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知的
財産
＆ マメ
知識

2020年度より意匠法が改
正になりましたが、具体的に
どう変わったのでしょうか？

また、
「(地独)東京都立産業技術研究センター輸
出製品技術支援センター」(03-5530-2126)では国際
規格や海外の製品規格に関する相談や情報提供、
また専用端末でISO、IEC、JISの全規格（有効及び旧
廃止含み約5万5千点）を閲覧検索することが可能で

イノベーションを促進し、企業の競争力を強化する
観点から、
「物品に記録・表示されていない」画像デ
ザインや建築物の外観・内装をも新たに保護対象と
し、また、長期的な市場動向等に応じて関連・類似
する意匠を連鎖的に保護できるよう改正しました。
【保護対象の拡充】

す。ホームページ内にある海外規格閲覧
サービスにて、海外規格リストがご覧に
なれます。

『「デザイン経営」宣言』と
は何ですか？

●画像のデザイン…サーバー等に記録され、ネット
ワークを通じて送信される画像や物品以外の場所に

業が増えています（37ページ参照）。

投影される画像（GUI）等、
「物品に記録・表示されて
いない」画像にまで保護対象とする
●建築物、内装のデザイン…建築物の外観デザイ
ン、複数の物品（テーブル、椅子、照明器具など）や
建築物（壁や床の装飾）から構成される内装のデザ
イン

やイノベーションの創出に活用する経営手法です。
経
済産業省と特許庁が、
2018年5月に報告書
『
「デザイン
経営」
宣言』
を発表し、
大きな反響を呼びました。
その後も特許庁では「デザイン経営」に関する取り
組みを進め、2020年3月に「デザイン経営

【関連意匠制度の拡充】
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「デザイン経営」
とは、
デザインの力をブランドの構築

●関連意匠の出願可能期間を、
「本意匠の出願から
10年を経過する日前まで」延長
●関連意匠にのみ類似する意匠についても、
「最初
の本意匠（基礎意匠）の出願から10年を経過する日

ハンドブック」と「デザイン経営の課題と
解決事例」を取りまとめました。
公社としても、中小企業において「デザイン経営」
が重要と捉えて、これを実践的に取り組んでいくた
めの支援を行っています。

前まで出願可能」とする
【意匠権の存続期間の変更】
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意匠権の満了日が「出願日から25年経過し
た日」とする
その他、詳細は特許庁関連サイトをご参

デザイナーを探したり、デザ
インに関する相談ができる窓
口はありますか？

照ください

（03−3832−3656）

海外展開を考えていますが、
海外の知的財産や製品輸出
における海外の法規制、製品
安 全 規格について相 談でき
る窓口はありますか？

東京都中小企業振興公社では、中小企業のデザイン
に対するニーズに応えるためにデザイン経営支援事
業を展開しています。具体的には、
「 デザイン相談」
やデザイナー検索サービス「東京デザインデータ
ベース」、企業とデザイナーとの出会いの
場「コラボマッチング」等様々な支援メ
ニューがあります。

内にある「特許情報プラットフォーム」

また、日本デザイン振興会では、東京都内のもの

（J-PlatPat）の検索方法のアドバイスも
行なっています。J-PlatPatでは、すでに
権利化されている情報を手軽に調べられます。
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海外の知的財産や製品輸出における海外の法規制、

づくり中小企業と優れた課題解決力・提案力を併せ

止法によって差し止めや損害賠償を請求することが

製品安全規格への対応は国によって異なります。
「東

持つデザイナーとの協働を目的として「東京ビジネス

できます。また、営業秘密としたい内容に対して、
「マ

京都知的財産総合センター」
(03-3832-3656)では、
外

デザインアワード」を実施しています。い

ル秘」等の表示で明示する等の秘密管理措置（施錠

国の知的財産に関する相談、外国への出願費用や権

ずれも、企業とデザイナーが出会う貴重

管理等も含む）をとる方法があります。

利侵害の調査費用の助成などを行っています。

な機会となっています。
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デザインは、
アイデア
（構想）
を実現可能なものに近づけていく技術です。
そして、
デザイナーはその業務請負業であり、
企業から与えられたテーマに
ついてアイデアを出し、現実の商品にする過程においてデザインスケッチ、
図面（データ）、試作モデル、
パッケージやラベルのデザインなどを提供して
いきます。
サービス業なので、料金はかかった時間で計算されます。加えて、
スケッ
チや図面化に関わる技術料、権利化につながる考案がある場合は、
その
考案の譲渡費用などで構成されます。製品デザインおよび、
その商品化に
は少なくても2〜3カ月、
ものによってはそれ以上の時間がかかります。その
期間、
デザイナーと円滑に作業を進めるために、
通常は「業務委託契約書」
を交わすことになりますが、
「契約書」
というとその作成が手に余ったり、役
員会や代表者の承認が必要だったりという企業も少なくないでしょう。
しかし、
解釈の違いによるトラブルを未然に防ぐために、
何らかの取り決め
は交わしておきたいという場合は、以下の3点からなる
「発注書」
または「覚
書」
を交わすことが有効です。
その3点とは「1. デザイン作業の内容」
「2. 期間」
「3. 対価
（報酬）
」の3つ
です。1の「デザイン作業の内容」については、
「製品Aの操作性向上とその
外観デザイン」
「現行品Aの拡販を目的としたデザイン改良提案」など、具
体的に記すべきでしょう。
2の「期間」は、
「デザインスケッチ受領時」
「外観デ
ータ検収時」など、
どの時点で作業終了とするかの合意が必要となります。
3の「対価（報酬）」は、
「○日締め、
翌月末振込み」など、
その支払い方法の
合意も重要です。
簡単なものであっても、書面にする過程で双方のコミュニケーションが図
れ、
信頼関係の醸成にも役立ちます。
ぜひ実践しましょう。
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●知的財産権が委託者（企
業）
に譲渡される場合（以下、
「委託者に帰属する場合」）
「乙は甲に対し、第5条2項に
より決定された詳細デザインに
関し意匠登録等を受ける権利、
著作権
（著作権法第27条
（翻
訳権、
翻案権等）
及び第28条
（二次的著作物の利用に関す
る原著作者の権利）
を含む）
を
譲渡するものとし、
甲の当該意
匠登録等出願につき必要な
協力を行う。
また甲及び甲が指
定した者に対し著作者人格権
を行使しないものとする」

●成果が委託者に帰属する
場合
「第１0条 項の支払いが完了
した日をもって満了する。
ただし、
第１１条および第１２条の規定
は、本契約の期間終了後も有
効とする」
●成果がデザイナーに帰属す
る場合
「乙が第9条第1項に基づき取
得した本件知的財産権の有
効期間中有効に存続する」

支払う。なお、
その際の振込手数
料は、
甲の負担とする。

利を維持・管理することができ
る。
また、著作権をデザイナー
に帰 属したままとし、委 託 者
（企業）
に利用許諾し※６のよ
うに対価を得ることもできる
●成果に関する意匠等、著作
物を委託者に譲渡してしまうと
デザイナーは委託者の承諾な
しには意匠等、
著作物を実施、
利用できなくなるので、留意が
必要

●成果が委託者に帰属する
場合
「第9条に基づく知的財産権
譲渡の対価として、
金
［
］
円を、第9条第1項の意匠登録
等出願完了の日の翌月末まで
に支払う」
●成果がデザイナーに帰属す
る場合
「乙が第9条第1項に基づき取
得した意匠権等
（本件知的財
産権）
の有効期間中に甲が乙
の本件知的財産権を実施して
販売した本製品の個数1個に
つき金［
］円を乗じて得ら
れた金額を支払う」。
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（契約有効期間）
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資料提供・協力
株式会社クローネ（デザイン：武者デザインプロジェクト）
株式会社三協リール（デザイン：フォルム）
スター電器製造株式会社（デザイン：アルテサーノ・デザイン）
株式会社むらたや（デザイン：エイトデザイン）
株式会社神谷プラスチックス製作所（企画・デザイン指導：シーダブリュエス）

総合支援部 総合支援課

03-3251-7917
〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町1−9 東京都産業労働局秋葉原庁舎5階
都内中小企業のデザイン力向上を通じて、新たな製品やサービスを生
み出すことができる「デザイン経営」実践のための支援を行う。デザイ
ン相談、デザイン導入支援セミナー、デザイナーデータベース「東京デ
ザインデータベース」の提供、中小企業とデザイナーの商談会「コラボ
マッチング」等の事業を実施

平成22年3月発行
令和4年7月改訂
都内の中小企業を対象に、特許、実用新案、意匠、商標、著作権から
海外における知財の戦略的な活用まで、多様な知的財産の相談など
を専門のアドバイザーが無料で受け付けている。マニュアル等の発
行、
セミナーや外国特許助成金等の事業も実施

（地独）東京都立産業技術研究センター
製品化技術グループ

編集・発行

03-5530-2150
〒135-0064
東京都江東区青海2-4-10
都内の中小企業の技術支援を行う公設試験研究機関。
製品化技術グ
ループでは、
デザインに関する技術相談、
製作支援、
各種講習会を実施。
また3Dプリンター、
大型プリンター、
カッティングプロッター、
レーザー加工機、
アパレル機器など試作開発の際に必要な機器が利用できる

公益社団法人 日本インダストリアルデザイン協会 プロフェッション委員会
公益財団法人 日本デザイン振興会

輸出製品技術支援センター

東京都公立大学法人

03-5530-2126

公益社団法人 日本インダストリアルデザイン協会 プロフェッション委員会

城東支所 デザイン支援

デザインに関する技術相談、
製作支援を実施。
また、
三次元造形機、
大
型プリンター、
ファイバーレーザー加工機、UVプリンターなど試作開発の
際に必要な機器が利用できる
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東京都立産業技術大学院大学

守山久子

国際規格や海外の製品規格に関する相談や情報提供などを行う

03-5680-4632
〒125-0062
東京都葛飾区青戸7-2-5

公益財団法人 東京都中小企業振興公社 総合支援部 総合支援課
〒101−0025 東京都千代田区神田佐久間町1−9
東京都産業労働局秋葉原庁舎5階
電話 03−3251−7917
URL https://www.tokyo-kosha.or.jp/
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