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一方、DX(Digital Transfer)など、明確
に高まってきているニーズもはっきりして
きて、新たなビジネスを探る動きも活発化
してきているのではないでしょうか？
試練の時期ではございますが、みなさま
とご家族や同僚の方々の健康・安全と事業
の回復・ご繁栄をお祈り申し上げます。

1. ご挨拶
2. 町田市に「ベンリシジャー」登場
3. セルフレジ特許訴訟（続報）
4. 任天堂スイッチの特許戦略（続報）
5. 海外知財制度改正情報
最後に、 配信終了のご挨拶と今後

◇

ご挨拶

コロナ禍で生活にも事業にも種々の影響
が生じ、また新常態を探る日々が続いてお
りますが、みなさま如何がお過ごしでしょ
うか。
感染拡大を抑える決定打がなく、経済は
世界的に、リーマンショックを超える大打
撃を受ける中、米中対立が激化しており、
将来不安が拭えない状況が続いています。

（撮影:小島浩嗣）

◇ 町田市に「ベンリシジャー」登場
臨時休校期間中の5月30日に「まちだ
キッズ発明オンライン教室」が開催され、
講師を務めました。外出もままならないコ
ロナ休校中の子供たちを癒やしたいとの一
心で考えつきました。
主対象は小学校4～6年生で、定員30名で
す。
内容は、○×クイズ、日本弁理士会作成
の短編動画「発明ってなあに」、及び発明
工作で約1．5時間(休憩なし)です。
○×クイズは、身近に存在する商品の発
筆者(本谷)発案の「ベンリシジャー」

明者が日本人か外国人かと問いかけ、何れ
かに手を上げて貰いました。短編動画で
は、発明は、不便なことの解決手段である
こと、真似をしてはいけないこと、及び特
許出願して保護できることを、動画、及び
視聴後の講師との会話で学びます。発明工
作では、片手でジュースとお菓子を持ち、
片手で応援するために、コップと皿をどの
ように構成すればよいかを考えて工作しま
す。参加者とはZOOMでつなぎ、YouTubeで
ライブ配信しました。参加者に興味を持っ
てもらうためには、つかみが重要と考え、
ベンリシジャーを登場させることにしまし
た。参加者の感想は、他の参加者の工夫し
た点を聞いたり、弁理士と話ができて良
かった等々好評でした。オンラインでは、
参加者の名前を呼ぶこと、発言の機会を与
えること、工夫した点を発表することが重
要であることが把握できました。今後の活
動に生かしたいと思います。(文責：本谷)
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◇ セルフレジ特許訴訟（続報）
IP-Luxの今年新年号でご紹介した「セル
フレジ特許訴訟」は、大阪の中小企業であ
るアスタリスク株式会社が、ユニクロを運
営するファーストリテーリングを相手取っ
た特許侵害訴訟です。争われている特許第
6,469,758号（以下「本件特許」）につい
て無効審判が請求され、先日(8/6)審決が出
ましたので報告します。
本件特許は請求項1～4で構成されてお
り、請求項1, 2, 4は無効とされましたが、
請求項３が残りました。請求項３は請求項1
～ 2の従属項で、シールド部44に電波反射
層38と電波吸収層40（右図）を設けること
が要件として追加されています。

審決が確定
すると権利範
囲は狭くなり
ますが、ユニ
クロやGUの実
施態様によっ
てはこのまま
侵害主張を維
持することが
できるかもし
れません。

◇ 任天堂スイッチの特許戦略（続報）
IP-Luxの2018年春号
でご紹介した「Nintendo
Switchの特許と意匠」か
ら２年。「あつまれ動物
の森」の大ヒットで今も
Switchは好調です。
前号で以降に公開され
た特許から、特許戦略の
一端が垣間見えるのでは
ないかと考え、出願日を
横軸にどんな特許が出願
されたかをまとめてみま
した（右図）。当初は特
願2015-119707を基礎と
する特許ファミリを中心
に、基本的な機能につい
て出願されていました
が、徐々にアクセサリに
も展開されています。例
えば、コントローラ（子機）のアタッチメ
ントやタッチペンの他、ストラップに関し
ても出願されています。また、未発売です

が球状筐体について出願されており、今後
発売されるのか興味深いところです。
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海外知財制度改正情報

《欧州》
◆Brexit後の移行期間終了に関する情報を
公表・更新
EUからの英国離脱（2020/1/31 ）後の
移行期間（2020/12/31まで）終了に関し、
2020/7/14にEUの欧州委員会から通知
（以下、本通知＊１）がありました。概要は
日本国特許庁による2020/2/04付発表＊２
から変更ありませんが、本通知の方がより
詳しいものとなっています。
ただし、本通知は「概要及びアドバイス
等を示すもの」であり、英国との交渉の結
果ではないとしています。2020/12/31の
時点における英国を含むEUまたは英国での
権利や出願に関する具体的な事案について
は、各弁理士にお問い合わせください。
《条約》
◆ＰＣＴ出願の料金変更
2020/10/1から、国際出願手数料が以下
の新料金のとおり変更されます。＊３

国際出願の用紙の枚数
が30枚まで（A）

従前の料金

《米国》
◆料金変更
2020/10/2から米国特許商標局の手数料
が以下の新料金のとおり変更されます。＊4
表 米国手数料の比較
名称

従前の料金

新料金

特許出願料

＄300

＄320

仮出願料

＄280

＄300

調査手数料

＄660

＄700

審査手数料

＄760

＄800

クレーム数の超過料金
（20を超える1クレー
ム毎）

＄100

＄100

独立クレーム数の超過
分料（3を超える1独
立クレーム毎）

＄460

＄480

＄1,580

＄1,660

＄240

＄260

PCT出願の移行費用
IDS提出費

表 国際出願手数料の比較
国際出願手数料に
係る要件

Vol.20

新料金

143,200円

152,100円

30枚を超える用紙1枚
につき（B）

1,600円

1,700円

オンライン出願した場
合の減額（上記AとB
の合計額から減額）

32,300円

34,300円

詳細はリンクをご覧ください。
＊１) https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/europe/2020/20200714_1.pdf
＊２) https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/uk/brexit_202002.html
＊３）https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/kokuryo.html
＊４） https://www.uspto.gov/about-us/performance-and-planning/summary-fy2020-final-patent-fee-rule
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〔ご挨拶〕IP Lux今回で終了 今後は「英究特許事務所ライブラリ」へ

季刊で仲間とともにニュースレターIP Luxをお届けしてまいりましたが、私からの配
信を今回で最後とさせていただくことになりました。
長い間、ご愛読を頂きまして、誠にありがとうございました。
今後は、今年４月に立ち上げた英究特許事務所ライブラリサイト（http://lib.aqpatent.com）を中心に、みなさまのお役に立てる情報を提供させていただきたいと
思っております。新着情報は、facebook（個人名ではなく「英究特許事務所」）でお知
らしております。また、このニュースレターと同じく、毎年4回（1月、4月、7月、10
月）、メルマガ風にメール配信させていただきます。
前回7月のIP Lux以降に、ライブラリで提供したコンテンツをご紹介します。
・「python奮闘記」（http://lib.aq-patent.com/category/tools/python/）
私はpython初心者ですが、特許情報分析に使えそうなユーティリティ作成に
四苦八苦する姿をブログ風にご紹介しています。ツールやソースを公開中。
入門編（開発環境、基礎1～5と、zipファイルを解凍するプログラム）
csvの前処理（http://lib.aq-patent.com/2020/07/python-preprocessing-csv/）
・事例研究「二次電池 ポストLiイオン電池を探る」 Ⅰ～Ⅴ
（http://lib.aq-patent.com/2020/07/battery-01/～･･･/battery-05/）
・事例研究「セルフレジ特許訴訟」Ⅰ～Ⅲ
（http://lib.aq-patent.com/2020/08/self_casher_case/他）
今号のIP-Luxでご紹介している記事の詳報です。
・事例研究「任天堂スイッチの特許戦略（2020.9更新）」
（http://lib.aq-patent.com/2020/09/nintendo-switch-2/）
これも、今号のIP-Luxでご紹介している記事の詳報です。
今後も皆様のお役に立てれば幸いです。
今後とも、ご指導・ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
MAIL: kojima@aq-patent.com
TEL: 03 (6869) 2686
TEL/FAX: 04 (2935) 3214 (所沢サイト)
URL: http://www.aq-patent.com

お問い合わせ先

英究特許事務所
弁理士 小島 浩嗣
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※本ニュースレターは、有志の弁理士グループ『Team Lux(チーム・ルクス)』（本谷、藁科、小島）が旬の知財情報
の中から、企業の皆さまの知財業務に役立つ情報をピックアップして提供させていただいております。尚、内容につい
てのご質問、お問合せは、『Team Lux(チーム・ルクス)』のメンバーである配布責任者までお願いいたします。
※ニュースレター『IPLux(アイピー・ルクス)』の名称について
「Lux（ルクス）」はラテン語で「光」の意味です。本ニュースレターが、皆様にとって知的財産 (IP; Intellectual
Property)に関する一筋の道、一筋の光となるように命名しました。末永くご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。
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