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知 的 財 産 権



【商標とは】
商品やサービスの名前やロゴデザインを法律的に独占できる標章のことを言います。

会社名や自社ブランディング構築の際に役立ちます。
商標は以下のふたつの機能があります。

商品名独占権 商品商標

サービス名独占権 役務商標

【商標法規定の商標の種類】

1.文字商標 2.図形商標 3.記号商標 4.立体商標

DoCoMo ドコモ スヌーピー 三菱 ひよこ

第4494077号 第1381602号 第1480537号 第4704439号

5.文字、図形、記号、立体的形状の 6.1～5に色彩が結合された商標

二つ以上が結合した商標

adidas                                                               JTB

第1893756号 第3051053号

商標権とは

Nintendo puma                                                  PEUGEOT
第4149506号 第4322373号 第2585533号

佐川急便 JAL
第4411060号 第3082273号



※ 小売店等役務商標改定について
2007年4月より、役務商標改定があり、卸業、小売店様にはメリットが増えました。
【改定内容】
小売・卸売の事業者が商品販売に際して行っている顧客に対する便益の提供（品揃え、陳列、接客サービ
ス等からなる総合サービス）を第35類の役務商標として登録可能とする。
オリジナル商品やOEMで商品製造し、卸・販売されている企業は商品を商標登録することで自社ブラン
ディングを構築できます。しかし、他メーカーから商品を卸しているだけ、販売しているだけの場合に商
標登録はあまり関連がありませんでした。 今回の小売店等役務商標改定では、オリジナル商品を扱ってい
なくても、たとえば、貴店のサービスに商標登録ができるということです。
貴店オリジナルの制服、包装袋、商品カード、値札、看板などを一括商標登録できるのです。
自社のオリジナリティをアップさせ、競合他店と差別化したい場合にメリットがあります。

【商標の機能】

【事業上の商標登録メリット】
貴社と同じまたは似ているネーミングやロゴを使っている競合他社を すべて排除できるので事業上の商標
の役割とは 「独占的に使える販売促進ツール」 と言えます。
あなたの会社やお店のオンリーワンブランディング力を 最大源に活かすことができます！

顧客への商品やサービスの認知アップ
よく折込広告など似通っているチラシを目にし、 いざ店頭で商品を見ると「どれだったかな」なんて経験
があります。
商標戦略をしておけば、自社ブランドネーミングと似ている名前を排除して 独自性あるブランド名やロゴ
を活かし、 広告宣伝しても他社と差別化でき、顧客への認知がアップします。

Rマークで顧客からの信頼度アップ。競合他社の模倣も防止
Rマークや商標登録番号をつけておくことで、 顧客による商品への信頼度が高まります。 また競合他社は
マネをしてはいけないという意識をもちます。

ネット検索で優位に立てる
チラシや友人からの気になった情報はまずネットで検索する時代です。
キーワード検索する際にはやはり商品名やブランドネーミングです。
同一や類似名の競合他社を排除しておけば、 検索時に間違って他社のサイトをクリックする可能性は低く、
御社のサイトがクリックされる可能性が高くなります。
そして

顧客の購買喚起から行動へ
情報を入手し、ネットなどで理解が深まれば、購買行動まであと一歩。
商標ブランディング戦略をしっかりすれば、店頭に行っても、貴社の商品が選ばれる可能性が高くなりま
す！

商標登録の機能 商標登録していると 商標登録していないと

会社名を独占・継続使用できる ブランディング戦略に役立つ 商号登録だけでは他社も同じ
ネーミングをつけることができ
るので、他社と差別化できない。
もし他社が貴社と同じ会社名を
商標登録してしまうと、貴社に
よる貴社名の使用が制限される
可能性がある。

（商品を取り扱う場合）商品名
を独占・継続使用できる。
（サービス業の場合）サービス
名を独占・継続使用できる。

・（同じ・類似ネーミングがな
いので）競合他社との差別化さ
れた販売促進活動ができる。
・貴社独自のブランディング戦
略や宣伝広告ができる
・顧客に認知がつきやすくなる
・品質保証も意味するので顧客
から信頼をもたれる

せっかくその商品やサービスが
順調に売上を伸ばしてきても、
他社が同じ・類似ネーミングの
商標登録を受けた場合、貴社は
そのネーミングを使えなくなる
場合がある。



資料 重要！会社名と商標



IPP国際特許事務所の商標活用サービス

弊所ではお客様のビジネスリスクを回避、ブランディング構築に役立つ商標権戦略をアドバイスさせて

いただいております。

以下のサービスが商標権出願費用に含まれております。

１．「商標対応表」の提供 →商標権は、商品･サービス区分により1区分毎に出願します。 ・商品･役務

区分表 弊所では、商標出願した区分が事業の拡大や変更により区分の追加変更などがすぐわかる「商標

対応表」をご用意いたしました。

2．事前の商標調査におけて、他者の類似登録商標が存在した場合、侵害行為を回避するための商標使用

方法を提供いたします。

3．登録商標は3年間継続使用をしなければ取り消されてしまう可能性があります。 →潜在的企業価値の

ある商標権が取り消されないためのノウハウをご提供いたします。

4．貴社商標権が不要になった場合の売却アドバイスをいたします。



【特許権とは】
特許権とは、技術上の発明をした者が、発明の公開の代償として、一定の期間一定の条件の下で、発明を
独占的に実施できる権利です。

特許を受けることができる発明とは

• 特許法上の発明＝自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のもの

• 産業上利用可能な発明

• 新規性のある発明

• 容易に考えだすことのできない発明

• 先に出願されていない発明

【特許の機能】

【事業上の特許登録メリット】
事業上の特許の役割は企業価値を上げる貴重な財産と言えます。

ライセンス事業ができる
特許権を譲渡して収益をあげたり、実施権の許諾によるロイヤルティー（実施料）を得ることができます。

事業融資を受けやすくなる
事業融資を受ける際の目安は「その会社の将来的な価値がどこにあるか」が指標となります。
特許取得により、将来の事業価値基準がアップし、融資を受けやすくなります。

他社模倣技術や商品を排除し、収益アップ
他社の模倣技術は排除できるので、価格競争になることを排除し、収益を上げ、競争力のある商品を提供
できます。

他社とのビジネスマッチングの際に優位に立てる
自社より大きな企業へ、その技術を売り込む、他社とのアライアンスを締結する際にも特許権を使って、
優位体制をキープすることができます。

特許登録の機能 特許登録していると 特許登録していないと

財産権 ・特許権を譲渡しての収益
・特許権の実施許諾によるロイ
ヤリティ収入
・特許権を担保にした資金の貸
入れ

財産権として保護されません。

独占排他権 ・差止請求権：侵害行為を止め
させることができます。
・損害賠償請求権：侵害行為に
より受けた損害の賠償を請求で
きます。
・不当利得返還請求権：侵害に
よって第三者が不当な利得を得
ているときは、その返還を請求
できます。
・信用回復措置請求権：侵害行
為によって特許権者の信用が傷
つけられたとき、その信用を回
復する為の措置を講ずることを
求めることができます。

独占排他権を主張できないだけ
でなく、他社に特許を権利化さ
れた場合には、事業化等が制限
される可能性があります。

特許権とは



【実用新案とは】
自然法則を利用した技術的思想の創作考案（アイディア）であって、物品の形状、構造又は
組合せの保護をさします。

特許権と違い、実体審査をしないで（無審査で）権利化、権利化まで短期間、費用が安いなどのメリット
もありますが、無審査であるため権利行使には特許庁による技術評価書提出が要件となったり、保護期間
が短いなどのデメリットありますので、権利化したい内容に応じて、特許出願と実用新案登録出願とを選
択する必要があります。

実用新案権を受けることができる考案（アイディア）とは

• 物品の形状等に関するもので、自然法則を利用した技術的思想の創作の考案

• 産業上の発達を目的とした技術の考案

• 新規性のある考案

• 当業者が容易に考えだすことのできない考案

• 先に出願されていない考案

【実用新案権と特許権】
権利化したい対象物により、どの権利化が適切かを検討すべきです。

実用新案権 特許権

権利化の
保護の対象

物品の形状・構造・組み合わ
せの考案（アイディア）
＊アイデイアと言っても量産
具体化できる考案
＊物の製造方法やプログラム、
一定の形状や構造などを有し
ない医薬、化学物質などは対
象にならない

新規性、進歩性、産業上利用
可能な技術思想

権利化と
保護の期間

出願から登録約4ヶ月
保護期間は出願から10年

出願から審査請求後30ヶ月
保護期間は出願から20年

権利化登録のための
審査方法

形式審査のみで、実際の審査
を行わない

審査あり

トラブル時の
効力とは

「実用新案技術評価書」を特
許庁に請求して評価書を取得
してから権利行使ができる。
＊無審査による登録が可能な
ため、実際に権利を行使する
には、審査が必要

権利行使ができる

権利化したい
対象内容の特長

・ライフサイクルの短い考案
・技術の高度さから見て、特
許取得が困難な案件
・早く安く保護したい考案

・技術的に高度な案件
・ライフサイクルの長い発明
・模倣などのトラブルの可能
性が高い発明
・強力な権利行使をしていき
たい発明

費用
特許事務所に
依頼しない場合

出願14,000円
登録(1～3年）約10,000円

出願16,000円
審査請求料約200,000円
登録(1～3年）約10,000円

実用新案とは



【意匠権とは】
意匠とは工業デザインに対し、20年間、一定の条件下で独占できる権利です。

物品の形状、物品の一部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合、視覚を通じて美感を起こさせるも
のをさします。
登録後最長３年の期間、秘密意匠という制度もあります。
形状等に特徴があるが、高度な技術の創作ほどではない場合、特許取得は困難です。
そのような場合に検討できるのが意匠保護であり、権利化が早い、費用が安い、侵害の発見・立証が容易で
あるというメリットがあります。

意匠を受けることのできるデザインとは

• 工業上量産できるデザイン

• 新規性のあるデザイン

• 容易に考えだすことのできないデザイン（創作性）

• 先に出願されていないデザイン

• 先に出願されたデザインの一部と同じ・類似していないデザイン

ドライバーA ドライバーB

• 公益上適したデザイン

以下のようなケースは意匠登録ができません。

• 公の秩序、善良な風俗を害するおそれのあるもの

元首の像、国旗、皇室や王室の紋章等を表したもの、人の道徳感を不当に刺激し、羞恥、嫌悪の念

を起こさせるもの等は登録できない。

• 他人の業務にかかる物品と混同を生ずるおそれがあるもの

他人の著名な商標、サービスマーク等を表したものも登録できない

• 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなるもの

例えば物品の技術的機能を確保するために必然的に定まる形状からなるもの、JIS規格、ISO規格等の標

準規格やデファクト・スタンダード等によって定まる形状からなるものも登録できない。

意匠権とは

Ａが先に全体の
デザインを意匠
として登録して
いる場合、Ｂは、
一部分のデザイ
ンが似ているの
で登録できない。



【意匠法規定の意匠の種類】

1.製品の形状のデザイン 2.製品の形状と模様とが結合したデザイン

スタンドライト 指輪 缶

3.物品の形状と色彩が結合したデザイン 4.地模様のデザイン

自転車 模様

その他の意匠の種類

部分意匠 組物の意匠

物品の一部分の独創的なデザインを保護 システムキッチンなどセット物デザインの保護

スプーン テーブル チェア

動的意匠
物品の形状が変化によって
機能を有するデザイン

変型ロボット玩具

関連意匠
意匠出願後にそのデザインのバリエーションを追加保護。
登録の前日まで出願できる。



※ 画面デザインの保護改定について
2007年4月より、｢画面デザインの保護｣が意匠法の中に追加されました。
・意匠法第2条2項
前項において、物品の形状、模様、若しくは色彩又はこれらの結合には、
物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る)の用に供される画像
であって、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。
たとえば、ゲーム機を開始するための操作のための画像や画面、携帯電話の操作用画面、電子レンジのオー
ブンや時間などの設定用画面などが保護されます。
対象とならないものは、物品の操作には関係ない画面・・・パソコンの壁紙やOSにより表示された画像やイ
ンターネットを通じてコンピュータに表示された画像電化製品など操作画面はどうしても似通ってしまいま
す。
この改定によって、意匠登録している企業もあるでしょうから、これからは、商品開発には意匠先行調査を
実施し、デザイン開発には注意が必要となります。
商品開発には意匠先行調査を実施し、デザイン開発には注意が必要となります。

【意匠法規定で保護できない意匠】

1.物品が特定されない抽象的なモチーフ 2.不動産

ロゴマーク、キャラクター、タイプフェース 建築物など

PEPSI                   キャラクター フォント 建築物

3.無体物 4.固体以外もの 5.肉眼で見えないもの 6.外部から見えないもの

花火など 液体、気体など 粒子など 機械の内部構造

花火 雨 雪の結晶 ＰＣ部品

7.工業上量産できないもの

自然物を意匠の主体に使用したもので量産できないもの 純粋美術にあてはまる著作物

フラワーアレンジメント、生け花、盆栽 著名絵画

フラワーアレンジメント 著名絵画



【事業上の意匠登録のメリット】

顧客は商品を選ぶ時、「自分のライフスタイルにマッチするかしら・・・」 と購買行動のきっかけには機能
に伴う美的外観が購買意欲を喚起します。
事業上の意匠の役割は
「外観でその商品価値を上げ、 顧客の購買意欲を喚起できる無形財産」
と言えます。
今貴社にある商品に独創的デザインを付加し、保護すれば、 それがオンリーワンの財産になります。

デザインでブランディング戦略
独創的で美しいデザインは、視覚により顧客の認知度がアップします。
見た目だけで、あの会社のデザインだと理解できることは、
同時にその会社のブランドイメージを上げていくことになります。

リピート客の拡大
ひとつのデザインコンセプトで商品のシリーズ展開をした場合、
「せっかくだからお揃いで揃えていきたい」という顧客のリピート購入がのぞめます。

ライセンスビジネスの可能性
世の中には独創的で美しいデザインが高い価値を生む商品がたくさんあります。
そのデザインを使って、他社商品にそのデザインだけを使わせたりする
ライセンスビジネスの可能性あります。



知的財産権の侵害について

【商標権侵害とは】

権限のない第三者が、登録商標と同一または類似の商標を、登録商標の指定商品または指定役務（サービ

ス）と同一または類似の商品・役務において使用すると、商標権侵害になります。

→同一の範囲だけでなく、類似の商標、類似の商品・役務にも権利範囲が及びます。

また、侵害品を仕入れて販売することも商標権侵害となります。 商標権の侵害成立について権限のない第

三者の行為が商標の「使用」に該当すると、商標権の侵害が成立します。

商標権の使用に下記のようなものが該当します。

【商標権侵害への対応策】

商標権の侵害が明らかな場合、商標権者は差止請求、損害賠償請求などの権利行使が可能です。

【特許権の侵害とは 】

権限のない第三者が、特許発明を業として実施すると、特許権の侵害となります。

特許権侵害となる特許発明の「実施」には、特許発明の技術を用いた製品を販売することだけでなく、

製造すること、輸入すること、使用することも含まれます。

【特許権の侵害成立】

特許権の侵害に該当するか検討するには、下記の３つの要件を確認する必要があります。

1) 有効な特許権が存在すること

2) 無権限の実施行為があること

3) その実施行為が特許権の権利範囲に入っていること

この3つの要件を満たす場合は、特許権の侵害に該当する可能性が高いといえます。

商標の「使用」の種類

1 商品又は商品の包装に商標を付する行為

2 商品又は商品の包装に商標を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、
輸入し、又はインターネット等の電気通信回線を通じて提供する行為

3 サービスの提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物（譲渡し、又は貸し渡す物を含む。
以下同じ。）に商標を付する行為

4 サービスの提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商標を付したものを用いてサービスを
提供する行為

5 サービスの提供の用に供する物（サービスの提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を
含む。以下同じ。）に商標を付したものをサービスの提供のために展示する行為

6 サービスの提供に当たりその提供を受ける者の当該サービスの提供に係る物に商標を付する行為

7 電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。
次号において同じ。）により行う映像面を介したサービスの提供に当たりその映像面に商標を表示して
サービスを提供する行為

8 商品若しくはサービスに関する広告、価格表若しくは取引書類に商標を付して展示し、若しくは頒布し、
又はこれらを内容とする情報に商標を付して電磁的方法により提供する行為

（*商標法2条3項) 

知的財産の侵害について



【特許権侵害への対応策】

特許権の侵害が明らかな場合、特許権者は差止請求、損害賠償請求などの権利行使が可能です。

【意匠権の侵害とは】

権限のない第三者がが、登録意匠と同一または類似の物を業として製造、販売、使用、輸入すると、意匠権の

侵害となります。(直接侵害)

→登録されている意匠と類似する範囲にも意匠権の効力が及びます。

また、侵害品を購入した場合に、その購入した侵害品を業として使用すること、販売することも意匠権侵害と

なります。(間接侵害) 

【意匠権の類否判断について】

下記1）＆2）のとおり両意匠を対比し、3）もしくは4）であった場合、類似していると判断されるのが一般

的です。

1）両意匠の全体的な構成態様と具体的な構成態様を確認する。

2）両意匠の要部（創作が特徴的な部分、その物品の使用時によく目に付く部分等）を認定する。

3）両意匠を対比：両意匠の要部の態様が共通している場合

4）要部に差異があってもそれが微差な場合、周知のありふれた態様である場合

【意匠権の侵害への対応策】

意匠権の侵害が明らかな場合、意匠権者は差止請求、損害賠償請求などの権利行使が可能です。



【他社の知的財産権を侵害した場合】

他社の商標権、特許権、意匠権、著作権を侵害すると、以下の権利行使を受ける可能性があります。

ビジネス上、大きなダメージを受ける可能性がありますので、ご注意ください。

■差止請求

侵害に関わる商品の製造・販売の停止、サービスの提供の停止を請求されます。

■輸入差止申立（侵害商品が輸入品である場合）*1

*1関税法において、商標権を侵害する物品の輸入は禁止されています。

税関において摘発された場合、「５年以下の懲役もしくは５００万円以下の罰金、またはこれらの併科」と

いった罰則が科される場合があります。

■損害賠償請求

権利者の損害額の賠償責任を負います。

■不当利得返還請求

損害賠償請求の要件を満たさない場合でも、不当利得として認められると、その返還を請求されます。

■信用回復措置請求

新聞等に謝罪広告を出すことを請求されます。

■刑事上の罰則

侵害者本人への罰則： 懲役10年以下，罰金1,000万円以下

法人への罰則： 罰金３億円以下

【商標権の侵害とは】

権限のない第三者が、登録商標と同一または類似の商標を、登録商標の指定商品または指定役務（サービ

ス）と同一または類似の商品・役務において使用すると、商標権侵害になります。

→同一の範囲だけでなく、類似の商標、指定商品と類似の商品・役務にも権利範囲が及びますのでご注意く

ださい。 商標権の侵害に当たる登録商標の使用には、以下の行為が該当します。

侵害品を購入した場合には、その購入した侵害品を販売することも商標権侵害となります。

【特許権の侵害とは】

権限のない第三者が、特許発明を実施すると、特許権の侵害となります。

特許権侵害となる特許発明の「実施」とは、特許発明の技術を用いた製品を販売するだけでなく、製造する

こと、輸入すること、使用することも特許発明の「実施」に当り、侵害行為となります。

侵害品を購入した場合には、その購入した侵害品を使用すること、販売することも特許権侵害となります。

【意匠権の侵害とは】

権限のない第三者がが、登録意匠と同一または類似の物を製造、販売、使用すると、意匠権の侵害となり

ます。

→登録されている意匠と類似する範囲にも意匠権の効力が及びます。

また、侵害品を購入した場合には、その購入した侵害品を使用すること、販売することも意匠権侵害となり

ます。



知財FAQ

特許編
Ｑ：電池製造業経営 携帯機器用超小型省エネ電池の開発に成功
「我が社の優秀な社員が発明した技術はその社員が辞めた場合、どうなるのでしょうか」

Ａ：貴社が、その技術の特許権を取得していれば、その社員が次に勤めた会社では、発明者といえども、貴
社の同意を得なければ実施ができません。
しかしながら、貴社が特許権を取得していない場合には、発明者による他社企業での発明実施を阻止するこ
とは非常に困難です。

Ｑ：LED関連商品開発会社経営 従来にない薄型LEDパネルを開発し、起業したばかり
「弊社の技術を大手企業に持ち込みたいがその技術ノウハウを利用されたりしないかどうか心配です。」

Ａ：これこそ特許戦略が必要になります。
大手企業に持ち込む前に、特許出願をすることが重要です。まだ特許になっていなくても、特許出願をして
いることは将来特許権を取得する可能性があるため、パワフルな営業ツールになり、大企業による模倣を防
止しながら、有利な契約を結べる可能性があります。

Ｑ：エステティックサロンへの商材卸業経営
美顔器を他社製造会社に依頼し、開発
「その技術は2社共同で特許を取得できました。商品名の＜ビューテロン＞は弊社がつけました。なにか他に
弊社として、知財戦略はありますか？」

Ａ：その特許を使ったライセンスビジネスを行うことが考えられます。技術だけを他社へライセンスするか、
またはその商品のネーミングを商標権で保護し、美顔器 デザインを意匠権で保護することでブランディング
戦略を行い、そのビジネスに関連した総合的な権利としてライセンスすることも考えられます。

Ｑ：ICカード開発メーカー経営 半導体集積回路（ICチップ）の技術で特許を取得
「うちの技術とあの会社の持っている技術とうまく組み合わせてビジネスしたいんだけど」

Ａ：特許を取得し、その技術を守っておくことで、マッチング相手が貴社と組むメリットを明確することが
できます。そのため、ビジネスマッチング上、スムースに 事業展開ができることがあります。また、特許は
将来の事業見込みができる無形財産でありますから、事業資金調達における重要な条件にもなります。

Ｑ：電動自転車開発メーカー経営 駆動部分で特許を取得
「今後この商品を中国に輸出したいと思っています」

Ａ：日本で取得した特許は、日本国内でしかた効力がありません。従いまして、輸出国の中国で、貴社製品
を保護するには、中国で特許出願を行う必要があります。 ここで、条約で規定された優先権の利益を受ける
ために、日本で特許出願をしてから１年以内に外国に出願することをお勧めします。また、日本の特許出願
は、 出願から1年半で公開されます。その公開後に外国で出願した場合、殆どの外国で権利化ができない可
能性が大きいの注意しください。

Ｑ：食品用容器フタ専門メーカー経営 ラー油のような油を含んだ調味料容器で1滴ずつ液体がでるフタの技
術を開発
「うちが初めて開発した技術ですが、特許戦略などまったくしないで、事業をしていました。競合他社はう
ちに似た技術で特許を取得したそうです。卸価格も他社の方が安価です。これからでもなにか知財戦略で打
つ手はありますか？」

Ａ：まず、競合他社の特許出願時に、貴社が開発した技術が文献等で開示されているなどの場合には、競合
他社の特許権を無効にできる可能性があります。また、他 社が取得した特許権の周辺技術のうち、有用なも
のを積極的に特許出願して権利化することも重要です。これにより、競合他社との間でクロスライセンスを
結べ る可能性が出てきます。



商標編
Ｑ：IT関連会社経営 独自のSEO対策を特色としたホームページ制作やITマーケティング会社を起業
「会社名を商号として登記しておりますから、自社の名前をマネされることはないですよね」

Ａ：同一市区町村内同じまたは類似商号はつけてはならないという制度が廃止になり、ますます商標が重要
になってきました。
もし貴社名が商標登録されておらず、 日本国内の他社がその会社名を商標登録した場合、貴社によるその名
前の使用が制限される可能性があります。

Ｑ：お菓子メーカー経営 三重県で名産みかんをフランスのお菓子マカロンにアレンジしたお菓子を開発
「三重県の特産物みかんを活かした商品名をつけてアピールしたいと思ってます」

Ａ：2006年より「地域団体商標」という制度ができました。
＜地域名＋商品・サービス名＞を登記できるメリットがあり、地方事業の活性化支援を目的としています。
出願人は法人であり、事業組合などに入っている必要があります。

Ｑ：エステティックサロン「ナチューラ」経営
直営店が全国5店舗 オリジナル化粧品を皮膚科の先生と共同開発し、製造メーカーに製造依頼し販売
「皮膚科の先生が特許を取得しました。私のサロンとして、なにか活かせる権利を取得する必要はあります
か？」

Ａ：エンドユーザーに一番近いのが小売店（サービス業）です。顧客には特許より、そのブランドの信頼性
の方が重要です。
ぜひ商標対策でブランディング戦略を検討してみてください。
またスタイリッシュな化粧品ボトルなども開発したのであれば、意匠も検討し、ブランド強化保護も考えて
みては？

Ｑ：女性服ショップ経営 オリジナル生地柄を使ったスペインのアパレルメーカー「Stylo」というブランド
とライセンス契約し服を販売
今後そこの生地だけ買い付け、オリジナルブランド小物を製造したいと考えている
「生地柄を使ってオリジナルの布小物を自社ブランドにすることはできますか？」

Ａ：まずは、Styloさんとの契約内容を確認してください。契約に、その生地から製品を作ることへの制約が
なければ、問題ないケースが多いです。その場合に、Styloさんがその地柄に関連するどのような意匠・商標
登録をしているかを調査することをお勧めします。

Ｑ：老舗洋食屋｢大正軒｣経営 大正時代から続く老舗洋食屋で、オムレツが美味しいお店として有名
「今、大正軒オリジナルの調理器具を開発中です。店名は商標登録していますので、真似されたりしないで
すか？」

Ａ：商標登録はネーミング＋用途別という45種類の用途別で登録されます。今、大正軒は「飲食の提供（43
類）」で登録されていますから、調理器具であれば 「手動工具（8類）」で登録をしなくてはなりません。
また、2007年4月より役務商標の改正によりオリジナルのサービス（料金表や包装袋、店員の制服な ど）に
関するすべてを一括して登録できるようになりましたので、お店のブランディングをトータルで検討できま
す。またその調理器具が独創性のある形状であ れば意匠、技術を伴って開発された商品であれば、実用新案
や特許も検討できます。



Ｑ：フリーの漫画家兼クリエイター 独自のキャラクターによる漫画をつくり、雑誌好評掲載中。今後この
キャラクターグッズを展開予定
「独自性ある架空動物のキャラクターを創作した場合、なにかしらの権利になりますか？」

Ａ：そのキャラクターの漫画が公表されてから6ヶ月以内であれば、そのキャラクター自体は、著作権で保護
ができます。そのキャラクターを人形やＴシャツのデザ インに使って製品にした場合は意匠権が発生します。
またそのキャラクターが商品やサービスを表現するのであれば商標権も考えれれますよ。

Ｑ：雑貨卸業社長 今、オリジナルデザインのキッチン雑貨シリーズを検討中。製造は外注OEMメーカーに依
頼しようとしている
「オリジナルデザインのキッチン雑貨シリーズを開発したのですが、事業にするために数年かかりそうです。
なんとか販売までは他社にマネされたくないのですが・・・」

Ａ：意匠の登録日から3年間はその内容を非公開にできる秘密意匠という保護があります。意匠は製品の美的
外観の創作なので販売開始まで秘密にしておきたいものです。事業戦略に一役買う権利ですね。

Ｑ：オリジナル化粧品卸業社長 OEMにて製造した化粧品シリーズが売上を伸ばしている
「うちのクリエイターが開発した化粧品ボトルを意匠出願しようとしたら、他社がそのボトルのフタの部分
だけそっくりの意匠登録をみつけました。ボトル本体はデザインが全然似ていないのですが・・・意匠登録
はあきらめた方がよいですか？」

Ａ：部分的に同じデザインであっても、貴社の化粧ボトルの全体デザインが他社の意匠登録の全体デザイン
と似ていないのであれば、貴社はボトル全体を意匠登録できる可能性もあります。あと、その化粧品シリー
ズの商標権対策も重要ですよ。

Ｑ：美容室経営 学生の頃、機械工学を学んだ経験を活かしヘア用グッズを開発
「独自のヘアスタイルがスタイリングできるヘアカット用はさみを開発しました。カットする刃の部分に特
長があります。これは特許ですか？意匠ですか？」

はさみが今までにない斬新なものであれば、特許になる可能性が十分にあります。また、はさみの特徴が形
状（デザイン）等に現れていれば実用新案登録および意匠登録の可能性もあります。また、はさみの一部の
形状に特徴がれば、部分意匠登録を検討するのもよいでしょう。

Ｑ：ジュエリーデザイナー
「ジュエリーのデザインをしていますが、従来より光を放つジュエリーリングができました。それは石をリ
ング部分に留める部分に特徴があり、見た目ではわかりません」

Ａ：意匠は、外部から見える美的外観を保護します。よって意匠にはなりません。しかし技術の発明なので
特許や実用新案の可能性があります。

Ｑ：自転車ショップ経営 自転車をメーカーからOEMにて卸して販売
その自転車に、動物柄のデザインを塗装して大ヒットしはじめたので、メディアで大々的に広告宣伝も検討
「他社にマネされない対策としてどのような権利がありますか」

Ａ：意匠は独創性斬新性が登録の条件となります。その動物柄デザインに独創性が欠ける場合は意匠登録の
可能性は低いでしょう。もし意匠登録が不可能な場合は、 宣伝をご検討されているようなので、ブランディ
ング戦略を検討してみてはいかがでしょうか？ネーミングによる商標対策が重要です。個性的でかっこいい
ロゴ やネームを自転車に刻印すれば、顧客はそれが正規商品であると認識しますし、模倣しずらくなります。

Ｑ：ゲーム開発クリエイター
「わたしのキャラクターを使ったインターネットゲームを開発しました。その画面のデザインは意匠になる
のですか？」

Ａ：2006年4月より意匠法が改正し、「画面デザインの保護」ができるようになりました。条件はその画面
がゲームを作動させる機能のために必要なデザインであることです。よって、ゲームが機能（使う）するた
めに画面上で動くキャラクターなどであれば意匠権の対象になります。

Ｑ：インテリアメーカー社長 オリジナルインテリアの開発に取り組んでいる
「オリジナルチェアーのデザインの意匠を出願しましたが、一部デザインが変更となってしまいました。変
更はできるのでしょうか？」

Ａ：すでに意匠出願したデザインの一部が変更されたのであれば、変更して出願できます。関連意匠といい
ます。本意匠登録の意匠公報の発効日前日までに出願が可能です。

意匠編



Ｑ：美容機器メーカー会社のＯＬ
「今までにないようなダイエット器具技術を思いつきました。その器具は独特な振動で腹筋運動ができるも
のです。とても新規性があると思いますが、それが実用新案なのか特許なのかよくわかりません」

Ａ：実用新案と特許の違いは、実務上は、無審査で登録するか、審査を経て登録するかの違いです。すでに
公開されている技術権利を調査し、特許性がありそうであれば特許を選択し、特許性が難しそうな場合は実
用新案を選択するのも一つの方法でしょう。

Ｑ：文具メーカー社員
「紙しか切れない安全な子供用のはさみを開発しました。刃の部分に特徴があります。会社で実用新案の出
願をしました。その後、もう少し調べてみると、そのアイディアは特許出願ができる可能性があるのでは考
えております。これからでも特許を検討できるのですか？」

Ａ：特許庁へその案件の内容を評価してもらう「実用新案技術評価書」の請求を行っていないなど、一定の
条件を満たせば、出願から３年以内であれば、特許出願に変更できます。

Ｑ：美容雑貨メーカー経営 あごの運動で顔のトレーニンググッズを開発
「実用新案登録してる弊社の「小顔になれるマッサージグッズ」と似た商品をみつけました。販売をやめて
ほしいのですが、どのようにすればよいですか？」

Ａ：実用新案の登録は「無審査」で登録されるため、トラブル時などその権利を行使したい場合は特許庁へ
「実用新案技術評価書」を提示し、判断してもらいます。その内容が新規性や進歩性があるかなどが判断基
準となります。

実用新案編



◆知的財産権とは
人間の知的活動によって生み出されたアイデアや創作物などには、財産的な価値を持つものがあります。
そうしたものを総称して「知的財産」と呼びます。知的財産の中には特許権や実用新案権など、法律で規
定された権利や法律上保護される利益に係る権利として保護されるものがあります。それらの権利は「知
的財産権」と呼ばれます。主な知的財産権には以下のものがあります。

美容業界の知財戦略



美容ビジネスコンサルタント 中野先生 × 松下先生のスペシャル対談
～美容ビジネスにおける知的財産戦略～

松下先生（以下、松下）
今回は、美容業界において、どのように知的財産権をビジネスに活用していけばよいかについての対談になります。
現状として、美容業界では知的財産戦略についての知識や権利を活用されている企業さんが多いと思われますか？

中野先生（以下、中野）
大手企業や老舗の企業は特許権など知的財産権について、神経を使っていますが、新規参入の中小企業はそこまで気が回ら
ない会社様が多いと感じます。

松下
確かに、係争などは、ナショナルブランドや大手企業が多いですね。中小企業において知財戦略が遅れている理由はどのよ
うなものでしょう？

中野
ゼロから処方開発研究や原材料開発研究ができる企業は一部で、ほとんどのメーカーは研究機関を持たないファブレス企業
のため、OEMメーカーに処方を外注することが多いです。
販売会社は違っても、生産会社が同じという場合も少なくないので、似通った処方の商品が市場に出回る傾向にあります。
また、容器も容器メーカーから同じ型のものを購入している場合が多いため似てしまいます。

松下
そうなると、美容業界の中小企業は、強みとなるオンリーワン商品を開発することがしずらいということですね。
似通った成分の商品と容器ばかりでは、お客様に選ばれることも困難ということになりますね。
しかし、自社ならではのロングセラー商品というものをつくらなくてはなかなかビジネスは拡大しずらいのではないでしょ
うか？



株式会社ビューティラボ代表 中野 啓子先生
多摩美術大学 美術学部 デザイン科 グラフィックデザイン専攻 広告デザイン専修
アートセンター カレッジ オブ デザイン (U.S.A.)
中堅化粧品会社２社に２０年、ベンチャー企業２社に２年勤務。
パッケージデザイン・商品企画・販促・マーケティング・広報・広告・ホームページ管理運営・
お客様相談室・営業企画を歴任。
美容業界に３４年間在籍。
２００７年 (株)ビューティラボを設立。１０年間で経営支援実績企業は約１２０社。

OEMメーカーがもってくるものをただ待っているのではなく、従来培った
ご経験からの「こういうものがあったらいいな」というシーズ発想により、
OEMメーカーに「こういうものはないか」と相談しながら開発していくよ
うなことができるとよいですよね。研究開発費の助成金制度もありますし、
特許権は共同でも出願できます。
出願できれば、「特許出願中」を切り札として、業務提携やライセンス契
約など積極的な営業を可能にします。
ビジネス上の知的財産権戦略とは、自社の強みをもったオリジナル商品が
あってこそ、活用できますので、ぜひ、挑戦していただきたいです。

中野
あと、美容業界における販売促進でネックになるのが、医薬品医療機器等法(薬
機法)や景品表示法です。文言で競合他社商品より優位性を主張したくても、決
まった文章で説明しないといけないしばりがあるので、差別化表現が難しいとこ
ろがあります。

松下
そうですね。薬事法による規制により、特許に関する表現は、内容が事実であっ
ても具体的内容を広告表現に使用するとはできないです。
例えば、広告表現内に「特許取得 特許商品」などと記載はできません。
ただ、意外と知られてませんが、一定条件を満たせば、商品自体に特許表示した
り、製法特許の番号等を記載できる場合がありますので、詳しくはご相談してい
ただきたいです。さて、本日はどうもありがとうございました。

中野
ぜひ、これからも美容業界の発展のためにサポートしていきたいですね。ありが
とうございました。



美容ビジネスにおける模倣対策と知的財産権

商品・サービスができるまで

自社の強みを活かして、市場に求められる商品やサービスをどのような販路で提供できるかを考える際に
ぜひ活用したいのは、他社の知的財産権の調査である。

企画
例えば美容機器や器具の構造、容器デザイン、化粧品やサプリメントの成分で登録されている特許権の情
報を調査してみると、そこには、今、そしてこれから市場をにぎわすかもしれない貴重な情報がたくさん
あるのだ。
商品名なども、商標権を調べれば、流行りのネーミングなども読み取ることができるので、参考にもなる
し、あえて事前に避けることもできる。パッケージデザインなどは意匠権の情報を調査し、たとえば、美
容業界だけではなく、食品や雑貨など異業種などの情報もチェックすることで、思わぬひらめきがあるか
もしれない。

簡易な調査であれば、特許庁が提供している“特許情報プラットフォーム
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage ”でみることができる。

このような知的財産権の調査は特許事務所に依頼できる。
商品・サービスの企画が決まり開発を始める前にも、知的財産権の調査が重要である。理由は、他社の知
的財産権の情報が技術やデザインの参考情報となったり、他社の権利を抵触しないように、事前に避けて
開発を進めることができるためである。とくに技術やデザインに関しては、それが他社の権利に抵触して
しまうかどうかの見極めが重要なため、専門家に調査を依頼した方がよい。実際に商品を製造してしまっ
てから、他社の権利を抵触していることが発覚、警告などを受けてしまうと、今までの開発と試作にか
かった労力と時間とお金が無駄になってしまうのは言うまでもない。

また、自社のオンリーワンの商品が開発できそうだ！ ということになった場合、商品化される前（公表す
る前）に出願をしないと登録できなくなってしまう（特許や意匠は出願時に新しいことが登録要件）。 特
許出願の内容は出願から1年半は公開されないため、他社に知られることはない。よって、「特許出願中」
というパワフルな宣伝トークとして上手に社外にＰＲすると共に、公開前で内容をブラックボックスにす
ることができ、他社は、貴社の出願内容を回避して似たような商品やサービスを出すための検討がしずら
くなる。

特許権は、新しく有益な発明をした発明者に対して、その発明を一定期間、独占的に使用できる権利を国
が与えることであり、ビジネス上、資金調達や業務提携、ライセンスビジネスを実施していく時にとても
重要視される権利なのである。

ネーミング
（商標）
商品やサービスを市場に出して、販促する際に重要になることが、五感訴求である。
その見た目や聞いた響き、触った感触や香りなど。
特に美容業界はその点を大切にするので、ネーミングやロゴ、パッケージデザインは重要な要素となる。

ネーミング（商標）・ブランディング

知的財産権で、ネーミングや役務（サービス）は、商標権で保護される。商標権を取得すれば、商標を独
占して半永久的にそれを使用できる。
商標は、Ｗｅｂ検索等で使用しているか否かを権利者が簡単に見つけることができるので、問題になりや
すい。また、先に使った方ではなく、先に出願をした方に権利が付与されるので、後から他社に商標登録
されてしまい、商標変更をしなければならないこともある。

商品開発

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage


商標には以下の４つの機能がある。

「自他商品識別機能」 自分の商品等と他人の商品等を区分する機能。
「出所表示機能」 同一の商標を付した商品等は常に一定の出所から流通されていることを示す機能。
「品質保証機能」 同一の商標を付した商品等は、同一の品質を有していることを示す機能。
「宣伝広告機能」 商標によって自分の商品と、他人の商品の差別化を図り、需要者に自分の商品を買
いたいという意欲を起こさせる機能。

要は、自社ブランド育成に欠かせない役割をもつ。商標権は、ブランディングしていくことで財産価値
が高くなる。例えば、あの有名な「バファリン」は、ライオンに304億円で売れた。ぜひ、商標権を活
用して自社の強みとなるロングセラーブランドを育成していただきたい。

パッケージデザイン等（意匠）

商品・サービスをお客様に選んでいただくために、美容機器や器具のデザイン、パッケージや容器のデ
ザインを他社と差別化することが重要である。
そのように差別化したデザインは、意匠権によって、最長20年間独占できる。
意匠権の対象は、新規性と創作性があり、美感を起こさせる外観を有する物品の形状・模様・色彩のデ
ザインの創作であり、工業的に大量生産できるデザインに関する権利である。

関連意匠：
例えば、化粧水～美容液まで、商品のシリーズ化をする場合、その容器を似たようなデザインで統一化
することはよくある。
たとえば、ひとつの容器デザインを意匠出願した場合、その他（同シリーズの）の関連容器デザインは、
関連意匠制度として出願する。
そのシリーズを関連デザインで固めていくことでより強い権利を独占することができるため、似たよう
なデザインが他社から登場することを阻止できる。
よって、一目でここのブランドの商品だ！とお客様に選ばれる戦略を立てることができる。

部分意匠：
商品の特徴的な一部分だけのデザインを部分意匠として権利化できる。
たとえば、自社の商品の全体形状のなかの特徴的な部分を、部分意匠として意匠登録することで、その
部分を備えていれば全体の形状が異なる商品も意匠権で保護できる。

他、発売時期がまだ先の場合には、出願人の希望によって、最長3年間は秘密にできる秘密意匠制度な
ど、意匠権は独自の制度があるので、色々と活用していただきたい。



薬機法

薬機法の規制により、特許に関する表現は、内容が事実であっても具体的内容を広告表現に使用するとは
できない。
例えば、広告表現内に 「特許取得 特許商品」等と記載することはできない。
ただし、商品自体には、一定条件を満たせば、特許表示をすることが可能である。
また、製法特許・方法特許は、一定条件を満たせば、商品の容器やパッケージに特許表示ができる。

販売促進
広告宣伝、雑誌やテレビなどへの露出によって、商品売上がどんどん伸びていくほど、模倣も増えてくる。
売れている商品だからこそ、真似したくなるのは当たり前である。
模倣商品は大体が、正規品よりコストを下げ、品質の低い物を販売してくる。
消費者は安い方を選んでしまい、正規品の売上が下がってくる。また正規品だと思って購入する人もいる
ので、粗悪品であるとクレームも増え、ブランドイメージも低下してくるのである。
おわかりの通り、模倣は、されてしまってからでは取り返しがなかなかつかないのである。
だからこそ、模倣される前の、外部に情報が出る前の対策が大事である。

なお、ノウハウ等は、現社員あるいは元社員から流出してしまうことが多い。ノウハウを明確ににし、社
内教育をすると共に、秘密保持契約を社員と締結することが大事である。

しっかりと自社商品を守り、安心して長く売り続けることのできる体制に取り組んでほしい。



輸入品小売業界ではあまり知られていない？「商標登録」
商標は、商品やサービスを表示するマークであり、特許庁に登録することで独占的使用が認められます。商標登録は、侵
害リスクの回避や社名・ブランドの保護に役立ちます。

こんなにある！商標登録のメリット

＊指定した商品・サービスの範囲内において、商標権を行使することができます。

こんなにメリットがあって１年あたりのコストは約16000円～
先日、「フリーガイア」（仮）というイギリスのブランド衣料の輸入・販売を手がけるオンラインショッ
プ事業の社長様より、「商標」についてご相談を受けました。
ある業者の代理人より、「フリーガイア」（仮）という商標は自社登録商標であるので、引き続き利用し
たい場合はライセンス料を支払うように、といったような内容の文書が送られてきた･･･どうしたら良い
か？という御相談です。
そこで「フリーガイア」（仮）をインターネットで検索してみる同じブランドのTシャツやジャケットを
扱った店舗やオンラインショップが幾つも存在していました。それらは外観上の違いはあっても称呼が同
一のため、商標権侵害のリスクがあるものばかりでした。
今回の件で驚いたのは、輸入商品のブランド名について「商標登録」の必要性が殆ど認知されていないこ
とです。
実際、私が知っているある輸入事業者様は、すでに輸入商品の販売を複数行っているのに「商標登録」な
んて考えたこともなかった…とおっしゃっていました。
「海外のブランドを日本で扱ってるだけで、各国の商品の仕入れ先は自分の国では 商標登録してるし大
丈夫でしょう？」 ！！ちょっと待って下さい！！決して大丈夫ではありません。

輸入品小売業の商標戦略



「貴社が商標のライセンスを受けた正規代理店ではなく、誰もそのブランド名を商標登録していない場合、
もし第三者に商標登録されてしまうと、輸入・販売の差し止めや損害賠償を請求される可能性がありま
す。」
これが「商標権」です。商標権者には、商標の使用を独占できる非常に強力な権利が与えられます。
「昔から使っている」とか「迷惑をかけていない」などという反論は、商標権者に通用しないのです。
こうしたリスクに対する最上の解決策は、ご自身が「商標権者」になることです。
商標権者になれば、他社に訴えられるリスクを回避できるばかりではありません。大切なブランドである
貴社の取り扱い商品を、他社の安易な模倣から保護できます。権利侵害する他社に対して商標の使用差し
止めや損害賠償を請求することにより、貴社ブランドの優位性を築くことができ、ビジネス上のチャンス
となります。
先ずは、貴社の取り扱いブランド名が大丈夫かお調べになることをお勧めします。

不安をなくし、信用と安心を手に入れる「商標登録」

商標登録をするのとしないのでは、ビジネスバランスも大きく違ってきます。
ここで最後に・・・

商標に対する認識度チェック

日本で商標登録しなくても、仕入
れ先の本国では商標登録している
から
大丈夫だ。

ＹＥＳ ＮＯ

長年輸入商品販売をしていて、何
も問題ないから大丈夫だ。

ＹＥＳ ＮＯ

ブランド名で社名を登記している
から商標登録は不要だ。

ＹＥＳ ＮＯ

同じブランド名を同業他社も使っ
ているから大丈夫だ。

ＹＥＳ ＮＯ

●●協会に登録しているから安心
だ。

ＹＥＳ ＮＯ

ＹＥＳが１つでもあった方、あなたのブランド名は本当に大丈夫？

商標出願の他、商標調査も承ります。お気軽にご相談ください。



「貴社が商標のライセンスを受けた正規代理店ではなく、誰もそのブランド名を商標登録していない場合、もし第三者に商
標登録されてしまうと、輸入・販売の差し止めや損害賠償を請求される可能性があります。」
これが「商標権」です。商標権者には、商標の使用を独占できる非常に強力な権利が与えられます。
「昔から使っている」とか「迷惑をかけていない」などという反論は、商標権者に通用しないのです。
こうしたリスクに対する最上の解決策は、ご自身が「商標権者」になることです。
商標権者になれば、他社に訴えられるリスクを回避できるばかりではありません。大切なブランドである貴社の取り扱い商
品を、他社の安易な模倣から保護できます。権利侵害する他社に対して商標の使用差し止めや損害賠償を請求することによ
り、貴社ブランドの優位性を築くことができ、ビジネス上のチャンスとなります。
先ずは、貴社の取り扱いブランド名が大丈夫かお調べになることをお勧めします。

不安をなくし、信用と安心を手に入れる「商標登録」

商標登録をするのとしないのでは、ビジネスバランスも大きく違ってきます。
ここで最後に・・・

商標に対する認識度チェック

ＹＥＳが１つでもあった方、あなたのブランド名は本当に大丈夫？
商標出願の他、商標調査も承ります。お気軽にご相談ください。

日本で商標登録しなくても、仕入れ
先の本国では商標登録しているから
大丈夫だ。

ＹＥＳ ＮＯ

長年輸入商品販売をしていて、何も
問題ないから大丈夫だ。

ＹＥＳ ＮＯ

ブランド名で社名を登記しているか
ら商標登録は不要だ。

ＹＥＳ ＮＯ

同じブランド名を同業他社も使って
いるから大丈夫だ。

ＹＥＳ ＮＯ

●●協会に登録しているから安心だ。 ＹＥＳ ＮＯ

外 国 出 願



【外国特許出願概要】

自国以外の国に対して特許出願すること。

日本国の特許権はあくまでも国内でのみ有効な権利なので、外国ではその発明は保護できません。

従って、外国においても、発明を保護したい場合は、外国特許出願をする必要があります。

【特許権の効果】

【外国特許出願２つの方法】

【各出願ルートのメリット＆デメリット】

パリルート出願 各国の特許庁に個別に出願をする。

PCT出願 日本の特許庁に一つの国際出願をする。

パリルート出願のメリット パリルート出願のデメリット

PCT出願と比較すると出願時の費用が安い。 各国において特許調査を行わない限り、特許
性に関する見解は得られないため、出願時の
リスク（無駄な費用、拒絶査定等）は大きい。

PCT条約に加盟していない国（例：台湾）へ
も出願できる。

1年以内（実質8-9か月以内）に外国出願をす
るか決定しなければならない。

パリルート出願

外国出願概要



PCT出願のメリット PCT出願のデメリット

単一の出願で、国際出願日を取得できる。
（30ヶ月間保持できる。）

出願時のコストが、パリルート出願と比較する
と約30万円高い。

「国際特許出願済み」とPRできる。 台湾は条約に加盟していないので、PCT出願で
きない。

通常半年（最大16か月以内）で国際調査報告お
よび国際調査見解書が発行されるので、特許性
に関して参考にすることができる。
⇒これを参考にして出願内容の補正が可能。特
許性がないと判断された場合は、手続きを中断
することでコスト・時間を節約できる。

国内移行手続きを原則として30か月まで繰り延
べることが可能⇒市場や技術の動向、会社の方
針等の変化に応じて、海外手続きに対する出資
タイミングを遅らせることができる。また、権
利取得する国の決定を遅らせることが出来る。

PCT出願
一般的に４カ国以上の国に同時期に出願する場合は、PCT出願の方がコストメリットがでるといわれてい
ます。



【米国特許の制度概要】

・先発明主義

発明日が最先の者に対して特許を与える考え方です。ただし、発明日を 証明する必要があります。証明で

きない場合には出願日＝発明日と考えます。

・出願公開

特許出願情報は出願日（優先権を主張した場合は、優先日）から1年6ヶ月後に公開されます。ただし、米

国以外への出願がない場合には出願公開 しないようにすることも可能です。

・審査請求制度

米国では出願審査請求制度を採用していませんので、審査請求は不要です。特許出願されたものは自動的

に審査されます。

• 早期審査制度

12ヶ月以内に審査を完了させることを目的としたもので、細かな要件を満たす必要があります。詳しくは

お問い合わせください。

• 情報開示義務

出願人等が知り得た情報で審査上重要な情報（公知文献、先行米国特許出願、関連米国特許出願等）は米

国特許商標庁に開示しなければなりません。日本語の文献の場合、必要に応じて英訳を添付します。また、

出願から登録までの間、情報開示陳述書（ＩＤＳ）の提出し、情報開示を継続的に実施しなければなりま

せん。

（関連の日本出願、その他の国の出願など、それら各国の出願に対する拒絶理由通知を受領した場合には、

引用文献について、米国特許庁への提出の検討が必要です。）

【その他の米国特許制度】

· 仮出願制度

仮出願後１年以内に本出願を行う制度です。 仮出願は日本語でも可能ですが、本出願は英語表記が必須です。

• 一部継続出願(CIP)

元の特許出願の内容に新規事項を追加して行う別の特許出願です。 元の特許出願は、日本の国内優先権の

基礎出願のように消滅しま せん。また、元の特許出願から１年という期限もありません。

• 継続審査請求(RCE)

ファイナル・オフィスアクション後に継続して審査をしてもら いたい場合に行います。ファイナル・オ

フィスアクション後は 補正をほとんどできませんが、継続審査請求を行うことで、新規事項を追加しない

範囲で補正が可能になります。

米国特許



【米国特許出願時に必要なもの】

英語の明細書(specification)

図面(drawing)

宣言書(declaration

※以下、弊所側で手配します（通常、出願から3か月以内に提出します

米国代理人の委任状(power of attorney)

譲渡証(assignment)：発明者から企業等に権利を譲渡する場合

情報開示陳述書(IDS)：必要な場合

【出願から登録までの流れ】

【料金】

米国特許出願時料金：30万円～

（米国特許庁料金・米国代理人手数料・弊所手数料込み）

※ 特許明細書が日本語の場合、別途翻訳料が必要となります。お見積り致します。



【欧州特許（EPC特許: European Patent Convention）概要】

・日本の特許制度と類似

・出願先：欧州特許庁（EPO: European Patent Organization）に出願

・欧州特許庁が調査、審査、特許付与まで行い、指定国特許庁は、審査を行わない。

・調査報告：全ての出願に対し、調査報告書が作成される。（PCTの運用と類似）

・先願主義・審査主義に基づきます。

・出願公開：出願日から１年６カ月以内に公開される。（原則、調査報告も同時に公開。）

・審査請求制度：調査報告の公開告示日から６ヶ月以内の期間に請求する。

【 欧州特許制度のメリット】

1．手続の簡素化

2．比較的早い段階での国際調査レポートが入手できる

→審査請求前に特許取得の続行か否かを検討することが出来る。

3．相対的に見て信頼性の高い特許である

【 欧州特許出願時に必要なもの】

•所定形式の願書（言語は、英語、仏語および独語のいずれか1つ）

•明細書

•図面

•クレーム

•要約

【出願から登録までの流れ】 【料金】

欧州特許

欧州特許出願時料金：45万円～
（欧州特許庁料金・欧州代理人手数料・弊所手数料込
み）
・別途、翻訳料が必要となります。
・各国出願の場合、各国出願コストは約30万円～です。
・欧州特許の場合は、EPC加盟国をカバーできる特許で
あり、さらに国際調査レポートが入手できるというメ
リットがあります。



【 インド特許の制度概要】

・出願公開

特許出願情報は出願日（優先権を主張した場合は、優先日）から1年6ヶ 月後に

公開されます。

• 審査請求制度

出願日又は優先日のいずれか早い日から36ヶ月以内に行わなければ ならない。

• 外国出願情報開示義務

出願日より6カ月以内に、対応外国出願の状況の詳細をイン ド特許庁へ報告しな

ければならない。

【インド特許出願時に必要なもの】

・出願人情報（名前、住所、国籍、基礎出願の出願番号および出願日）

・ 英語の明細書(specification)

・ 図面(drawing)

・ インド代理人の委任状(power of attorney)

※以下、弊所側で手配します（出願から3か月以内に提出します

・ 譲渡証(assignment)：発明者から企業等に権利を譲渡する場合

・ 優先権証明書およびその英訳文：優先権主張する場合、英訳は代理人により

認証は可能。

【出願から登録までの流れ】 【料金】

インド特許

インド特許出願時料金：28万円～
（インド特許庁料金・インド代理人手数料・
弊所手数料込み）
※ 特許明細書が日本語の場合、別途翻訳料
が必要となります。お見積り致します。



【外国商標概要】

自国以外の国に対して商標出願すること。

日本国の商標権はあくまでも国内でのみ有効な権利なので、外国ではその商標は保護されません。

従って、外国においても、その商標（社名・ブランド名・商品名・サービス名）を保護したい場合は、外

国商標出願をする必要があります。

【商標権の効果】

【外国商標出願3つの方法】

。

各国出願（パリ条約） 各国の特許庁に個別に商標出願をする。
日本の商標出願から6カ月以内であれば、優
先権主張も可能。
パリ条約加盟国→ 
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.js
p?lang=en&treaty_id=2

共同体商標出願 ヨーロッパ共同体商標庁に対して一つの商標
登録出願を行うことにより、
ＥＵの全ての加盟国に平等の権利を取得する
ことが可能です。
加盟国の一国で使用していれば、不使用によ
る取消を免れることができます。
共同体商標加盟国→ヨーロッパ27カ国

国際登録出願
（マドリッド・プロトコル）

日本国特許庁に出願又は登録されている商標
を基礎として、保護を求める締約国を明示し
た上で、
世界知的所有権機関の国際事務局（WIPO）
に対し、日本国特許庁を通じ国際出願を行い
ます。
原則各国毎の手続が不要で、代理人費用等を
節約でき、外国商標の一元的管理が可能とな
ります。
マドリッド・プロトコル加盟国→ 
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.js
p?lang=en&treaty_id=8

外国商標概要

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=8


【 外国商標調査 】
アイピーピー国際特許事務所では、外国の商標調査も対応致します。
複数国の商標出願を行う場合は、全ての国ではなく、事業の重要性にそくし商標調査をするなど、事業計
画に即しご提案致します。
商標出願に出願時から登録まで、それなりの費用を要しますので、重要な事業展開国においては事前の商
標調査をお勧め致します。

＜国際登録商標（マドプロ）について＞

【国際登録商標（マドプロ）概要】

日本国特許庁に出願又は登録されている商標を基礎として、保護を求める締約国を明示した上で、世界知

的所有権機関の国際事務局（WIPO）に対し、日本国特許庁を通じ国際出願を行います。

原則各国毎の手続が不要で、代理人費用等を節約でき、外国商標の一元的管理が可能となります。

マドリッド・プロトコル加盟国→ 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=8

【国際登録商標（マドプロ）の制度概要】

・基礎出願/基礎登録主義

日本の特許庁に出願又は登録されている商標を基礎（基礎出願 又は基礎登録という）として、WIPO国際

事務局に国際出願を 行います。

・MM2（※）という様式の願書に保護を求める締約国を明示し、その願書を日本国特許庁に提出します。

・その後２ヶ月以内に日本の特許庁からWIPO国際事務局へ提出されます。

・WIPO国際事務局は願書に記載された指定国官庁に通達することとなります。

・権利の存続期間は出願日より10年（ただし、更新可能）。

※MM2、その他のWIPOが定めた願書様式は日本国特許庁ホームページよりダウンロードが可能です。ま

た、WIPO国際事務局のホームページでもダウンロード可能です。

【国際登録商標（マドプロ）のメリット/デメリット】

メリット デメリット

一出願で複数国における権利取得が可能。 基礎登録・基礎出願の存在が必須である。

手続が簡略化できる。 マドプロ加盟国以外で商標権が必要な場合は
別途出願する必要がある。

複数の商標権の管理が容易になる。
（複数の商標権の存続期間の更新が、国際事
務局に対する一括の手続で可能になります。
個別の権利についての期間管理が不要となり
ます。）

国際登録日から5年以内に、基礎出願又は基
礎登録が消滅した場合に、国際登録も取り消
されてしまう。（セントラルアタックと呼ば
れます。）

権利化が早い。 英語で出願する必要がある。

複数国に出願するよりもコスト削減が可能。
（国際出願時に納付）

出願後においても指定国を追加することが可
能である。

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=8
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm


【国際登録商標（マドプロ）出願時に必要なもの】

MM2（お客様の基礎出願・基礎登録の情報をベースに弊所で作成致します）

•文字商標もしくはマークロゴプリント（ロゴまたは図案の場合）

【出願から登録までの流れ】

【料金】

国際登録商標（マドプロ）時料金：45万円～

（米国・欧州・中国の3カ国、商品・役務3区分の場合の例）

・指定国数によって料金が異なります。お気軽にお問い合わせください。

・基礎登録がない場合、日本国における基礎出願を行う必要があります。

別途、日本国における商標出願料金が発生しますが、国際登録商標（マドプロ）を前提とした

出願の場合は、通常料金よりお安く対応させて頂きます。

・各国出願の場合、各国出願コストは約15万円～です。（国によって異なります。）



【米国商標の制度概要】

・先使用主義

米国は、商標登録がされていない場合であっても、一定の使用がされて いれば商標の権利を認める制度

（使用主義制度）を採用しています。従って、商標登録する際に、米国内(日本)で実際にその商標を使

用していること、もしくはアメリカで商標を使用する予定がある場合にその証明書を提出しなければな

りません。 従って、弊所では下記のようにアドバイスさせて頂いております。

1. 既に米国で商標を使用している

2. 既に日本で商標が登録されている

3. １～２年以内に米国で商標の使用を開始する予定がある

のいずれかの条件を見たしていなければ商標出願をしても無駄になってしまうことが多くあります。

出願に際し米国で実際に商標を使用していることを証明する、もしくは使用予定である旨の書類を提出

することが義務づけられていますので、一定の期間内に証拠書類を提出しなければ、商標が無効となっ

てしまうためです。

・審査開始時期

出願日（優先権を主張した場合は、優先日）から6ヶ月。

・異議申立制度

有り。（異議申立期間は30日です。）

・出願から登録までの期間

約1年3カ月。

・不使用取消制度

商標登録日から5年目から6年目の1年以内および更新時に、継続的使用の宣誓書の提出が要求されます。

提出しなければ、その商標登録は自動的に取り消されます。

・1出願複数区分保護

1出願により複数の商品・役務区分を保護することが可能です。

・商品・役務指定

日本の商品・役務指定よりより詳細な内容の指定が求められます。

従って、日本の願書をそのまま翻訳して提出するのはお勧めしません。

※弊所では現地代理人と詳細を確認しながら、お客様の移行に即しながら米国出願用に商品・役務区分

を検討致します。

米国商標



【米国商標出願時に必要なもの】

・願書をかねた委任状

・文字商標もしくはマークプリント（ロゴまたは図案の場合）

【出願から登録までの流れ】

【料金】
米国商標出願時料金：18万円～
（米国特許庁料金・米国代理人手数料・弊所手数料込み）

【米国の他、複数国へ商標出願を検討中のお客様へ 】
原則各国毎の手続が不要で、代理人費用等を節約でき、外国商標の一元的管理が可能となる国際登録商標
（マドプロ）制度の利用をご検討になりませんか？



【欧州共同体商標（CTM:Community Trade Mark）概要】
ヨーロッパ共同体商標庁に対して一つの商標登録出願を行うことにより、ＥＵの全ての加盟国に平等の権利
を取得することが可能です。
加盟国の一国で使用していれば、不使用による取消を免れることができます。
欧州共同体商標加盟国→27カ国 オーストリア、ベルギー、オランダ、ルクセンブルグ、デンマーク、フィン
ランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、
英国、 チェコ、エストニア、キプロス、ラトヴィア、リトアニア、ハンガリー、マルタ、ポーランド、スロ
ベニア、スロバキア、ルーマニア、ブルガリア

【欧州共同体商標の制度概要】

•欧州共同体商標意匠庁（OHIM：the Office for Harmonization in the International Market（Trade 

Marks and Designs））における1件の登録でCTM加盟国全体をカバーする商標権の取得が可能です。

•権利の存続期間は出願日より10年（ただし、更新可能）。

•先登録主義

日本同様に、まだ使用していない商標でも出願登録することが可能です。

•審査開始時期

出願日（優先権を主張した場合は、優先日）から約3-4ヶ月。

•異議申立制度

有り。（異議申立期間は3カ月）

•出願から登録までの期間

約2年～2年6カ月

•不使用取消制度

商標登録日から5年目継続してEU加盟国内のいずれかの国で使用されていない場合、第三者によって取消請

求をされる可能性があります。

•1出願複数区分保護

1出願により複数の商品・役務区分を保護することが可能です。

欧米商標



メリット デメリット

一出願で加盟国２７カ国全体をカバーする商標権の
取得が可能

拒絶理由は加盟国２７カ国全体に及んでしまう。
拒絶となった国を部分的に削除することはできませ
んが、拒絶理由がなかった国については、通常の各
国出願に変換することがで可能です。

加盟国のいずれか１カ国で商標を使用していれば、
不使用に基づく取消を免れる

国ごとに商標権の譲渡ができない。
27カ国一括の商標権譲渡となってしまいます。

更新、譲渡の手続が一元化でき、商標管理の合理化
がはかれる

いずれかの国で取消・無効が確定した場合、共同体
商標の権利は一体として扱われるため、他の加盟国
においても権利が消滅してしまいます。

加盟国の多くの国で出願する場合、その費用は通常
の各国出願よりも欧州共同体商標の方がリーズナブ
ルになるケースが多い。（＊拒絶理由を受けた場合
や異議申立があった場合、逆にコストが高くなる危
険性もあります。）

【欧州共同体商標のメリット/デメリット】

【欧州共同体商標出願時に必要なもの】

・委任状

・文字商標もしくはマークプリント（ロゴまたは図案の場合）

【出願から登録までの流れ】

【料金】
欧州共同体商標出願時料金：18万円～
（欧州共同体商標意匠庁料金・欧州代理人手数料・弊所手数料込み）
※各国出願の場合、各国出願コストは約15万円～です。（国によって異なります。）

【欧州の他、複数国へ商標出願を検討中のお客様へ】
原則各国毎の手続が不要で、代理人費用等を節約でき、
外国商標の一元的管理が可能となる国際登録商標（マドプロ）制度の利用をご検討になりません
か？



IPPの外国出願コスト削減の取組

複数国で多数の知財を出願・管理維持するのに無駄に高いコストを費やしていませんか？
IPP国際特許事務所では、外国知財出願時の助成金申請から外国知財コスト削減の交渉・管理まで積極
的に提案/実施し、知財コスト削減に尽力しています。
お気軽にご相談ください。

外国知財助成事業
中小企業等が活用できる外国知財にかかる助成事業の一例（対象エリア：東京都）をご紹介します。
助成金事業は手続が煩雑だったり、認知されていなかったりと、申請する企業は少ないようです。
しかし、上手く助成を受けることが出来ると、知財コストの削減もしくは助成金で広範囲な知財権取得
を図ることもできます。

東京都以外の地域（例：千葉県、大阪府、青梅市、静岡県、愛知県、名古屋市、和歌山県）でも外国知
財助成事業があります。
御社が助成対象になるかお調べ致します。

対象
エリア

助成事業名 事業者名 適用知財権
助成金
上限

助成
率

東京都 外国特許出願費用助成
事業

東京都知的財産総合セン
ター

特許 300万
円

1/2

東京都 【新設】外国実用新案
出願費用助成事業

東京都知的財産総合セン
ター

実用新案 60万
円

1/2

東京都 外国意匠出願費用助成
事業

東京都知的財産総合セン
ター

意匠 60万
円

1/2

東京都 外国商標出願費用助成
事業

東京都知的財産総合セン
ター

商標 60万
円

1/2

東京都 外国侵害調査費用助成
事業

東京都知的財産総合セン
ター

特許商標意匠実用新
案

200万
円

1/2

東京都 特許調査費用助成事業 東京都知的財産総合セン
ター

特許 100万
円

1/2

全国 中小企業知的財産権
保護対策事業

ジェトロ
（日本貿易振興機構）

特許商標意匠実用新
案

300万
円

2/3

平成24年度 助成事業サポート実績例
IPP国際特許事務所は、外国知財の出願をされる方で助成対象になる企業様には、助成事業の活用を積
極的に提案しております。
平成24度には、東京都知的財産総合センターが実施する外国商標出願および外国特許出願費用助成事
業の申請において数社をサポートさせて頂きましたが、七割を超える会社様に助成決定が下りました。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/tokkyo/index.html
http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/
http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/boshu_setsumeikai.html
http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/isho/index.html
http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shohyo/index.html
http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/shingai/index.html
http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/chosa/index.html
http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/
http://www.jetro.go.jp/services/ip_service/
http://www.jetro.go.jp/indexj.html


IPPの知財コスト削減

その1：外国知財出願費用
より多くのお客様が知的財産権の取得ができ、無駄に多額なコストを払うことのないよう、IPP国際特許事務所は、
知財コストの削減を常に意識し、外国代理人とも交渉しています。

その2：外国知財更新管理維持
日本に限らず、外国知財（特許・商標等）には登録後に更新管理維持費用がかかります。
特許庁に支払う印紙代については割引できませんが、弊所の手数料を見直した他、外国代理人とも積極的に
交渉しコスト削減を実現しました。



「貴社が商標のライセンスを受けた正規代理店ではなく、誰もそのブランド名を商標登録していない場合、もし第三者に商
標登録されてしまうと、輸入・販売の差し止めや損害賠償を請求される可能性があります。」
これが「商標権」です。商標権者には、商標の使用を独占できる非常に強力な権利が与えられます。
「昔から使っている」とか「迷惑をかけていない」などという反論は、商標権者に通用しないのです。
こうしたリスクに対する最上の解決策は、ご自身が「商標権者」になることです。
商標権者になれば、他社に訴えられるリスクを回避できるばかりではありません。大切なブランドである貴社の取り扱い商
品を、他社の安易な模倣から保護できます。権利侵害する他社に対して商標の使用差し止めや損害賠償を請求することによ
り、貴社ブランドの優位性を築くことができ、ビジネス上のチャンスとなります。
先ずは、貴社の取り扱いブランド名が大丈夫かお調べになることをお勧めします。

不安をなくし、信用と安心を手に入れる「商標登録」

商標登録をするのとしないのでは、ビジネスバランスも大きく違ってきます。
ここで最後に・・・

商標に対する認識度チェック

ＹＥＳが１つでもあった方、あなたのブランド名は本当に大丈夫？
商標出願の他、商標調査も承ります。お気軽にご相談ください。

日本で商標登録しなくても、仕入れ
先の本国では商標登録しているから
大丈夫だ。

ＹＥＳ ＮＯ

長年輸入商品販売をしていて、何も
問題ないから大丈夫だ。

ＹＥＳ ＮＯ

ブランド名で社名を登記しているか
ら商標登録は不要だ。

ＹＥＳ ＮＯ

同じブランド名を同業他社も使って
いるから大丈夫だ。

ＹＥＳ ＮＯ

●●協会に登録しているから安心だ。 ＹＥＳ ＮＯ

中 国 ビ ジ ネ ス
と 知 的 財 産



中国の社会状況

•中国政府が商標/特許保護の制度を強化

•中国企業を含め世界中の企業が中国での商標/

特許権取得を強化している（知財権の投資対効

果が高い国）

•インターネットにより、商標/特許権侵害を見

つけやすくなった

•中国/外国企業は、防衛ではなく、攻撃に知財

権利を使う

•ブランド、デザイン、技術が生み出す付加価

値の割合が高まっている

中国ビジネスの難しさ

•信頼できる専門家/パートナー探し

•パートナーが、資金と技術を獲得後、日本企業を

追い出そうとする

•現地社員・パートナーによる内部情報の流出

•模倣により、先行者利益の確保が難しい

（真似されてすぐに価格競争になるビジネスは魅

力がない）

求められること

•信頼ができるパートナー/販

路の獲得

•商品・サービスが提供でき

なくなるリスクを回避

•模倣、情報流出を抑制

•強みを安定して長期間維持

（模倣・情報流出回避）

企業目標

•中国市場での売上増大

•中国での安定した成長

知的財産戦略で出来ること

•商標・特許の調査・出願による

他社権利の侵害リスク回避

•特許調査によりアイデアを取得

し、強い商品・サービスを開発

•知的財産権の出願によるＰＲ、

知的財産権取得による参入障壁

を構築し、顧客・連携先を囲い

込む

•社員・元社員による内部情報

流出の阻止 etc.

これからすべきこと

•中国市場で、重要な要素となるブランド、デザイン、技術と、その他社権利リスクの把握

•ブランド、デザイン、技術をどのように管理するかの決定（必要に応じて、知的財産権を取得）

•管理した知的財産・資産を事業/経営に活用

→出願・権利をＰＲ

【中国における知財状況】

•中国での知財権争いは、中国企業とだけではない

•日本の知財権は、中国では効力なし

•日本で知財リスクがなくても、中国でないとは限らない

•中国政府が知的財産保護に力を入れている

•財力があり、知的財産取得に投資している

•権利は防衛だけでなく、行使（活用）するためにとる（世界標準）

•中国で完成した発明を日本に最初に出願するには制約がある

【中国市場で潜在的にあるリスク】

•中国市場に輸出した商品の商品名が、他社の商標権を侵害していて市場に出せない

•中国のパートナーが勝手に商品名の商標権や特許権を取得していまい、そこを通してしか商品が売れない

•展示会出展で展示品が模倣されるだけでなく、他社に権利まで取られてしまう

中国ビジネスと知的財産権 知的財産戦略でビジネス上出来ること、すべきこと



【中国で知的財産権を活かしてビジネスで成功する！】

目標

•優れた中国企業・専門家と組みながら、

中国で市場に投入した商品・サービスで収

益を安定して確保する

現状
中国で市場に出す商品/サービス開発、販路開拓
はしているが、知財リスクについて把握してい
ない、対応していない→ 

•市場で商品・サービスを提供できなくなる可能

性がある

•模倣品が出た場合に、対抗手段がない

•知財権をPRしたパートナー獲得ができない

対策（これからすること）

•中国での知財調査

•ノウハウ管理

•必要に応じて出願・権利化

•知財出願・権利を様々な場面でPR

対策を講じた後の状況

•知財リスクを軽減

→市場に投入した商品・サービスから安定し

た利益確保

•パートナー探しに有利

•模倣に対して牽制手段を獲得

【中国における事業と知的財産権】

•商標→商品名・社名、サービス名

•意匠→商品のデザイン

•特許→商品で採用する技術

【中国における事業と知的財産権】

【中小企業と知的財産権】

•知的財産権の行使の前例が少ない中小企業間の関係において絶対的なポジションをとれる可能性がある。

•知的財産権の行使の前例が少ない中小企業間の関係において、知的財産権の効力が本来の効力以上に扱わ

れるケースが多い。

•大企業との関係において、都合よく扱われないようにできる。



出願ルート

■パリ条約ルート（優先権主張を伴う出願）

■ PCT出願ルート

■直接出願するルート

日本の特許制度に類似

・特許は「発明専利」と表します。

・先願主義・審査主義に基づきます。

・出願公開制度

特許出願情報は出願日（優先権を主張した場合は、優先日）から1年6ヶ月後に公開されます。

・審査請求制度

審査請求は出願日（優先日）から3年の間に完了します。3年内に審査請求をしない場合は、日本同様

「みなし取り下げ」となります。

・早期審査制度

日本の早期審査制度に該当する制度はありません。出願人による審査請求後から1年6か月以内に中国特許

庁は審理に入ることが義務付けられています。

・異議申し立て

特許権付与後に公告され、登録に不服がある者は、公告日から6か月以内に異議申し立てが可能です。

・特許権存続期間：出願日から20年

・意匠も中国の特許制度（外観設計専利）に含まれます。ただし、意匠は実態審査を行わず権利付与、存続

期間は出願日から10年です。

・実用新案も中国の特許制度（実用新型専利）に含まれます。

・実用新案は実体審査を行なわずに権利付与、存続期間は出願日から10年です。

・中国では特許出願と実用新案出願の交互切り替えは認められていません。同時に特許と実用新案で出願

することは可能です。

中国特許

特許権の効果

【中国特許概要】



中国における特許・意匠・実用新案

日本のように、特許・意匠・実用新案を区別せず、「専利」と表します。
その上で、下記のとおり分類されます。



特許調査・特許・意匠・実用新案の文献調査の必要性

特許・意匠・実用新案の文献調査は、出願費用が無駄になるリスクと、他社の知的財産権利行使により、
販売停止や損害賠償のリスクを軽減し、さらには中国における技術動向を捉える事が出来るなどメリット
があります。

中国では、外国の技術やデザインをそのまま意匠や実用新案として登録されるケースが多く見受けられま
す。従って、外国から中国へのビジネスを展開する際に、自社の技術やデザインが、中国のライバル企業
など第三者により意匠（外観設計専利）や実用新案（実用新型専利）として登録されてしまっていて、問
題になることもあります。

よって、弊所では、中国でビジネスを展開する企業で、特に技術やデザインが商品のファーストバリュー
となる場合は、特許出願をしない場合でも、自社の技術やデザインが第三者により知的財産として中国国
内で登録されていないか調査することを提案することもあります。

また、中国では新規発明のみを発明と捉える傾向があるため、多くの改良発明は実用新案として登録され
ることが多く見受けられます。従って、特許調査を実施する際には、実用新案も、あわせ調査をすること
をお勧めします。

出願から登録の流れ
■特許出願の場合
特許出願から登録までは、通常

というステップを踏みます。
公告後の異議申し立てがない場合でも、特許は登録までに4～5年を要します。

【特許調査】

【特許出願】



【中国特許（発明専利）ご相談の流れ】



特許出願時に必要なもの

·願書

•特許請求の範囲

•要約書

•図面

•技術水準を示す資料

•優先権証明書（優先権を主張する場合)・・・弊所で手配します。出願から3か月以内に提出します

•委任状・・・弊所で手配します。出願から3カ月以内に提出します。

【料金】

•知財戦略に基づき、お見積り致します。お気軽にご相談ください。

【香港特許】

中国特許と香港特許は違います。
香港で事業を展開する際には、香港での特許出願が必要になります。
アイピーピー国際特許事務所では、香港特許出願についても承ります。

香港特許調査・出願料金：調査範囲・知財戦略に基づき、お見積り致します。

アイピーピー国際特許事務所では、その他中国語圏（台湾、マカオ）の特許調査・出願も対応しており
ます。
複数国多数の一括のご依頼の場合は、ボリュームディスカウントもございます。
お気軽にお問い合わせください。



【中国意匠（外観設計専利）・実用新案（実用新型専利）ご相談の流れ】



【中国商標概要】

商標権の効果

先願主義中国では日本同様、先願主義（最初に商標出願を行った者に商標権を与える制度）が採用されて
います。

出願から登録の流れ 商標出願から登録までは、通常、

というステップを踏みます。
公告後の異議申し立てがない場合でも、中国商標庁における審査期間は概ね３年以上、異議申し立てが
あった場合は、4年以上かかります。

中国商標



指定商品・役務について
商品・役務に関する国際分類は、日本と同様、ニース協定に基づく国際分類表を採用しています。
しかしながら、用語によっては、日本語と中国語の意味が一致していなかったり、日本語では上位概念に
属する用語であっても、中国語では下位概念になるケースもあります。
従って、指定商品やサービスをより具体的に選択する必要があり、より戦略的な権利効果を得るために、
双方言語の他、日本および中国の商標制度に精通した現地代理人のアドバイスが非常に重要になります。

上記を踏まえ、中国ビジネスを展開する上で、出願を無駄にしないだけでなく、他社の商標権を侵害する
リスクを極力回避するため、商標調査の実施をおすすめしています。（任意）

商標調査の必要性
出願前調査は必須ではありません。
しかしながら、折角出願をしても、同じ指定商品・役務の類似商標が先に登録されていれば、拒絶されて
しまいます。
また、類似登録商標があるにもかかわらず、商標を使用してしまえば、他社の商標権を侵害するリスクが
発生します。
商標の出願前調査は、出願費用が無駄になるリスクと、他社の商標権侵害を理由にした使用の差止や損害
賠償請求のリスクを大幅に軽減するメリットがあります。

【中国商標ご相談の流れ】

【商標調査】



【商標出願】

出願から登録の流れ
中国商標出願から登録までは、拒絶査定や異議申し立てがない場合でも、3年くらいかかります。
通常、

というステップをふみます。

出願時に必要なもの
1. 出願人の中国語と英語標記による住所および氏名（法人の場合は名称）
2. 商標を使用する商品またはサービスおよびその区分
3. 委任状 （弊所側で用意し、ご署名頂きます。）
4. 商標見本データ
5. 優先権証明書（優先権を主張する場合）

【料金】

中国商標調査：5万円～ （１商標/１区分）

IPP国際特許事務所では、中国他、台湾・香港、シンガポールや韓国等のアジア各国の商標調査も承ります。

また、同時に何カ国か商標調査を実施する場合は、お得なパッケージプランもございます。

お気軽にお問い合わせください。

中国商標出願：10万円～ （１商標/１区分）

多数の出願や商標年金管理があるお客様向けにボリュームディスカンウント対応もしております。

お気軽にお問い合わせください。

香港商標

中国商標と香港商標は違います。
香港で事業を展開する際には、香港での商標登録が重要です。
IPP国際特許事務所では、香港商標出願についても承ります。
香港商標調査：60,000円～ （１商標/１区分）
香港商標出願：130,000円～ （１商標/１区分）

IPP国際特許事務所では、その他中国語圏（台湾、マカオ）の商標調査・出願も対応しております。

複数国多数の一括のご依頼の場合は、ボリュームディスカウントもございます。

お気軽にお問い合わせください。



中国で商標・特許・意匠出願をご検討の経営者様へ

中国で商標・特許・意匠出願を検討されているという方は、すでに中国ビジネスに参入しているか、こ

れから参入しようとしている企業経営者様だと思います。

私共IPP国際特許事務所は、中国ビジネスに参入される企業様に対し、事業の成功を更に確実なものに

するため、知財出願管理業務の他、中国ビジネスをサポートする体制を構築しております。

是非、ご利用ください。

【法務（契約・交渉・訴訟業務）】

中国企業との契約書作成・チェック機能

他国と同様に、中国では契約書が非常に大きな意味を持ちます。

契約書作成時には、日本側で契約に精通しお客様のビジネスを良く理解した専門家が作成すること、

チェックすることが、お客様を契約上公平もしくは優位なポジションに立たせることにつながります。

弊所は、企業法務のコンサルタントと提携し、企業法務のサポートサービスも行っております。

知的財産権侵害企業への警告書送付・交渉・訴訟業務

中国企業と知的財産権侵害等でやり取りが発生した場合、日本側においては企業法務のプロフェッナル

と、また中国側では法務・知財において経験・実績豊富な中国人弁理士・弁護士と、お客様の問題解決

に取り組みます。

■ 企業法務のプロフェッショナル 株式会社プロファウンド http://www.profound.jp

【模倣品・類似品対策】

中国国内での知的財産権侵害発見業務

IPP国際特許事務所は、中国侵害発見業務において、有限会社アジアンネットと提携しています。

■中国侵害発見業務 有限会社アジアンネット http://www.asiannet.jp/gizou.html

【マーケティング/販路開拓】

中国市場進出のキーとなるマーケティング

販路開拓

中国知財コンサルティング

知的財産権を有しても、商品やサービスのマーケティン

グや販路開拓に成功しなければ、事業上の成功はありま

せん。弊所は、中国事業において成功をおさめたビジネ

スコンサルタントと提携し、中国における営業マーケ

ティングや販路開拓をサポートします。 例えば、中国

の「ニューリッチ層」（20-30代の富裕層）に対し、

100人規模のマーケティングリサーチの実施なども承り

ます。 ■ 中国進出コンサルタント ファイブテクノロジー株式会社 http://www.5tec.jp

http://www.profound.jp/
http://www.asiannet.jp/gizou.html
http://www.5tec.jp/


中国特許編

中国知財FAQ

Ｑ：中国への特許、意匠、実用新案は、出願から権利付与までどのぐらいの時間がかかりますか?

Ａ：中国特許庁からのアクションがなければ通常、発明特許は4～5年、実用新案は6～8ヶ月、意匠は3～
6ヶ月かかります。

Ｑ：中国への特許、意匠、実用新案はどのようなルートで出願するのですか?

Ａ：中国への特許、意匠・実用新案出願は、直接出願と、パリ条約による優先権主張出願と、PCT（特許協
力条約）出願の3つのルートがあります。ただし、PCT出願は特許、実用新案のみとなります。

Ｑ：ビジネス方法は特許の対象になるのでしょうか？

Ａ：対象となりません。

Ｑ：特許、意匠、実用新案の間で、出願変更することは可能ですか？

Ａ：中国の法規では出願変更について規定されていないため、特許、意匠、実用新案の間で出願変更をする
ことはできません。

Ｑ：中国国内での発明は、まず中国で出願しなければならないのでしょうか？

Ａ：原則として、まず中国で出願しなければなりません。その後の外国への出願は 必ず中国の渉外代理人
を介して行うように定められています。
しかし、中国においては職務発明の場合、発明権は会社に属することとなっているため、日本企業が中国に
進出し、現地において研究開発を行った場合には、日本 へ先に出願するという選択肢もあり得ます。

Ｑ：特許の審査期間が長い中国で、早急に知的財産の権利化を実現したい場合はどのように対処すべきで
しょうか？

Ａ：出願人はまず早期公開の請求や実体審査の請求などを早めに行うべきです。
技術開発サイクルが速く、市場での寿命が短い製品に対しては、できる限り特許（発明専利）出願と実用新
案出願を共に提出する、または実用新案か意匠の出願 をすることで知財の権利化を早くする方法もありま
す。

Ｑ：特許と実用新案とを同時に出願した場合、特許出願の新規性が否定されることはありませんか？

Ａ：同一発明を同一出願人が同時に特許と実用新案の両方を出願した場合、中国の法規では抵触出願になり
ません。
同時に出願した実用新案で特許出願の新規性が否定されることはありません。

Ｑ：特許と実用新案は同じ内容のものを同日に出願しなければならないのでしょうか？

Ａ：. 同日に提出する必要はありませんが、先に出願した特許出願または実用新案出願が公開されていない
ことが前提条件となります。

Ｑ：同一発明の特許と実用新案は両方とも権利として存在することができるので しょうか？

Ａ：同一発明の特許と実用新案は法律上、両方の権利を有することはできません。特許出願に対して特許権
を付与しようとする時、出願人には実用新案権と特許権のどちらか一方を選択する権利が与えられます。つ
まり、先に登録された実用新案権を放棄すれば、特許権が付与されることになります。



中国商標編

Ｑ：中国への出願はまだ決定していないが、事前に申請の相談は可能ですか? 

Ａ：タイミングに関わらず無料でご相談をお受けいたします。メールもしくは電 話で、または弊所にお越し
頂き、お気軽にご相談ください。

Ｑ：商標を出願したいのですが、費用の発生タイミングはいつですか?

Ａ：出願のご意向を伺った後、見積もりを提出致します。入金の確認後、出願作業に着手します。

Ｑ：商標調査は可能ですか?

Ａ：商標調査のご依頼もお受けいたします。

Ｑ：商標等の知財について、訴訟問題が発生した場合、相談は可能ですか？

Ａ：中国の模倣侵害、知財侵害等の調査も対応します。実際の訴訟問題等には、優れた現地の弁護士、弁理士
を通じて対応致します。

Ｑ：中国への商標出願のルートはどのような方法がありますか？

Ａ：中国への直接出願と、パリ条約による優先権主張出願と、マドリッドプロトコ ル国際商標出願という3つ
のルートがあります。

Ｑ：中国では商標出願が登録されるまで、何年位かかりますか?

Ａ：拒絶理由通知が発せられなくても、現状では出願から登録まで概ね3年以上要します。日本と比較すると
大幅に時間がかかります。

Ｑ：中国の商標登録の効力は、香港やマカオでも有効ですか?

Ａ：中国の商標登録の効力は中国国内のみ有効です。香港、マカオ、また台湾は固有の法制度がございますの
で、個別の出願が必要になります。


