知的財産権なんでも

PATENT

Q & A

Q

事業の海外展開に伴い、外国の特許権及び商標権を成立させてお
きたいと考えていますが、費用が高額のために躊躇しております。
負担を軽減するための方法はないでしょうか？

A

中小企業知的財産活動支援事業費補助金（中小企業等外国出願支援事
業）を利用することができます。

地域実施機関の都道府県中小企業支援センター等と、全国実施機関の（独）日本貿易振興機構
（ジェトロ）の２ルートがあります。
補助率は１／２、案件ごとの上限額は、特許が１５０万円、実用新案・意匠・商標が６０万円です。
また、ＰＣＴ国際出願に係る手数料の軽減措置も設けられております。調査手数料・送付手数料、
予備審査手数料は産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置の対象となり、手数料が１／３
に軽減されます。
詳しくは、
https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm

パテント・アトーニー

◉ヒット商品はこうして生まれた！

ヒット商品を支えた知的財産権

をご覧下さい。

革新的な高性能スパークプラグ

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、
FA X. 0 3 - 3 519 -270 6又は、メール panf@jpaa.or.jpで日本弁理士会 広報室「Q& A係」までお送りください。

「プレミアムRXプラグ」

日本弁理士会マスコットキャラクター“はっぴょん”
「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

JPAA Information

商標審査基準の改訂 （2015､2016年度の2年間）
国内外のユーザーにとって分かりやすい商標審査基準とすべく、
全体にわたる見直しを実施しました。

２０１６年度改訂の概要

商標の不登録事由を中心に、裁判例等をもとに内容及び例示を
見直し、明確かつ分かりやすいものに改訂

ポイント

《商標法第４条第１項各号》
●公益的な機関等の標章について（１号から５号）
対象の標章例示、類否判断及び語句の解釈の追加・修正。
●公序良俗違反について（７号）
裁判例を参考に該当する場合の類型及び該当例を明確化。
●他人の氏名又は名称等について（８号）
「他人」の範囲、著名性の判断基準等を明確化｡
●商標の類否判断について（１１号）
外 観、称呼、観念の判断基準を明確化し、例示を追加。両
者に支配関係があり、引用商標権者が了承している場合、本
号に該当しない旨の改訂。
●他人の周知商標、商品（役務）の出所の混同、他人の周知商
標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標
周知・著名商標の基準の趣旨等を明確化。
《商標法制定の趣旨違背について》
同一人が同一の商標を、同一の商品（役務）を指定して出願し
た場合等に、
「商標法第３条の趣旨に反する」とした。
※【実施】20 17年 4月1日から「商標審査基準第13版」として施行
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2 /syouhyou_kijun.htm

http://www.jpaa.or.jp

日本弁理士会ホームページ
リニューアルのご案内
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日本弁理士会ホームページは４月
からリニューアルしました。
ご利用者様が得たい情報にわか
りやすくたどり着けるようにな
り、デザインも一新されています。
また、新コンテンツとして「弁理
士という職業」と「社長の知財」
などが加わりました。

「弁理士という職業」は、現職

▲ 弁理士という職業

の弁理士にインタビューし、ご利
用者様に生の声をお届けしてい
ます。
また、
「 社長の知財」は、主に中
小企業経営者に対し、事業にお
ける知的財産権の重要性をご紹
介しています。もちろん中小企
業経営者でない方も「読んでた
めになる」内容になっていますの
で、ぜひ1度ご覧ください。
URL http://www.jpaa.or.jp/
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▲ 社長の知財
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［特許］ 第 5118 6 9 5号、第3 6727 18号 ほか
［商標登録］ 第 5 42 24 0 6号 ほか

山
シ リ ー ズ J A P A N

特産品

口県における伊藤博文によ
るふぐ食公許以来120余年、

下関では〈とらふぐ〉の全国からの
集 荷やみがき処 理技 術の 研 鑽を

シリーズ

知っておきたい！この技術

トレ ンド てっく

AI（人工知能）

行ってきました。

下関ふく
商標登録番号：第51746 40号

もともと下関は〈とらふぐ〉の産
卵地が近海にあり、東シナ海、黄
海、日本海、瀬戸内海などで漁獲

28

AIという言葉は1956年に登場した。コン
ピュータの処理能力が加速度的に高まって、

スパークプラグ

に導き出した寸法で、白金チップを外側電極から突出

のトップメーカー、

させなければならない。同社に蓄積されていた技術と

優位性をもち、ふぐ食文化の中心地であったため、天然〈とらふぐ〉の一大集

日本特殊陶業株式

知見から、抵抗溶接の採用には「あまり迷いがなかっ

積地であり続けました。そして、多くの目利きと技能者がいる下関を通過す

会社の市販専用「プ

た」という同社プラグ事業部技術本部副課長の長澤聡

ることでブランドふぐとして扱われてきました。

レミ アム R Xプ ラ

史さんは、
「溶接条件、パターンを見いだすのには苦

下関ではふぐのことを幸福にあやかって〈ふく〉と呼びます。

グ」は2 0 1 1 年6月

労しました。試行錯誤を繰り返し、1年ほどを要しま

現在、全国唯一のふぐの専門市場で

すのが「機械学習」で、人間の脳の仕組みを

ある下関市南風泊市場で競りにかけら

模した「ニューラルネットワーク」技術が生ま

一方で耐久性向上のためには、中心電極の素材が見

れた〈とらふぐ〉は、すべて下関唐戸魚

れた。その機能を飛躍させる「ディープラー

直された。それまでの高付加価値プラグでは、中心電

市場仲卸協同組合所属の仲卸に競り

ニング」の実現によって、2010年以降、AIは

極にイリジウムあるいは白金を主体とした合金を採用

落とされ、鮮度の良い状態で、高度な

第4次産業革命とも称される技術革新をもた

火する、重要な部品である。その性能は、加速や燃費

していた。さらに高い耐久性を得るために開発した

除毒技術により〈みがきふぐ〉
（身欠ふ

らしている。その背景にはインターネットの

などに影響を及ぼし、劣化が進むとエンジンがかから

のが、イリジウム主体の合金にルテニウムを配合した

ぐ）として加工され、これが「下関ふく」

普及により、ビッグデータが容易に活用でき

革新的な高性能
スパークプラグ

に発売され、日刊自動車新聞主催の「用品大賞2012」
で、消費者市場において最も注目されたカー用品とし
てスポーティング部門賞に選ばれた。
スパークプラグはエンジンの燃焼室内で混合気に着

した」と振り返る。

されたふぐを集荷しやすい地理的

として出荷されます。

▲ みがきふぐ

新素材だ。ルテニウムはイリ

ラグは一般プラグに比べて燃

ジウムと同じ白金属元素のレ

費を2 .2 %向上させただけで

アメタルだが、イリジウムよ

なく、アイドリング 時の消費

り融点が高い。イリジウムは

燃料を1 .9 %低減させた。ま

高温にさらされると酸化が進

た低温時でのスムーズな始

むが、ルテニウムを配合する

動、耐消耗性の向上も実現し

ことで、高温により強い性能

ている。

を実現したのである。中心電

もって、仲卸だけでなく漁業者や養殖業者、関連産

開発の背景には、同社が業

極にルテニウムを配合したス

業の発展、ひいては需要者の利益となるような取

界を先導してきた市販専用の

パークプラグの量産化は、世

組を進め、日本国内だけでなく海外にも通用するブ

高付加価値プラグのマーケッ

界で初めての試みだった。

ランドとして、さらなる飛躍を目指しています。

2年に及ぶ開発期間は、ス

とがある。市場の活性化と

パークプラグとしてはかなり長

拡販に向け、
「世界最強、性

発火部

いそうだ。同社が市販専用の

能No.1プラグ」を目指した開発が始まったのは09年

高付加価値プラグの新製品を市場投入したのは 0 2

だった。特に重視されたのが、加速性と燃費向上につ

年以来のことだった。プレミアム R X プラグは同 社

ながる着火性能を高めることと、耐久性の向上だ。

の技術を結集した革新的なスパークプラグとして、満

着火性能の観点から、従来の外側電極の形状では大

を持して発売されたということだろう。

利を収めている。しかし20世紀のAIは大量
のデータを分析するアルゴリズムを入力する
必要があった。これに対し、多様なデータか
ら規則性、判断基準などをAIが自ら見いだ

るようになったことがある。

なくなる。プレミアム R Xプ

トが成熟期に入っていたこ

9 0年代にはチェスのチャンピオンにAIが勝

みがき処理技術は、ユネスコの世界無形文化遺産に記載された〈和食〉
〈日本

AIはすでに掃除ロボット、スマートフォン

人の伝統的な食文化〉の頂点のひとつとも言える

の音声応答アプリ、人型ロボット、ドローン

ふぐ食文化の基（もとい）
となる生産技術であり、

などに活用されている。さらに顔認証システ

同時に毒魚を扱うという安心・安全への確かな生

ム、チャットボット、自動運転車などを普及さ

産技術でもあります。その熟練の技を持っている

せる要の技術とみなされているが、課題もあ

ことが仲卸の方々の誇りです。長い歴史を有する
下関で連綿と培われた目利きとふぐ処理の技術を

▲セリ風景

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

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。
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る。電子機器などに組み込まれる場合は消
費電力の削減、発熱の抑制などが必要であ
る。またディープラー
ニングによるAIの 暴
走を防ぐためには、AI
が 取得する情 報の公
平性、透明性、倫理性
などを担保する必要が
あるとされる。

話

「消える魔球」

きな性能アップは見込めないと判断。まず外側電極

開発に携わった長澤さんは、その手応えを次のように

の断面を従来の長方形から楕円状にすることで、混合

語る。
「プレミアム R Xプラグに換えたユーザーから、

エポック社は、197 1年に「消える魔球」機能を謳った野球盤を発売し、一世

気の流れを円滑にした。さらに、この外側電極の先端

体感できるくらい加速性が上がったと聞かされて、正

を風靡しました。この機能は、投手側プレーヤーがホームベース直前の盤面

に幅0 .7 mmの白金チップを突出させることで、外側

直、ちょっと驚きました。体感できるというのは、すご

電極を短くすることに成功し、燃焼を妨げる消炎作用

いことです。嬉しかったですね」。

を大幅に低減した。
難しかったのは、小さな白金チップの溶接手法を確
立することだった。着火性を最大限に高められるよう

国内外に競合するメーカーが多数ある中で、同社は
高い技術力と、これを守る特許によってブランドの優
位性を確保している。

を傾斜させ、ボールを落とし込むことで、バッター側プレーヤーの空振りを狙
うというものです。この「消える魔球」という名称は、同時期に大ヒットした
野球アニメ「巨人の星」で、主人公の星飛雄馬が投げる大リーグボール２号の
別名でした。エポック社は、この野球盤構造を、発明の名称「野球ゲーム盤における投球変化装置」
で特許出願し、特許を受けています（特許第8 5 317 1号）。本件特許の明細書には、
「ボールとし
てはいわゆる消える魔球あるいはドロップボールとなり、ゲームを一層面白くすることができる」
（下線筆者）と記載されています。特許明細書に架空の球種が登場する珍しい例であると言えます。
（弁理士 中川裕幸）

