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カメラ装着自動車関連特許出願急増
日々増している自動車の安全性に対する要求を

最近特許法院主要判例

反映するかのように、カメラを用いた自動車の

► 特許法院2007.7.5.宣告2006HEO5027判決

安全性補完技術に関する特許出願が増加してい

［登録無効（商）］

る。関連特許出願は、特に2005年以後前年対比

► 特許法院2007.7.11.宣告2006HEO9197判決

大幅に増加する傾向をみせている。

［拒絶決定（特）］

半導体集積回路の配置設計に関する法律施行令

► 特許法院2007.7.12.宣告2005HEO10213判決
［登録無効（特）］

改正案立法予告
2007年4月に公布された改正半導体集積回路の

► 特許法院2007.7.11.宣告2007HEO852判決

配置設計に関する法律の改正事項である電子申

［拒絶決定（特）］

し込み制度と関連した手続きを反映するために
施行令の改正案が立法予告され、主な内容をみ

最近出願動向

ると、下記の通りであり、意見のある団体また

► カメラ装着自動車関連特許出願急増

は個人は2007年8月3日までに意見書を特許庁長

► PLC関連特許出願急増

に提出することができる。

► 半導体チップの静電気防止回路関連技術開発

イ．設定登録申込の電子化のための規定整備

活発

ロ．電子申込に伴う設定登録申込の却下理由の具体化

► 電子ペーパー、果たして我々の生活に舞込ん

ハ．設定登録申込書などの書類に対する補正制度導入

でくれるのだろうか

二．設定登録申込に関する書類などに対する閲覧・写
しの要件の具体化

立法予告

ホ．配置設計ファイルの秘密保持管理規定の導入

► 半導体集積回路の配置設計に関する法律施行

ヘ. 法人関連記載事項整備

令改正案

ト．「分かりやすい法令作りのための整備基準」に基
づいた整備

１．この事件登録商標

最近特許法院主要判例

１） 出願日/登録決定日/登録日/登録番号：200
3.8.9./2005.5.23/2005.8.22/第628722号

「スポーツ用ゴーグル、サングラスは、ス

２）構成：

ポーツ用衣類、履物（スキー靴）などと経

指定商品：スポーツ用ゴーグル、サングラス、メ

済的な牽連の程度が密接である」

ガネ、枠、レンズ、メガネ入れ、メガネ紐、水泳

<2007.7.5.宣告 2006HEO5027 判決>

ジャケット、乾電池（商品類区分第９類）

基礎事実：
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判示事項：

２．先使用商標
１）構成

スポーツ用ゴーグル、サングラスは、スポーツ用

先使用商標１：이엑스알

衣類、履物（スキー靴）などと経済的な牽連の程
度が密接しており、一方、メガネ、枠などは衣類、

先使用商標２：

手袋、カバン、履物などとは全体的からして互い

先使用商標３：이엑스알

に経済的牽連関係にあるとは言えない。

先使用商標４：

判決要旨：
スポーツ用ゴーグル、サングラスは、最近トータ

先使用商標５：

ルファッション化の傾向から衣類やスポーツ用品
業界でも製造し、販売しているところからしてス
ポーツ用衣類、履物（スキー靴）などとは経済的

先使用商標６：

な牽連の程度が密接しており、一方、メガネ、枠、
レンズ、メガネ入れ、メガネ紐は衣類、手袋、カ

２）原告は2001年８月頃から先使用商標1、2

バン、履物などとはその原料、用途、生産者及び

が付着されたジャケット、セーター、Tシャツ、

販売者、需要者などが異なるため、全体からして

防寒用手袋、登山用バック、ハンドバック、傘な

互いに経済牽連関係にあるとは言えない。

どを、2004年1月頃から先使用商標5,6が付着さ

よって、特許審判院の2006年5月1日付け2005當

れた登山靴、スキー靴、野球靴、陸上競技用靴、

2180号事件に関した審決のうち、登録番号第62

サイクル選手運動服、水上スキー服、乗馬靴、水

8722号の商標の指定商品の中で「スポーツ用ゴ

着、水泳キャップ、水泳パッツ、スポーツシャツ

ーグル、サングラス、水泳ジャケット」に関する

などを生産、販売しており、また、先使用サービ

部分を取消す。

ス標3、4を用いて2001年10月頃から先使用商標

参照条文：商標法第7条第1項第11号

1、2が、2004年1月頃から先使用商標5、6が付

（商品の品質を誤認させ、又は需要者を欺く恐れ

着された衣類と履物などとが販売されており、各

のある商標は商標登録を受けることができない）

先使用商標（サービス標含む、以下、「商標」と

参照判例：大法院2006.6.9.宣告2004HU3348判決

する）に関して商標登録出願をし、商標登録した。

「数回に渡って異なる内容の補正書を提出
３．原審決の内容

した場合には、補正期間などの手続き要件

先使用商標の保有者である原告は、被告を相手と

を遵守した補正書のうち、最後のもののみ

ってこの事件登録商標に対する登録無効審判（2

を審査すべきである」

005當2180号）を請求したものの「この事件登

<2007.7.11.宣告2006HEO9197判決>

録商標の指定商品と各先使用商標の使用商品の間

基礎事実：

には互いに経済的牽連性がなく、各先使用商標は

原告の特許出願第2003-2541号は、特許請求範

この事件登録商標の登録決定当時国内で周知・著

囲において発明の構成が明確で簡潔に記載されて

名であったとは認め難く、この事件登録商標が不

おらず、明細書の詳細な説明もその技術分野にお

正な目的を持って使用されたとは認定てきなく、

ける通常の知識を有する者が容易に実施できる程

よって、被告が意図的に先使用商標の名声に便乗

度に記載されていないため、特許を受けることが

する目的で商標を模倣したとは断定し難いため、

できないという理由で拒絶決定された。

審判請求を棄却する」と判断した。

原告は前記拒絶決定に対する不服審判を請求し、
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かつ2005年3月16日及び2005年4月6日の二回に

ロ．特許庁が出願人の明細書などに対する補正を

かけて明細書と図面をそれぞれ補正したが、特許

却下する場合には、拒絶決定とは違ってその決定

庁は第１次及び第２次補正の全てに対し補正却下

以前に出願人にその理由を通知し意見提出及び補

決定を下し、拒絶決定同様の理由で原決定をその

正の機会を与えるなどの特許法規定はなく、審決

まま保持した。

取消訴訟の段階まで至り、特許庁が補正却下決定、
或いは審判手続きで扱わなかった別の理由を挙げ

判示事項：

補正の不適法を主張したとしても、出願人として

イ．一つの特許出願補正段階において数回の補正

はそれに対応して訴訟手続きにてその審理方式に

がある場合には、特別な理由がない限り、特許庁

応じて十分とその別の理由と関連して補正の適法

は補正期間などの手続き要件を遵守した補正のう

可否に関して争えるので、出願人の防衛権または

ち、最後のものを取って審査すべきである。

手続き的利益が侵害されると言えなく、特許庁は
審判手続きにて扱われていない別の理由を挙げ、

ロ．審決取消訴訟で補正却下決定とは異なる理由

拒絶決定に対する審決取消訴訟段階で補正の不適

を挙げ補正の不適法を主張することができる。

法を主張することができる。
参照条文：

イ.特許法第45条、第47条

判決要旨：
イ．特許法第47条によると、特許出願に対する

「登録無効審判の審決後、確定の訂正審決

特許庁の審査または特許拒絶決定に対する不服審

によって特許請求範囲が訂正された場合に

判手続きで、特許出願人は所定の段階ごとに一定

も特許法院が無効可否を判断できる」
<2007.7.12.宣告2005HEO10213判決>

要件下で特許出願書に添付の明細書または図面を
補正できるようになっているところ、特別な規定

基礎事実：

がない限りある人が同時期に異なる内容の複数の

原告は、この事件特許発明について各比較対象発

特許出願意思を有しつついずれかの一つの発明に

明と比べ、進歩性に欠けるという理由を挙げ登録

特許付与を求めることは1発明1出願主義（特許

無効審判を請求し、特許審判院はこれに対し200

法第45条参照）などの規定によって許容されな

5當673で審理し、原告の審判請求を棄却する審

いので、このような原則の表現として互いに異な

決を下した。

る内容の出願明細書が選択的または予備的に組み

一方、被告は、原告らが前記原審決に不服し、審

合わされ、一つの特許として出願されることは許

決取消訴訟を提起した後の2006年2月7日、特許

容されておらず、補正においても前記のように組

審判院にこの事件特許発明に対する訂正審判を請

み合わされ、一つで補正することが許容されない

求し、特許審判院はこれを2006訂12号で審理し

ことなどを考慮すると、一つの根拠規定に基づい

て2007年1月29日に訂正を認める審決をし、確

て補正が許容される一つの段階で出願人が数回に

定され、よってこの事件特許発明の特許請求範囲

渡って異なる内容の補正書を提出した場合には、

第１項は訂正され、残りの特許請求範囲はすべて

それぞれの補正趣旨ないし補正内容から、後で出

削除された。

された補正書が先に出された補正書を補充する等

これに対し、原告らはこの事件特許発明の特許請

の特別な理由がない限り、順次に新たな補正書が

求範囲が、原審決後に決められた確定の訂正審決

提出されたこととし従来の補正書は撤回され、新

によって訂正されたが、原審決では訂正の特許請

しい補正書のみが有効であるとみなすので、特許

求範囲について審理したことがないので、特許審

庁は補正期間などの手続き要件を遵守した補正書

判院にて訂正の特許請求範囲について再審理させ

のうち最後のもののみを審査すべきである。

るのが当然であり、よって原審決は取消されるべ
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審決が確定された場合、原審決を破棄して審決を

きであると主張した。

取消す裁判をせず、特許法院に差し戻して特許法
判示事項：

院が判断するようにしているところからして、登

イ.確定の訂正審決によって審決における審判対

録無効審判の審決後に特許請求範囲が訂正された

象である特許請求範囲が異なっても特許法院にて

としても審決取消訴訟にて特許法院が訂正された

特許発明の無効理由が存在するかどうかを判断で

特許請求範囲を審決の基にして特許発明に無効理

きるのかの可否（積極）

由が存在するかどうかを判断できる。

ロ．審決後に確定の訂正審決によって特許請求範

ロ．訂正で削除された特許請求範囲は初めから存

囲が削除された場合、削除された特許請求範囲の

在しなかったこととみなすべきで、結局のところ

発明に対する訴の適法可否（消極）

審決が存在しなかった特許発明を対象として判断
し違法ではあるが、訂正審決が確定されてその対

ハ.訂正後、特許請求範囲の記載と詳細な説明の

象発明が存在しなくなった以上、審決の取消しを

記載とが合致していない場合の記載不備に対する

求める法律上の利益もなくなったとみるのが当然

判断

であるため、この部分に対する訴は不適法である。

判決要旨：

ハ．訂正後、唯一に残った特許請求範囲第１項の

イ．特許法第136条第9項に基づいて「審決」も

記載のうち、パッキング（70）の位置に関して

訂正後の明細書または図面によって審決されたこ

特許請求範囲と発明の詳細な説明及び図面とは明

ととみなしており、訂正後の特許請求範囲によっ

らかに異なって記載されており、特許請求範囲の

て審決されたこととみなすべきであり、同条第2

記載のようにパッキングが加圧板（64）の上段

項によって特許請求範囲の訂正は特許請求範囲を

とケース（58）の上段の内側の間に弾性部材（6

実質的に拡張するか、変更できないものであり、

6）と並んで位置する場合には、発明の詳細な説

訂正後の特許発明が権利の同一性をそのまま保持

明のようにパッキング（70）がケース（58）の

しながらその特許権の内容である権利範囲のみを

上部の外側と調節部材（62）の頭（上部）の下

減縮しなければならないため、実体法上、権利範

段の間に位置する時とは違って、オイル（O）の

囲に何の変動を持ち込めないとみなすところ、登

外部漏出を防止する作動原理を分かる術がなく、

録無効審判請求事件に対する審決取消訴訟におい

特許請求範囲第１項の発明は詳細な説明によって

て審決取消訴訟の審理範囲に制限を行わなく、審

裏付けられていない、或いは発明が明確で、簡潔

判手続きにて主張しなかった新たな無効理由につ

に記載されていないとし、特許法第42条第4項第

いても主張・立証でき、これについて審理・判断

1号または第2号の規定のいわゆる記載不備に該

できるところ、無効審判請求人は特許請求範囲を

当する。

実質的に拡張するか、変更した場合または特許出
願時に特許を受けることのできない場合など、訂

参照条文：特許法第136条、第137条、特許法第

正要件に反する訂正審決が確定された場合にも訂

42条第4項第1号、第2号

正無効審判の請求ができ（特許法第137条、第13
6条第2項ないし第4項）、特許法院にて訂正の特

参照判例：大法院1996.6.14.宣告95HU1159, 大

許発明を基にその無効可否を判断したとしても無

法院2001.10.12.宣告99HU598判決、大法院200

効審判請求人に特段に不利だとは考えられないと

2.6.25.宣告2000HU1290判決、 大法院2006.5.

ころ、大法院に登録無効審判事件が係留中に訂正

11.宣告2004HU1120判決
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「特許を受ける権利の共有者のうち一人に

判決要旨：

よって審判請求された後、審判請求期間の

イ．拒絶決定に対して特許を受ける権利の共有者

経過後に違う供有者の持分放棄があったと

のうち１人が単独で不服審判請求をしただけであ

しても審判請求不適法の瑕疵はそのまま」

って、他の共有者が審判請求期間内に不服審判請
求をしない場合、これは特許法第139条第3項に

<2007.7.11.宣告2007HEO852判決>
基礎事実：

反するもので不適法であり、その審判請求の適法

原告は、その出願人としての権利の一部をVK株

性の欠缼は補正できない時期に該当するので、特

式会社へ譲渡し、これを特許庁長に申告した後、

許法第142条によって却下されるべきである。

再びVK株式会社がその共有者としての地位をエ
ムテックビジョン(Mtekvision)株式会社に譲渡し、

ロ．特許法第38条第4項によると、特許出願後、

これを特許庁長に申告することによって原告とエ

特許を受けられる権利の承継は相続その他一般承

ムテックビジョンとがこの事件出願発明の特許を

継の場合を除いては名義変更の申告をしないとそ

受ける権利の共有者となった。以後、特許庁はこ

の効力が発生しないため、相続その他一般承継に

の事件出願発明が進歩性に欠けるという理由で拒

該当しない共有者１人の共有持分放棄の効力は、

絶決定をし、原告が単独で特許審判院に前記拒絶

これを特許庁長に申告した時に至ってこそ発生す

決定に対する不服審判を請求しており、共有者で

る。そして、拒絶決定に対し不服審判請求をしな

あるエムテックビジョンは、前記拒絶決定に対す

かった共有者が自分の共有持分を放棄することに

る不服審判請求をせず、その不服審判請求期間が

よってその共有持分が審判請求人である共有者に

過ぎた。

帰属され、彼が出願発明に関する単独権利者とな

これに対し、原告は（1）拒絶決定不服審判請求

ったとしても放棄の効力は将来に向けて発生する

期間内であり、かつ審判請求日以前にエムテック

ので、拒絶決定に対する不服審判請求期間の経過

ビジョンがこの事件出願発明の特許を受ける権利

以後に共有持分放棄の効力が発生した以上、審判

の共有持分を放棄することによって、この事件審

請求人はあの時から単独権利者となっただけで、

判請求日以前に既に原告がこの事件出願発明に関

審判請求当時へ遡及して単独権利者となるもので

する単独権利者となったので、原告のこの事件審

はなく、また審判請求人は他の共有者の共有者と

判請求が適法であり、（2）前記放棄効力が発生

しての地位を承継したものであるため、その承継

していなく、この事件審判請求が不適法であると

した共有者の地位からは拒絶決定に対する不服審

しても、この事件審判の審理の終結前にエムテッ

判請求期間内に審判請求しなかった瑕疵をそのま

クビジョンが持分放棄による名義変更申告をする

ま有しているとみなし、審判請求の不適法という

ことによって同日付、原告が単独権利者となった

瑕疵は治癒されたと考えられない。

ので、この事件審判請求が不適法であるとする瑕

参照条文：特許法第38条第4項、第139条第3項、

疵は治癒されたと主張しました。
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判示事項：

カメラ装着自動車関連特許出願急増

特許を受ける権利の共有者のうち１人が単独で拒
絶決定に対する不服審判請求をした場合には、他
の共有者が審判請求期間内に不服審判請求をせず
審判請求期間が経過した後に持分を放棄した場合、

日々増している自動車の安全性に対する要求を反
映するかのように、カメラを用いた自動車の安全

その審判請求が不適法であるという瑕疵が治癒で

性補完技術に関する特許出願が増加している。関

きるのかの可否（消極）

5

連特許出願は、毎年増加し続けており、特に200

PLC 関連特許出願急増

5年以後大幅に増加する傾向をみせている。
カメラを盛り込んだ自動車の安全性補完技術は、
運行中の自動車の車線をモニタリングし、自動

2007年下半期、現在インタネットの速度より倍

車が車線からずれると警告メッセージを送る車線

の早さの超高速電力線通信（PLC: Power Line

保持技術、前・後方のカメラで接近してくる車の

Communication）常用化サービスが進められて

速度を計算し、衝突を事前に防ぐ前・後方衝突予

いるなか、PLC関連特許出願が2000年以後、爆

防技術、画像処理技術を盛り込んで運転手のまぶ

発的に増加したことが明らかになった。

たの動きを察知し、まぶたが重くなり、閉じれる

PLC技術は、電気を供給することを目的として架

速度で運転手の居眠り可否を判断する運転手居眠

設された電力線に高周波信号を重畳して送る通信

り可否判断技術に大きく３つで分けることができ

技術である。代表的なインタネット回線のDSL

る。

（Digital Subscriber Line）やCable通信と比べ

現在まで出願された特許出願は、総293件であり、

たとき、PLCは従来の電力線をそのまま利用する

車線保持技術関連特許出願は114件（39％）、

ために構築コストが低く、拡張が容易であるため、

前・後方衝突予防技術関連特許出願は114件（3

光加入者網（FTTH: Fiber To The Home）と

9％）、運転手の居眠り可否判断技術関連特許出

共にもっとも競争力のある加入者網技術として評

願が65件（22％）である。この分野の代表的出

価されている。

願人としては、現代自動車（101件、35％）、サ

電力線通信関連出願は1995年から1999年までは

ム スン電子（28件、10％）、現代オートネッ

毎年5件内外で留まったものの、ホームネットワ

ト（15件、5％）、LG電子（12件、4％）の順で

ーク市場が世界的イシューとして浮上し始めた2

あり、個人出願も48件で16％を占めている。

000年以後は急激に増加し、2006年末から年平
均54件が出願されるに至った。

技術別特許出願動向

1995年から2006年までの韓国人による出願は35
0件で、外国人による54件の出願に比べ遥かに多
いことが明らかになり、前記のような結果は、L
G、サムスンなどの韓国業者による技術先占のた

0

50

車線保持技術
件数

100

めの集中的投資及び研究開発並びに積極的技術権

150

利化への努力の証であろう。

前・後方衝突 運転手の居眠
予防技術
り可否判断技

114

114

米国、ヨーロッパなどではPLC用周波数帯域の許

65

容を含む関連制度の整備がなされ、かつ情報技術
（IT）企業の投資拡大など常用化への動きが活
発になり、韓国では高速PLCと関連した電波法が

出願人別件数

24%

改正されたことがある。
6%

PLC技術が最近200Mbps級以上の光帯域まで拡

49%

大され、ホームセキュリティー、超高速インタネ
7%

14%

現代自動車
現代オートネット
その他（個人）

ット、デジタルAVシステムなど、大容量のアプ
リケーションを表せる次世代ネットワークインプ

サムスン電子
LG電子

ラとして使える魅力的な技術として、関連出願は
増加し続ける見通しである

6

件の特許出願が出された。

半導体チップの静電気防止回路関連技術

特に、電気泳動現像を利用したティスプレイを中

開発活発

心とした技術開発が活発である。出願人別にみる
と、フィリップス（オランダ）が100件でもっと

半導体チップにおいて、静電気による熱によって

も多く特許出願し、その次にLG電子77件、サム

配線が溶けるなどの完全破壊が発生するか、使用

スン電子42件、LGフィリップスLCD32件、セイ

中であるシステムに誤作動を起こすケースがたび

コエップソン（日本）が17件の順である。

たび起こり、静電気防止回路開発が重要な課題と

電気泳動を利用した電子ペーパーの場合、自ら発

して浮上している。その一例は2004年から2006

光しないので視覚的な疲れが極めて低く、活字本

年までに半導体チップを静電気から保護する静電

を読む時同様の気楽さを感じることができる。極

気防止回路関連技術の特許出願が年平均88％と

めて少ない電力で紙同様の悠然たる薄いパネルの

大きく増加したことである。詳しくみると、半導

製作ができるという期待感が高く、次世代平板表

体チップの静電気防止回路に関する特許出願は1

示装置として注目を浴びている。

998年に114件を最高値で、その後減少しつつけ

本来の電気泳動（electrophoresis）現像は、電

たが、2004年64件、2005年70件、2006年53件

場の中で下電された粒子（イオン）が陽極または

と、最近の3年間は年平均62件を記録し今までの

陰極の方へ移動する古典的な物理現像を示す。主

出願件数を遥かに上回る傾向を見せており、また

にアミノ酸、ヌクレオチド 、蛋白質などのよう

韓国人による出願も最近の3年間で年平均51件が

な化学物質を分離するか分析する技術で活用され

出され、出願増加を導いている。出願人別にみる

たが、最近では電気泳動現像が電子ペーパー

と 、最近の3年間、ハイニックス（Hynix）半導

（e-paper）の実現可能性を開け、ディスプレイ

体70件、サムスン電子25件、マグナチップ（Ma

応用に関する特許出願の急増に繋がったと思われる。

gnachip）21件及びDongbuエレトロニクス18件

現在はプレート（Plate）型、冊子型、巻き取り

の順で、ハイニックス半導体が圧倒的な量の出願

型、紙型など、直接紙に代える試製品を生産する

をしており、また国策研究機関である韓国電子通

段階に至っている。 電子ペーパ（e-paper）は、

信研究院も6件出願し、静電気防止回路関連技術

まだ町や商店の簡単な表示パネルに応用される程

開発が活発であることがわかる。

度に過ぎないが、ゆくゆくは平板ディスプレイは

半導体チップは高集積化され、半導体チップ内部

もちろんのこと、電子新聞（e-newspaper）、

回路を構成する金属配線の線幅と絶縁体の厚みが

電子雑誌（e-magazine）、電子本（e-book）

数十ナノメーターで薄くなり、静電気に対する耐

などのあらゆる分野に渡って大きな技術的波及効

性が減少することによって、静電気防止回路が小

果を齎すと思われる。

型化されるべく課題を解決する方向へとこれから

電子ペーパと新概念の出版文化に向けたチャレン

の技術開発や特許出願が活発になる見通しである。

ジは、ディスプレイ技術全般にかけた重大な変化
が既に起こりつつあることを示す。よって、原泉
特許と応用技術確保のための企業の手っ取り早い

電子ペーパー、果たして我々の生活に

対応が要求される。

舞込んでくれるのだろうか

電子ペーパー関連特許出願が爆発的に増えている。
特許庁によると、2001年6件であったものが、最
近の6年間、毎年倍近くに増えて2006年には156
電子ペーパの実用例

7

（２）申込によって、または直権で補正可能な

半導体集積回路の配置設計に関する法律

指定期間を延長できる規定を整う

施行令改正案立法予告

二．設定登録申込に関する書類などに対する閲
2007年4月に公布された改正半導体集積回路の配

覧・写しの要件の具体化（案第36条）

置設計に関する法律の改正事項である電子申し込

（１）従来設定登録申込と関連されたペーパー

み制度と関連した手続きを反映するために施行令

書類に関する閲覧・写しの規定を電子申込制度導

の改正案が立法予告され、主な内容をみると、下

入に伴って整備

記の通りであり、意見のある団体または個人は2

（２）配置設計権者でない者が配置設計登録証

007年8月3日までに意見書を特許庁長に提出する

を偽って使えることができないようにし、電子フ

ことができる。

ァイルで提出される配置設計ファイルに対する保
安措置の一環として配置設計権者のみが閲覧・写

イ．設定登録申込の電子化のための規定整備（案

しできるよう措置

第11条）
（１）従来の配置設計権の設定登録申込時、紙

ホ．配置設計ファイルの秘密保持管理規定の導入

に印刷された図面や写真を提出するよう規定され

（案第39条）

た事項を電子文書にて電子申込ができるように整備

（１）従来の設定登録申込時には、紙に印刷さ

（２）従来の設定登録申込書の記載内容のうち、

れた図面や写真を持って添付資料として提出した

書旨的事項は設定登録申込書で、技術的事項は配

が、配置設計ファイルを電子ファイルで提出する

置設計説明書で分離して運用

ようになり防火壁などの保安措置が必要

（３）創作に関連した技術的内容を配置設計説

（２）配置設計ファイルを保管するためのサー

明書に記載するようにして従来の創作者であるこ

バ及びバックアップ用光ディスク活用

とを証明する資料の提出規定は削除
（４）非公開される配置設計ファイルの導入で

ヘ.法人関連記載事項整備（案第4条、第7条、第

従来の図面の一部を隠す秘密保護規定は削除

11条、第17条、第24条）
（１）従来法人に関する記載項目で法人登録番

ロ．電子申込に伴う設定登録申込の却下理由の具

号を根拠規定なしに慣行的に記載するようにした

体化（案第12条第1項）

が、根拠規定を整え法人登録番号を記載するよう

（１）電子申込制度の導入によって設定登録申

にする必要有

込書と配置設計説明書の記載を明確にし、これら
の間の内容が相互合致するように規定

ト．「分かりやすい法令作りのための整備基準」
に基づいた整備（案施行令規定全般）

ハ．設定登録申込書などの書類に対する補正制度

（１）法律標記のハングル化、難しい漢字語と

導入（案第12条第2項乃至第4項）

用語の純化及び体系整備を通じた施行令規定全般

（１）電子申込制度の導入と申込人の要請に応

において簡潔・明確化を図る。

じて補正制度運用
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