
　特許庁の料金手数料は、収支状況
に応じて見直しを行っており、直近で
は平成20年以降3回にわたって引き下
げ、収支均衡を図ってきた。

　しかし、近年、海外の特許文献の急
増による審査負担の増加など、定常的
に必要となる経費が増加している。ま
た、情報システムの大規模刷新や庁舎
改修など投資的な経費も増加してい
る。審査の質やスピードの維持と向上、
サービスの維持と充実はイノベーション

促進のために重要であるため、歳出の
徹底的な見直しに取り組みつつ、料金
体系の見直しによる歳入増を図るべく
特許料等の料金改定を行うこととした。

　令和4年4月1日に施行される「特許
法等の一部を改正する法律」等に伴
い、特許関係料金、商標関係料金及び
国際出願に係る国際調査手数料等が
改定されることとなる。

　改正法等の施行日（令和4年4月1
日）より前に納付される料金は「改正前
の料金」が適用され、改正法等の施行
日（令和4年4月1日）以降に納付される
料金は「改正後の料金」が適用される。

     （特許業務法人共生国際特許事務所所長）
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特許庁特許法等改正に伴う料金改定

佐藤英昭弁理士による

『特許の哲学』

　国立科学博物館
（東京・上野公園）
で2月19日より開催
される特別展「宝
石 地球がうみだす
キセキ」の通常チ
ケットに加え、様々
な特典のついた企
画チケットが2月1日
正午より各種発売
開始された。

　①「正八面体ダイヤモンドチケット」
（事前抽選制）は、地球から採掘された
ままの整形加工が施されていないダイ
ヤモンド（アンカットダイヤモンド）
0.05ctと入場券1名様分のセットチ
ケット。熱や圧力による溶解がなく原形
をとどめた正八面体の原石は大変貴
重で、今回はその中からさらに厳選さ
れたものとなる。料金は1万円（税込）、
申込は2月6日まで読売新聞オンライン
で独占抽選販売、100名。
　②Liquem ブルームリング付きチ
ケットは、人気アクセサリーブランド
「Liquem」の、本展が初の配色となる
ブルームリング（1個）とのセットチケッ
ト。ブルームリングは計7種類、ランダム
での配付となり、どのカラーとなるかは
引き換え時の楽しみ。限定500枚販
売。料金は一般・大学生4600円、小～
高3200円（各税込）、販売は6月17日
（予定）まで、ローソンやチケットぴあ等
で。
　③『七つ屋 志のぶの宝石匣』×特別
展「宝石」展覧会限定ミニブック付きチ

ケットは、『のだめカ
ンタービレ』の二ノ
宮知子氏が現在
『Kiss』で連載中の
漫画『七つ屋 志の
ぶの宝石匣』のキャ
ラクター・志のぶと
顕定が、宝石を分か
りやすく解説するミ
ニブック付きのチ
ケット。二ノ宮氏が

本展のために特別に描き下ろしたイラ
ストを収録するほか、『七つ屋 志のぶ
の宝石匣』のシーンをもとに、本展監
修者による宝石の解説文まで掲載し
た、他では購入できない充実の1冊。こ
れがあれば、展覧会をより楽しめること
間違いない。限定1000枚販売。料金
は一般・大学生2500円、小～高1100
円（各税込）、販売は6月17日（予定）ま
で、ローソンチケットやチケットぴあ等
で。
　同展は、各地の博物館や比類なきア
ルビオンアートコレクション、ヴァンク
リーフ&アーペル、ギメル、ミキモトなど
の作品から、多種多様な宝石と、それ
らを使用した豪華絢爛なジュエリーを
一堂に集め、科学的、文化的な切り口
から紹介している。
　▼会期：2月19日～6月19日の9時
～17時。場所：国立科学博物館（東京
上野公園）。入場料：一般・大学生
2000円、小～高600円。主催：国立科
学博物館、TBS、読売新聞。特別協力：
アルビオンアート、国立西洋美術館。

　時計の本質を追求し、卓越した精
度を誇る高品質ウオッチ『The CITI-
ZEN』から、年差±5秒の高精度光発
電エコ・ドライブムーブメントを搭載
し、窓で切り取った四季の借景を、土
佐和紙を用いた美しいグラデーション
文字板で表現した数量限定の「Icon-
ic Nature Collection」4モデルが2
月24日より順次発売される。価格は各
385,000円、世界限定250本。
　2月発売予定の2モデルは、世界で
最も薄い和紙と言われる「土佐典具帖
紙（とさてんぐじょうし）」を用いた文字
板表現が特長。窓で切り取った春の
情景をイメージした「息吹」（AQ
4100-06W）は、萌え出る新緑をコン

トラストの強いグリーンのグラデー
ション、夏の情景をイメージした
「紺碧」（AQ4100-14L）は、窓か
ら眺める夏空と海、湧き上がる雲
の溶け合うさまを淡いグラデー
ションで表現した。　
　8月発売予定の「綾錦（あやにし
き）」（AQ4102-01X）と「静寂（しじ
ま）」（AQ4100-22E）も、それぞれ
借景窓から臨む秋と冬の情景をイ
メージ。和紙に漉きこまれた長い繊
維が、雲の中を翔ける龍のような模
様をもつ土佐和紙「雲龍紙」を文字

板に採用。色の
濃淡に、「雲龍
紙」独特の繊維
がアクセントに
なっている。

　いずれのモデルも腕元に目を向ける
たびに、時計という窓に閉じ込めた、日
本の四季が織りなす繊細な陰影を楽
しめる限定モデルになる。
　全モデルとも、年差±5秒という高精度
を誇るエコ・ドライブムーブメントを搭
載。また、ケースには耐傷性に優れ、軽
く、肌に優しいスーパーチタニウム™、ス
トラップにはLWG（レザーワーキンググ
ループ）認証を受けたタンナー（製革業
者）で生産されたワニ革を使用している。
　文字板、りゅうず、裏ぶたに配した
イーグルマークは、「常に先を見据え、
理想を追求する」「身に着ける方に永
く寄り添う」という『ザ・シチズン』の2つ
の意思を表している。

特別展「宝石 地球がうみだすキセキ」
多種多様な宝石と豪華絢爛なジュエリー

2月19日～6月19日、国立科学博物館

　メッセ・ミュンヘン
は、2021年秋の好調な
見本市事業に支えら
れ、Covid-19のパンデ
ミックに支配された2年
目を成功裏に収めた。
メッセ・ミュンヘン会長
兼C EOのクラウス・
ディットリッヒ氏は、
2021年の業績につい
て、「18カ月間に及ぶ
ロックダウンの中、大幅
なコスト削減や組織改
編の断行を経て、国際
見本市事業は9月に再
びミュンヘンに戻ってき
た。IAA MOBILITY

は、40万人以上の参加者を得て、見本
市会場だけでなく市内中心部の最も
美しい場所でも開催され、見本市の歴
史を塗り替えた。さらに、EXPO REAL
やproductronicaと相まって、IAA -
MOBILITYは業界全体に強いシグナ
ルを送り、新型コロナウイルスの状況
下で、大規模な国際見本市がいかに
開催されるかの模範を示した」と総括。
続けて、「新年には、ドイツ国内外で54
の自社イベントを開催する予定だ。充
実したイベントカレンダー、補完的なデ

ジタルプログラム、そして特別なハイラ
イトとして設けた3つの野外コンサート
によって、2022年は経済的な勢いのあ
る年になるだろう」と締めくくった。
　経済的には、2021年は中程度の成
果。現在の予測では、メッセ・ミュンヘ
ンの収益は1億2,250万ユーロ（前年
度：9,360万ユーロ）の見込み。世界全
体では、1億5,450万ユーロの連結売
上高が見込まれている。また、2021年
の同社のEBITDA（利払い前税引き前
償却前利益）は、合計でマイナス4,960
万ユーロ。2020年から2021年にかけ
て、メッセ・ミュンヘンはCovid-19の大
流行によって約4億ユーロの収益を
失った。
　2022年の見通しは、パンデミックに
もかかわらず、将来を楽観視している。
TrendSetは、新年を迎えてわずか数
日間で、見本市は最高の保護・衛生水
準を維持することによって今後とも継
続して開催できることを実証した。
2022年もメッセ・ミュンヘンのイベント
サイクルは順調で、ドイツ国内外で54
のイベントを開催する予定とする。
　また、デジタルプログラムの提案と対
面式見本市の再出発を掲げ、国際的
な活動として、中国とインドに注目し、
2022年を景気回復の年と見ている。

　時計専門
店として国内
最大25 6店
舗を展開す
る ㈱ ザ・ク
ロックハウス

は、プライベートウォッチブランド『ザ・
クロックハウスタウンカジュアル』の発
売2周年を記念し、2月1日からアニ
バーサリーキャンペーンをスタート。
　デジタルネイティブなZ世代から、新
人類世代までここ数年流行が続く「レ

トロブーム」。
いまの若者に
は新鮮、昔の

若者には懐かしいフィルムカメラやアナ
ログ盤レコード、ミッドセンチュリー調
の家具など、「レトロ」で「エモい」プロダ
クトがいま、世代やジェンダーを超えて
支持されている。
　このデジタル時計『ザ・クロックハウス 
タウンカジュアル』は、まさに「レトロブー
ム」から生まれたプロダクトで、1970年
代のプロダクトにインスパイアされたディ
テールを持つ、レトロ感満載のデジタル
時計。期間中タウンカジュアルに使える
2000円オフクーポンをプレゼント。

　㈱中央宝石研究所
は、昨年末の株主総会
並びに取締役会におい
て、吉澤博幸氏が代表
取締役を退任し取締役
会長に就任した。後任に
は、常務取締役の平田

辰夫氏が代表取締役に就任し、新体制
で社業の発展に専心努力している。
　新体制：代表取締役＝平田辰夫。取
締役会長＝吉澤博幸。専務取締役＝
堀川洋一。取締役＝小泉隆、中澤真
人、丸岡悟。監査役＝大友誠。なお、堀
内信雄は相談役に就任した（敬称略）。

レトロブームに合わせ
クロックハウスがキャンペーン

　セイコーホールディング
ス㈱（代表取締役会長兼
グループCEO兼グループ
CCO服部真二、東京都中
央区）のグループ会社であ
る ㈱和光（代表取締役社
長石井俊太郎、東京都中
央区）は、芙蓉総合リース
㈱（代表取締役社長辻田
泰徳、東京都千代田区）と
FIT非化石証書の提供に
関する協定書を締結し、
和光が運営する銀座四丁
目の和光本館に、本年3月
（予定）より、芙蓉リースグ
ループが運営する太陽光

発電所由来の環境価値がついた再生
可能エネルギー電気を導入する。
　和光が、芙蓉リースグループが運営
する「浪江酒井第一太陽光発電所」を
由来とする環境価値を裏付けとしたト
ラッキング付FIT非化石証書を購入す

ることで、和光本館建物で使用する電
力を、実質的に再生可能エネルギー化
することが可能となる。
　今回の取り組みにより、震災からの
復興に向けクリーンエネルギーを活用
した街づくりに取り組む福島県浪江町
で発電された再生可能エネルギーが、
実質的に銀座のシンボルとして親しま
れている和光本館の全館で利用され
ることとなる。
　FIT非化石証書とは、CO2を排出し
ない再生可能エネルギーで発電された
電力が有する環境価値を取り出し、証
書のかたちにすることで、小売電気事
業者の販売する電気料金メニューを通
じて電気の使用者が環境価値を受け
取ることを可能にしたもの。また、FIT由
来の非化石証書については、経済産業
省が実施する非化石証書トラッキング
実証を通じて発電所のトラッキング情
報（電源種別、所在地等）を付与するこ
とにより、RE100にも適合可能となる。

銀
座
の
シ
ン
ボ
ル
和
光
本
館
に

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
導
入

本
格
始
動
し
た
メ
ッ
セ・ミ
ュン
ヘ
ン
は

2
0
2
2
年
を
景
気
回
復
の
年
へ
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　それまでは無借金で経営していたも
のを確か２０００年前後から借金生活
になった。金融機関からもすんなりと借
り入れができたので当時はさほど深刻
には考えていなかったが以後２０年に
わたって借金苦がのしかかってきた。
資金繰りに窮して金を借りるというの
は最もダメな類の借り方である。が当
時はさほどの問題意識があるわけでは
なく何とかなるだろうと構えていた。し
かしいざ借り入れてみると怖くて使え
ない。
　１０００万円を６０か月（5年）で返
済する計画だと月１７万ほどの返済に

小売の十字路小売の十字路 187

なる。が月々少しずつ金が足りないから
その１０００万円から充当する。すると
減り方は進む。プラスの月もあるがそれ
は大概仕入れを絞ったからで次の月に
はどうしても仕入れが元に戻る。更に
仕入れを絞ると売り上げに影響して悪
循環になる。やり繰りで回っているうち
はいいが大きく売り上げが落ちこむ月
が生じると不安で眠れなくなる。手元
資金が想定外に減っていくのは嫌な感
じである。６００万円ほど返済が済んだ
あたりで（残債４００万）資金が無くな
りそうなのでまた１０００万借り換えを
して手元に６００万円が振り込まれる
が借金は１０００万円に逆戻り。次回

の借り換えはさらに早まるだろうと思う
とじりっじりっと追い詰められる感覚。
事態を傍観しているわけではなく家賃
の値下げ交渉、人減らしなど固定費の
削減はやってみるが、世の中の空気に
危機感が醸成しないと結局売り上げ
減は店の側のやり方次第というところ
に落ち着く。家賃下げは門前払いで人
事リストラは社内がギスギスする。なか
なか思う通りにはならないものだ。
　きつかったのは東日本大震災による
計画停電。全く商売にならなかったが、
現在のような直接支援は全くなし。金は
出ていく一方で別ルートの借金をして
何とかしのいだがトータルでいえば１５
００万から一時は１８００万くらいに借
金が膨れ上がった。いわゆる「街キン」
に金を借りたこともあったが、きちんと
返済したので怖い目にあったわけでは
なく振り返ればいい経験にはなった。
　なぜ金を借りるか―。商品の充実も
ある、店舗の改装もある、新しいデジタ
ル機器の更新もある。ネットを含めた販
売ルートの開拓もある、―どれもこれも

売上と利益の増大に寄与するための
借金である。経営者の先読みと意欲が
試される借金であるが、なにがしかの
希望はある。売り上げが下がり続けて
赤字の帳尻を合わせる借り入れでは結
局食いつぶしのための時間稼ぎにしか
ならない。言い訳めいていえば、経営勝
負をしてみようという経済及びわが業
界の上向き環境が２０００年以降一度
たりともやって来なかったからだ。少な
くとも私にはそのように感じられた。平
成の後半は競争の激化と停滞の時代
だったのだと思う。
　耐えて凌いで借金を借金で回して
年金を支えに給与も取らず休日もなく
それでも何とか健康でここまで来たの
だから、良しとしなければいけないのだ
ろう。経営者としては情けない話では
あるが。
　小さな教訓　「何とかなるだろう借
金」は昭和でお終い。

 　　　　 　　　　　　　　貧骨  
　 　   cosmoloop.22k@nifty.com

私の失敗 
借金はつらいよ
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