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イノベーションと知財政策に関する研究会 政策提言
１．基本的な考え方
知財政策の基本理念である「プロパテント政策」を、イノベーション促進の観点からより
強化するため、グローバル化や技術の高度化などの変化に対応した新たなプロイノベー
ションの知財システム（知財制度の体系）を構築する。
（１）基本理念：プロパテント政策の維持・強化
○知的財産は人類全体の資産。日本は、約10年前から知財の保護をより強化する政策
（いわゆるプロパテント政策）をとってきているところ。
○プロパテント政策の基本方針は、知財の「創造」、「保護」、「活用」という知的創造サイク
ルを活発にすること。
○本研究会は、このプロパテント政策の基本方針は重要であることを引き続き確認し、今
後の政策においてもこれを維持することは当然であると考える。そして更に、プロイノ
ベーションの知財システムの強化を提言する。
２．提言（案）の概要
＜現状分析＞
グローバル化による

（１） 国際的な特許保護ニーズの高まり
○一つの発明をグローバルな特許として効
率的に保護する必要性が高まっている。
グローバル化による

（２） 世界の特許出願の急増
○世界の特許出願は約170万件に急増。
○このうち約4割が重複出願。
グローバル化による

（３） 知財をめぐる南北の対立
○途上国における特許出願のほとんどが
先進国からのもの。
○知財の議論も、マルチフォーラ化。
特許を巡る企業間競争の熾烈化による

（４） 不確実性とビジネスリスクの増大
○知財訴訟のコストは高額化している。
○いわゆる「パテントトロール」の活動もビ
ジネスリスクを増している。

＜基本目標＞

オープンイノベーションの進展、グローバル化、IT技
術の進歩などによる

（６）イノベーション主体の多様化と地理的
広がり
○オープンイノベーションに伴い、学術論文
と知財の競争が重なりつつある。
○諸外国の知財情報や技術情報も、より
重要になっている。

＜変革への提言＞

Ⅰ．持続可能な世界特許システムの実現
一つの発明をグローバルな特許として効率よく保護するため、

(i) ユーザーニーズに応じて柔軟かつ適時に
審査を行う体制の整備及び国際協力の強化
が必要。
世界の特許出願の急増に対処するため、
ITを最大限に活用することにより

(ii) 特許審査を「効率化」することが必要
「効率的」で「効果的」な知財システムを実現するため、

(iii) 「特許の質」の向上とグローバルな調和
が必要
知財をめぐる南北対立を解消するため、

(iv)途上国の開発など世界経済全体にとって
「効果的」な知財システムの整備が必要

技術の高度化・融合化、世界的な知識の共有による

（５） オープンイノベーションの進展
○垂直統合型の研究開発体制に加え、
オープンイノベーションが進展。
○研究開発が大学やベンチャーなどの多
様な主体によって担われている。

（２）政策提言：変化に対応した、イノベーション促進のための知財システムの構築
○世界の知財システムは「グローバル化」と「技術の高度化」の大きな変化に直面している。ま
た、いわゆる「オープンイノベーション」も広がりを見せている。このような変化は、「知財を巡
る激しい企業間競争」を生み出してもいる。
○これらの変化の背景には「情報技術（ＩＴ）の進展」がある。ITの進展は、グローバル化や技術
の高度化を促進するとともに、特許の検索環境にも大きな変化をもたらしつつある。
○イノベーションを促進するためにも、日本と世界の知財システムは、権利の「質」を重視しつ
つこうした環境の変化に対応しなくてはならない。また、その際には、ＩＴを最大限に活用する
必要がある。
○本研究会は、知財システムが直面する変化の現状を踏まえ、イノベーション促進のためのグ
ローバル・インフラストラクチャーとしての知財システムの構築に向けた具体的な提言を行う。

Ⅱ．特許システムの不確実性の低減
特許の不確実性とビジネスリスクを低減するための

(v) 「特許の質」の向上と、「透明」で「予見
性」の高い知財システムの整備
Ⅲ．イノベーション促進のためのインフラ整備
オープンイノベーションの進展に対応した

(vi) イノベーション促進のためのインフラ環
境（エコシステム）の「再構築」が必要 提言７

先進国間の審査ワークシェアリングの推進と、途上国への審査
結果発信などの協力により

①「仮想的な世界特許庁」の構築を目指す
提言１
早期審査制度を拡充するなど、メリハリの効いた審査迅速化を
行うため

②出願人の多様なニーズに応じた柔軟な審査
体制を構築する
提言２
ＩＴの進展と、グローバルな制度調和を踏まえて

③官民によるワークシェアリングを検討する
審査基準を恒常的に見直し、審査の安定性を高めるための

①透明で予見性の高い特許審査メカニズムを
構築する

提言５

オープンイノベーションの進展において、多様な主体による研究
開発を戦略的にプロデュースして、知財を生み出していく

中庸な制度を有する日本の特徴を活用し、日本が制度調和
の議論をリードすることにより

④国際的な制度調和を推進する

提言３

知財が途上国のビジネスの発展につながる、という活用事
例を共有することにより、

⑤途上国による知財制度の活用を促進する
提言４

⑥模倣品・海賊版対策を着実に実施する
特許権を行使する際の「権利濫用」の考え方を明確にする

②パテントトロール問題への対応のための
ガイドラインについて検討する
提言６

幅広い研究者や技術者の知見を、うまく引出すための

①総合プロデュース型知財ビジネスの設立を支 ④コミュニティパテントレビューの試行を開始
する
援する
提言１１
提言８

オープンイノベーションの進展により重要性が高まっている標準
化について

②標準に係る知財の活用の円滑化を図る
提言９
論文や内外特許情報等を横断的に一括して検索可能で研究開
発と特許システム双方にとっての基盤となる

③シームレスな（継ぎ目のない）検索環境を実
現する

提言１０

「知財の目」で、研究開発政策の効率を高めるため

⑤研究開発政策と知財政策との連携を図る
提言１２
複数の大学・研究機関等が参加する研究開発コンソーシア
ムの研究開発を促進するため

⑥知財プロデューサー派遣事業を創設する
提言１３

1

2008年8月
特
許
庁

イノベーションと知財政策に関する研究会 政策提言
３．「グローバル化」に対応した、プロイノベーションの知財システム（Ⅰ．持続可能な世界特許システムの実現）
＜基本目標＞

＜現状分析＞
グローバル化による

（１） ユーザーニーズの多様化
○国内での権利化を望むものや国外での
権利化を望むもの、早期の権利化を望
むものや、そうでないものなど、ユー
ザーのニーズが多様化している。

グローバル化による

（２） 世界の特許出願の急増
○世界の特許出願は急増しており、2005
年には約170万件に。
○このうち約4割が、非居住者による重複
出願となっている。
世界の特許出願件数
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（出典）WIPO統計から特許庁作成

グローバル化による

（３） 知財をめぐる南北の対立
○途上国における特許出願のほとんどが
先進国からのもの。
○知財の議論も、ＷＩＰＯだけではなく、マ
ルチフォーラ化している。
各国の非居住者出願比率(2005年)
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(i) ユーザーニーズに応じて柔軟かつ適時
に審査を行う体制の整備及び国際協力の
強化が必要。
○早期に国際間での特許取得が行える
ようにするため、ワークシェアリングの
国際協力を深めることが必要。これに
より、第１国での審査結果を第２国で
利用できるため、海外での審査の迅
速化が期待される。
世界の特許出願の急増に対処するため、
ITを最大限に活用することにより

○増加する重複出願に対しては、各国
特許庁が他庁の審査結果を利用する
「審査のワークシェアリング」を行うこ
とで効率化を図る必要がある。
○また、早期に審査を希望するなど、出
願人の多様なニーズに対して柔軟に
対応することで、効率的な審査迅速
化が図られる。
「効率的」で「効果的」な知財システムを実現するため、

(iii) 「特許の質」の向上とグローバルな調和
が必要
○持続可能な特許システムを実現する
ためには、各国特許庁の審査の質が
確保されていることが大前提となる。
そのためにも、各国特許庁と協力を
不断に行っていく必要がある。
知財をめぐる南北対立を解消するため、

(iv)途上国の開発など世界経済全体にとって
「効果的」な知財システムの整備が必要

82%

インド
ブラジル

一つの発明をグローバルな特許として効率よく保護可能
とするため、

(ii) 特許審査を「効率化」することが必要

166万件

非居住者による出願
国内出願

160

Ⅰ．持続可能な世界特許システムの実現

100%

（出典）WIPO Patent Report 2007

○なお、アフリカ（ARIPO、OAPI）は約97%。

○途上国を含めた世界全体で知財制
度を整備していくためには、途上国に
とっての知財制度のメリット・効果を
明確に示していく必要がある。

＜変革への提言＞

＜今後の行動計画＞

先進国間で審査の最終結果
を相互利用する「特許審査ハイ
①「仮想的な世界特許庁」の構築
ウェイ」や、審査判断を早期に発
「特許審査基準」についての国 信する「JP-FIRST」、先行技術
提言１ 際的な調和を図る（後述）
の検索結果の共有など、審査
ひとつの発明が、効率的にグローバルな
ワークシェアリングを推進する
知財となるようなシステムが求められている。 「審査の質」についての国際的
出願人にとっても、早期に各国の特許判
な相互信頼を醸成する（後述）
WIPOにおいて、PCTの利用
断が得られやすくなるため、効率的である。
拡大と改革を進め、また、途上
また、各国特許庁にとっては、審査の各国
シームレスな（継ぎ目のない） 国を含む出願情報アクセスシス
間での重複が減少するため、効率的な審
検索環境を実現する（後述）
テムを構築する
査が可能となる。
先進国間の審査ワークシェアリングの推進と、 特許法の国際的な制度調和
途上国への審査結果発信などの協力による を推進する（後述）

各国特許庁のITによる結びつき、制度調
和、審査基準、審査の質も含めて、立体的
な推進が必要。

早期審査制度を拡充するなど、メリハリの効
いた審査迅速化を行うための

②出願人の多様なニーズに応じ
た柔軟な審査体制の構築
提言2

このような各国特許庁間のネットワークを全世界に張りめぐらせ
ることで、「仮想的な世界特許庁」の構築を目指す。

現行の早期審査制度よりも
更に迅速な審査を行う、
スーパー早期審査制度を導
入する

後述する官民を通じたグローバルでシー
ムレスな検索環境の実現により、官民によ
るワークシェアリングも容易になる。

シームレスな（継ぎ目のない）
検索環境を実現する
（後述）

中庸な制度を有する日本の特徴を活用し、
日本が制度調和の議論をリードすることによる

日本が、制度調和に向けた
国際的な議論をリードする

④国際的な制度調和の推進
提言3
欧州に柔軟性を示すよう働きかけを継続
するとともに、米国の先願主義移行を後押
しすることが重要。

アジアやアフリカにおいて産業が自立的に発
達するための

○途上国の開発につながる知財
の制度整備
途上国における知財制度の整備は、「模
倣品・海賊版対策」や、先進国からの「直
接投資促進」という文脈だけで捉えること
は不適切。
知財制度をベースに、途上国における技
術・知識の蓄積を促進し、途上国独自の
産業を育成・発展していくことが重要。

日本の特許法についても、
国際的な制度調和に伴う制度
改正について検討を進める

出願人の多様なニーズに応
じるため、多段階の審査タイ
ミングを検討する
ＩＴの進展と、グローバルな
制度調和を踏まえて

③官民によるワークシェ
アリングを検討する

先進国間での早期合意を
図るとともに、当該合意を基
に、WIPOにおいて幅広く議
論を再度活性化し、世界的な
調和の実現を目指す

知財が途上国のビジネスの
発展につながる、という活用
事例を共有することで、

⑤途上国による知財制
度の活用を促進する
提言4
途上国における知財制度の
能力増強のための支援

途上国との間で、「知財制
度の整備が途上国の開発に
資する」という認識を共有し、
世界全体をカバーする知財
システムを整備する

⑥模倣品・海賊版対策の
着実な実施

2
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イノベーションと知財政策に関する研究会 政策提言
４．「不確実性」と「ビジネスリスク」を低減する、イノベーション創出のための知財システム（Ⅱ．特許システムの不確実性の低減）
＜現状分析＞

＜基本目標＞

特許を巡る企業間競争の熾烈化による

（４） 不確実性とビジネスリスクの増大
○グローバル化や技術の高度化を背景
にして、知財訴訟のコストは高額になっ
ている。
米国では、知財訴訟（約25億円以上の損害賠償額
について争う場合）の平均コストは、原告被告それ
ぞれ約４億円となっている。
また、疑義のある特許が無効と判断されるまでには
平均して12年の期間がかかっている。
（出典）2006年 大統領経済報告

○米国では、化学・製薬以外の産業では、
特許権から得られる収入を訴訟コスト
が上回ってしまっているとの研究もある。

国際的な特許収入
侵害者への訴訟コスト合計

訴訟コストが収入を大幅に上回る

単位 １０億ドル

その他の産業界
化学・製薬以外の産業

（出典）Bessen and Meurer, “Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and
Lawyers Put Innovators at Risk ” Princeton University, 2008

○特許紛争増の結果、競合他社の牽制
を目的として、特許権を争うように取得
し、特許取得のためのコスト増を招いて
いるほか、半導体等の関連技術が錯
綜する分野では、権利範囲の解釈を巡
る紛争も生じ、さらなるコスト増に繋
がっている。
○特許への需要増加に起因する質の低
い特許権の増加は、「特許の藪」及び
「パテントトロール」を引き起こす一因と
なり、一層ビジネスリスクを高める。
○いわゆる「パテントトロール」について
は明確な定義は存在しないが、日本で
もその活動が問題となりはじめている。

Ⅱ．特許システムの不確実性の低減
特許の不確実性とビジネスリスクを低減するための

(v) 「特許の質」の向上と、「透明」で「予見
性」の高い知財システムの整備
○特許権を取得する段階や、保護の段
階における不確実性を極力抑え、ビ
ジネスリスクを低減するためにも、特
許の質の向上と、透明で予見性の高
い知財システムが必要となる。
○また、いわゆるパテントトロール問題
についても、権利の質の向上が求め
られると同時に、権利を行使する際の
基準について検討することが必要とな
る。

＜変革への提言＞

＜今後の行動計画＞

審査基準を恒常的に見直し、審査の安定性
を高めるための

①透明で予見性の高い特許審査
メカニズムを構築する 提言５

技術、産業、社
会の動向を制
度・運用に反映
させ、その適用
を明確化してい
く際の手段とし
て
新技術が生み出さ
れた場合などにおけ
る、特許性の審査基
準の見直し
オープンイノベー
ションに伴う産業・社
会の変化や、企業
の競争環境の変化
に伴う審査基準の見
直し

裁 判
審 判
審 査
審査基準

出 願

日
本
特
許
制
度

出願から審査、
審判、裁判の
一連のプロセ
スにおいて知
財システムの
安定性と特許
の質を確保す
る柱として
法律の適用と運
用についての基本
的な考え方を示す
とともに、各レベル
における判断や指
摘を反映

国際調和へ
の取組みに
おいて各国
制度・運用を
比較・調和さ
せていく際の
手段の一つと
して

特許権を行使する際の「権利濫用」の考え方
を明確にする

②パテントトロール問題への対応
のためのガイドラインを検討す
る
提言６

産業構造審議会において、
「審査基準専門委員会（仮称）」
を新たに設置し、最新の審査基
準を国内・海外に対して発信し、
出願・審査・審判・裁判におけ
る関係者で共有することで、特
許制度の取得予見性と権利の
安定性を確保する

技術の高度化・複雑化や、
産業・社会の変化に迅速に対
応して、特許審査の運用の在
り方を検討する

日本語だけでなく原則英語で
も審査基準等の運用案を示し
てパブリックコメントによる意見
募集を行う

審査基準等についてハイ
パーテキスト化等により視覚
化・構造化を進め、一層理解
しやすいものとする

世界各国の特許制度と調和
させるため、審査基準を恒常
的に見直す

特許手続における審査から裁判にまで至る一連のプロセスに
おいて、審査基準をコミュニケーション・チャネル（意思疎通経
路）の核として知財システムの安定性を確保する

特許権の行使に対する民
法上の権利濫用法理の適
用の考え方を明確にするガ
イドラインを策定すべきか検
討する

知財訴訟における損害賠
償額の算定方法等について
分析を行い、日本における
パテントトロール問題につい
て検討を行う

標準団体毎に決められてい
る知財ポリシー等を蓄積・公
表することで、

標準に関連した公知化技術
を特許審査時に適切に参照
し、特許の質を高めることで、

標準技術のライセンス活
動の円滑化を図る（後に
再掲）

標準関連技術について
の円滑な利用を担保す
る（後に再掲）

パテントトロールの例としてよく取り上げられるケース
ワイヤレス通信端末の「ブラックベリー」を製造して
いるＲＩＭ社は、特許管理会社ＮＴＰに対して約650
億円の賠償金を支払うことで和解した。
日本でも、電子部品に関する特許群を用いて、自
動車会社など、電子部品メーカー以外の企業をも
ターゲットにして権利行使してくるケースが問題に
なっていると言われている。
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2008年8月
特
許
庁

イノベーションと知財政策に関する研究会 政策提言
５．「技術の高度化」とオープンイノベーションに適応した、イノベーション促進のためのインフラ整備（Ⅲ．イノベーション促進のためのインフラ整備）
＜現状分析＞

＜基本目標＞

技術の高度化・融合化、世界的な知識の共有による

（５） オープンイノベーションの進展
○垂直統合型の企業の研究開発体制に
加え、様々な産業分野でオープンイノ
ベーションが進展。
○オープンイノベーションが進展する中、
研究開発の機能が大学やベンチャーな
どを含む多様な主体によって担われる
ようになっている。
○オープンイノベーションの下での知財は、
知識・技術の流通を円滑化するための
インフラとしての機能を有する。
オープンイノベーションの進展、グローバル化、IT技術
の進歩などによる

（６）イノベーション主体の多様化と地理
的広がり
○イノベーションのグローバル化により論
文と特許の垣根が低くなってきており、
大学等が効率的に研究開発を推進し
ていくためには、論文情報と特許情報
とに一括してアクセスできる環境を整備
することが重要となっている。
○また、特許審査においても、特許文献
以外の情報や海外の特許文献情報の
重要性が高まっており、これらの情報
に容易にアクセスできるインフラの整備
が必要不可欠となっている。
特許文献以外の情報により特許が拒絶された比率
30%

バイオ分野（学術論文が多い）

＜変革への提言＞

Ⅲ．イノベーション促進のためのインフラ整備
我が国企業の研究開発体制を見ると、垂
直統合型とオープンイノベーション型とが混
在している状況にある。
このような垂直統合型とオープンイノベー
ションが混在する研究開発環境において、す
べての企業・大学などの主体が研究開発の
効率を高めていくためにも、以下のインフラ環
境の再構築が必要となる。
オープンイノベーションの進展に対応した

(vi) イノベーション促進のためのインフラ環
境（エコシステム）の「再構築」が必要

＜今後の行動計画＞

オープンイノベーションの進展において、
多様な主体による研究開発を戦略的にプ
ロデュースして、知財を生み出していく

①総合プロデュース型知財ビジ
ネスの設立を支援する 提言８
米国インテレクチュアル・ベンチャーズは、
総額2,000億円規模のファンドを組成。大
学等の知恵と知財を結びつけ、技術ロード
マップを共有して共同研究を行っている。
オープンイノベーションの進展により重要
性が高まっている標準化について

②標準に係る知財の活用の円
滑化を図る
提言９

＜標準化＞
○オープンイノベーションの進展により「標準
化」の重要性が高まっており、また、標準化
において多数の権利者間で知財を円滑に
活用するための工夫が必要となっている。

民間の叡智を結集して、民
間ベースで資本を構成し、競
争的に運営されることが必要。
構成メンバーも重要な要素
政府の役割として、民間主
導での設立に際して、どのよ
うな環境整備が必要か

標準に係る特許やパテントプールに含まれる特許のライセン
スポリシー等へのアクセスを改善することで、

標準技術のライセンス活動の円滑化を図る
標準に関連した公知化技術を特許審査時に適切に参照し、
権利の質を高めることで、

標準関連技術についての円滑な利用を担保する

提言７

＜新しい知財ビジネス＞
○オープンイノベーションが進展する中で、多
様な主体が研究開発の担い手となっている。
これらを連携させ、全体のリスクを管理しな
がら、研究開発をプロデュースする機能を
有した、新たな知財ビジネスが現れ始めて
いる。
○こうした新しい知財ビジネスの知財プロ
デュース機能に着目して、環境整備を行っ
ていく必要がある。

複数の企業や大学をつなぐ
研究開発立案のサポート、戦
略的な特許出願、知財ポート
フォリオ管理、そして企業への
ライセンスまでを一貫して行う、
総合的な研究開発・知財創出
のプロデュース事業が重要に
なっている

ITを活用して、オープンイノベーションに
おいて散在している有益な技術情報の
効率的な獲得を可能とする

○企業や大学における研究開
発と特許出願と特許審査に
共通のイノベーションインフラ
としての検索環境の整備

学術論文や海外特許、企業
内技術情報など、様々なデー
タベースを横断的に一括で検
索できる

2014年稼働の特許庁の次
期検索システムをオープンな
仕様とすることで、大学や企
業等とのデータ共有を目指す

③シームレスな（継ぎ目
のない）検索環境を実現
する

中国語の特許文献・技術文
献へのアクセスを改善する

提言１０

google patentは、米国の特許を簡単
に検索できるサービスを無料で提供
している。
また、米国ではコミュニティパテントレ
ビューが試行運用されており、英国
や欧州特許庁も、試行する予定との
こと。

幅広い研究者や技術者の知
見を、うまく引出すための

④コミュニティパテントレ
ビューの試行を開始する
提言１１

技術用語や外国語の機械
翻訳の精度向上のため、
オープンな技術辞書を開発
する
研究開発現場での、研究者
や技術者の知財意識の向上
を図る

20%

IT分野（情報分野は雑誌・書籍が、
通信分野は学術論文が多い）

10%

生活福祉

生産基盤

交通輸送

社会基盤

光学

素材

応用化学

画像

物理

平均

通信

生 命 ・環 境

情報

0%

（出典）2006年の審査実績から特許庁作成

中国のみに出願した文献
（海外ファミリ文献無）比率
海外ファミリ海外ファミリ
文献無
文献有
５８％

４２％

韓国のみに出願した文献
（海外ファミリ文献無）比率
海外ファミリ 海外ファミリ
文献無
文献有
４１％

５９％

※中国・韓国の特許文献においては、機械翻訳に
よる英訳の提供などの取組がなされている。
（出典）Derwent World Patent Index(1985〜2007）から特許庁作成

＜共通の検索環境＞
○企業や大学の研究開発のために、そして、
特許の出願や審査のためにも、相互に最
新の知識や情報を効率的に獲得していくこ
とが重要であり、特許情報と論文情報等を
シームレスに検索できるようなイノベーショ
ンインフラの構築が必要となっている。
＜研究開発政策と知財政策の連携＞
○学術論文と知財の競争が生じていることか
ら、研究開発政策においても「知財の目」に
よる連携などが必要となっている。

「知財の目」で、研究開発政策の効率を高め
るため

⑤研究開発政策と知財政策との
連携を図る
提言１２

研究開発において、戦略的
に知財ポートフォリオを形成す
ることを目指す
リサーチツール（実験用マウ

複数の大学・研究機関等が参加する研究開 スなど）について、ライセンス
発コンソーシアムの研究開発を促進するため、 情報を提供し、活用を促す

⑥知財プロデューサー派遣事業
を創設する
提言１３
iPS細胞研究では知財戦略を意識した取組
みが強化されつつある。このような複数大
学・研究機関等が参加する研究開発コン
ソーシアムへの支援を広げていく。

研究開発立案時や資金配分
時に、研究機関の要請に応じ、
特許庁・INPITが知財プロ
デューサーが率いるチームを
派遣し、研究開発や知財戦略
の策定を集中的に支援する

先端技術においては、研究
開発の成果を知財ポートフォ
リオにまとめ、ライセンスにお
けるRAND条件を確立すること
を通じて、今後の更なる研究
開発の自由度を確保する
民間ベースの新しい知財ビ
ジネス等との連携を通じて、
戦略的な研究開発や知財管
理を推進する
研究者や技術者の知財意
識の向上を図る （再掲）
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ひとつの発明が、効率的にグローバルな知財となる
提言１
イノベーションと知財政策に関する研究会
政策提言

「仮想的な世界特許庁」の構築
＜概要＞

「仮想的な世界特許庁」の構築に向けての取組

ひとつの発明が、効率的にグローバルな知財となる

経済のグローバル化が進むなか、ひとつの発明が、効率的にグローバルな知財として保護さ
れることが重要となっている。
そのためには、(1)実体法から審査実務、検索環境まで様々なレベルにおける国際調和を進
めることで出願人にとっての予見性を高め、(2)特許庁間の審査ワークシェアリングを進めるこ
とで、出願人のニーズに応えるべく、効率性を高めることが必要。
これにより、世界各国の特許庁が、出願人にとっていわば「仮想的な世界特許庁」として機能
することを目指す。
ひとつの発明が、効率的にグローバルな知財となる

「仮想的な世界特許庁」の構築
出願人にとって(1)グローバルな予見性が向上し、(2)各国間での手続が効率化されることで、電子
的に結びついた各国特許庁が、いわば「仮想的な世界特許庁」の役割を果たす。
(1) 出願人にとって、出願前の予見性が向上
(2) 出願人にとって、グローバルな権利取得の効率性
グローバルな知財取得を目指す出願人にとって、
が向上
権利についての出願前の予見性が高まり、また、
出願人が特許出願をした後も、第一国での審査結
事前の検索コストも低くなる。
果を第二国で活用することができるため、グローバ
ルな手続面の効率化や審査期間の迅速化が図られ
る。

「仮想的な世界特許庁」の構築に向けて 〜 構想の提唱 〜
○ 「仮想的な世界特許庁」の構築に向けての構想を国際的な様々な場を通じて各国に働きかける。

三極(*1)や五庁(*2)等の枠組みの拡大

技術が高度化するなか、各国における特許性
の判断についての「基準」の調和が必要。

ワークシェアリング
による判断の蓄積が
国際調和を進展させ︑

特許審査基準の国際調和（後述）

世界の特許庁間における
審査ワークシェアリングの推進
様々なレベルの審査ワークシェアリングを深化さ
せ、WIPOを中心として、世界各国との間で審査
協力のネットワークを拡大することが必要。

①第一国の最終審査結果を、第二国で活用
・先進国間での「特許審査ハイウェイ」の更なる拡大

②第一国での一次審査での判断を活用
個別の出願において、基準に沿って適正に審査
判断し、それを各国間で相互利用することで、相
互信頼を醸成。

国際調和の進展が
ワークシェアリング
を加速させる好循環

特許審査の質の国際調和（後述）

・JP-FIRST（日本の一次審査結果の早期発信）
・米国によるSHARE提案
・現行のPCT出願における各国の審査結果を、出
願人のニーズに応じて世界に早期発信

③第一国での先行技術の検索結果等を活用

サーチ環境のグローバルな調和
各国の特許庁間のITの結びつきを、さらに緊密
化する。

・現行の「PCT国際調査報告」の活用

④情報システムによる書類の電子交換
・先進国間での「優先権書類の電子交換」の活用
・WIPOによる、世界レベルでの書類の電子交換

Lehman 元・米国特許商標庁長官 国際的な特許の出願（増加）のほとんどが重複していることから、各国による審査ワーク
シェアリングの取組や、実体法上の制度調和が必要となる。産業界とも協働して進めていくことが重要。ゆくゆくは、「仮想的な
世界特許庁」を設置し、各国特許庁が審査を負担することも一案である。
（出典） Bruce A. Lehman “Innovation, the Global Patent Crisis and a Common Patent System.” WIPO Inter-Regional Forum On Leveraging Intellectual Property
For Knowledge-Based Development And National Wealth Creationにおいて提示の資料, ニューデリー, インド, 2007年11月14日〜16日

WIPOの枠組みの構築

(1) 効率的な保護の枠組みをよりグローバルに実現するために
ユーザーニーズに応じたワークシェアリングの推進
○特許審査ハイウェイ（PPH, Patent Prosecution
Highway）のネットワークの拡大を図る。
○また、第1庁の早期審査結果発信（JP-FIRST, JPFast Information Release STrategy）などのワークシェ
アリングへの対応を進める。

PCTの枠組みによるワークシェアリングの推進
○我が国では国際調査と国内審査の同時着手の取組
を行っているが、このようにPCT出願を通じて、サーチ
結果に加え、審査判断の活用が国際的に進むよう、
PCT改革を進める。

これにより、早期の権利取得が望まれる出願について、例えば、特許審
査ハイウェイの枠組みを利用することにより、我が国の審査結果が海外の
特許庁で利用され、海外においても審査の早期化が図られるため、一つ
の発明を効率的かつ的確にグローバルな知財として保護することが可能
となる。特許審査ハイウェイについては、米国、英国、韓国、独国に加え
て、対象の拡大を進める。

(2) 制度調和の推進 〜 ワークシェアリングの効率性向上に向けて 〜
主要国での制度調和の推進
○先進国会合で、実体面での制度調和を進める

(3) 特許の質の高いレベルでの調和

国際的な制度調和（後述）
米国の先発明主義から先願主義への移行など、
各国における特許法の調和が必要。

2008年8月
特
許
庁

WIPOでの制度調和の議論の継続
○WIPOでの制度調和の議論を活性化する

〜 ワークシェアリングの効率性向上と
質の調和の好循環に向けて 〜

様々な質の調和を推進
○ワークシェアリングの審査実務の積み重ねにより
質の調和を進める

①審査基準の調和、②審査判断等を含めた審査の質の
高いレベルでの調和を推進。具体的には、ワークシェアリ
ングの審査実務に加え、審査官協議・会合等を実施。これ
により、他国の審査判断に対する理解が深まり、相互の信
頼性の醸成や、審査判断等を含めた審査の質の高いレ
ベルでの調和に繋がる。様々な調和を図ることにより、
ワークシェアリングをより有効に機能させることが可能とな
るため、質の調和がワークシェアリングの効率化につなが
り、ワークシェアリングの審査実務が質の調和につながる
好循環が期待される。

審査協力を拡大
○信頼性の醸成を前提に、
ワークシェアリングの取組が
実施可能な、より多くの国の
参加を促す。

(4) 国際的なワークシェアリングを支えるITインフラの整備
三極でのインフラ整備に向けた取組

WIPOでのインフラ整備に向けた取組

○審査結果の発信（高度産業財産権ネットワーク
（AIPN）を通じて発信）や、審査書類の交換（ドシエ
システム）の取組を行っているが、取組の強化・推進
に向け、引き続き検討を行う。

○優先権書類の交換を行うシステム（WIPOにおける優
先権書類のデジタルアクセスサービス（DAS））の整備
を進めているが、WIPOにおけるこのような取組を推進
することにより、国際的なワークシェアリングを支えるイ
ンフラのグローバルな充実を図る。

これらの三極の取組やWIPOの取組を推進することにより、国際的なワークシェアリングを支えるインフラの整備
を図ることで、より効果的にワークシェアリングの取組を世界に広げる。
*1: 日米欧の三極特許庁は、1983年以降、三極長官会合を毎年開催。
*2: 日米欧韓中の5か国の特許庁は、2007年5月に長官会合を初めて開催した。これまで、主要国間の定期会合としては日米欧、日中韓のそれぞれ三極間
で開催されていたが、これらを繋ぐ五庁間での開催は初の試み。

5

提言２
イノベーションと知財政策に関する研究会
政策提言
特許庁における「早期審査制度」の拡充による
米国と欧州の制度面の歩み寄りに向けて日本が働きかける
出願人の多様なニーズに応じた、メリハリの効いた特許審査迅速化
国際的な制度調和の推進

2 0 0 提言３
8年8月
特
許
庁

＜概要＞

＜概要＞

特許庁において現在実施している「早期審査制度」を更に拡充し、多様化することにより、様々な出願人のニーズに柔
軟に対応しながら、特許審査の一層の迅速化を進める。

「仮想的な世界特許庁」を支えるひとつの要素として、各国間の特許実体法の内容面での調
和が求められる。しかし、日米欧の間でも実体的な調和は実現されておらず、ひとつの発明に
ついてグローバルな知財としての保護を求める場合の効率性を阻害している。
日本の特許法は、米国と欧州の制度のちょうど中間に位置している。そこで、この利点を活
かし、日本が積極的に世界の制度調和の議論をリードすることで、米国と欧州の制度面での
歩み寄りを促すことを目指す。

＜STEP 1 （当面）＞

スーパー早期審査制度の創設（2008年10月試行開始）
現行の早期審査（2〜3か月）よりも早い審査を望む出願人に対しては、2
2週間〜
週間〜1か月程度
で審査を行う。
・バイオ、ナノテク、環境等の先端技術分野
先端技術分野
審査ワークシェアリング（特許審査ハイウェイ、JP-FIRST）の利用者
・国際的な審査ワークシェアリング

対象案件（案）

等

＜現在の構図＞
米国・・・特許法改正を審議中

欧州・・・意見が統一されていない

「先発明主義」から「先願主義」への歴史的転換。 お互いに様子見の状態 グレースピリオド緩和については、ドイツ・
ただし、これは日欧のグレースピリオド緩和が条件。
英国が消極的。

＜STEP 2＞

多段階の審査制度の実現へ

○多段階の制度を用意するとともに、審査プ
ロセス（着手見込み時期）の透明化により、
出願人の多様なニーズに応じた審査を実
現する。

①スーパー早期審査 2週間〜
週間〜1か月程度で審査
か月程度
②
早期審査 2か月〜半年程度で審査
か月〜半年程度
③
通常

スーパー早期審査等の導入に伴う遅い審査の発生など、制度導入に伴う影響等を検討し、出願人のニーズ
に応える審査体制を目指して2008年10月までに制度全体の構想を策定予定。
①スーパー早期審査制度の要件
・通常審査との公平性の観点から、出願人に対して一定の要件を設定
一定の要件を設定
先行技術調査の添付等
の添付等）
）
や、先行技術調査
（例えば、追加料金
例えば、追加料金や、
制度全体の構
②審査プロセス（着手見込み時期）の透明化の具体策
想（案）

中庸な制度を有する日本の特長を生かし、日本が制度調和の議論をリードすることによる

国際的な制度調和の推進
(1) 先願主義への統一
日本から、欧州内の意見統一を促し、グ
レースピリオド緩和について柔軟な姿勢を引
き出す。これにより、米国の「先願主義」への
移行を後押しする。

(2) その他の論点についての検討
制度調和に向けて残された以下の3つの論点に
ついて、日本はちょうど中庸に位置する。この利点
を活かし、日本が制度調和の議論をリードする（※）。

＜STEP 3＞

※ 交渉の進展に応じて速やかに特許法を改正するためにも、これらの論点に
ついての国内法上の問題点について、あらかじめ検討を進めておく。

ユーザーの求めるタイミングでの審査体制の構築に向けて
○平均的な審査着手時期ではなく、ユーザーの求めるタイミングでの審査が行われているかを評価するような新たな指標
の検討を行う。
○ユーザーの満足度向上に向け、必要に応じて、上記①〜③の3段階よりもきめ細かく幅広に多段階の制度を用意。
○多段階化に伴い、納期の異なる審査案件が生じることから、現在開発中の情報システムにおいて、ユーザーのニーズに
応じつつ、効率的な進捗管理を行うために、審査業務に係る情報システムなど体制面での更なる強化・整備を行う。

＜参考：現行の早期審査制度（1986年〜）＞
○制度の対象は、以下に該当する特許出願について、出願人が申請
をすれば、すべて早期審査の対象となる。
①事業として実施を予定しているもの
②外国にも出願しているもの
③中小企業、個人、大学等によるもの

○現在、早期審査の申請がなされてから、実際に審査結果が得られるま
での期間は2〜3か月程度。
○早期審査制度の利用実績は、年間8,500件程度。
これは、全審査件数（30万件強）の約3％。

早期審査申請件数の推移

（件 数 ）
9 ,0 0 0

8 ,5 4 9 件

①グレースピリオドの程度（発明の公表から特許出願までに認められる猶予期間）
米国

日本

欧州

いかなる公表であっても、12か月以
内であれば、特許出願が可能（特段
の申請は不要）

学会・学術誌等での発表に限り、公
表から6か月以内であれば、特許出
願が可能（ただし申請が必要）

万国博覧会など限定的な発表に限
り、公表から6か月以内であれば、特
許出願が可能（ただし申請が必要）

②PCT秘密先願の導入（PCT出願であっても自国の言語で公開されていないものは、その技術の内容を知り得ない
（秘密）が、これに「先願」としての地位を与えて後願を拒絶することにするか）

米国・日本・欧州

（あるべき姿）

自国の言語で公開されていない
PCT出願は、審査において考慮しな
い。したがって、後願でも特許になる。

自国にとって秘密状態にあるPCT出
願であっても、秘密先願としての地位
を与え、後願を拒絶する。

③ 中 小 企 業 、個 人 、
大 学 等 を対 象 に 追 加

6 ,0 0 0

③特許の権利者以外の第三者への先使用権

②外国関連を
対象に追加

3 ,0 0 0

① 事 業 と し て 実 施 を予 定 し て
い るもの が 対 象

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

0
（年 ）

米国

日本

欧州

原則、権利者が差止め可能。ただし、
ビジネス方法の特許に限り、独自に
発明した第三者に先使用権を認める。

いかなる特許も、独自に発明して、
事業を実施している第三者には先使
用権を認める。

独自発明に限らず、単に公表され
た発明を見聞きして事業を実施して
いる第三者でも、先使用権を認める。
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グローバルな知的財産基盤の確立に向けた
2008年8月
提言５
イノベーションと知財政策に関する研究会
提言４
政策提言
特
許
庁
審査基準を恒常的に見直し、特許制度の安定性を高めるための
途上国における知的創造サイクルの確立の支援
透明で予見性の高い特許審査メカニズムの構築
〜 知財を活用したビジネスの成功事例の共有 〜
＜概要＞

＜概要＞

経済のグローバル化に伴い、途上国でも特許出願が増加しているが、ほとんどが先進国からのもの
となっており、これが知財政策を巡る南北対立の背景のひとつになっている。
途上国がこうした状況を変革し、途上国における創造活動に基づく知的財産権制度活用を通じて経
済発展を実現するためには、途上国自身の知的財産権制度の整備が必須である。その際、次の点に
留意すべきである。すなわち、かかる制度整備は、グローバルな知的財産基盤の確立につながり、世
界規模の事業者と地元の提携先とが同等の活躍の場で活動しつつ、よりよく協力することを可能にし、
もって、先進国ばかりか途上国にも利益をもたらす点である。
我が国は、知的財産権制度の整備等により、知的財産の創造・保護・活用といった知的創造サイク
ルの推進を行い、経済を発展させてきた経験を有する。
そこで、途上国の支援において、知的財産権制度の整備を促すと共に、知的財産を活用して成功し
た事例を途上国と共有することで、知的創造サイクルを推進し、途上国の自立的経済発展を促すこと
が有効と考えられる。

特許権を取得する段階や、保護の段階における不確実性を極力抑え、特許にまつわるビジ
ネスリスクを低減させるためにも、「特許の質」の向上と、「透明性・予見性の高い特許メカニズ
ム」が必要となる。
そのためにも、審査基準の策定・見直しプロセスを透明化し、議論を積極的に発信すること
により、審査基準を核とした特許制度のコミュニケーション・チャネル（意思疎通経路）を整備し、
特許制度の運用の安定性と特許の質の確保を図る。
＜具体的取組＞
1. 審査基準の策定・見直しプロセスを透明化／産業構造審議会における新組織の設置

知的創造サイクルの推進により、我が国が発展してきた経験を生かし、支援を行う

特許制度の運用の安定性と特許の質の確保を図るため、審査基準の策定・見直しプロセスを透明化し、議
論を積極的に発信し、英語でもパブリックコメントを実施する等を通じて、審査基準を核とした特許制度のコ
ミュニケーション・チャネル（意思疎通経路）を整える。
このために、産業構造審議会・知的財産政策部会・特許制度小委員会の下部組織として、以下の組織を新
設する。

途上国の経済発展に向けた支援

＜産業構造審議会に新しい委員会を設置（審査基準専門委員会（仮称））＞

(1) 知的創造サイクルの推進の重要性
各国の自立的経済発展を促していくために、
途上国において知的創造サイクルを確立する
ことが重要である。このことが、地場産業を含
めて現地産業の発展に繋がっていくものと期
待される。

(2) 技術移転等の基盤としての知財保護の重要性
知財の保護は先進国からの直接投資や技術移転
等の基盤となるものであり、この意味でも途上国の自
立的発展に不可欠なものである。

〜 知財を活用したビジネスの成功事例の共有 〜

審査基準の策定も含め、特許審査に関する運用の在り方を検討する。
構成メンバーのイメージ：
法学者
経済学者

弁理士

科学者

法曹

産業界

年数回程度、定期的に開催する。
議論を国内・海外に発信することで、透明性を確保する。
審査基準については、日本語に加えて原則英語でもパブリックコメントを実施する。

①知的創造サイクルの推進 〜 知財とビジネスの連携により成功した事例の共有 〜
知的創造サイクルを推進し、途上国の自立的経済発展を促すため、我が国の経験を含め
知財とビジネスの連携により成功した事例について、途上国との共有を進めることが必要で
はないかと考えられる。具体的には、次のような取組をWIPOで提言。
i） (i) 知財とビジネスを連携させた成功事例と、(ii) 知的財産分野における中小企業支援
策を、先進国・途上国を含め全世界で継続的に共有。この中には、一村一品運動の
ような地域産業の振興策における知財活用の成功事例が含まれることが有用である。
ii）特に先進国は、知財とビジネスの連携により成功した事例を収集し、WIPOと協力し情報
共有。
iii）先進国と途上国は協調して、知財とビジネスの連携により成功した事例や中小企業支援
策に係る知識を、途上国経済の文脈に適合させつつ、発信し普及させる。
iv）このほか、例えば、WIPOで関係機関（世界銀行、UNCTAD等）や専門家を集めて会合
をもったり、セミナーを行う。
②情報化や人材育成などの支援
また、途上国において、知財制度の整備を促すため、アジア諸国に対し、各国の発展段階
に応じた情報化や人材育成などの支援やワークシェアリングの導入促進を行ってきた。今後
は、上記を念頭に、アフリカの支援等にも取り組むことが重要と考えられる。

＜「審査基準」を核とした、特許制度のコミュニケーション・チャネル（意思疎通経路）＞
技術、産業、社会の動向
を制度・運用に反映させ、
その適用を明確化してい
く際の手段として
新技術が生み出された場
合などにおける、特許性の
審査基準の見直し
オープンイノベーションに
伴う産業・社会の変化や、企
業の競争環境の変化に伴う
審査基準の見直し

裁 判
審 判
審 査

日
本
特
許
制
度

審査基準
出 願

出願から審査、審判、裁判の一連の
プロセスにおいて知財システムの安
定性と特許の質を確保する柱として
法律の適用と運用についての基本的な
考え方を示すとともに、各レベルにおける
判断や指摘を反映

国際調和への取組みにお
いて各国制度・運用を比
較・調和させていく際の手
段の一つとして

2. 審査基準等の視覚化・構造化（ハイパーテキスト化等）
審査基準等について視覚化・構造化を進める。すなわち、審査基準等について、発明者・出願人・代理
人・法曹関係者等にとって一層理解しやすいものとするため、例えば具体的には、審査基準のハイパー
7
テキスト化等により、審査基準の各項目間及びそれらと関係の深い事項への参照を容易にし、公表する。

イノベーションと知財政策に関する研究会
提言６
政策提言
イノベーション環境の変化を背景とする

パテントトロール問題への対応のためのガイドライン
＜概要＞

オープンイノベーションの進展
＜イノベーション環境の変化＞

パテントトロール問題がイノベーションを阻害する要因になっているとして、米国を中心に注目
されてきている。パテントトロール問題といってもその権利行使態様は様々であることから、パ
テントトロールを一義的に定義することは困難であり、その対応については、知財制度のみなら
ず民法上の権利濫用法理や標準化の観点等、多様な観点からの検討が必要である。
＜パテントトロールの定義＞
パテントトロールについての明確な定義は存在しないが、例
えば、自らは研究開発や製品の製造販売等を行わないにもか
かわらず特許権を保有し、その特許権を行使して他者から高額
な和解金・ライセンス料を得ることを目的とする個人や団体等を
指すとする見方がある。また他方、パテントトロールの定義付け
は難しく、個別の事例毎に判断すべきとの意見も多い。

＜パテントトロール問題への対応＞
特許
特許出願〜権利化段階

2008年8月
特 提言７
許
庁

パテントトロール問題の前提・問題の所在
侵害部分が対象製品に占める割合が小さい(が、対
象製品全体の製造、販売の差止となる)。
権利者自らは実施していない。実施のつもりもない。
差止による相手方等の影響が極めて大きい。権利者
は金銭を得るのみでその他の損害はない。
ライセンスが当初からの目的で権利を取得する。
既に大きな市場が形成された後の権利行使である。
(出典)美勢克彦 「特許法における差止請求権のあり
方」日本知的財産協会エンフォースメントPJ プレゼン
資料 2008/1

特許活用段階(ライセンス)

標準化プロセス
技術提案書／特許声明書

パテントトロールの例としてよく取り上げ
られるケース
ワイヤレス通信端末の「ブラックベリー」
を製造しているＲＩＭ社は、特許管理会
社ＮＴＰに対して約650億円の賠償金を
支払うことで和解した。
日本でも、電子部品に関する特許群を
用いて、自動車会社など、電子部品
メーカー以外の企業をもターゲットにし
て権利行使してくるケースが問題に
なっていると言われている。

係争段階
パテントプール

特許の質の向上

標準化におけるパテントポリシーの明確化

技術提案書の公知化

パテントプールにおけるライセンスポリシー

権利濫用
価値評価
独占禁止法

¾権利取得段階：標準化に係る技術情報への特許審査プロセスでのアクセスの改善等を通じた権利の更なる質の向上
¾権利活用段階：パテントプール関連特許のライセンスポリシー／ライセンス条件等の情報へのアクセス環境整備等
を通じた特許の利用の円滑化
¾係争段階：特許権の行使に対する権利濫用法理の適用の考え方の明確化

検討委員会を設置
特許権の行使に対する権利濫用法理適用の考え方の明確化に関するガイドラインについ
て、その作成の必要性の有無も含め検討を行う。
法学者(知財)

法曹

法学者(独禁)

近年、技術の高度化・複雑化に伴い、産業構
造が水平分業型へと変化し、製品のモジュール
化等が進んでいる分野もある。
また、顧客ニーズの多様化が進み、製品のライ
フサイクルが短縮化傾向にある。

ITの進歩と世界的な知識共有
ITの進歩等によって、技術に関する知識に世
界中の技術者が容易にアクセスし共有できる環
境が整ってきている。それに伴い、多様な主体
により地理的にも広がりを持って研究開発が行
われるようになり、有用な知識・情報等が世界中
に豊富に存在する状況が生じつつある。

こうしたイノベーション活動を取り巻く環境の変化を背景として、従来からの垂直統合型のイノベーション形態に代
わり、自己の技術を外部の者に利用させることで利益を得たり、外部の技術力を活用しつつ迅速に研究開発や製
品化を進めていくオープンイノベーションが広がりつつある。

＜オープンイノベーションの進展＞
○オープンイノベーションにおいては、外部の優れた技術を積極的に導入して自社の研究開発を効率的に推進
したり、自社内に眠っている技術を外部のプレーヤーにライセンスする等して利益を得る等、外部のプレー
ヤーとの知識・技術の流通をいかに円滑に行うかが重要なファクターとなる。
○企業においては、それぞれが直面する市場・競争環境や技術の種類に応じて、クローズ型やオープン型のそ
れぞれの特長を活かした最適な研究開発体制の選択が重要。
○海外企業は、クローズ型とオープン型それぞれの強みを活かした事業活動を世界的に行っている。
海外のオープンイノベーションの事例
(1) 自社のR&D体制をオープンにしている企業
IBMはオープンイノベーションを明確な方針として打ち出しており、社内と社外の両方のソースを自社の研究開発機能と捉えて、社
外の技術を活用した研究開発を進めている。特に、オープンソースの開発に力を入れており、オープンソースの開発を支援するため
に、500件におよぶ特許をオープンソースコミニュティに提供する決定を行うなど、オープンソースソフトウェアの開発を支援している。
(2) R&Dの観点から他社の買収・投資を積極的に行っている企業
インテルは外部のリソースを積極的に活用することで技術力強化を図っている。特に、大学との研究協力に力を入れており、インテ
ル研究委員会(Intel Research Council)という組織を設け、インテルの戦略的技術分野に寄与すると判断した大学プロジェクトに対して
研究開発への金銭的支援を行っている。また、社内ベンチャーキャピタル(インテルキャピタル)を立ち上げ、ベンチャー企業の成果を
インテルの戦略に取り入れることを容易にしている。
(3) 他社の研究開発や知財取得等のプロデュース機能に特化するファンド
インテレクチュアル・ベンチャーズは、先端分野における技術者とノーベル賞級の科学者が、特定の技術的課題について議論し、そ
の技術の将来の方向性を見定める。この会議には特許弁護士も同席しており、議論の結果を踏まえて知財戦略を立案している。

日本経済団体連合会から研究会へのコメント

 構成メンバーのイメージ：
弁理士

技術の高度化・複雑化と製品のライフサ
イクルの短縮化

経済学者

企業関係者

 具体的検討内容：

権利濫用法理適用の考え方の明確化
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則※」(経済産
業省 2007年3月)においてソフトウェアに係る特許権の行使
に対する権利濫用法理適用の考え方が示されているが、こ
うした権利濫用法理適用の考え方についてソフトウェア以
外の技術に係る特許権についても明確化するガイドライン
の策定等について検討する。

(※)経済産業省「電子商取引及び情報財取引等
に関する準則(2007年3月)
ソフトウェアに係る特許権の行使について、以下
の①〜③のいずれか若しくは複数に該当する場
合には、権利濫用と認められる可能性があるという
法解釈の指針を提示している。
①権利行使者の主観において加害意思等の悪
質性が認められる場合
②権利行使の態様において権利行使の相手方に
対して不当に不利益を被らせる等の悪質性が認
められる場合
③権利行使により権利行使者が得る利益と比較し
て著しく大きな不利益を権利行使の相手方及び
社会に対して与える場合

＜スケジュール＞
2008年夏以降に検討委員会を設置する。
2008年度中に検討委員会において、ガイドライン又は検討報告書を取りまとめる。

イノベーションを推進し、経済や社会の課題を解決していくには、さまざまな関係者が連携するオープンイノベーションも重要な選
択肢である。一方、知的財産権制度は、権利を独占することを中心に組み立てられているが、個々の権利の主張を強めた場合には、
イノベーションが効果的に機能しない恐れもある。

＜知的財産権の役割の変化＞
オープンイノベーションの下での知的財産権は、知識・技術の
流動化を促進するためのいわば「通貨」のような役割を果たす
との見方もあるなど、クローズドイノベーションの下での技術を
独占的に利用する手段としての役割に加え、知識・技術の流通
を円滑化するためのインフラとしての役割が求められる。

Microsoft社から研究会へのコメント
オープンイノベーションは今後重要な役割を果た
す。オープンイノベーションの促進においては、知財
を強く保護することが必要不可欠。特に、特許は
オープンイノベーションの通貨として機能する。

＜オープンイノベーションのエコシステムを支える知財システムの構築＞
オープンイノベーション環境に対応したイノベーション促進のための知財システムの構築という観点から、
¾ 知財ビジネスの活発化を促す環境整備、
¾ 標準技術に関する知財のライセンスの円滑化を促す環境整備、
¾ 論文情報と特許情報をシームレスに検索できる技術情報検索環境整備、
等を推進していくことも必要である。
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提言８
イノベーションと知財政策に関する研究会
政策提言
複数の大学や企業における研究開発の架け橋となる

標準化戦略の推進を支える知財システム

民間ベースで運営される総合プロデュース型知財ビジネス

2008年8月
特 提言９
許
庁

＜概要＞

＜概要＞

オープンイノベーションへの動きが進むなか、複数の大学や企業の架け橋として、研究開発
と知財のプロデュースを行う事業の重要性が増している。
米国を中心として、もはや特許権だけをビジネスの対象とするのではなく、オープンイノベー
ション環境の下で「知財を産み出すメカニズム自体」をビジネスモデルとする、プラットフォーム
としての事業が生まれつつあり、アジアなどに進出しはじめている。
日本においても、民間ベースで、複数の大学や企業の研究開発段階まで広くカバーする、
新しい知財ビジネスを生み出すための環境整備が必要ではないか。

オープンイノベーションの進展に伴い、標準化の重要性が高まっている。特にオープンイノベーションの下では、
デファクト標準やコンソーシアムによる標準化が広がりつつある。
一方、先端技術分野等においては、特許技術を排除した標準化は事実上不可能となっており、標準化戦略を
推進していくためには、標準技術に関する権利の更なる質の向上を図ることや、標準技術に関する特許が円滑
に利用される環境を整備することが重要である。

■米国インテレクチュアル・ベンチャーズが主催する発明会議(invention session)
先端分野における技術者とノーベル賞級の科学者が、特定の技術的課題について議論することで、そ
の技術の将来の方向性を見定める。この会議には特許弁護士も同席しており、議論の結果を踏まえて特許
出願の戦略を立案する。
そして、インテレクチュアル・ベンチャーズは、この「発明会議」を通じて、総額2,000億円の資金を用いて
米国やアジアにおける研究開発を支援し、生み出された知財を戦略的に運用している。

＜総合プロデュース型知財ビジネスに必要な４つの機能＞
機能1 ： ブレークスルーで知財を産み出す
学際的・先進的な技術課題について、
様々な分野の研究者・技術者が一同に
会して集中的にアイデアを出し合うことで、
研究開発のブレークスルーを図る。
また、ここで同時に、将来の事業化段
階を見据えて、広くカバーするための知
的財産戦略を決定する。
機能4 ： 複数のポートフォリオを保有するこ
とで、研究開発リスクを管理する
リスクが高い研究開発について、ポート
フォリオを複数保有することで、リスクを適
正に管理しつつ、積極果敢な研究開発を
行うことができる。

機能2 ： 将来の研究開発ロードマップを共
有する
幅広い分野の事業者・研究者・技術者
との活発な議論を通じて、将来のロード
マップを共有することができる。
機能3 ： 知財をポートフォリオ管理する
ブレークスルーにより産み出された知
的財産をまとめて管理し、戦略的なポート
フォリオを構築する。これにより知財の価
値も高まり、将来の研究開発の自由度も
高まる。
このポートフォリオは、他者から特許権
を譲り受けたり、ライセンスを受けたりする
ことで、大きくできる。

これらの機能を、ある程度まとまった資金によって総合的に管理・運用することで、知財・
研究開発を総合的にプロデュースすることができる。
＜民間と政府との役割分担＞
○研究開発から知財プロデュースまでを一体的
に行うには、民間の叡智を結集して事業主体
を組成し、民間ベースで資本を構成すること
で、競争的に運営されることが必要。

■民間の叡智を結集したチームの構成メンバー案
①技術に精通した者(製造業技術者、若手研究者・
ポスドク等)
②事業化ニーズなどを収集できる者(商社等)
③金融技術に精通した者(投資銀行、証券等)、
④知財戦略に精通した者(弁理士等)

○また、政府の役割として、このような事業主体が民間主導で設立され、新たなビジネスモデル
が創造されていくためにも、「イノベーション創造機構」（仮称）の創設など、人材・長期資金の
集中を促す公的な後押しが必要ではないか。

標準規定型パテントプールの例と適用ロイヤルティの換算パーセント
パテントプー
ルの名称

MPEG2

DVD6C

管理者、
発足時点

プールに所属してい
る企業

必須特許

MPEG LA、
1977年

22企業と1大学
(2004年4月)

644特許（127ファミ
リー）
(2004年7月)

6Cグループ、
東芝、
1988年

東芝、松下電機、三菱
電機、タイムターナー、
日立、日本ヴィクター、
IBM

プレーヤーにつき180
の米国特許、
レコーダーで166の米
国特許

DVD

プールの非メ
ンバー
ルーセント、
IBM

ライセンシー

換算ロ
適用ロ
代表機種
イヤリ
イヤリ
（出荷価格）
ティ
ティ
レート
ＤＶＤ
（100ドル）

734企業

2.5ドル
2.5%
／台

ハードウェア（デ
コーダー、エンコー
同上
ダー）が245企業、
ディスクが157企業

3.0ドル
3.0%
／台

ハードウェア（デ
コーダー、エンコー
同上
ダー）が179企業、
ディスクが216企業

3.5ドル
3.5%
／台

トムソン
DVD3C

3Cグループ、
フィリップス、
1998年

3G Patent
3Gパテントプ
Platform、
ラットフォーム
2003年

プレーヤーにつき131
フィリップス、ソニー、
の米国特許、
パイオニア、LGE（書き
レコーダーで106の米
込み型についてHP）
国特許
W-CDMAについて7社
（ETRI、富士通、KPN、
NEC、NTTドコモ、三菱
電機、シーメンス）

メンバー企業特許の認
証中（標準期間には多
数の必須特許が自己
申告されている）

クアルコム、モ
トローラ、エリク
ソン、ノキアな
ど多数

第三世代携
帯電話
（250ドル）

¾標準に係る必須特
許数は拡大しており、
関係企業が増加して
いる。
¾パテントプールに
入っている企業数も
増加している。
¾パテントプールに
入っていない必須特
許保有企業の数も多
くなっている。

2〜4ド
1.2%
ル／台

※出荷価格は変動が大きく参考値である。適用ロイヤルティに幅のあるものは中間値をとった。
(出典) 加藤 恒 「パテントプール概説」 (社)発明協会 2006、
長岡貞男、山根裕子、青木玲子、和久井理子、「技術標準と競争政策-コンソーシアム型技術標準に焦点を当てて-」 競争政策研究センター 2005 より特許庁作成

＜具体的取組＞
○ 標準関連技術に関する権利の質を更に向上させるための環境整備の促進
標準化機関等と連携して公開可能な標準作成段階における技術提案書等への特許審査プロセスでのアクセスを改善する等、標
準関連技術に関する権利の質を向上させるための環境整備を促進する。

○ 標準関連技術の利用を円滑化するための環境整備
特許庁ホームページに各標準化機関のホームページやパテントプール管理機関のホームページへのリンクを貼る等、標準技
術を利用したい者が、標準に係る特許やパテントプールに含まれる特許のライセンスポリシー／ライセンス条件等の情報に容易
にアクセスできるようにし、標準技術に関する特許が円滑に利用される環境整備を推進する。

標準化機関のホームページ
標準化技術
技術提案書 等

標準化機関・パテントプール管理機関への
ポータルサイト(特許庁ホームページ内)

パテントポリシー

パテントプール管理機関のホームページ

リンク

ライセンス条件 特許権者
必須特許
サブライセンシー 等

標準化機関A
標準化機関B
パテントプール管理機関C
パテントプール管理機関D
ライセンス条件
等の情報を掲載

○ 知財取引に対する独占禁止法適用の考え方の更なる明確化
公正取引委員会では、知財取引に対する独占禁止法の適用の考え方を明確にするため「知的財産の利用に関する独占禁止法
上の指針」(2007年9月)、「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方」(2005年6月)という2つのガイド
ラインを公表しているところである。
しかし近年、米国等では標準化における特許問題に対する競争政策の在り方についての競争当局の考え方がかなり明確に打ち
出されている。こうした動きを踏まえ、我が国においても、知財を含んだ標準化活動においてライセンサー及びライセンシーが独占
禁止法の適用を過度に恐れることなくライセンス活動を行えるように、独占禁止法の適用関係の更なる明確化が望まれる。

＜スケジュール＞
2008年度に、標準化機関、パテントプール管理機関等との連携を図り、標準関連技術に関する権利の質を
更に向上させるための環境整備や、標準関連技術の利用を円滑化するための環境整備を進める。
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2008年8月
特 提言１１
許
庁

提言１０
イノベーションと知財政策に関する研究会
政策提言
グローバルなイノベーションインフラとしてのシームレスな検索環境

日本版コミュニティパテントレビューの試行

官民のＷＳにも資する特許庁の新検索システム開発
＜概要＞

＜概要＞
特許庁新検索システムの開発に際して、大学・企業等のイノベーション促進にも資するように
可能な限りオープンな形を採用し、特許情報とグローバルに存在している技術情報をシームレ
スに(継ぎ目なく)検索できる環境を整備する。
特許文献以外の情報により特許が拒絶された比率※

＜背景＞

30%

バイオ分野(学術論文が多い)
20%

交通輸送

生活福祉

光学

生産基盤

社会基盤

画像

素材

応用化学

物理

※一次審査において特許文献以外の情報を引用して拒絶理由が通知され
た比率

(出典)2006年の審査実績から特許庁作成

韓国のみに出願した文献
（海外ファミリ文献無）比率

中国のみに出願した文献
（海外ファミリ文献無）比率

海外ファミリ 海外ファミリ
文献無
文献有

海外ファミリ 海外ファミリ
文献無
文献有

学術論文、企業内技術情報、内外特許文献等の様々な情報を
一括して検索できるシームレスな(継ぎ目のない)検索環境を実
現する。

42%

58%

59%

41%

※中国・韓国の特許文献においては、機械翻訳に
よる英訳の提供などの取組がなされている。
（出典）DerwentWorld PatentIndex(1985〜2007）から特許庁作成

2. システム(検索機能等)のオープン化
/共有

¾大学・企業等との技術情報データの共有
大学・企業等が保有する外部データベースと特許
庁のデータベースとの連携を強化する等、大学・
企業等との技術情報データの共有を図る。
¾特許庁の保有するコンテンツの拡充
中国語・韓国語の特許文献や民間ではデータ
ベース化されない技術情報等の収集・蓄積を図る。

効率的な検索を可能とするツールを開発し、
外部ユーザーと共有する。
・概念検索、図形イメージ検索、
・検索エンジンの強化ルール、
・翻訳辞書・シソーラス辞書 等

＜背景＞
ITの進歩やイノベーションのグローバル化等に伴い、技術情報が、特
許文献、論文等の様々な形態で世界中に散在するようになっている。
こうした状況において特許権をより安定したものとするためには、散在
する技術情報を研究者等の知識を通じて集約し、特許審査に活用する
ことも重要である。
このような背景の下、米国では特許の質を向上させる取組の一環とし
て「コミュニティパテントレビュー」が提案され、試行が開始されている。

ポジティブなフィードバック

3. フィードバックメカニズムの構築

＜具体的取組＞
CPRの有効性等についての検証を行うため、日本版CPRの試行を開始する。
①日本版CPRの試行

 CPRを運営する事務局を選定し、商用ポータルサイトを活用したウェブサイトを立ち上げる。
 企業数社からレビュー対象として提供された出願(30〜40件程度を想定)を、CPRのウェブサイトに一定期
間掲載し、レビュアーからの先行技術文献やコメントの提出を受ける。
 事務局は、提出された先行技術文献について、コメントを踏まえつつ審査に資すると判断したものを情報

大学・研究機関

企業から提供さ
れた特許出願
特許出願
特許出願
特許出願

特許庁が保有するコンテンツ、システムについては、可能
な限り外部にオープンにすることで、公共財として民間の利
用に供すると共に、民間による更なる研究開発を促進し、そ
れをさらに特許庁のシステムにも反映するというポジティブ
フィードバックが可能な仕組みを構築。

許諾に基づく参照
特許情報へのアクセス

商用データベース

学術文献

文献

文献

レビュアー (企業内研究者、大学教員、
ポスドク等を想定)

マニュアル・カタログ等

非特許文献

国内外特許文献
中国・韓国特許文献
(機械翻訳)

特許庁
先行技術文献提出

先行技術文献提出
コメント提出

社内
データ

学内
データ

CPR運営事務局
zレビュー対象出願の掲載
z企業や大学、学会等にレビュ
アーを募集
zレビュアーへのID/PW発行
zウェブサイトの管理
z提出された技術文献を特許庁
へ提出
ID/PWの発行

企業

Ｗｅｂ情報

米国のCPRの試行状況
z 米国特許商標庁はソフトウェア分野の出
願（継続中の250件）を対象にパイロット
プロジェクトを試行開始(2007年6月〜1
年間)。
z これに対して、GE、HP、IBM、Intel、
International Characters、Microsoft、
Oracle、Out of the Box Computing、Red
Hat などがパイロットへの参加を表明。
z コミュニティへの登録者数は2040人。
z 56件の出願に対して183件の先行技術
の例が引用されている。
（2008年5月11日現在）
(出典) Peer-to-Patent Project HP

提供制度を通じて特許庁に提出する。

特許庁のコンテンツとシス
テムを外部にオープンに

ポジティブなフィードバック

平均

通信

生 命 ・環 境

0%

＜具体的取組＞

1. コンテンツの共有と拡充

IT分野(情報分野は雑誌・書籍が、
通信分野は学術論文が多い)

10%

情報

近年の経済のグローバル化やITの進歩等により、イノベーション
活動は、その主体が多様化するとともに、地理的にもグローバルに
広がってきている。
こうしたイノベーションをとりまく環境の変化に伴い、論文と特許の
垣根が低くなってきており、大学等が効率的に研究開発を推進して
いくためには、論文情報と特許情報とに一括してアクセスできる環
境を整備することが重要となっている。
また、特許審査においても、特許文献以外の情報や海外の特許
文献情報の重要性が高まっており、これらの情報に容易にアクセ
スできるインフラの整備が必要不可欠となっている。

「コミュニティパテントレビュー」(CPR)とは、企業や大学等の研究者・技術者等からなるコミュ
ニティが、インターネット上で、審査継続中のある特許出願に対するレビュー(最適な先行技術
についての情報開示、議論等)を行い、その結果有益な先行技術であるとされた文献等を審査
用資料として特許庁に提出するという民間主導の取組である。
CPRは現在米国で試行されているが、イギリスでも試行が検討されている等、今後、グロー
バルなインフラの一つとなることも予想されることから、我が国においても試行を開始する。

②コミュニティパテントレビュー検討委員会
大学教授(知財、工学系)、企業実務者(知財・法務)、企業研究者、弁理士等の有識者7名程度で構成。

特許庁

＜スケジュール＞
2008年秋頃、特許庁の新検索システムの基本的な計画の策定公表。大学・企業等を含めた検討の場を設ける。
2014年1月、新検索システムリリース予定。

先行している米国のCPRの試行状況や日本版CPRの試行状況、特許法・著作権法上の論点等を整理・分析。

＜スケジュール＞
2008年度夏までに日本版CPRの試行を開始(〜2009年3月)。
試行結果と検討委員会による検討をもとに本格移行について検討。
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提言１２

イノベーションと知財政策に関する研究会
政策提言
国の資金が投入された研究開発コンソーシアムを対象にした
研究開発と知的財産政策の連携
特許庁・INPITによる知財プロデューサー派遣事業
〜 「知財の目」で研究開発をみる 〜
＜概要＞

2008年8月
特 提言１３
許
庁

＜概要＞

iPS細胞の例にみられるように、研究開発の過程においては論文発表の競争と知財の競争が重なり合いな
がら起こっており、論文のみならず知財の競争にも勝利しなければイノベーションを促進して世界をリードして
いくことはできない。すなわち、研究開発成果と経済・社会とをつなぐための「知財の目」が研究開発の入り口
から必要である。
このため、「知財の目」をもつ専門家を研究開発コンソーシアム等に派遣し、研究開発や知財戦略の策定を
支援する。さらに、知財のライセンス条件等を含めたライセンス戦略の策定を支援し、策定されたライセンス条
件等を広く公開することで、リサーチツール特許等の知財の円滑な利用を促進する 。

＜具体的取組＞
1. 知財プロデューサー派遣事業 (詳細は提言13を参照)
複数の大学・研究機関が連携して取り組んでいる「研究開発コンソーシアム」等のプロジェクトに知財プロ

国の資金が投入され、複数の大学・研究機関が連携して取り組んでいる「研究開発コンソー
シアム」を対象にして、特許庁・INPIT((独)工業所有権情報・研修館)が一定期間集中的に知的財産戦
略の専門家を派遣することにより、研究コンソーシアムにおける特許出願戦略、特許活用戦略
等の知財戦略の策定を支援し、さらなる研究開発の促進を図る。
＜具体的取組＞
1. 対象となる研究開発コンソーシアム
国の資金が投入され、複数の大学・研究機関が連携して取り組んでいる「研究開発コンソー
シアム」 等のプロジェクトで、特許庁・INPITに対して、知財プロデューサー派遣事業による支
援の要請があったもの、又は公募(検討中)。
2. 派遣チームの構成

デューサーをリーダーとする専門家チームを派遣。
特許情報を活用した研究開発戦略を策定するとともに、研究開発の成果である知財のポートフォリオを
形成するための知財戦略を策定する。さらに、複数の機関、研究者が関わることで複雑になる知財の権
利帰属やライセンス条件等の明確化を図ることで、知財の円滑な利用の促進を図る。

INPIT

((独)工業所有権情報・研修館)において、例えば、以下のような派遣チームを組織する。

支援チームリーダーとして知財戦略を統括する

関連技術・特許の動向についての知見が豊富な

知財プロデューサー(新設)

特許情報活用支援アドバイザー

2. 「知財の目」をもつ人材の育成
研究開発の場に継続的に、「知財の目」をもつ人材が配置されることが望ましいため、知財プロデュー
サー等を派遣する先において、若手研究者やポスドク等の育成についても同時並行で実施する。

3. リサーチツール特許等(リサーチツール特許及び特許に係る有体物)データベースの構築
 研究に使用するリサーチツールに代替性がなく、それが特許の場合、当該リサーチツールを使用する

知財プロデューサーは、経営と技術
の双方の観点からプロジェクトを
リードできる人材を選任。
(選任されるまでの間は、INPITの大
学知的財産アドバイザーを充てる)

企業などの事業化ニーズをよく把握している

特許流通アドバイザー
出願手続において強い特許権を作り上げることができる
特定の技術分野に専門性を有した

弁理士

研究には、当該リサーチツールのライセンスが必要となる。リサーチツール特許のライセンス交渉にお
いては、権利者と使用者のライセンス条件に乖離がありライセンス交渉が難航する場合も多い。
 このため、リサーチツール特許等データベースを構築し、大学や民間企業等が保有するリサーチツー
ル特許及びそのライセンス条件等に関する情報を蓄積し、広く公開することで、リサーチツール特許の
円滑な活用の促進を図る。なお、こうしたデータベースは、将来的にはパテントコモンズの取組を支える
インフラとしても活用される可能性がある。
(「ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円滑化に関する指針」(2007年3月1日総合科学技術会議)を参照)

リンク
各リサーチツール
関連データベース

リサーチツール特許等
データベース

提供

ライセンス関連情報等

3. 派遣チームによる支援内容
①「特許マップ」や「特許出願技術動向調査」等の特許情報を活用することによる、研究
開発戦略の策定の支援
②研究開発の成果についての知財戦略の策定(コアの部分だけでなく周辺部分も特許と
しておさえ、戦略的な知財ポートフォリオを構築)
③将来の事業化段階で必要となる「ライセンス契約」の整備などの、特許の活用・事業化
戦略の策定
ライセンス戦略としては、例えば、
 リサーチツール特許ポートフォリオについては、研究開発の自由度を高めるためにも、合理的な対価でのライセンス
が明確になることが必要であり、リサーチツール特許等データベース等の活用も必要。
 事業につながる可能性の高い特許ポートフォリオについては、戦略的ポートフォリオを構築したうえで、利益を上げる
ことを念頭においたライセンス戦略をとることも重要。

4. 派遣期間
リサーチツール特許等データベース表示情報
zリサーチツールの種類
z使用条件
zライセンス対価

z交渉のための連絡先
zライセンス期間
z支払条件 等

＜スケジュール＞
2008年度からリサーチツール特許等データベースの構築を開始。
ライセンス情報等を収集・蓄積し、早期リリースを目指す。

原則、1年間。
この間に、知財戦略上の課題を集中的に洗い出し、中長期の戦略を策定する。
＜スケジュール＞
2008年度から、事業を試行する予定。
2009年度に向けた予算要求を行い、事業の更なる拡充を図る。
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2008年8月
特
許
庁

イノベーションと知財政策に関する研究会 政策提言

イノベーションと知財政策に関する研究会

イノベーションと知財政策に関する研究会

ワーキンググループ
青木

初夫 アステラス製薬株式会社相談役

伊藤

元重 東京大学大学院経済学研究科長・教授

齋藤

青木

玲子

一橋大学経済研究所教授

伊藤

耕三

東京大学新領域創成科学研究科教授

江崎

正啓

トヨタ自動車株式会社理事、知的財産部主査

明彦 株式会社デンソー取締役会長

後藤

卓也 花王株式会社顧問

長岡

貞男 一橋大学イノベーション研究センター教授

中山

信弘 弁護士、西村あさひ法律事務所顧問

大津山 秀樹

SBI インテクストラ株式会社代表取締役社長

岡部

讓

岡部国際特許事務所副所長、弁理士

加藤

幹之

富士通株式会社経営執行役、法務・知的財産権本部長

五神

真

東京大学大学院工学系研究科教授

貞男

一橋大学イノベーション研究センター長・教授

座長 長岡
座長

野間口

藤田

有 三菱電機株式会社取締役会長

隆史 東京大学生産技術研究所教授・産学連携本部長

（五十音順、敬称略）

長谷川 卓也

長谷川綜合法律事務所弁護士・弁理士

松沢

隆嗣

根本特殊化学株式会社常務取締役

山田

敦

一橋大学国際・公共政策大学院教授

和田

哲夫

学習院大学経済学部経営学科教授

渡辺

裕二

アステラス製薬株式会社知的財産部長
（五十音順、敬称略）
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イノベーションと知財政策に関する研究会 政策提言

検討スケジュール

◇

第 1 回研究会

平成 19 年 12 月 18 日（火）

イノベーションと知的財産を巡る課題について問題提起。

第 1 回ワーキンググループ 平成 20 年 1 月 23 日（水）
研究会での課題を踏まえた討議、論点整理。

○ 検討課題について日本語・英語によるパブリックコメント募集。
平成 20 年 1 月 23 日（水）〜 2 月 25 日（月）

2008年8月
特
許
庁

「イノベーションと知財政策に関する研究会」の検討の進め方

本研究会において検討を進めるにあたり、世界における最先端の議論を適時に
取り込んでインタラクティブな議論を行うため、研究会の検討内容に対して日本語・
英語によるパブリックコメントの募集を行った。
研究会の立ち上げ当初の第一回目のパブリックコメントでは、近年の知的財産権
制度を取り巻く環境の分析と、その環境変化に対応した新たな知財システムを構築
するための課題設定について意見を募集した。第二回目のパブリックコメントは、本

第 2 回ワーキンググループ 平成 20 年 2 月 28 日（木）
パブリックコメントの結果等を踏まえ、取りまとめの方向について討議。

◇

第 2 回研究会

平成 20 年 4 月 14 日（月）

研究会における検討内容を、政策提言及び報告書（原案）として取りまとめた段階で
実施した。計二回のパブリックコメントに対しては、国内だけにとどまらず、海外の特

とりまとめの方向、今後の知財政策の方向性について。

許庁、海外の知財関係団体、企業などから広範にわたる多様な意見が寄せられ

第 3 回ワーキンググループ 平成 20 年 5 月 23 日（金）
これまでの議論を踏まえ、政策提言・報告書（原案）について討議。

た。
また、研究会における検討と並行して、事務局では個別に 100 名を越える国内外

○ 政策提言・報告書（原案）について日本語・英語によるパブリッ
クコメント募集。
日本語：平成 20 年 5 月 30 日（金）〜 6 月 26 日（木）
英 語：平成 20 年 6 月 16 日（月）〜 7 月 11 日（金）

の有識者との意見交換を実施し、イノベーションと知財政策についての検討を深め
てきた。
「イノベーションと知財政策に関する研究会」の政策提言及び報告書は、こうした

◇

第 3 回研究会

平成 20 年 6 月 30 日（月）

政策提言・報告書取りまとめ。

多様な意見を取り入れた上で、イノベーション促進のためのグローバル・インフラスト
ラクチャーとしての知財システムの構築に向けて取りまとめられたものである。
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