
■異業種交流会開催案内異業種交流会開催案内

Wing of Wonderful Win すばらし勝利のための翼（手法）や

www. ネット社会での事業手法の研究交流会）

開催日；毎月第３金曜日 18：15～20：00
開催内容；

アイデア
① 参加メンバー紹介
② プレゼン 講師持ち回り ３０～４０分程度
③ 質疑応答１０分

アイデア
企画

④ 情報交換 ３０～４０分程度

手段
手法

行動
実行手法 実行



３W研究・交流会

第２回 特許・意匠・商標・著作権等
知的財産権の活用方法

２０１２年２月１７日（金） （株）日曜発明ギャラリー 小林豊博

１ 知的財産権の種類

２ 誰にでも出来る商標権（ネーミング）の申請誰に も出来る商標権（ネ ミン ） 申請

３ 意匠登録とは

４ 特許の申請と登録

５ 特殊な特許（ビジネスモデル特許）

６ 国際特許の申請について

７ 著作権とその活用

８ 商品分野を網羅して、知的財産権を確保するには



■知的財産権の種類

●産業財産権（工業所有権）

１）商標権； ネ ミング 名称 ブランド １）商標権； ネーミング、名称、ブランド

 ２）特許； 発明

 ３）実用新案登録； 考案

 ４）意匠権； デザイン

●その他の権利を守る法律

１）著作権； 思想、感情を創作的に表現したもの１）著作権； 思想、感情を創作的に表現したもの

２）不当競争防止法；



■誰にでも出来る商標権（ネーミング）の申請

き●商品の売れ行きを左右する商標（ネーミング）

●ヒットするネーミングの共通点

１）目；見やすい、可愛い、愛くるしい

２）耳；聞きやすい、音の響き、耳障りが良い）耳；聞きやす 、音 響き、耳障りが良

３）口；言いやすい

４）頭；覚えやすい４）頭；覚えやすい

５）手；書きやすい

●商品の特徴を言い表している ＞ブランド化●商品の特徴を言い表しているーーー＞ブランド化

●国際商標を狙うなら、ローマ字で登録を



●商標申請例
coolbit (日本、及び、国際商標 US、CE、EU他）

国際商標はWIPO（本部；ジュネーブ）国際商標はWIPO（本部；ジュネーブ）
EU連合（本部；スペイン）

クールビット（日本のみ商標登録）
冷える帽子・クールビット（日本のみ商標登録）

例えば 中国での商標登録は； 酷旅人（クービト）例えば 中国での商標登録は； 酷旅人（クービト）
●商標申請手続き；

A４ １枚、１区分 特許印紙 １２０００円 で申請

●商標登録
５年分または１０年分の登録料納付５年分または１０年分の登録料納付



 実際の商標出願申請書

 特許印紙 １２０００円



 商標

 分類

 出願人





■意匠登録とは

 意匠とは； 存続期間は登録の日から１５年間 意匠とは； 存続期間は登録の日から１５年間

 物品の形状

物品の形状＋模様 物品の形状＋模様

 物品の形状＋色彩

 物品の形状＋模様＋色彩

６面図で表し、申請する 特許印紙 １６０００円

①正面図 ②平面図 ③左側面図 ④右側面図①正面図 ②平面図 ③左側面図 ④右側面図

⑤低面図 ⑥背面図 写真でも申請できる



■実際の意匠登録申請図



■特許の申請と登録■特許の申請と登録
 創作から特許出願の手順 （日本は先願主義）

 ①構想図の作成； 独創性、進歩性、世界に今まで無いもの

 ②試作・実験；機能性があり、自然科学で説明、効果要

 ③先行技術調査；先に似た技術が公表されていないこと

 ④特許請求項（権利範囲）の作成；特許の心臓部

 ⑤図面の整備；図面に符号を付けて説明

 ⑥特許明細書の作成；発明がその説明で実施できる程度に

 ⑦要約書の作成；簡単な概要と代表図の選択

 ⑧出願； 特許印紙１５０００円

 ーー＞１年６箇月後に公開、３年内に審査請求要

 審査請求料； 118,000円 ＋（請求項の数× 4,000円）



特許 実例■特許の実例
特許の名称；帽子等に用いる冷却材 権利有効期間は出願から２０年間
２００５年４月１日出願 ＞登録２０１１年８月５日（日本） 米国登録２０１０年３月２３日２００５年４月１日出願 ーー＞登録２０１１年８月５日（日本）、米国登録２０１０年３月２３日



■特許審査から登録

 出願
 願書、明細書、図面他
 方式審査 方式審査
 補正命令 手続き補正
 出願公開出願公開
 １年６箇月後
 実体審査

審査請求 拒絶理由通知 拒絶査定 審判 審査請求、拒絶理由通知、拒絶査定、審判
 特許査定
 特許料納付 特許料納付
 設定登録
 年金納付、２０年後に消滅年金納付、 年後に消滅



■特殊な特許・ビジネスモデル特許特殊な特 ネ 特
例；ビジネスモデル特許第4560753号の権利範囲について

特許名；2010年8月6日成立
ピ タ通信網を利用 た商品販売シ ムコンピュータ通信網を利用した商品販売システム

それは何？ 一言で言うと！それは何？ 言で言うと！

■コンテンツとは

・版画 リトグラフ

インターネットで
コンテンツを

・版画、リトグラフ
・アニメ画像
・グラビア写真
・イラスト、絵画等
・各種デザインンテンツを

限定して（希少価値を付けて）
販売するサイト運営
独占権

・各種デザイン

■販売するものは
・上記コンテンツを限定数
プリントした絵画 額の独占権 プリントした絵画、額、
ポスター、写真

・他各種プリント商品
（Ｔシャツ、飾り物）



● 特許権利範囲でのビジネス応用例
例 付き 名 品 営

作者、画家
デザイナ

プリント会社 顧客

例１．エデション付き著名作家作品のネット通販運営

デザイナー
著作権利者

15/50

49/50

額等と
の組み

限定数
（エデションナンバー）付き

/ 組
合わせ
販売

著作コンテンツ
データの提供

商品の製造と
送付

商品の購入
代金回収

15/50 注；本ページの画像は説明の為の単なる例として
示しています 作者の了解を得ているものではあ

5/5

通販サイト運営

示しています。作者の了解を得ているものではあ
りません。



例２ コンテンツ募集によるプリント商品のＷＥＢ通販(提案）例２ コンテンツ募集によるプリント商品のＷＥＢ通販(提案）



●特許権利範囲の解説と成立経過
本当に、説明の様
な独占的権利範●特許権利範囲の解説と成立経過

特許証書 特許公報

囲なのか？

という疑問に今か
ら説明します！！

●重要事項

特許出願日 ２０００年6月
特許成立日 ２０１０年8月
☆10年かかって成立した特許

この特許の申請は
10年前の2000年で
す。☆10年かかって成立した特許 す。

特許は申請時点で
の新規性、先進性
で登録されます。で登録されます。
登録時点から権利
を主張できます。



■国際特許について

国内基礎出願国内 礎出願
から最長１年の
優先権有り



PCT国際特許出願フロー http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/pdf/s_tokkyo/flow.pdf



国際特許（米国特許）例



■著作権とその活用■著作権とその活用
●著作物とは、思想、又は、感情的に表現したものであって、文芸、学術、美

術、又は、音楽に属するものを言う（著作権法２条）

著作物は創作したその日が著作権発生日 ＞創作した日付を残そう！ 著作物は創作したその日が著作権発生日ーー＞創作した日付を残そう！



 著作権の種類；

 第２１条；複製権（copyright)、第２２条；上演権・演奏権、第２３条；放送権

 第２５条；展示権、第２４条；口述権（朗読する権利）、第２６条；上映権

●著作権の活用

 パンフレットやカタログ、商品使用説明書（マニュアル）で、真似されたく
なか たら 制作日付けを証明できる手段を！なかったら、制作日付けを証明できる手段を！

 インターネット時代に著作権の主張はとっても大切です！

 色々な創作日付証明方法 ーー＞（株）知的所有権協会の著作権登録

米国著作権登録も行なっている



■商品分野を網羅して、知的財産権を確保する

暑さ対策商品

クールハンカチ、
ネ クク ラ

ヘッド

カバー
CAP&HAT

クール
バイザー

クール
ベスト

ネッククーラ、
バンテーヌ、
冷タオル

ビルダー フラップ帽子、
紅白帽

契約

商標商標

特許特許

意匠

著作権



■知的財産権のブランド化の概念■知的財産権のブランド化の概念

特許や意匠権等工業所
有権はブランド構築の要有権はブランド構築の要
素ではるが、必須条件で
はない！

市場創作、展開力

創客、増客力

商品力

商品企画力

出展；ＪＰＲＡ 特許事業化アドバイザーハンドブックより抜粋



４軸で考える好循環の輪４軸で考える好循環の輪

ビジョン人、出会い
（人財）

将来性

（人財）

成長と継続人在人罪

人財人材

成長と継続人在人罪

実績

アイデアと収益 アイデアと
商品の魅力

収益

Copy right  ©KOBAYA  日曜発明ギャラリー 2008 all right reserved



coolbit ®

森森

林林

木木

苗

種

最初は小さな苗だった、これからも多くの
人と知恵への出会いを大切にして、
アイデア商品を森に育てたい！

Copy right  ©KOBAYA  日曜発明ギャラリー 2008 all right reserved


