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投資家の視点が企業成長のひとつの指標
企業の成長性を決める要因は様々ありますが、投資家の
視点が一つの参考になります。投資家は、企業の収益性、
財務力、経営者の経歴・資質、収益を生み出す商品・サー
ビス、それらの強みに対しての参入障壁を見て企業の成長
性を判断します。このような参入障壁には、低い製造コス
トを可能にする規模の経済性、商品・サービスの価値の差
別化、流通チャンネル、法律や制度等の他に、商品・サー
ビスの市場価値を維持させる知的財産権の有無があります。

知的財産権は“強み”となり投資家から評価される
商品・サービスの市場価値・強みは、ビジネスモデル、
技術、デザイン、ブランド等の知的財産により生み出され、
これらのうち権利化されているものが知的財産権です。
企業が知的財産権を取得することで、その強みが、企業に
帰属し、投資家から評価されます。

いいかえると知的財産権への取り組みを適切に行う企業は
成長が期待でき、将来価値が高いということです。これは
上場企業だけでなく、ベンチャー・中小企業においても同
様です。特にベンチャー企業は、VC等からの資金調達、他
社提携等が重要なので、その際に知的財産権が評価されま
す。

東証CGコードに初めて知的財産に関する規定
米国企業は、商品・サービスについての知的財産権の情
報を積極的に公開しています。これに対して、日本企業は
知的財産情報の公開が不十分であり、外国人投資家から日
本企業に投資し難い理由の一つ言われていました。
このような背景から、東京証券取引所が「コーポレート
ガバナンス・コード（企業統治指針）」 に、知的財産に
関する規定が新たに盛り込ました。「知的財産情報の開
示」と「知的財産への投資について監督する取締役会等」
の義務が明示されました。この改定では「情報開示の充
実」の項目に、「人的資本と並んで知的財産への投資と自
社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ、分かり
やすく具体的に情報を開示・提供すべきである」
と記されています。
このようにCGCに知的財産に関する規定が盛り込まれた
背景には、投資家からみて、企業を評価する上で知的財産
への取組みが重要な要素になっています。
すなわち

知的財産に対し適切に取り組むことは

企業の収益性を高める
・企業の強みに対しての模倣を抑制し、差別化を長期化

？

・知的財産権を使った事業提携や市場での信頼性確保
・他社の知財情報を使った優れた開発を行える

ことになります。
企業様の成長に知的財産が大変重要になってきました。貴社にどのような知的財産があり、それらの権利化の可
能性、また、どのような知財への取り組みが効果的かについて等、お気軽にご相談ください。 無 料 相 談
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今月のテーマ

商

標

その色だけをみて
ブランドを見分けられますか？

『色のみ商標に挑戦！』

今月は色商標について解説し
たいと思います。
平成26年5月14日の改正によって、
色のみ商標が開始され、早8年が
経過しました。
これまで、563件の出願がありま
したが、登録されたのはわずか、
9件。その登録率は約1.6％です。
数値から明らかな通り、登録の
ハードルは圧倒的に高く、登録
されているものはいずれも超大
手企業の商標です。
特許庁は 大手企業だからと優遇しているのでしょうか。

拒絶の裏側はどうなっている？
先ほどの疑問の答えになりますが、当然そんなことはありません。
特許庁は誰に対しても公平かつ客観的な判断をします。
もちろん、拒絶された中にも多数大手企業の出願が含まれています。
そして、出願すれば、ほぼ間違いなく、最初は拒絶されます。
その時の特許庁の言い分は大体決まってこうです。

「商品又は商品の包装に使用される色彩は、色彩を組み合わせたものも含め、多くの場合、商品の
魅力向上等のために選択されるものであって、商品の出所を表示し自他商品を識別するための標識
として認識し得ない」
（業界ではこれを識別力がないといいます。）
では、どのようにして登録になったのでしょうか？

登録事例～みなさんおなじみのブランド

左側に国旗のように並んでいるのが、登
録になった事例です。（内２件は同じ商
標です。）
皆さんはこれらの商標を見て、どれが、
どの企業のものかわかるでしょうか？
おそらくは、おわかりになったと思います。（チキンラーメンはちょっとむずかしいかもしれませんが。。）
それは、特許庁が皆さんの「あっ、この企業だ」を判断の基準として、登録したからです。（後述）
大企業とはいえ、先に述べたように、まず拒絶から始まります。そこからが勝負で、自分の出願した色からなる商
標が「いかに知られているか」＝識別力を有しているかを、何度も何度も特許庁とやり取りして１～２年ほどの審理
を経てようやく登録を得ているのというのが実情です。
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なぜこんなにハードルが高いのか
取得の動機はいろいろあるかと思います。話題だから、権利として強そうだから・・・etc
ここでは、権利能力の具体的な強さについては踏み込みませんが、強力と思って差し支え
ないでしょう。なにせ、取得できれば、他社に今後一切同じ色の商品を売らせないという地
位を確立できるわかですから。
そして、ハードルの高さはここにあります。
特許庁は登録機関ですが、お金を払って申請した出願人の味方というわけではありません。
むしろ、一般市民の味方です。
加えて、商標は更新料さえ払えば、永久に権利を永続することができます。
それゆえ、特許庁は強力な権利を登録する際には、私益面・公益面を比較、考慮し、極めて慎重に審査・審理を行い
ます。

どうすれば取得できるのか
では、特許庁から信頼を得られるにはどうしたらよいのでしょうか。
答えは、全国の国民から信用を得ることです。
信用というのは、あいまいですが、前ページのブランドのように、全国民が、こ
のカラーをみれば「●●だな」というレベルに至っているのが、信用が蓄積してい
ること、認知されているということの一つの指標です。一度拒絶されて登録になっ
た企業は一般市民にアンケート調査を行って、その正答率をもって、いかに自社の
商標が一般人に認知され、信用されているかを主張・立証しています。
また、市場占有率や使用期間、地域、広告規模、売上なども重要な指標ですので、できる限り証拠を提出します。
特許庁はそれを基に、厳正かつ客観的に判断します。

消費者からの信用

まとめ
本記事を見てなんとなくハードルの高さをご理解いただけたかとと思います。
自社が取得できるかどうかは、道行く人に、同業他社ブランドと並べて色のみを見せるテストマーケティングをして、
自社と回答する確率が90％～だとなんとか戦えるレベルかと思います（個人的な感想）。
色のみ商標はなかなか敷居が高いですが、商標は、特許や意匠と違い、更新すれば半永久的に使用でき、ブラン
ディング構築にはかかせませんので文字やロゴ商標はぜひ登録しておきたい権利です。
またこの商標改正で、色彩だけではなく、音、ホログラム、動き、位置という新しい商標の登録もできるようにな
りました。多くの企業様が気をつけなくてはならないのが、知らないうちに他社の権利を侵害してしまっている場合
です。以前から権利化せずに使用していたブランド名などが、他社の権利を侵害していることが発覚すると今後使用
できなくなってしまう可能性があり、その損失は多大です。
よって、つねに他社の知財動向を調査すべきですし、ビジネスに重要な商標は権利化をしておくべきなのです。
商標のご相談はこちらです。

助成金情報

特許や知財の組み合わせなら、最大300万円？！
活用しよう、外国出願助成事業！

弊所では、長年、東京都やJETRO、各地方自治体が実施して
いる知的財産権にかかる外国出願助成事業の活用をお薦めし、数
多くの企業様が助成を受けてきています。
これは、中小企業等の戦略的な海外展開を支援するため、中小企業等が海外で国内出願（特許、実用新案、意匠、商
標）と同じ内容を出願する場合に、これにかかる費用の半額を助成するといったもので、最大で300万円/1社に助成され
ます。外国出願は費用が嵩みますので、半額相当の助成はかなり大きいです。
勿論、書類準備や提出は煩雑ではありますが、中小企業者様で外国出願をご希望の場合は活用しない手はないと思います。
東京都もJETROも1回目の公募は終了していますが、JETROの2回目の公募が7月1日~29日の期間中実施されます。
（東京都は9月位に2回目が行われるようです。）1件の知財に対し、両方の事業者に申請することはできませんが、特許
や商標が複数ある場合などでも、対応策はあります。
日本の市場は縮小化、経済も脆弱化してきている中、外国での事業展開をお考えの方も多いと思います。
その際には、以下の助成事業を是非ご検討ください。
外国出願費用の助成（中小企業等外国出願支援事業） | ジェトロのサービス - ジェトロ (jetro.go.jp)
助成金｜東京都知的財産総合センター (tokyo-kosha.or.jp)
また、中国や外国で、貴社の商標を冒認出願されてしまった場合などの、冒認商標無効・取消係争支援事業などでも弊所
はサポートしております。知財の助成事業についてお悩みがございましたらお気軽にご連絡をください。
〒141-0051 東京都品川区西五反田３－６－２０ いちご西五反田ビル８F
無料相談はこちらです。
TEL ０３－３４９３－２００７ FAX ０３－３４９３－２００８
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〇 横浜経営者倶楽部主催 企業成長セミナー第4弾
～ビジネスマッチングセミナー 協賛

IPP活動報告

〇 企業法務知財協会第125回オンラインセミナー
『知っておくべき商標の基礎２』/
『共同研究開発のリーガルリスクマネジメント』

弊所松下がパートナーを務める横浜経営者倶楽部のご紹介 https://ykc.yokohama/
営業支援、資金調達、株式公開支援などバックアップし、企業の成長をサポートする会員制経営者倶楽部です。
ビジネスマッチングやセミナー、経営相談など。幅広い人脈と経験豊富なIPOのプロが運営しています。
一般社団法人 横浜経営者倶楽部 代表理事 飛山 晴彦
成長されたい企業様
元野村證券入社、その後ソフトバンクに入社、孫正義氏、北尾吉考氏の元で株式公開2回経験、
会員募集中！
ソフトバンク ・ フロンティア証券(現SBI証券)代表取締役、SBIホールディングス本体の執行役員
で1500億のファンドで未公開企業投資、株式公開を通算4回経験する公開のプロフェッショナル。

お問合せはこちら

これからのイベント情報やお知らせ
SEMINAR ＆EVENT
◆第126回企業法務知財協会オンラインセミナー

6月15日～6月27日

知財＆法務の動画配信セミナー。今回は「IPOを目指す企業の知財戦略/ IPO後の知財業務/知財を使った資金調達」
上場審査上で重要性が高くなってきた知的財産戦略。準備から上場後までの知財戦略や資金調達のノウハウがわか
ります。※上記の日程でご参加をご希望される場合、info@clip-jp.orgまで、「clipセミナー126参加希望」とお願いします。

INFORMATION

Vol.1『知的財産権を活用した

IPP国際特許事務所の
知財サービスがよくわかる！

資金調達サービス』

企業様のニーズにお応えする

Vol.2『社内特許セミナーサービス』

知財サービスカタログ

Vol.3『社内商標セミナーサービス』

が完成しました！

各種ご自由にダウンロードができます。

◆恒例！IPPランチ会
ウェスティンホテル東京『ザ・テラス』
陽光心地よい5月、恒例のIPPランチ会をウェスティ
ンホテル東京『ザ・テラス』にて開催しました。
16年を迎える弊所ですが、所長 松下の提案で起業時
から続くランチ会は、ちょっと贅沢な味と時間を過
ごせるお店を毎回セレクト。今回もゆっくり歓談し
ながら美味しいお食事を堪能しました。
出来立てのお料理を提供してくれるビュッフェスタ
イル。ポーションが小さめなので、色々なお料理を
いただけます。女性の多い事務所ですので、デザー
トは欠かせません。今回の『ザ・テラス』は有名な
エグゼクティブ ペストリーシェフが、四季折々の旬
の食材や世界各地の素材を掛け合わせ、丁寧に創り
こんだ宝石のように美しく繊細なデザートがブッ
フェ台を彩り、その光景は圧巻でした。
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続々制作中！

よ も や ま 話

そろそろ直接会って話す機会も増えてきましたね。コミュニケーションには、言語情報7％+視覚情報55％+聴覚情報38％と

【編集後記】いう<メラビアンの法則>があります。近年のオンラインコミュニケーションツールの発達により、対面によるコミュニケ－
ションに大分近づいてきましたが、相手の感情を認知し信頼感を醸成することに一番長けているのは対面コミュニケーションです。
これからは様々なコミュニケーションを使い分けながら上手に活用したいものです。

発行元

IPP国際特許事務所

所長 弁理士 松下 昌弘
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