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◉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
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「PATENT ATTORNEY」は
「弁理士」のことです。

ロゴもブランド名もない
シンプルなデザインで
位置商標を登録

「カップヌードル」
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○知っておきたい！この技術
トレンドてっく
（大気中のCO₂回収)
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とっても、予想以上の高い数字だったそうだ。アン

ルディングス株

ケート調査の結果は有効なものと認められたが、さ

式会社は、
「カッ

らに消費者がキャタピラに注目している証拠を求め

プヌードル」の

られ、ツイッターやブログを検索するほか、同社お

容器の上下に入

客様相談室に寄せられたキャタピラについての声を

れた帯型の図

ピックアップした。そうした中には、「キャタピラ

形（通称 : キャ

を模したデザインの製品がある」という、顧客から

タ ピ ラ ）で 20 18 年 4 月 に 位 置 商 標 の 登 録 を 得 た。

の指摘もあったという。

キャタピラを含む容器のデザインは、世界初のカッ

出願以前から、雑誌などでカップヌードルの特集が

プ麺として発売する際に、日清食品創業者の安藤百

組まれると、記事の上下にはキャタピラがデザイン

福氏がデパートで見かけた洋皿をモチーフとして、

されることが多かったそうだ。またカップヌードル

19 7 0 年に大阪で開催された

ミュージアム（横浜市、大阪府

万国博覧会のシンボルマーク

池田市）の「マイカップヌード

をデザインした大高猛氏が手

ルファクトリー」では、訪問者

がけたものだ。

がキャタピラが印刷された容器

位置商標制度が新設される

に自分で文字や絵を描き入れ、

に当たり、同社ではカップヌー

好みのスープや具材を組み合わ

ドルを象徴するキャタピラを

せてオリジナルカップヌードル

登録したいと考えたという。

をつくることができる。こうし

過去に競合他社の製品や、海外

た記事や実績も、キャタピラの

の模倣品の容器にキャタピラ

認知度を示す証拠となった。

を模したデザインがみられた

位置商標の出願に際しては、

こともあった。キャタピラが

他の主力商品についても登録を

あればカップヌードルらしく

模索したが、いずれも多小とは

見えるということだ。しかし

いえデザイン変更があり、断念

「デザインがシンプルなので、

したという。カップヌードル

単なる模様とみなされる懸念

の場合、発売当初から爆発的な

はありました」と同社法務部商標グループ係長の芦田

ヒット商品となり、デザイン変更がなかったことが功

望美さんは振り返る。出願したキャタピラには、ロゴ

を奏したともいえるだろう。

やブランド名は含まれない。予想通り拒絶理由通知

カップヌードルは現在 8 0 以上の国・地域で販売

を受けたので、
1971年の発売当初からデザインをほと

されている 。「キャタピラだけで権利主張できるの

んど変更していないこと、累積販売数量、市場シェア、

は大きいです 。世界各国で商標を取っていく足が

CM等のメディア露出実績などを挙げて反論した。

かりともなる 。当社のブランド戦略の観点からも

その後、「キャタピラだけでカップヌードルと一

大きな成果でした」と、同社法務部課長の金子悦司

般消費者から識別されていることを証明せよ」との

郎さんは語る 。カップヌードルが認知されている

ことで、キャタピラのみの容器の図を見て商品名あ

国・地域では模倣品がよく出るが、その大半は食品

るいはメーカー名を答えるアンケート調査を実施し

以外のものだそうだ 。カップや T シャツなど、さま

た。その結果は、自由回答方式（選択肢を提示する

ざまな形でキャタピラが使われているとか。同社は

のではなく、回答者が自ら書き込む方式）で 83 % 以

「不適正な使用例への対応をさらに強化していく」

上が識別できるというものであった。これは同社に

としている。
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統菓子です。サツマイモを小麦粉や
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本いきなり団子」は、熊本で

大気中のCO2 回収

生地が絶妙なハーモニーを奏でま

気候変動への対処が国際的に喫緊の課

す。また、サツマイモと一緒に小豆

題とされる中、大気中のCO 2 を回収する商

やカスタードなどの餡を包んでいる

用プラントが2017年5月にスイスで稼働し

ものもあります。

た。フィルター表面に化学的にCO 2 を堆積

「いきなり」とは熊本の方言で ｢直ぐに｣ や ｢不意に｣ という意味があり、サ

し、分離する仕組みだ。回収されたCO 2 は

ツマイモを生地で包んだだけで、
「突然のお客様にも直ぐに出せる団子」と言

野菜を栽培する温室に販売し、成長を促進

う説や、サツマイモを生のまま入れて蒸してできることから、
「生き成り」と名

する効果が認められている。このCO 2 回収

付けられたなど諸説あります。

装置を炭酸飲料メーカーの工場に設置する

このように「熊本いきなり団子」は、もともと家庭で作られてきた素朴なお

計画もある。また装置を導入したアイスラン

やつで、商品の製法や味付けにはそれぞれの店舗の持ち味が生かされ、粒あ

ドの地熱発電所では、CO 2 を水に溶かして

んを使ったもの、紫イモをペーストにして使ったものなど、個性的な味を楽し

地下の玄武岩層に注入し、2年程で石化して

むことができます。

貯留している。

近年は、メディアで取り上げられる

アメリカ、カナダの研究チームは、大気中

機会も増え、全国的な知名度も少しず

から回収したCO 2 を水素と合成して液体燃

つ向上しています。そこで、熊本県内

料にする技術を開発した。プラントの最適

の製造・販売者が一致団結し、また、

化によりCO 2 の処理費用を1トン当たり1万

熊本ならではのおいしさを分かりやす

円程度にできると試算し、燃料として市場競

く伝えるために、商品名を「熊本いき

争力を得られるとしている。CO 2 回収がビ

なり団子」に統一しました。この商品

ジネスとなり得る技術革新が進んでいるこ

名「熊本いきなり団子」は、安心・安全

とで、排出制限に主眼があった気候変動対

な商品を提供する店舗の目印としても

策が変わろうとしている。

利用されています。
地震からの復興の様子を見守りなが
ら、また、復興を応援しながら、さまざ
まな「熊本いきなり団子」の食べ歩き
を楽しんでみてはいかがでしょうか。
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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話

国 鉄 ５８１・５８３系 電車

公告公報 第 1図

◀

近年ブルートレインが姿を消し、現役の寝台特急は電車
型の「サンライズ出雲・瀬戸」のみになってしまい、鉄道ファ
ンにとってはさびしいかぎりです。しかし、19 6 0 年代から
1970 年代にかけ、寝台特急が地方と大都市との間で人々
の往来に果たした役割はきわめて大きいものがありました。
中でも19 67年に登場した5 8 1・5 8 3系電車は座席と寝台
とにレイアウト変更できる車両で、国鉄はこの特性を活かし、例えば同じ車両を
寝台特急「月光」
（新大阪－博多）と昼間特急「みどり」
（大分－新大阪）で交互
使用する等、全国で車両の運用効率を向上させました。この座席のレイアウト
変更構造は同車両の製造会社の一つである近畿車輌株式会社が特許出願し、
公告公報が出ています（特公昭41－4 070 号公報）。
（弁理士 中川裕幸）

◀

5 8 3 系電車の外観

知的財産権なんでも

Q & A

競合他社の特許を調査していたところ、弊社が間もなく販売する予定の製品で用いて
いる技術と同様な発明について出願されていることが分かりました。ただ、弊社の技
術は、特許出願はしていませんが、この他社の特許出願よりも前に論文や展示会など
で発表されて公知となっています。そのため、この特許出願に係る発明は新規性又は進歩性
がなく特許されるべきものではないと考えています。このような出願が特許になることを防
ぎたいのですが、何かよい方法はないでしょうか？

Q

A

その特許出願が特許されるべきものではないことを示す情報を特許庁に
提供することができます。

具体的には、その特許出願の特許請求の範囲に記載された発明が、出願前に既に公知になってお
り、新規性や進歩性を有していないことを説明した「刊行物等提出書」という書類を作成し、公知で
あることを示す論文や展示会のパンフレットなどの刊行物等を添付して特許庁に提出します。そう
すると、特許庁審査官がその特許出願の審査をする際に、提供した情報を考慮してもらうことがで
きます。このような情報提供は、特許出願がされた後はいつでもできますが、審査請求が既にされ
ている場合には、審査で審査官に考慮してもらうためにできるだけ早く提出することが望ましいと
いえます。また、その特許出願の出願人に自身の会社名や氏名が知られたくない場合には、匿名で
情報提供をすることも可能です。情報提供は、新規性や進歩性の欠如の拒絶理由の他、補正時の
新規事項の追加や、明細書の記載要件違反、特許請求の範囲の記載要件違反などの拒絶理由につ
いても行うことができます。なお、情報提供をする際の特許庁への手数料は無料となっています。
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。

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。

JPAA Information

特許庁からのお知らせ

ベンチャー
企業対応！
面接活用早期審査・
スーパー早期審査

1
審査請求

ベンチャー企業の早期権利化を支援するため
に、
以下の運用を平成30年7月9日より開始し
ました。
いずれも、
無料です。
①面接活用早期審査では、一次審査結果通知前に
行う面接を通じて戦略的な特許権の取得につなげ
ます。また、早期審査のスピードで対応します。
②スーパー早 期 審 査では、
何よりも早く特許
権を取得したいというニーズに応えます。

ベンチャー企業対応 面接活用早期審査
面接

ベンチャー

一次審査

特許性に関するアドバイス、
特許庁のベンチャー関連施策や
知財活用の実例等の紹介等

最終処分

2
審査請求
一次審査
最終処分

発明の技術やその意義、
事業戦略上の位置づけ等

早期審査の申請

審査官

ベンチャー企業対応 スーパー早期審査
スーパー早期審査の申請
《早期審査》

ベンチャー企業による
実施関連出願が対象。

平成29年度の
一次審査まで約2.3ヶ月
実績（平均）
最終処分まで約5.3ヶ月

《スーパー早期審査》
一次審査まで約0.8ヶ月
最終処分まで約2.5ヶ月

申請の条件や手続きについてはこちらをご覧ください。
[ URL]https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/patent-venture-shien.html

（右のQRコードからアクセスできます。）

https://www.jpaa.or.jp

日本弁理士会では、知的財産権に馴
染みのない方にも弁理士の仕事内容
を知っていただくために、漫画「閃き
の番人」を制作しております。日本弁
理士会のホームページ上で各話を随時
公開していますので、ご覧ください。
本漫画は、弁理士・西屋ジョージと新
人弁理士・桐生眞理がクライアントから
の依頼を解決していく知的エンタテイメ
ント漫画です。専門用語に注釈があり
ますので、知的財産についての知識がな
い方でも楽しみながら弁理士及び弁理
士の業務内容を知ることができます。
作画は、
「課長 島耕作シリーズ」等
の制作に携わっている( 有 )ヒロカネプロダクションが担当しています。
本漫画が公開されているWEBページへは、以下のURLか QRコード
でアクセスできます。
漫画「閃きの番人 」 URL
http://www.jpaa.or.jp/comic/
問い合わせ先 広報室 佐藤
電話：0 3（3 519）23 61（直） e-mail：kouhou@jpaa.or.jp
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