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01 ■ノーベル化学賞■

リチウムイオン電池開発
旭化成の吉野彰氏が受賞

　昨年のノーベル化学賞にスマー
トフォンやパソコンなどに広く使
われている「リチウムイオン電池」
を開発した大手化学メーカー、旭
化成の名誉フェロー吉野彰氏らが
選ばれた。
　日本のノーベル賞受賞は 18 年の
京都大学の本庶佑特別教授に続き
27 人目（米国籍を含む）。化学賞
の受賞は 10 年の根岸英一氏、鈴木
章氏に続き計 8 人目。企業勤務の
研究者では 02 年の田中耕一氏以来。
ノーベル賞に先立ち、欧州で最も
権威のある欧州発明家賞を、昨年
6 月に欧州特許庁より授与されて

いる。
　吉野氏は、京都大学大学院を修
了後、旭化成に入社し、イオン二
次電池事業グループ長や電池材料
事業開発室長など電池研究に従事
し、17 年から現職。「充電できる
電池」の小型化と軽量化を目指し
て開発に取り組み、当初はノーベ
ル化学賞の受賞者、白川英樹氏が
発見した電気を通すプラスチック

「ポリアセチレン」を電極に利用す
る研究をしていた。
　その後、コバルト酸リチウムと
いう化合物をプラスの電極として
使う当時の最新の研究成果に注目

し、マイナスの電極に炭素繊維を
使うなどした結果、現在の「リチ
ウムイオン電池」の原型となる二
次電池（充電して再利用できる電
池）を世界で初めて製作した。正
極と負極を隔ててショートを防ぐ

「セパレーター」などを含め、電池
の 基 本 構 造 を 確 立 し て 85 年 5 月
10 日（優先日）に特許を出願した

（ 特 許 第 1989293 号、 特 公 平
4-24831 号）。
　91 年にソニーが世界に先駆けて
商品化し、ノート型パソコンや携
帯電話などに採用された。小型・
軽量化で高出力の蓄電池が実現し
たことで、リチウムイオン電池は、
スマホなど IT 機器には欠かさない
存在となった。インターネットの
発展に伴い、世界の通信環境を変
革させただけでなく、自動車業界
にも大きな影響を与えた。ハイブ
リッド車、EV（電気自動車）が国
際的な環境対応の流れもあり、需

ノーベル化学賞受賞記念講演「リチウムイオン電池の開発経緯とこれから」
（吉野氏のスライドより）
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要が伸びている。太陽光発電など
の再生可能エネルギーの普及を促
す役割も期待され、電力供給を最
適化するスマートグリッド（次世
代送電網）への貢献も見込まれて
いる。
　旭化成は、リチウムイオン電池
部材のセパレーターでシェア 1 位。
市場調査会社の富士経済によれば、
世界のリチウムイオン二次電池市
場は自動車電動化の影響などから
22 年に 7.4 兆円と 17 年に比べ 2.3
倍となる見込み。その基盤を日本
の素材・材料の研究開発力、技術

力が支えていることが、今回、改
めて世界に示されたといえる。

 ●特許で技術内容を示す● 
　企業研究においては、新規の技
術を開発しても、特許出願との関
係もあり、論文として学会等に発
表することは難しい面がある。こ
のため、成果が表に出ないことが
多く、評価されにくいが、今回は
特許庁によって公開される特許出
願書面で、技術の内容を示すこと
ができ、その内容がノーベル賞の
委員会によって高く評価された。

　吉野氏は、企業勤務の研究者に
ついて、「論文発表を目指す大学の
研究者と比べると、企業の研究者
は特許取得が目標のため、研究成
果を分かりやすい形で示すのが難
しいというハンデを背負っている。
企業内部にはノーベル賞クラスの
研究が数多くあるので、今後も産
業界からノーベル賞が出ないとい
けないと思う」と指摘している。
そして、ノーベル賞の賞金の一部
を日本化学会の研究支援事業に活
用する意向を表明している。

02対アップル訴訟
島野製作所の請求を棄却

■東京地裁■

　米アップルに電源アダプターに
使われる部品を供給していた電子
部品メーカーの島野製作所が、不
当な値下げやリベート要求があっ
たなどとして約 100 億円の損害賠
償を求めた訴訟で、東京地裁は、
島野側の請求を棄却する判決を言
い渡した。
　損害賠償請求の審理に先立ち、
訴訟では「どの国の裁判所で審理
するか」という「国際裁判管轄」
が争われた。

　両社は契約時に「紛争は（アッ
プル本社がある）米カリフォルニ
ア州の裁判所で解決する」と合意
していたため、日本の裁判所で審
理できるかが争点となったが、地
裁 は 平 成 28 年 2 月、 中 間 判 決 で

「合意が成立する法的条件を満たし
ておらず無効」と判断、国内で審
理することを決めていた。
　判決では、両社は基本契約で米
カリフォルニア州法を準拠法と規
定していたと指摘。債務不履行に

ついては、州法に基づけばアップ
ルが発注予測として示した数量を
注文する義務はないと判断。独禁
法違反については、原告側が州法
に基づく主張や立証をしていない
として「不法行為の成立は認めら
れない」と判断した。
　島野製作所は判決を不服として
東京高裁に控訴した。

吉野 彰氏　プロフィール
1948 年生まれ。1972 年京都大学大学院修士課程修了。1972 年旭化成株式会社入社、1981 年から新型二次電池の研
究に着手し、1985 年にリチウムイオン二次電池を発明。1992 年に東芝との合弁会社株式会社エイ・ティーバッテリー
の設立に携わり、リチウムイオン二次電池を事業化。現在は旭化成名誉フェロー。2004 年度に紫綬褒章、2013 年に
ロシアの Global Energy Prize、2014 年に米国の National Academy Charles Stark Draper Prize、2018 年に日本国
際賞 (JAPAN PRIZE)、2019 年には European Inventor Award（欧州発明家賞、非欧州部門）を受賞し、10 月にはノー
ベル化学賞を受賞。
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03店舗の外観・内装
立体商標で保護へ

■特許庁■

改正意匠法の成立により、店舗の
外観・内装を含む建築物の空間デザ
インが新たに保護対象となった。空
間デザインとして保護された店舗の
外観・内装は、商品・役務の出所を

表示するものとして識別力を獲得
し、商標として機能する場合もある。

特許庁は、企業のブランディング
活動を支援する必要性を踏まえ、商
品・役務の出所を表示するものとし

て識別力を有する店舗の外観・内装
については、商標として保護する方
向で検討を進めている。
　店舗の外観・内装は、特に大規模
チェーン店などでは統一したデザイ
ンで使用され、企業や店舗のブラン
ディングのための保護ニーズが高
まっている。実際に店舗の外観・内
装を模倣する事例も多く、商品等の
出所を示す外観は、例えば、米国で
は、いわゆる「トレードドレス」と
して保護されることがある。
　日本において店舗の外観・内装の
保護を認めた裁判所の判断例とし
て、「コメダ珈琲店事件」（平成27
年（ヨ）第22042号）がある。
　東京地方裁判所は、平成28年12月、
コメダ珈琲店の店舗の外観・内装と
類似する店舗の外観・内装の使用禁
止を認める仮処分決定を下した。
　本決定は、店舗の外観・内装が不
正競争防止法上の「商品等表示」に
該当することを認めたものである。
　「トレードドレス」について米国商
標法上の定義はなく、商品形状、包
装容器の形状のほか、飲食店などの
外観や内装も含まれる。国によって
保護対象や法制度も異なっている。
　特許庁では、現行の商標制度の見
直しにあたり、店舗の外観・内装以
外の立体的形状についても併せて検
討することが望ましいとして、立体
商標制度の見直しと立体商標等に関
する審査運用の見直しについて検討
を進める方針。商標制度小委員会「店舗の外観・内装の商標制度による保護等について」

2-1．現行の立体商標制度の概要 内装の例

商標（米国）

米国登録商標
【登録番号】４８３９２１６
【商標権者】In-N-Out Burgers
【指定商品又は指定役務】
【第４３類】レストランにおける飲食物の提供等
【商標の詳細な説明】
マークは、レストランの内部を描写した3次元のトレードドレスで構成されています。内部は、
赤い縞の水平列を有する白色断面の分割壁を含む。…（以下略）

×登録を受けようとする立体
的形状を実線で描き、その他
の部分を破線で描く等の方法
が認められていない。

×立体的形状の端が商標記載欄に収まらな
い等、立体的形状の輪郭が明確に表示され
ていない場合は、立体商標としての構成、
輪郭、態様を具体的に特定し得ないとの理
由から、商標登録できない。

×商標の詳細な説明を記載す
ることは認められていない。

日本登録商標
【登録番号】５８５１６３２
【立体商標】
【商標権者】株式会社コメダ
【指定商品又は指定役務】
【第４３類】飲食物の提供

2-2．現行の立体商標制度の概要 外観の例

×商標の詳細な説明を記
載することは認められ
ていない。
そのため、願書におい
て、店舗の特徴的な要
素等を文章で説明する
ことはできない。

○商標記載欄に店舗
の外観全体を表すこ
とは可能
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04AI 関連発明とビジネス関連発明

　ビジネス関連発明とは、ビジネ
ス方法が ICT（情報通信技術）を
利用して実現された発明といえる。
特許制度では、販売管理や生産管
理に関する画期的なアイデアを思
いついたとしても、アイデアその
ものは特許の保護対象にならない。
一方、そうしたアイデアが ICT を
利用して実現された発明は、ビジ
ネス関連発明として特許の保護対
象となる。
　国内のビジネス関連発明の特許
出願件数をみると、2000 年に生
じ た 出 願 ブ ー ム 後 の 減 少 傾 向 は
2012 年頃から増加に転じており、
2017 年は 9,100 件の出願があっ
た。背景には、「モノ」から「コ
ト」への産業構造の変化が進む中
で、ソリューションビジネスへの
R&D が活発化していることが考え
られる。
　また、スマートフォンや SNS の
普及に加え、AI、IoT 技術の進展
により、ICT を活用した新たなサ
ービスが創出される分野が拡大し
ていることも一因に挙げられる。
　ビジネス関連発明は AI（特にデ
ータの学習に基づいて判断を下す
機械学習技術）と親和性が高く、
AI を活用してビジネス上の課題解
決を図るケースが増えている。
　ビジネス関連発明の上位 5 分野
における AI 関連発明の出願件数を
みると、いずれの分野においても、
2015 年以降、AI 関連発明が増加

している。特に AI の適用が目立つ
分野は「管理・経営」と「ヘルス
ケア」であり、対象の予測、最適
化、診断、検知等を AI によって実
現する発明が増加しているものと
考えられる。
　AI 関連発明の出願件数は、第三
次 AI ブームの影響で 2014 年以降

急増している。その主役はニュー
ラルネットワークを含む機械学習
技術。中でも深層学習に関する発
明が急増しており、2017 年にお
いては、AI 関連発明の約半数は出
願書類中で深層学習技術に言及し
ている。

●AI関連発明の国内出願件数●

特許庁「AI関連発明の出願状況調査」

●各分野におけるAI関連発明の出願件数の推移●
産業（分野） 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

管理・経営 3 17 6 20 60

ヘルスケア 10 11 17 24 48

EC・マーケティング 16 15 11 27 41

サービス業一般 14 18 14 17 31

金　　　融 1 0 3 10 20

特許庁「ビジネス関連発明の最近の動向」
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05世界知的財産指標 2019
中国が世界の特許出願件数の約半数

■ WIPO ■

　世界知的所有権機関（WIPO）は、
年 次 報 告 書「 世 界 知 的 財 産 指 標
2019」を発表した。それによると、
2018年の世界の特許の出願件数
は、前年比5.2％増の3,326,300件
となり、過去最高に達した。
　各国・地域における出願数（各国・
地域知財庁の特許受理ベース）を
みると、中国が約154万件（11.6％
増）と最も多く、世界の特許出願
の46.4％と世界全体の約半数を占
め、8年連続で首位となった。
　2 位 は 米 国（597,141件 ）、3 位
に日本（313,567件）、4 位に韓国

（209,992件 ）、5 位 に 欧 州 知 財 庁
（EPO：174,397件）と続いている。
上位の順位は前年と変わっていな
いが、日米は前年比でわずかに減
少した。6 位ドイツ（67,898件）、
7 位インド（50,055件）、8 位ロシ
ア（37,957件）、9位カナダ（36,161
件）、10位オーストラリア（29,957

件）。中国での特許出願件数は、2
位以下の10カ国・地域の合計出願
件数に匹敵する。
　アジアに拠点を置く知財庁は、
主に中国の成長により、2018年に
世界で申請されたすべての出願の
3 分 の 2（66.8 ％） を 受 理 し た。
2008年の50.8％と比較すると、大
きく成長しており、アジアは国際
特許出願のハブとしての地位を向

上している。
　世界の商標の出願数は、前年比
15.5％増の1,432万件（推定値）と
なった。国別にみると、中国の商標
出願数が737万件で最多となり、世
界の商標出願数の51.4％を占めた。
　意匠の出願数は前年比5.7％増の
131万件（推定値）で、国別にみる
と中国の出願受理数が71万件で最
多となった。

特　許
特許出願件数
中　国
米　国
日　本

商　標
商標出願で指定
された分類の数
中　国
米　国
日　本

意　匠
意匠出願に含まれ
ているデザイン数
中　国

欧州知財庁
韓　国
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　半年間の
　育児休暇を終えて　 
　　　　　弁理士  波多野　寛海

　新年あけましておめでとうございます。私
事ですが、昨年は新しい家族を迎えた大きな
変化の年でした。四十過ぎの夫婦にとって、
子供を授かるのは今回が最初で最後であろう
ということ、また、体力のいる子育てには、
一人でも多くの戦力が必要であろうというこ
とで、思い切って半年間育休を取りました。
育休をＯＫしていただいた中島代表をはじ
め、育休中の業務をフォローしてくださった
皆様に改めて感謝申し上げます。
　育休取得前は、日々やることとして、おむ
つ替え、ミルク、寝かしつけ、散歩、遊び相
手、沐浴、買い物、洗濯、料理、掃除、保育
園見学などを想像していました。
　育休を取って良かったと思う理由の１つ
は、「大変だった」の一言では伝わりきらな
い「見えない育児」が沢山あるということに
気が付けたことでした。というのは、地味に
面倒くさいことが沢山あるのです。ひとつひ
とつは大したことがなくてもボディーブロー
のように徐々に効いてきます。おむつやミル
クなど消費著しい物はこまめに補充が必要で
す。また、赤ちゃんはあっという間に大きく
なるので、哺乳瓶のサイズや洋服のサイズも
数か月単位で買い替える必要があります。予
防接種のスケジュールも、赤ちゃんが体調不
良を起こして延期になると一気にスケジュー
ルが狂うので注意が必要です。また、予防接
種前に体温を測ったり、大量の書類に記入し
たりする必要があります。内祝いの品も頂い
た物に合わせて手配する必要があります。か
かりつけの小児科医や保育園をリサーチして
探す必要もあります。役所や病院からもらう

大量の資料も時々整理しておかなければいざ
必要な物を紛失してしまいます。
　自分は鈍いところがあるので、育休を取っ
て、同じ時間・空間を共有しなかったら、こ
うした「見えない育児」に気が付かったこと
でしょう。そして、仕事から帰って、家事の
はかどらない部屋を見て、「日中たっぷり時
間があるはずなのに、何で？」などと地雷を
踏んでしまうかもしれません。
　既に、育休から復帰してから１か月がた
ち、平日の昼間は嫁のワンオペ育児が始まっ
ています。ちょうど離乳食の開始時期と重な
り、そして、子供もハイハイで動き回るので
目が離せなくなり、かなり四苦八苦している
ようです。そんな嫁に対して心の中で手を合
わせつつ、嫁の大好きなお菓子を買って、家
路につきます。

axis
column

（親子でお昼寝）

（カメラの前だと笑わない息子の貴重なスマイル）
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