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「PATENT ATTORNEY」は
「弁理士」のことです。

弁理士ジョージの相談室 Q A&

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。

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。

特許庁からのお知らせ  JPAA Information JPAA Information

早速ですけど、今日相談したいと思っていたのは、最近自作した食器置きなんです。これをSNS
にアップしたら、「面白い形！どうやって作っているの？」という問い合わせがたくさん来て。も
しかしたら、これって特許をとれるのかしらと思ったんです。

先月です。

そうなんですね。良かったわ。

いろいろな権利があるんですね。今回の場合はどれがいいのかしら？

そうなんですね。今回の場合は大丈夫なんですか？

面白い形の食器置きですね。SNSにアップしたのはいつ頃ですか？

特許は、基本的には既に世の中に知られているものに対しては与えられません。しかし、一定の要
件を満たせば、特許を与えてもらえることがあります。

特許、意匠は、それぞれにメリット・デメリットがあるので、一概にこれがベストとは言いにくいですが、
どちらか一方ではなく、特許と意匠の両方を出願することもできます。

ただ、加藤さんの SNSを見て、ほかの人がそれを参考に似たようなものを作ってしまう可能性が
あるので、早めに出願手続きをした方が良いです。また、SNSへのアップとは別に、加藤さんの
発案した食器置きは特徴的な形状をしていますので、意匠の出願を検討するのも良いと思います。
意匠は形状が特徴的であれば、権利化される可能性があります。

はい。SNSにアップしてからまだ 1 か月しか経っていませんし、ご自身での公開行為ですので、SNS
にアップした日から 1 年以内に、所定の手続きを踏んで出願をすれば、特許される可能性はあります。
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 大正時代から続く紙の総合商社
カミ商事株式会社は、大正時代の創業以来、新し
い「紙のありかた」を追求しながら、原料の調達か
ら研究・開発、製造、加工、販売、物流までを手掛
ける紙の総合商社です。紙は、貴重な資源から生ま
れてくるものなので、近年では、環境保全のため、「環
境との共生」をテーマに「紙造りのプロ」として資
源の有効活用と合理的な生産システムの追及を続け
ています。

 ブランド名は商標登録して
 万全を期して使用開始
当社の主力商品ブランド名は、1978年に販売を
開始したティッシュペーパーの「エルモア」です。
ただ、最初からこの名前が決まっていたわけでは
ありませんでした。発売前、ネーミングについて社
内募集を行ったところ、約40もの候補が挙がりま
した。万全を期すため、商標登録を行ってから使用
したいと考え、候補のネーミングを全て商標出願し
ましたがいずれも登録できませんでした。その後、
パリ在住の経営者の知人より応募してもらった案の

中に「エルモア」があり、エルモアの発音印象、ア
クセントなどの良さと、商標登録できたことが決め
手となり、ようやくブランド名が決まったのです。
「エルモア」は、彼女を意味する「エル（ｅｌｌｅ）」
と私を意味する「モア（ｍｏｉ）」というフランス
語を組み合わせた造語です。

 他の製品へも看板ブランドを展開！
ティッシュペーパーにおける「エルモア」の認知
度が高まったことで、そのブランド力を紙おむつに
も活用しています。
元々、紙おむつは「いちばん」というネーミング
で販売していましたが、「いちばん」では商標登録
できなかったということと、更なる販売拡大のため
に、「エルモア」の認知度の高さを利用することを
考え、「エルモアいちばん」に名称を変更しました。
名称変更の際には、社内の一部から「なぜ紙おむつ
のブランド名にティッシュペーパーのブランド名を
使うのか」という疑問の声もありました。しかし、
名称変更により、広く知られた“あの”「エルモア」
のメーカーの紙おむつであるとすぐ分かるようにな

商標制度活用事例
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●看板ブランドの認知度を活用したブランド戦略と採用活動
●支援制度やマドプロ出願の活用で海外でも効率よく権利化

カミ商事 株式会社

採用活動にも看板ブランドが活躍

企業情報（2018年12月現在）

教えてくれた方

登録商標

本社所在地 ： 愛媛県
設　立　年 ： 1962年
資　本　金 ： 4,800万円

• 開発企画部 課長　鬼頭 泰史 氏
• 開発企画部　守時 亜衣 氏
• 紙製品部 係長　近藤 康広 氏

第1493631号、第5915021号など

＞＞＞ 中小企業

商標のことが、この1冊に！！

価格競争から
脱却！

売上UP！
採用活動にも
効果有り！

商品・会社の
 知名度UP！

中小企業にこそ知ってほしい
〝商標のちから”を活用している

事例から学ぶ
商標活用ガイド
- ビジネスやるなら、商標だ！-

中小企業、実はこんなに！

弁理士認知度向上プロジェクト

日本弁理士会は、「弁理士認知度向上プロジェクト」として、ミュージックビデオ
「BENRI-C」を制作しました。ミュージックビデオ「BENRI-C」は、日本弁理士会ホー
ムページの特設サイトまたはYoutube 上で公開していますので、ご覧ください。

URL/「BENRI-C」特設サイト
https://www.jpaa.or.jp/benri-c_special/
URL/「BENRI-C」 Youtube 動画
https://www.youtube.com/watch?v=mH68zyakG9s&feature=youtu.be

作詞・作曲）古坂大魔王   歌）古坂大魔王with 大原優乃

ミュージックビデオ　　　　　　　を制作しましたBENRI-C
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トレンド てっく

　 平安伸銅工業

株式会社が2016

年に発売した「ラ

ブリコ」は、ホーム

センターなどで販

売されている2×

4材など、規格木材の両端にはめ込んだパーツで床と天

井の間に突っ張り、柱や棚、間仕切りを自在に設けるこ

とができる優れものだ。同社は1975年に「突っ張り棒」

を世に出して以来、防災用の家具を固定する「突っ張り

棒」など、機能性の向上を図ってトップシェアを誇って

きた。退去時に原状回復が求められる賃貸物件でも天

井や壁を傷つけずに、思うままに室内のレイアウトがで

き、家具にもなるラブリコは、

ライフスタイル提案型に進化

した突っ張り棒とみることが

できる。

　開発のきっかけは、2015

年に三代目社長に就任した竹

内香予子さんが、自らの新居

の家具選びで、これと思う家

具のサイズが間取りに合わな

い経験をしたことだったとい

う。それぞれの人の暮らしに

合う家具を作れたら、という思いから、ジャッキタイプ

の「突っ張り棒」の技術を応用することを思いつく。家

具を作るという発想から木材を利用し、その両端を固定

する部分が製品化された。規格木材は安価なうえに入

手が容易なだけでなく、用途や場所に合わせて好きな長

さに店頭で切ってもらえるので、ユーザーの自由度が高

くなる。重視したのは、DIY（Do It Yourself）の経験や

技術のない人でも簡単に利用できる製品とすることだ。

　いざ製品化しようとした時、竹内さんのイメージが開

発部スタッフにうまく伝わらなかったことから、同社は

初めてプロダクトデザイナーを採用した。そこからは

スムーズに構想が形となった。これを機に、耐荷重を追

求するなど技術寄りだった同社の製品開発体制も、暮ら

しのデザインを提案する方向に変わってきた。ラブリ

コを発売した2016年には、デザイン性に加え、容易に

空間をコーディネートできる点が高く評価されて「グッ

ドデザイン賞」を受賞している。

　とはいえ、完成品ではないため、発売当初はホームセ

ンターに置いてもらうのもひと苦労だったと、同社開発

部広報の内藤紗希さんは振り返る。DIY関連の雑誌や

ウェブサイトなどに情報を流したり、サンプリングを行

い実際に使ってもらってその利用例を同社のSNSで紹

介するなど、メディアやSNSを活用した広報戦略に力

を入れた。「ユーザーのいろいろな要望や、思いがけない

活用法を知ることができ、そうした情報を活かした新し

いパーツも生まれています」という内藤さん、ラブリコ

で自宅に壁面収納をつくったそうだ。「思っていたより

早くできて、自分のテイストに

合わせられる自由度も実感し

ました。自分自身で体感する

ことで広報にも力が入ります」

と笑う。

　ラブリコはDIY熱の高まり

と共に、その画期的な機能でマ

スコミにも注目されて売上げを

伸ばし、今では同社を支える柱

の一つとなっている。現在では

ラブリコのブランド名で「暮ら

しづくりのパーツ」として、さまざまなアイテムを展開し

ている。ラブリコという親しみやすいブランド名は、ラ

ボラトリー（研究・開発）とブリコラージュ（日曜大工）

を合わせたもの。当初はヨーロッパで一般的なDIYのイ

メージから、ブリコラージュに近い名称が検討されたが、

愛されるかわいい印象のある音として「ラブ」を入れた。

ユーザーの中には「ラブちゃん」と呼ぶ人もいるとか。

　同社が蓄積してきた技術と、新たなアイデアによって

生まれたラブリコのブランドを守るために「知財は重

要」と内藤さんは言う。「技術者が頑張って考えたもの

だというだけでなく、品質の悪い類似品があると、お客

様に迷惑をかけることになります。今はあっという間

に類似品が出るので、社内で知財への意識を高めるよう

に力を入れています」とも語っていた。

人それぞれの
生活空間を実現する
DIYのアイテム

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

こ の度、わかさ東商工会は、美

浜町、若狭美浜観光協会との

連携において、福井県三方郡美浜町

で製造されるぬか漬け魚介類につい

て、「美浜のへしこ」として地域団体

商標の登録を行いました。

　当商工会の管轄地域である福井県

三方郡美浜町は、日本海の若狭湾に

面し日向などの一大漁場を有してお

り、古来鎌倉時代の頃から、鯖のぬ

か漬け「へしこ」を保存食として製造、

調理、保存、運搬している地域です。

　現在では、発酵・熟成の食文化とし

て、代々伝わる製法で毎年つくってい

る家庭も多く、郷土料理として地域に

根ざしている他、１２の企業が製造、

販売を行っており、日本における鯖のへしこの産業集積地となっています。

　「美浜のへしこ」は、塩とぬかだけでなく、みりんや醤油、酒粕、魚醤などを加え、

１年間じっくりと発酵させるなど、各家庭や製造元で秘伝の製法があり、うまみ

が強く味がまろやかといった特徴があります。

　当商工会の管轄地域である美浜町と若狭町は、こういった日本海の若狭湾特有

の食文化以外にも、三方五湖で捕れるうなぎや里山のジビエといった海、山、川、

湖の新鮮な食材と食文化がある地域となっています。

　当商工会としては、今回の登録を機会として、地元企業や住民が地域の良さや

食文化を再認識し、来る北陸新幹線の敦賀延伸やインバウンド（外国人観光客）

の拡大に向けて、地域がますます盛り上がっていくことを期待しています。

美浜のへしこ

シ リ ー ズ J A P A N  

特産品

商標登録番号：第6156333号

●地域団体商標とは
地域ブランドとして用いられることの多い「地域名」と

「商品（サービス）名」の名称等からなる文字商標（地域
団体商標）について、登録要件を緩和し商標登録を可能
とする制度。地域の特産品等について、他地域との差
別化を図り、地域のブランド化を促進することなどを目
的としています。2019年5月末時点で、658件が特許
庁に登録されています。

　体内で発生する微弱な電流をスイッチとし

て、開く、握るなど手の動作を可能にするの

が筋電義手である。脳からの指令が神経を

伝わって筋肉に達した時に、電気信号（筋電）

が筋肉の膜を伝わり、筋肉を収縮させて手を

動かす。この筋電を皮膚に付けたセンサーで

感知し、人工知能（AI）を含む最新の情報技

術を活用した筋電義手は、日常生活に必要な

手の機能を獲得できるとして注目されている。

手を動かす筋電は、先天的あるいは後天的に

手や腕のない人でも発生するという。現段階

では手の動きをすべて実現できるわけではな

いが、物をつかむ、はなす、ペットボトルのふ

たを開けるなどの動作ができ、ユーザーが自

分でできることの範囲は大きく広がる。

　筋電のパターンは個々に異なるので、ユー

ザーごとに読み取り、AIに学習させる。スマー

トフォンのアプリで手の動作パターンを設定

するものもある。課題だった軽量化、コスト

低減は3Dプリンターの活用でかなり進んだ。

さらに手を動かす小型モーターの軽量化、内

蔵するマイクロコンピュータや電池の小型化

と容量アップで、より

軽量で低コストの製品

を実現すれば、子供を

含む多くの人のQOL

（生活の質）向上に貢献

できるだろう。

筋電義手

　　　　 「　スターウォーズ」

　映画「スターウォーズ」（1977年）の脚本・監督を手

掛けたジョージ・ルーカスは、その後、自らの資金で

続編を製作し、全６編の一大スペースオペラを完成さ

せました。その資金を作るために役立ったのはマー

チャンダイジングライト、すなわち商品化権でした。

ルーカスは、その権利を守るため、積極的に米国特許法上のデザインパテ

ント（意匠）を活用しています。右に挙げたＸウイング（USD254080）

やAT-AT（USD266777）の他、タイファイター（USD254081）、スノー

スピーダー（USD267025）、Ａウイング（USD277200）などが玩具

として登録されています。 （弁理士 中川裕幸）

使用イメージ


