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　今、注目を集めているIPガバナンスは、コロナ禍で一変した企業の救世主とも言われています。
　どの企業も持っている無形資産、その中でも知的財産の活用は、コロナ後の成長戦略の鍵と目されてい
ます。しかしながら、知的財産は有形資産と違い、その成果が出るまでには時間を要し、かつ、その様子も見え
難いという欠点があります。そのため、経営者にとって、知財は最も使い難い武器と捉えられていました。
　そこで、私たちは、経営者が知財という武器を上手に使いこなせるように「IPアクションレポート作成」
と「IPスコアリング」の2つのサービスを企業のIPガバナンス支援用に開始しました。

①IPアクションレポート作成
　「IPアクションレポート作成」とは、企業が社内や社外
に発表する知財報告書の作成を支援するもので、知財戦
略や知財の活動状況を社内で共有するのに有効です。
　更に、例えば、上場企業に義務化されたコーポレート
ガバナンスコードへの対応や、金融機関や投資家から融
資を受けるのに必要な知財報告書の作成をお手伝いする
サービスです。
　お客様から提供された情報を基にQ&Aを通して、知財
をどの様に事業に活用しているか、さらに、それによっ
て事業がどの様に成長するのかを分かり易くまとめます。
社内の知財意識の変革・向上や社外の説得や信頼獲得に
効果的です。

②IPスコアリング
　 「IPスコアリング」とは、知財が事業に対してどの程度貢献し

ているのかを評価して数字で示すサービスです。
　文字と違って数字は誰の目にも同じように映り、しかも、誤解
なく理解できるという特徴があります。その一方で、どのよう
な数字を使うかによって意味合いが全く違ってくるという欠点
もあります。
　私たちは、経験とノウハウを駆使して知財の真の実力を客観
的に算定して数値化することで、お客様に現在の実力を知って
もらい、今後どうすべきかを的確に検討できる資料として活用
頂けるサービスを提供します。
　このサービスには、3つのメニューがあります。
A）IP個別スコアリング
　知財の事業貢献度を個々に評価して数値化するサービスです。
B）IP戦略スコアリング
知財戦略の実力と完成度を評価して数値化するサービスです。

戦略的に出願した特許網の完成度をチェックするのに有効です。
C）IPアクションスコアリング

　 自社の知財活動状況を多角的な観点から評価して数値化す
るサービスです。知財部隊のプレゼンスとパフォーマンスを上
げるヒントとして利用いただけます。

「敵を知り己を知らば百戦危うからず」…孫子の兵法です。
己を知ることで多彩な戦い方が出来るのです。

話題の『IPガバナンス』
～アクシスの取り組み～

詳細は左記より
ご確認ください。

https://axispat.jp/senryaku/chizai#ipshien
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01新たな保護対象の
意匠登録事例を公開

■特許庁■

　特許庁は、「改正意匠法に基づく
新たな保護対象（画像・建築物・
内装）の意匠登録事例」を公開した。
　2020年4月1日に新たに保護対
象となった意匠の出願・登録状況
については、多くの企業から高い
関心が示されているとして、特許
庁は、意匠登録されたもののうち
参考となる事例を特許庁HPで公開
し、今後の出願の参考にしてほし

いとしている。登録内容はサムネ
イル画像の一覧からも簡単に確認
できる。
　また、特許庁は新たな保護対象
についての意匠登録出願件数と登
録件数を公表した。
　それによると、新たな保護対象
についての意匠登録出願件数
（2022年1月4日時点で取得可能
なもののみ）は、画像2,050件、

建築物632件、内装435件。
　また、登録件数（2022年1月4
日時点で取得可能なもののみ）は、
画像749件、建築物298件、内装
152件。
登録事例の詳細は特許庁HP
https://www.jpo.go.jp/system/
laws/ru le/gu ide l ine/des ign/
kaisei_hogo.html

【画像の意匠登録事例】

意匠登録第1678245号
情報表示用画像

【建築物の意匠登録事例】

意匠登録第1686613号　
オフィスビル

【内装の意匠登録事例】

意匠登録第1686175号　
カフェの内装

意匠登録第1672383号
車両情報表示用画像

意匠登録第1671773号
商業用建築物

意匠登録第1671961号
マンション共用部の内装

意匠登録第1677889号
アイコン用画像

意匠登録第1679948号
住宅

意匠登録第1690192号
化粧品売り場の内装

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/kaisei_hogo.html
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02経済安保法案、特許非公開制度も
軍事転用が可能な技術の流出防止

■政府■

　政府は経済安全保障推進法案を
国会に提出した。
　軍事転用が可能な機微技術の流
失防止や半導体など重要物資の安
定確保などが狙い。
　法案は、①特許の公開制限、②
サプライチェーン（供給網）の強化、
③先端技術の研究開発支援、④重
要インフラの安全確保の4本を重
点項目としている。
　特許の公開制限は、兵器開発な
どに転用できる民生技術の流出を
防ぐ目的がある。日本の特許制度
は一定期間の経過後、出願内容が
公開されているが、安全保障面で
重要な機微技術の特許については

非公開とする方針。非公開対象に
指定された場合、公開により得ら
れるはずの特許料収入を国が補償
する仕組みも検討する。
　このほか、半導体など重要物資
の国内製造強化に補助金を出す仕

組みをつくるほか、基幹インフラ
の設備に安全保障上のリスクがあ
る外国製品が含まれていないか政
府が事前審査する制度を新たに設
ける方針。

03音楽機器のズームが米 Zoom を
商標権侵害で提訴

■東京地裁■

　音楽用電子機器の「ズーム」は、
自社の登録商標と「極めて類似し
た標章」を使用しているとして、
ビデオ会議システム「ZOOM」を
運営する米ズーム・ビデオ・コミ
ュニケーションズ（ZVC）を相手取
り、商標権の侵害行為の差し止め
を求める訴訟を東京地裁に提訴し
たと発表した。
　ズームの発表によると、ZVCが
会議用プログラムを提供する際に
使用している「Zoom」のロゴがズ
ームの登録商標と極めて酷似して
おり、差止等の請求を行なったと

している。
　ズームは「当社登録商標が法的
に保護されるべき知的財産である
ことの確認が訴訟の目的」として、
損害賠償請求は行わず、和解金に
よる解決も受け付けない姿勢を示
している。
　また、ズームは昨年9月にも
ZOOMの国内販売代理店を務める
NECネッツエスアイを相手取って

同様の訴訟を提起している。
　このとき発表された文書では、
ズームが提供していないビデオ会
議サービスに関する問合わせがサ
ポート窓口に殺到したことや、社
名の誤認によって株価が乱高下し
たことを挙げて、類似したロゴの
継続使用によって事業運営上の支
障だけでなく、投資家への損害が
生じていることを主張している。

●経済安全保障推進法案の重点項目●
①�武器開発に転用できる機微技術の特許出願は非公開とする� � �
（出願者に情報の保全義務、外国出願を制限、非公開による損失を国が補償等）
②�半導体などを「特定重要物質」に指定。サプライチェーン（供給網）強化に向
けて国内生産の基盤整備を支援
③�先端技術開発のための産官学の組織を新設し、国が資金と情報を提供でき
る体制を整備
④�情報通信やエネルギーといった基幹インフラ企業が重要な設備を導入する際、
安全保障上の脅威となり得る外国製品が使われていないか国が事前審査

ズーム社の「商標登録（4940899）」 米ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ社の
「商願2020-61572」
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04特許非公開制度、審査は 2 段階
特許庁と防衛省など

■政府■

　政府は経済安全保障推進法案を
国会に提出した。
　法案では、軍事転用できる先端
技術の特許を非公開にする制度
（秘密特許）の導入に併せ、安全
保障上、公開を制限すべき技術か
どうかの審査については、特許庁
が1次審査を行い、防衛省と内閣
府を中心とした新設組織が2次審
査を行うとしている。審査期間は
出願から合計10カ月以内を想定
している。
　また、機微情報の流出防止に
向け、情報の保全義務に違反し
た特許出願者に科す罰則の導入

のほか、非公開対象とした技術
は、外国での特許出願も制限す

べきとしている。

特許出願

非公開指定
機微性の審査

技術分野等によるスクリーニング

10
カ
月
以
内
め
ど

第 1次審査（特許庁）

第 2次審査（防衛省などの新組織）

出典：経済安全保障法制に関する有識者会議「特許非公開に関する検討会合」

●対象にすべき発明のイメージ●
論点②：対象にすべき発明のイメージ

視点①：技術の機微性
我が国の安全保障を損なう事態を生ずるおそれ

(例えば、核兵器を含む大量破壊兵器につながる技術など）

視点②：経済活動・イノベーションへの影響
非公開とし、発明の実施や外国出願を制限することで、
産業の発達にどの程度の影響（支障）を及ぼすか

（イメージ）

対象発明を選定する視点（一次審査・二次審査に共通）

 一次審査で対象を極力絞り込む。

 明確に、かつ、特許庁による選別に馴染む要件とする。

 視点①②双方の観点を踏まえた技術分野を用いて絞
り込む。

 デュアルユース技術については、視点②の観点を踏まえ
慎重に検討。技術分野の要件に加え、国の委託事業、
防衛用途等の要件で絞り込む案もあり得る。

全ての出願

保全すべき発明
【二次審査で保全指定】

保全すべき発明が含まれやすいゾーン
【二次審査に送付する技術分野】

機微な発明

イメージ図

⇒ 外国出願禁止（第一国出願義務）
の対象もこれと同じ要件とする

件数絞り込み

全出願（約３０万件／年）

保全指定

技術分野等によるスクリーニング

・ 視点①のおそれが大きいこと かつ
・ 視点①②を総合評価しても情報保全をすることが適当であること

特許庁の一次審査

※複数の発明が記載されている場合、出願全体を非公開としつつ、機微な発明のみを特定して保全義務を課す。

二次審査

一次審査の考え方
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05新型コロナ治療薬と
「医薬品特許権プール」

■米・ファイザーなど■

　アメリカの製薬大手ファイザー
は、新型コロナ用飲み薬「パクス
ロビド」について、国連が支援す
る公衆衛生組織「MPP」（医薬品特
許プール）との間でライセンス契
約を締結したと発表した。
　この合意によって各国の医薬品メ
ーカーは、特許料の支払いなしでパ
クスロビドの製造が可能になり、世
界95カ国、全人口の53％が低価格
で購入できるようになった。
　アメリカの製薬大手、メルクも
MPPと新型コロナ用飲み薬のライ
センス契約を締結している。
　また、世界保健機関（WHO）は、
新型コロナウイルスの感染者やワ
クチン接種者に抗体ができたかど
うかを調べる血液検査の技術や特
許の無償提供について、スペイン
国立研究評議会との間で合意した
と発表した。WHOは各国や製薬会
社に特許の一時放棄を求めている。
　「医薬品特許権プール」は、製薬
会社や研究機関などが、自ら所有
する医薬品の特許権を第三者に安

く利用できるようにし、その医薬
品の生産や普及などを可能にさせ
る仕組み。
　医薬品の開発には膨大な予算と
長い時間が必要なため、特許権を
保有する製薬企業は特許の有効期
間の間（一般的には出願日から20
年間）、製造や販売を独占する権利
が認められている。他の企業が製
造する場合などは、特許使用料を
支払う必要がある。製薬企業は通
常、特許の有効期間に得られる収

益を新薬の開発費などに充ててい
る。一方、特許で保護された医薬
品の販売価格が高止まりし、発展
途上国の患者に行き渡りにくい問
題点も指摘されている。
　MPPに特許権が提供された医薬
品については、特許の有効期間が
満了するものを待たずに、ジェネ
リックの生産が可能となる。これ
までにアフリカ諸国に対する抗エ
イズウイルス（HIV）薬の提供に
この手法が利用されている。

ワクチンや治療薬を開発した製薬会社

特許情報を管理、ライセンス契約を仲立ち

●「特許権プール」の仕組み●

安価に大量生産が可能に

MPP（仲介役の国際機関）

途上国などの製薬会社

特許

特許
使用料
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　　　「喫茶店」 

　　　　　　弁理士  飯野 智史

　今回のコラムの担当になり、行きつけの
喫茶店で何を書こうかと考えている。そう
はいってもすぐには考えつかず、店内に置
いてある雑誌や新聞を読み始めてしまう。
そんな喫茶店が好きだ。特に、喫茶店とい
ってもオシャレな雰囲気のカフェではなく、
昔ながらのレトロな雰囲気の純喫茶になぜ
か惹かれてしまう。きっとその雰囲気が懐
かしくて、コーヒーの淹れ方や味にもこだ
わりがあるからだろう。たまに店主の個性
が強すぎて居心地が悪い純喫茶もあるが。
　私が喫茶店に行き始めたのは中学生の頃だ
ったと思う。その当時は、テーブルがゲーム
機になっていて、毎日のように友達と何時間
も遊んでいた。いつも大人数で喫茶店を占拠
していたため、入店禁止になってしまったこ
とがとても懐かしい。そんなゲーム機がある
喫茶店も最近ではほとんどなくなり、私が知
る限りでは熱海の温泉街や浅草などにある喫
茶店くらいなってしまった。
　アクシスがある新橋にも多くの喫茶店が
あるが、いつも行くところは決まっている。
普段は、仕事前の朝に行く喫茶店、そして
お昼休みに行く喫茶店の2つだ。2つの喫茶
店はチェーン店で、特に雰囲気がいいとい
うわけではない。ただ毎日のように通って
いるためか、注文しなくてもスムーズに出
してくれるのがとてもいい。たまに違うも
のを注文したいときもあるのだが、混乱し
そうなのでそれはもう諦めることにした。
　このように喫茶店は私の日常生活に欠かせ
ない存在となっている。きっと喫茶店以上に
行きつけになるお店はきっとないだろう。
　最近は、大手のコーヒーチェーン店が増
え、コンビニでも100円で本格的なコーヒ

ーが飲めるため、個人経営の喫茶店の数は
少なくなっている。コロナ禍の影響も大き
いとは思うが、東京商工リサーチの調査で
は、昨年、廃業等した喫茶店は100件に達
し、過去最多を記録したという。また、全
日本コーヒー協会によると、全国の喫茶店
数は昭和56（1981）年の15万4630がピ
ークで、平成28（2016）年には6万7198
と半数以下にまで落ち込んでいる。時代の
流れで仕方ないとはいえ、とても残念だ。
その反面、若い世代を中心に純喫茶が注目
されるスポットになっているらしく、純喫
茶巡りを趣味とする人も存在するらしい。
私は今までそんな人には出会ったことはな
いが、同じ純喫茶好きにとってはうれしい
限りだ。喫茶店の数は少なくなっても、つ
かの間の休息を与えてくれる喫茶店にはこ
れからも積極的に足を運びたい。

お菓子と一緒に脱酸剤までつけてくれる
親切な喫茶店のコーヒーです。

axis
column
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