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「GLANZCOAT」
シンプルな工程で美しい
鏡面塗装ができる新塗装システム



　株式会社フェ

クトが開発した

新鏡面塗装シス

テム「グランツ

コート」はアン

ダーコート、ナ

ノ粒子化した銀液、トップコートの3層から成る。従

来の銀鏡塗装は10工程前後を要したのに対し、グラン

ツコートは3層を塗って低温で乾燥させるだけだ。し

かも特殊な道具を使う必要がない。一般的な塗料と

同様にスプレー塗装やインクジェットなどによる印

刷、あるいは筆や刷毛を用い

た塗布で、乱反射のない鏡の

ような塗装面が得られる。ア

ンダーコートを変えることで

プラスチックなど多様な素材

に塗装でき、トップコートに

よって耐熱性、耐摩耗性など

さまざまな機能を付与できる

のも特徴である。こうした特

性が評価され、2015年の中

国地域ニュービジネス大賞に

選ばれた。

　同社は、創業者の安田一美

さんが塗料メーカーを定年退

職後、同業他社の技術者と共に、新しい機能材料の研

究開発に特化して2005年に設立した。メッキ法や蒸

着法に替わる工業製品向け鏡面塗装のニーズが多いこ

とから開発に踏み切ったのが、会社設立から2年ほど

後のことだ。「当初は手探りの状態でした。銀は腐食

する性質があり、変色防止対策も開発のハードルでし

た」と同社代表取締役社長の安田海人さんは振り返る。

ナノ銀粒子による塗装は、エレクトロニクス分野で基

盤向けなどに実用化されていたが、グランツコートは

意匠性に特化したものだ。塗装面が最も美しくなるナ

ノ銀粒子の大きさを追及するなど、既存のものとは一

線を画す。

　開発着手から2年ほどで、3層による塗装システム

は完成したが、各メーカーが部品ごとに決める試験基

準に対応する必要がある。紫外線、シンナーなど薬剤

への耐性といった様々な項目があり、全て合格しなけ

れば塗装法として採用されない。この課題をクリアす

るのに約4年を要し、2012年に市場投入にこぎつけ

た。その間には、安価に大量生産する製造技術も開発。

特に銀液製造で苦労があったが、量産化によって銀液

の価格を従来の10分の1以下に抑えられた。また銀膜

を0.2μm以下に薄膜化して銀液使用量を抑制、コス

ト削減につなげている。

　自動車の内装部品、家電製品などを想定していた用

途は大きく拡大している。

1つは、木材やゴム素材等

での意匠性を重視した需要

だ。木目が活かされる美

しい鏡面塗装を紹介した日

本弁理士会提供のTV番組

「PATやってみた!」は、当

会ホームページでご覧いた

だける。さらに大きいのは

自動車のセンサ多用化に伴

う需要だ。グランツコート

は非導電性でも電波透過性

を付与できるため、スマー

トドアハンドルなどのタッ

チセンサに塗装できる。導入が進む衝突防止装置でも

エンブレムにセンサを搭載するケースが多く、ここで

もグランツコートの特性が注目される。

　この技術を応用して、同社はナノ金粒子コーティン

グ剤「GLANZCOAT Type : GOLD」も開発してい

る。これが2017年にロシアのエルミタージュ美術館

で収蔵宝飾品の修復に採用され、技術貢献を認められ

て同美術館の栄誉賞を受賞した。

　知財について安田さんは「自社の技術を守るために

重要ですが、塗料は中間原料です。競合他社に開発ヒ

ントを提供しないよう、弁理士の先生に相談して特許

戦略を立てています」と話してくれた。

シンプルな工程で
美しい鏡面塗装ができる

新塗装システム

ヒット商品は

こうして生まれ
た！

vol. 89ヒット商品を支えた 知的財産権 
GLANZCOAT （グランツコート）

［特　　許］  第5610359号 　
 第5950427号

［商標登録］ 第5822384号

繊維製品

レザー

ゴム

木材

▼当会のホームページで「PATやってみた！」の動画を視聴できます。（https://www.jpaa.or.jp/activity/pat2016/pat2016 -1/）



　　　　 　商標「戦艦大和」

財 Y X知 O OT B 第 話14

「戦艦大和」の名前は戦時中から人々の口の端に上っていたようですが、模
型等を通じて広く日本国民が知るようになったのは戦後です。1950年
代後半には、早くも東京の模型店が戦艦大和の木製模型を販売して人
気を博しました。「日本プラモデル50年史」（ 2009年 日本プラモデル
工業協同組合刊）には「一般によく知られている固有名詞の商標登録は
考えられないことであるが、なぜか戦艦大和の出願は受理されてしまっ

たようで（中略）木製艦船模型で戦艦大和の名前はJNMCにしき屋の専有物となったので
ある」と解説されています。商標公報を調べてみると、確かに玩具等の分野において登録商
標「戦艦大和」が存在しました（商標登録第484551号）。しかし、実際には「戦艦大和の模
型玩具を除く」と明記されており、この登録商標に限っては、戦艦大和の模型について商標権
は発生していません。特許庁の審査にぬかりはなかったように見えます。（弁理士 中川裕幸）

シ リ ー ズ J A P A N  

特産品

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。 panf@jpaa.or.jpMail

03-3519-2706 Fax

知っておきたい！この技術
シリーズ 
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トレンドてっく

▲金銀で華麗に彩られた復刻屏風（部分）

▲木版手刷りの代表的な文様「光琳蔦」

　 戸からかみ」の源は、平安時

代まで遡ります。唐紙とも書

き表されるように、中国北宋から伝

来した紋唐紙をお手本に国産化され

ました。今日、日本家屋の内装に用

いられるからかみは、やまとうたの詠

草料紙（和歌をしたためる用紙）を装

飾した技法の流れを汲んで、伝統建

築物の襖や壁面を飾ってきました。

　江戸に徳川幕府が開かれると、

御殿、大名屋敷、神社仏閣、町家の

襖紙としてからかみの需要が急増

するのに伴い、上方から多くの職人

が江戸に移住し、ここに江戸の地

元で製作されることを意味する「江

戸からかみ」が誕生しました。

　　　　 「江戸からかみ」の加飾技法の基本

は、和紙に版木の模様を写し取る木版手刷りです。のち、増大する需要に応える

ため、かさばらない伊勢型紙を用いる技法も利用されるようになり、さらに金銀

箔を和紙に平押ししたり、砂子にして蒔く、といった技法も加わって「江戸からか

み」の加飾技法が確立され、幕末期にはその呼称もまた人口に膾炙するところと

なりました。その後、関東大震災、東京大空襲により江戸時代からの版木の大半

が灰燼に帰すという存亡の危機に見舞われましたが、数百枚の型紙は一部の版木

とともに災害･戦火を乗り越え、戦後の「江戸からかみ」復興の礎となりました。

　「江戸からかみ」の文様は、大正末から昭

和戦前期にかけて版木、型紙が大判化され

ることで可能となった絵画的でのびやかな

構図に特徴があります。洋風化する住環境

の中にも江戸の美意識を活かす「江戸から

かみ」は、時代を超え、洋の東西を超えてそ

の魅力を発信し続けます。（協力．東京松

屋和紙インテリアショールーム・ショップ）

江戸からかみ
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特産品

　ToF（Time of Flight）センサは、光源か

ら出た光が対象物に当たって反射してくるま

での時間を計測し、距離画像を処理して三次

元情報を得るものだ。太陽光や影の影響を

受けやすい、暗闇下での使用が困難といった

課題をクリアした製品が次々に開発され、用

途が広がっている。1台で広範囲の三次元距

離情報を高速で取得できる点で、実用化が見

えてきた自動運転車の距離センサとして注目

される。また配送等で導入が進む自走式ロ

ボットの障害物認識サポート、ドローンの正

確な距離画像取得にも有効だ。

　このほか、電車と可動式ホーム柵の間に取

り残された人の検出、昇降機の混雑具合を

検知することによる安全性向上と運転効率

アップ、製造現場の自動化のサポートなど多

岐にわたる活用が見込まれている。すでに拡

張現実（AR）を採用したアプリに対応してス

マートフォン等での搭載も始まっており、ToF

センサは技術革新の一翼を担っている。

ToFセンサ

地域団体商標登録番号：第5100407号
権利者：江戸からかみ協同組合

stop

start
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「GLANZCOAT」
シンプルな工程で美しい
鏡面塗装ができる新塗装システム

知的財産権なんでも Q A&

http://www.jpaa.or.jp

PATENT ATTORNEY ［パテント・アトーニー］
●平成30年3月15日発行　第89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

　ライフサイクルの短い商品・役務を扱う事業者等にとって、商標の早期
権利化は非常に重要です。この点、特許庁では、平成29年から、以下の
出願を早期審査の対象として加えており、早期審査がより使いやすくなっ
ておりますので、ぜひ活用をご検討ください。

《新たに対象とした出願》
　出願人（ライセンシー）
が、出願商標を指定商
品・指定役務に既に使用
している又は使用の準備
を相当程度進めていて、
かつ、「類似商品・役務審
査基準」等に掲載されて
いる商品・役務のみを指
定している出願

　昨年度、日本弁理士会では、知的財産の有用性と弁理士の役割を多
くの方に周知することを目的とし、中国地方におけるテレビ番組「PAT
やってみた！」を放映いたしました。
　番組内容は、企業で開発された製品の知財にスポットを当て、その
可能性に挑戦するものです。

　また、経済産業省 中国経済産業局は「もうけの花道」という動画コ
ンテンツサイトを公開しています。知的財産の経営への活かし方を学
んでもらうために作られた動画です。

　両コンテンツは、知的財産について馴染みのない一般の方にも気軽
に学んでいただけるように作られていますので、ぜひ以下のURLから
アクセスし、ご覧ください。
  
【URL/PATやってみた！】  

www.jpaa.or.jp/activity/pat2016 /

【URL/もうけの花道】  
www.chugoku.meti.go.jp/ip/

動画の引用・転載は著作権の取り扱いに従い、原則自由になっています。
セミナーでの上映や企業への事例紹介としてご利用頂けます。
※本件に関するご意見、お問い合わせは日本弁理士会 広報室までお願いします。

《メリット》
○早期審査の対象として認められるかの予測がたてやすい。
○「指定商品・指定役務に係る拒絶理由」に該当する可能性が低いため、

権利化までの期間も非常に短くなることが期待される。

より使いやすくなった商標早期審査を
ご活用ください！

知的財産関連動画のご紹介
【ご自由にご覧ください】

イスなどの家具のデザインについて、どのような法律によって保護されるのか、
その違いも含めて教えて下さい。

①意匠権、②商標権（立体商標）、③不正競争防止法2条1項1号（周知表示混同惹起
行為）、④不正競争防止法2条1項3号（商品形態模倣行為）、⑤著作権、による保護な
どが考えられます。このうち、上記①、②の保護を受けるためには、特許庁に対して出

願し、審査を経て権利を取得する必要がありますが、上記③、④、⑤の場合はそのような手続
は必要とされません。
　本来このような量産品の保護として予定されているのは①意匠権であり、新規なデザインで
あれば問題なく最長20年保護されます。これに対し、②立体商標として保護されるのは、既
に相当数の販売実績があって、デザイン自体が出所識別機能を獲得しているような特別な場
合に限られますが、登録が認められれば10年ごとに何度でも更新ができるため、より長期的
な保護が可能です。③周知表示混同惹起行為では、販売実績が相当程度あり周知であること
などが要求され、保護される要件は厳しいですが、保護期間に制限はありません。これに対
し、④商品形態模倣行為では、保護されるためにそれほど厳しい要件は課されないものの、権
利範囲は狭く保護期間も3年と短いです。最後に、⑤著作権ですが、これまで椅子のような
量産品の著作権による保護はなかなか認められなかったのですが、最近の知財高裁判決で、
幼児用椅子を著作物と認めた事例があり、業界で大きな注目を集めております。なお、著作
権の場合には、原則として著作者の死後50年まで権利が認められます。
　以上を踏まえると、まずは短期的に確実性の高い保護を求めるために、上記①、④による保
護を検討するのが合理的であり、販売実績を経て有名になったことで、より長期的な保護が必
要な場合には、上記②、③、⑤による保護を検討するのが良いのではないかと思います。

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100周年に当たる1999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。

A

Q

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 広報室「Q&A係」までお送りください。

 JPAA Information特許庁商標課からのお知らせ

【詳細はこちら】  商標早期審査・早期審理の概要
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/shkouhou.htm
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