国内に導入されていない場合、国内で外国の法律文書を施行
または適用することができないと判決したため、この判定につい
て引き続き上訴される可能性がある。これを考えると、商標登録
局の最新の判定を根拠にしようとする場合には、新しい法律に見
舞われる恐れがある。

出願人はザンビアで第5類登録商標BETASOL
BETASOLを出願した。異議を申
し立てるための出願は、2015年10月に公布された。異議申立人は
ザンビアが指定されたIRがあることを根拠として、BETNESOL
BETNESOL商標
（同じ第5類に属する）の登録に対する異議を申し立てた。

したがって、IRの所有者はその判定を根拠にザンビアでの自身の
IRの権利を保護することに成功する見通しは依然として不明で
ある。「マドリッド協定議定書」が現地の法律に組み込まれるま
で、状況は不明のまま。ザンビアの国内登録で、明確で執行可能

BETASOLのマークが視覚的、音声的および概念的に
異議申立人はBETASOL

な権利を確保することは最善の方法である。

以前のIRに似ていると主張した。さらに、異議申立人はアフリカ
や世界中の医薬品でBETNESOL
BETNESOL商標を使用しており、これからも使
用すると主張した。
出願人が出願に抗弁するために、ザンビアが指定されたIRが国の
登録商標の出願に異議を申し立てる根拠にはならないことを論拠
の1つとして示した。出願人は、「マドリッド協定議定書」は、
国の法律の公布または改訂によって国内に導入されていないた
め、IRは当該国で無効であると主張した。
ザンビアIRの状況を検討するとき、登録官はIRが「ザンビア商標
法」の第17条に規定された「登録簿に登録された商標」であり、
「その目的に関係なく、現地の出願記録と同じものと見なされ
る」と考えた。

検討中の著作権および商標法草案
特許・企業登録庁（PACRA）は最近、待望の「著作権と実演権法」（法律第23巻第406章）と「商標法」（法律第22
巻第401章）の草案と関連手数料を発表した。業界関係者は、これらの草案に関する意見を求められている。私た
ちは会議に参加し、いくつかのアドバイスと意見を交わした。
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•

そ
 の地域に比べ、ザンビアでの商標出願の公的手数料は高い。SADC加盟国のほとんどの公的手数料は、ザ
ンビアで提案されているものよりはるかに安い。PACRAに提出された文書では、公的手数料がザンビアの近
隣諸国と一致している場合、地域での統一が実現できると記載されている。

•

ザ
 ンビアの機関、国民と外国人の公的手数料には違いがある。この仮定は、地元の権利所有者が措置を取
って商標を地元で保護するよう激励することを目的とする。ザンビアが署名した「工業所有権の保護に関
するパリ条約」の内国民待遇に関する条約（第2条）には、加盟国のメンバーが国民と同じ利益を享受する
と規定されていた。PACRAに、国民と外国人に異なる料金を請求する申請が「パリ条約」の精神と一致して
いないことを提起した。

•

著
 作権法律の草案は、録音と映画作品のホログラムの申請に理論的な根拠を提供した。これは海賊行為と
の戦いにおける前向きな進展である。

起草とコンサルティングのプロセスが続くにつれて、私たちは引き続きPACRAと協力する。

ジンバブエ
主な好機&懸念
+ 	鉱物と自然資源が豊富
+ 	
肥沃な農地は優れた管理により以前の生産性を実現することができる
+ 	優れた教育を受けた熟練労働者は、産業の拡大に使われることができる
– 継続的な不景気により歴史上の一番高い失業率と外国為替危機が発生
– 一部の政府官僚は依然として国際制裁を受けている
– 当該国の政治が混乱、治安部隊が政治的示威活動の参加者に武力に訴える、人権問題は
深刻

代替案：ARIPOで商標を提出
ジンバブエは1997年に商標に関するバンジュール議定書

ジンバブエの登録局に提出された国内出願は通常、シリアル番

（ARIPO）に参加した。ジンバブエがバンジュル議定書を国内に

号が記載された公的な領収書が発行されるまでに約4〜8週間を

導入したため、ジンバブエを指定するARIPO登録は、国内出願と

待つ必要がある。

同じ権利を取得することができる。
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代替案：ARIPOで商標を提出
ジンバブエは1997年に商標に関するバンジュール議定書（ARIPO）に参加した。ジンバブエがバンジュル議定書を
国内に導入したため、ジンバブエを指定するARIPO登録は、国内出願と同じ権利を取得することができる。
ジンバブエの登録局に提出された国内出願は通常、シリアル番号が記載された公的な領収書が発行されるまでに
約4〜8週間がかかる。
その代わりに、ARIPOにジンバブエを指定する出願を提出すると、数日以内に公的な領収書が発行される。
「バンジュール議定書」によると、指定された州に9か月の出願拒否期間がある。期限満了しても指定の国が出願
を拒否していない場合、出願を受け入れたと見なされ、ARIPOジャーナルに掲載される。第三者は、出願に反対す
るには3か月の時間がある。ジンバブエを指定するARIPOの出願も「官報」に掲載される。
ジンバブエ登録局が現在直面している問題を考慮すれば、ジンバブエを指定する出願をARIPOに提出することをお
勧めする。
ARIPOでの登録の実行可能性は、指定された州の国内法律に従って処理される。
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ADAMS & ADAMS
付加価値サービス：

アフリカでブランドや投資に関する重要な意思決定を行うとき、法的な洞察と優れた経済デー
タは密接に関連している。アフリカ大陸リーディング知的財産法律事務所の専門者として、ア
フリカのデータを統合・審査し、それらのデータと法的およびブランド保護とのつながりを築
くのに適している。Adams.Africa Advisoryは、アフリカのすべての管轄区域でのブランド拡大
と保護のための正確な情報とフレームを提供することを目的として、経済、政治、法律など様
々な分野で包括的なレポートを提供する。アフリカ大陸で初めてとなる。

詳細については、advisory@adams.africaまで送信

アフリカ向けのウォッチサービス
Adams&Adamsは、南アフリカとアフリカ向けに初のウォッチサービスKIPANGA™プロアクティブな
ウォッチングサービスを開発した。ブランド所有者が商標を保護し、アフリカの管轄区域で取
引能力を確保するのに役立つ、選別された知能情報を提供する。おかげで、国内外のお客様に
よる南アフリカとアフリカでの執行が一層積極的に行われている。

詳細については、kipanga@adamsadams.com
詳細については、
kipanga@adamsadams.comまで送信
まで送信
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プレトリア事務所

提携事務所：

南アフリカ・プレトリア・リンウッドマナー・4ダベン
トリーストリート・リンウッドブリッジ
私書箱

南アフリカ・プレトリア0001・1014

ボツワナ
botswana@aadams.africa

ブルンジ

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

burundi@adams.africa

カメルーン（OAPI）
cameroon@adams.africa
oapi@adams.africa

カーボベルデ

ヨハネスブルグ事務所

capeverde@adams.africa

フレッドマンドライブ34号2階
南アフリカソーントン（5番街の曲がり角）
私書箱

アンゴラ
angola@adams.africa

南アフリカ・ヨハネスブルグ2000・10155

電話番号 +27 11 895 1000
FAX
+27 11 784 2888 (CPL)
+27 11 784 2872（特許）
+27 11 784 2889（商標）
メール
jhb@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

ケープタウン事務所

liberia@adams.africa

南アフリカ・ケープタウンロングストリートおよびハ
ンスストライダムアベニューの曲がり角・ロングスト
リート2号22階
私書箱

南アフリカ・ケープタウン8000・1513

リビア
libya@adams.africa

モザンビーク（ARIPO）
aripo@adams.africa
maputo@adams.africa

ナミビア

電話番号 +27 21 402 5000
FAX
+27 21 418 9216（特許）
+27 21 419 5729（商標）
メール
cpt@adams.africa

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・プリンシペ

ダーバン事務所

saotomeprincipe@adams.africa

南アフリカ・ダーバン・ウムランガリッジ・リシュフ
ォンサークル21号・リッジサイドオフィスパーク3階2
室
私書箱

南アフリカ・ウムランガロックス4320・237

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

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

thegambia@adams.africa

ジンバブエ
zimbabwe@adams.africa

弁護士
特許

|

商標 |
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