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Q

近年、中国の特許出願が急激に増えていますが、簡単に調査する
方法はありませんか？

A

インターネット独立行政法人工業所有権情報・研修館のJ-PlatPat（特
許情報プラットホーム）にアクセス※して、日本語により無料で簡単に
調べることができます。
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あっ 、
…
『ヒット商品は
こうして
生まれた！』
ですね。

阪間和之 ( 作 ) 飯岡菜子 ( 画 )
パテント・
アトーニーに
掲載されている
連載の冊子です。
平成 年 月に
改訂版が
出たんですよ。

知的財産権なんでも

の

ヒッ
こう ト商
生ま して 品は
れた
！

毎号、
読んでいますよ。

みんなも
よく知っている
ヒット商品の
話が載っていて
面白いですよね。
勉強になります。

パテント・アトーニー
羨ましい

ウチの商品も
こんな風に
ヒットしないもん
ですかね～。

き っと
ココに載るように
なりますよ。

…

これまでは、中国の特許文献情報収集では、中国特許庁が公開するWEBサイトでの、中国語に
よる検索が主流でした。しかし、特許庁の提供するサービスで、中国の特許文献を機械翻訳して、
日本語での全文検索が可能になりました。
その操作方法としては、まず、J-PlatPatのホームページトップより「特許・実用新案」のプルダ
ウンメニューを開き、
「10.中韓文献テキスト検索」を選択します。検索画面が表示されたら、発行
国で「中国」を選択します。フリー検索条件の検索キーワードは、日本語で入力して検索すること
が可能です。そして、検索結果一覧を表示して、その内容を知ることができます。
このように、J-PlatPatを使って、中国の特許文献の確認が容易にできるようになります。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
※平成29年2月現在の情報です。

「はっぴょん」は弁理士制度 10 0周年に当たる19 9 9 年に誕生しました。？マークが帽子をかぶっているようで
面白いでしょう。
「はっぴょん」の名前の由来は『アイディアが「はっ」と湧いたら
「ぴょん」と弁理士に相談してね』
です。はっぴょんは、私たちの生活に関わる知的財産についてわかりやすく教えてくれます。

特許庁からのお知らせ

AI のディープラーニングによる学習済み
ニューラルネットワークの学習済みモデル

宿泊施設の
評判に関する
テキストデータ

宿泊施設の
評判

「いいね！」の
出現回数等

★10 個 等

前回、平成28年9月に掲載した12事例は、主にIoT関連技
術におけるデータの利活用に関するものでした。今回は、AI
の学習済みモデル、データ管理におけるデータ構造、3 Dプリン
ティング用データ等を含めたIoT関連技術等について、データの
取得, 管理, 分析・学習等に関する10程度の事例（発明該当
性・進歩性）を追加します。
※詳細は、第11回審査基準専門委員会WG（平成29年2月28日開催）の資料
（下記URL先）をご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/shinsakijyun_menu.htm

http://www.jpaa.or.jp

「サイクルン」
品は
ト商
ヒッ
して
！
こう
れた 産権
生まトを支えた知的財
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士会

日本弁理

「弁理士info」
「ヒット商品はこうして生まれた！」
（冊子）

平成29年3月末に、AIの学習済みモデル等の審査事例を審
査ハンドブックに追加して、IoT関連技術等に関する事例の
充実を図ります。

ヒット商品を支えた知的財産権
人と環境に優しいゲート式駐輪場システム

JPAA Information

AIの学習済みモデル等の
審査事例の追加

例

よ～く、読んで
イメージトレーニングを
してみます！

。
…

日本弁理士会マスコットキャラクター“はっぴょん”

いろいろな
使い方が
あるんですね

このコーナーでは知的財産権に関する皆さまの質問にお答えします。質問事項を記載して、下記の住所にハガキ、
FAX.03 -3519 -2706又は、メール panf@jpaa.or.jpで日本弁理士会 広報・支援室「Q&A係」までお送りください。

◉ヒット商品はこうして生まれた！

のご案内

●シリーズJAPAN特産品
（しろいの梨）
● 知っておきたい！この技術トレンドてっく
（BMI技術)
● 知財ＴＯＹＢＯＸ
● 知的財産権なんでもＱ＆Ａ
● 漫画「なすびくんのお仕事」
● 特許庁からのお知らせ
● JPAA Information

「弁理士info」は、知的財産権制度や、弁
理士の業務と依頼に関する概要、日本弁
理士会の活動などをイラスト
や図を使ってわかりやすく解
説したパンフレットです。
「ヒット商品はこうして生まれ
た！」は、本誌の「ヒット商品
を支えた知的財産権」を1冊に
まとめた冊子です。
ヒット商品と知的財産の関わり合いについて紹介しており、
各コンテンツに多くのドラマが詰まっています。
知的財産に関心のある方は、ぜひご覧いただき、ご活用ください。
一般の方には原則として無料で差し上げております(送料は当
会で負担します)。ご希望の方は、下記ご連絡先までお問い合
わせください。①ご希望のパンフレット名 ②部数 ③ご送付
先 ④お電話番号を明記の上、下記までお申し込みください。
【連絡先】広報・支援室
Fax

03- 3519 -2706

Mail

panf@jpaa.or.jp

PATENT ATTORNEY［パテント・アトーニー］
●平成29年3月15日発行 第85号 ●無断転載禁止 ●編集/日本弁理士会広報センター ●発行/日本弁理士会
●〒100 -0013 東京都千代田区霞が関3 -4 -2 ●電話 03 -3581 -1211（代） ●FAX 03 -3581 -9188
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白
シ リ ー ズ J A P A N

特産品
Cyclune

［特許］ 第 3 6 9 0 52 0 号

［商標登録］ 第 4 672 2 2 0 号

う火山灰土壌で、水はけがよ

く、梨栽培に適しています。そのため
「幸水」
「豊水」
「あきづき」
「新高」
などの梨づくりが盛んになり、日本屈

しろいの梨
地域団体商標 登録第5663492号
権利者 西印旛農業協同組合

人と環境に優しい
ゲート式
駐輪場システム

井の台地は関東ローム層とい

指の生産量を誇っています。

シリーズ

知っておきたい！この技術
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トレ ンド てっく

BMI 技術

白井での梨づくりは、明治38年

事故や病気などによって運動機能を失っ

に鎌ケ谷から移住した浅海久太郎

た人が、自らの意思で義手や車椅子、あるい

東海技研株式会

転して入り口を塞ぎ、後続車は通行できないように

氏が梨の正木20本余を白井木戸に

はコンピュータなどを動かすことができるよ

社のゲート式駐輪

なっている。1台ずつしか通過できないから、満車管

植えたことに始まります。明治40

うになってきた。これを支えているのが、ブ

場システム「サイ

理も容易だ。45度まで回転したゲートは、回転軸の

年頃には笠川元吉氏も栽培を始め、

レイン・マシン・インターフェース（BMI）技術

クルン」は、人力

下に内蔵されたカムに蓄えられた力によって、元の

両家合わせて4反歩の梨畑になりま

だ。脳波を計測して分析し、身体のどこを、

駆動のシンプルな

位置に戻る。この動きで1台当たり約2 .5秒でゲー

した。そのころの白井木戸には山林

どのように動かしたいかを読み取って機器を

トを通過でき、入場の処理能力は電動式ゲートをは

が多く、また今日のように便利な機

動かすことができれば、障害のある人たちの

るかに上回る。構造がシンプルだから設備の導入・

械もなかったので、梨畑に変えるに

生活の質は格段に向上する。

構造ながら1台ず
つしか通行できないゲートと、優れた料金課金シス
テムから成る。先行するゲート式駐輪場の仕組みよ
り入場処理能力を高め、駐輪場の省エネと安全性向
上、導入および保全コストの低減を実現した点で高
く評価されている。
主に駐車場システムを

メンテナンスのコストも抑えられる。

近年、急速に実用化が進んでいる背景に

02年3月、ゲートの試作品を展示会に出展したこ

は、脳波計の小型化と、その分析結果を数値

とから、川崎駅東口自転車等駐車場への設置が決ま

り除く摘果作業を行います。摘果によって、残された実は大きく形の良いもの

化するアルゴリズムの開発がある。かつては

り、同年8月に稼働開始し

になるのです。その後も、畑にネットをかけたり、消毒や除草などを行います。

大掛かりな装置だった脳波計だが、誰でも頭

た。土本さんは「自転車

そして8・9月が収穫期。パートさんの手も借りて梨を大切にもぎ取ります。

にかぶるだけで脳波が計測できるウェアラブ

の多様さに驚かされた」と

た同社が、自社ブランドを

いう。車輪の大きさはさ

確立する新たな事業を模

まざまで、いずれにも対応

索していた2001年の秋、

できるようにゲートの高

本社を置く川崎市が駐輪

さを調整した。予想外だっ

場の自動化を計画してい

たのは、閉まっているゲー

るという情報をキャッチ

トをバイクで突破する不

したことが開発のきっか

届き者がいたことだ。強

けだった。担当した新商

度を高めたところゲート

品開発室室長の土本義紘

の動きが重くなり、一部の

さんは身近な駐輪場を見

利用者から苦情が寄せら

て回り、既存の仕組みの課

れた。
「自動回転を制御す

題を抽出した。

るカムの形状を、十回以上

出勤・登校する利用者が

の試行錯誤を経て改善し

集中する時間帯には、一度

ました。なかなか大変で

ないだけでなく、収容台数を超える入場により混乱

は大変な苦労があったようです。

梨づくりは1年がかりの仕事です。4・5月には、花粉交配や、余分な実を取

OEMで開発・製造してい

に複数台の自転車が通って料金がきちんと徴収でき

▲しろいの梨

した」と土本さんは振り返る。
この川崎駅東口の駐輪場がサイクルンのショウ

が生じることもあった。つまり満車管理ができない。

ウィンドウともなり、03年から受注が急増、04年

また電動式ゲートがほとんどで、センサーの不具合

にはゲート式駐輪場で先発メーカーを抜いてトップ

から利用者の通過中にゲートが閉まることによる事

シェアを獲得し、特許によってその優位性を維持し

故のリスクもあった。

て現在に至っている。1号機では自転車とバイクの

土本さんは、ほどなく人力駆動のゲートのアイデ

区別は利用者の自己申告だったが、現在はタイヤの

アをまとめ、01年11月には自ら明細書を書いて特許

縦方向の径で区別する自動検出による課金システム

を出願した。このゲートは利用者が押し開けると、

をとっている。進化し続ける同社の技術力が、サイ

これと垂直方向に設置されたゲートが同じ角度で回

クルンの強みでもあるだろう。

集めた梨はサイズ別に分けて各地へ出荷。収穫後もせん定などの世話をして翌
年に備えます。甘い梨を豊富につくるためには品種改良の努力も欠かせません。

ル端末が開発されたことで用途が広がった。
心拍数や筋肉の動きなどの生体信号を

また、梨の収穫は天候によっても左右されます。春や夏だというのに雹が

データ化して活用するウェァラブル端末が普

降り、実は落ち、木は傷つき大きな被害を受けることもあります。過去には昭

及しているのと同様に、BMI技術においても

和58年、そして平成12年に大きな降雹被害がありました。けっして忘れるこ

気軽に楽しめる製品が生まれている。ヘア

とができない災害です。こうした苦労を乗

バンドのような脳波計で感情の動きを読み

り越えて梨づくりがまた始まるのです。
「去

取り、バンドについた猫の耳に模したものが

年食べた白井の梨がとても甘かったので今

動く「玩具」が発売され

年も送ってほしい」と注文を受けた時などは

ている。 この製 品も、

「梨づくりを続けていて良かった」と梨栽培

介護や看護の現場での

農家の皆さんは実感するといいます。

▲「なし坊」

このコーナーに掲載御希望の方は、
「特産品」の
プロフィール・連絡先を右記までお送りください。

知 財

T O Y

B O X

第

03-3519-2706
Mail panf@jpaa.or.jp
Fax
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話

登録商標「自動車のフロントグリル商標」
ロールスロイス、BMW、Jeepなど、長年、独特の外観的特
徴を保ったまま生産され続ける自動車があります。これらの
自動車は、多くの人が自動車正面を見ただけでメーカー名や
車を思い出すことでしょう。つまりユニークなフロントグリ
ルは商標としても機能するわけです。以下の商標公報に示す
ように、いずれのフロントグリルも図形として商標登録され
ており
（第1067401号、第1806020号、第5040751号）、
他社デザインを寄せ付けない権利状態を確立しています。
（弁理士 中川裕幸）

コミュニケーションツー
ルに応用できると期待
されている。

