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最近の記事

(08/24)チューイングガムの箱に
特許出願中とあったので調べてみ
た。
(08/19)日本のベンチャー企業
が、世界の巨大ＩＴ関連企業への
特許訴訟に勝ちまくっているとい
う。
(08/18)専売特許の日は、特許第
一号を記念して制定されたそうで
す。
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2012年08月24日

チューイングガムの箱に特許出願中とあったので調べてみた。

テレビで、チューイングガムの宣伝が目に付く。
「噛むとフニャンフニャン」とは、今までと何が違うのか気になった。
 
コンビニで探すと、いろいろあって「シトラスミックス」というガムを購入。
 

食べようと、ガムを抜くと下の方の包装紙がすでにちぎれてすぐに食べられる状態になっ
ている。
 
すごい。 おもしろい。 「ふにゃんふにゃん」より、こちらの方が面白い。
テレビCMでは気づかなかったが、確かにさっと取って口に入れている。

箱の裏に、小さな文字で特許出願中とあるが、特願2008-15908号 とまで記載されている。
出願番号までを記載するのは、あまりないように思う。
 
番号があると、IPDL（特許電子図書館）で簡単に内容を見ることができる。
特開2009-173322（特許公開公報）となって発行されている。

IPWO 矢澤知財行政書士事務所 ブログ
知的財産と技術にこだわりを持つ行政書士です。
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公報より、図3を引用
 
ミシン目を施したガムの包装紙の一部を箱の底部に固着させたことが趣旨だ。
これより、ガムを抜くと一部の包装紙が箱にのこり、ガムが食べやすいように露出する。
なるほど、便利だ。
 
調べると特許庁のホームページに、「戦略と発明が結びついて生まれたガム」と載ってい
る。
この出願は、現在審査中です。
特許され、発明の好例となると良いですね。
 
 

▼戻る   ▲次へ      行政書士 矢澤清志

posted by IPWO at 06:07| Comment(0) | 知財おもうがままに

2012年08月19日

日本のベンチャー企業が、世界の巨大ＩＴ関連企業への特許訴訟に勝ちまくっているという。

久々に日本の技術の勢いを感じさせる記事に触れた。

日経新聞 http://www.nikkei.com/article/DGXNASDD090EE_Z00C12A8000000/ より。
 
日本のベンチャー企業が米国企業との間で、特許訴訟に勝ちまくっているという。
「勝ち」とは、特許訴訟を仕掛けて、和解、ライセンス契約を結ぶなどだ。
 
その特許技術は通信・ネットサービスに欠かせないものだという。
もともと頭脳集団が集まって作った技術だという。
 
「イーパーセル」という会社は今回知った。
http://www.e-parcel.com/jp/welcome/index.html
ニュースリリースには、「グーグルにも勝訴」「小さな巨人」「ラジオ番組に出演」など
活気がある。

どんな特許なのだろうと、特許庁IPDLで調べてみると、特開2011-114520という出願が一
件出るのみだ。
その内容は「データ配送のための送信装置、受信装置、及び管理サーバ、並びに暗号化
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データ配送のための送信プログラム、受信プログラム、及び管理プログラム、並びに暗号
化データ配送システム、並びに暗号化データの配送方法 」という難解なものだ。
 
米国特許でe-parcelで調べると、何件かそれらしい分野の特許が出るものの、良くはわから
ない。

 
USPTO PATENT Full-Text Databasesより。
 
いずれにせよ、特許訴訟は米国で勝つことが最も効果的だと再認識させてくれる事例で
す。

「特許訴訟での快進撃で「イーパーセルを買収したい」という打診が相次ぐ。中には名前
を出せば誰もが知っている巨大ＩＴ企業も。しかし北野社長は「売るつもりは全くな
い。」 http://www.nikkei.com/article/DGXNASDD090EE_Z00C12A8000000/?df=2

なんとも強気で、久々に気持ちが良い。
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