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第１章

2018 年度における特許庁の取組

2018 年度における特許庁の取組

第１章

1．デザイン経営に関する取組
2-1-1図

  
「デザイン経営」宣言

平成 29 年度に経済産業省・特許庁が開催した 「産業
競争力とデザインを考える研究会」 において取りまとめた
「『デザイン経営』宣言」 において、 行政においても「デ

er
Us eds
Ne

ザイン経営 1」 を実践していくことの必要性が提言された。
これを受け、 特許庁では、 行政サービスの品質の向上を図
るため、2018 年 8 月に 「デザイン統括責任者（CDO）」

ム
チー
広報

ム
チー
国内

DO 総括

C ザイン 者
デ

責任

ーム
UIチ

を設置し、 その下に 「デザイン経営プロジェクトチーム」
を立ち上げ、デザイン経営の実践を開始した。当該プロジェ
クトチームでは、 テーマの異なる部 署 横 断 的な４チーム

ム
チー
海外

デザイン経営プロジェクトチーム

（PT1：広報チーム、 PT2：国内チーム、 PT3：海外チーム、
PT4：UI チーム）を結成した。デザイン経営を実践してい
く中で、 PT2：国内チームをユーザーの種別に分けること
として、 以下の 6 チームを再編成し、 以下の課題に取り組
んだ。

① UI チーム
他チームの解決策を UI の視点から横断的に支援するチームとして結成し、 UI の観点から何が改善できる
のかを検討した。
②海外チーム
他国の主要な特許庁と比べても、 近年、 海外企業からの出願比率が減少傾向である。まだ接点が少ない
海外企業にどんな利点を提供できるのかを検討した。
③国内スタートアップチーム
新しいビジネスモデルで急成長を目指す企業を対象とし、 大企業のように知財部を置けない段階の彼らに
できる支援とは何かを検討した。
④国内中小・ものづくりチーム
企業のうち 99.7％を占める中小企業のなかでも、 ものづくり企業に焦点をあて、 彼らを手助けできる解
決策とは何かを検討した。
⑤国内サービス・ブランディングチーム
企業のブランド形成にとって重要となる意匠・商標に焦点をあて、まだ発見できていない課題やニーズは
何かを検討した。
⑥広報チーム
わかりにくい、馴染みが薄いとされる特許庁。ユーザーとのコミュニケーションで、どんな価値を提供でき
るかを検討した。

１ 詳細は第 2 部第 6 章参照
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2．スタートアップ支援に関する取組
2018 年度、 特許庁では、スタートアップ支援

  スタートアップ支援

2-1-2図

の強化に舵を切り、 各種施策を打ち出してきた。

JIP
パー
スー 期審査
早

まずは、 目玉施策として、 知財に特化したアクセ
ラレーションプログラム（IPAS）を初めて実施し

ート
スタ アップ
S

た。2018 年度は 10 社の研究開発型スタートアッ
プに対し、 3 か月間の集中支援を行った。ビジネ
スモデルのブラッシュアップや、 オープンクロー

料
信

発
情報

第１章

免
金減

IPA

ズ戦略を含む知財戦略の構築等、 各社とも大き
な成果を得ることができた。
また、 2018 年 7 月からは、 スタートアップ向
けのスーパー早期審査、 面接活用早期審査を開

始した。 資金調達や他者との提携のために権利化を急ぎたいスタートアップからの利用が増えている。
スタートアップの知財意識の向上のための普及啓発活動も活性化させた。 東京を中心に、 全国各地でセ
ミナーやイベントを開催し、 知財専門家とスタートアップとの出会いの場も提供した。
その他、 海外展開を志向する中小企業・スタートアップを支援するジェトロ・イノベーション・プログラム
（JIP）や、 一定の要件を満たすスタートアップに対し、 国内特許出願、 PCT 国際出願の手数料を軽減す
る措置を実施した。
2018 年度は、まさに特許庁のスタートアップ支援が走り出した年であった。 2019 年度は、さらに支援
を充実させ、日本のイノベーションを知財の面から後押ししていく。

3．標準必須特許に関する取組
  標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き

2-1-3図

分野

「標準必須特許の
ライセンス交渉
に関する手引き」を参照

どう交渉すれば?
適切な料率とは?

信
報通

情

高速で大容量、 かつ多数
同時接続という特徴を有す
る 次 世 代 通 信 規 格 「5G」
は、 自動 車やスマートホー
ムなどの 様 々なインフラや

G
格5
信規
代通
世
次

機器が、 インターネットを通

通信 野
情報 外の分
以

じて つながり合う IoT 時 代

ム
ホー
ート
スマ
車
自動

の基盤となるものであり、新
本手引きの目的
ライセンス交渉の進め方
ロイヤルティの算定方法

たなビジネスの進展が期待
されている。
これまでの情報通信分野

では、標準規格に関する特許に関して、情報通信企業同士によるクロスライセンス等が行われてきた。しか
し、 IoT の普及により、 情報通信以外の分野の企業も情報通信技術の標準規格を利用する必要性があり、
自動車業界、 サービス業界も通信技術のライセンス交渉に関わるようになってきていることから、 ライセン
ス交渉の当事者に大きな変化が起きており、 当事者間の必須性の判断やライセンス料率の相場観にも乖離
が生じている。
そこで、特許庁では、標準必須特許のライセンスに関して、透明性と予見可能性を高め、交渉を円滑化し、
紛争の未然防止及び早期解決を図るため、 誠実なライセンス交渉の進め方、ロイヤリティ算定をどのように
決めるか等の論点を整理した「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を 2018 年 6 月に公表した。
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特許における取組

特許庁は、2013 年度末までに一次審査通知までの期間を 11 か月とするという目標（FA11）の達
成に向けて、2004 年以来様々な取組を実施し、この目標を達成した。この間、研究開発や企業活動
のグローバル化が大きく進展し、国内のみならず国外での知的財産戦略の重要性も一層増していた。
このような背景のもと、特許庁は、我が国企業や大学・研究機関等のグローバルな知的財産活動を支
援するため、
「世界最速・最高品質の特許審査」の実現に向けた様々な取組を講じてきた。
また、IoT や人工知能（AI）
、ビッグデータ等の新技術の研究開発及びビジネスへの適用が急速に進
んでおり、これらへの対応も急務となっている。
本章では、
「世界最速・最高品質の特許審査」を実現するための、審査の迅速化に関する取組、質の
高い権利を設定するための取組、及び海外特許庁との連携・協力について紹介する。

1．審査の迅速性を堅持するための取組
2013 年度末に FA11 を達成し、 出願人は国内外での特許取得の可能性を早期に知ることができるよう
になった。 他方、 知的創造、 権利設定、 権利活用の知的創造サイクルを加速する上で、 権利化までの期
間の短縮を求めるニーズも高まっていた。 そこで、 2023 年度までに特許の 「権利化までの期間 1」（標準
審査期間）と「一次審査通知までの期間」 をそれぞれ、 平均 14 か月以内、 平均 10 か月以内とすべく、
登録調査機関による先行技術文献調査の拡充、 必要な審査官の確保等の取組を着実に実施してきた。「権
利化までの期間」（標準審査期間）が 14 か月以内になれば、 例えば出願とほぼ同時に審査請求された案
件が、 出願公開の前には特許取得の目処がつくことを意味しており、これは、 特許権の活用に加えて、 特
許査定に至らなかった発明の秘匿も含めた、 多様な事業戦略の構築を可能にするものと期待される。 本節
では、これらの審査の迅速化に関する取組について紹介する。

（1）特許審査の迅速化の推進
①登録調査機関による先行技術文献調査の拡充
近年、外国語特許文献の割合が増加し、その
調査の重要性も高まっている。特許庁は、そのよう

登録調査機関の数は、2019 年 4 月 1 日現在 9
機関である［2-2-1 図］。登録調査機関としての
登録は、39 に分けられた技術区分単位で行うこと
とし、各登録調査機関は登録した区分で調査業
務を行っている。

な状況に対応するため、登録調査機関による先行
技術文献調査の範囲を日本語特許文献から英語
特許文献まで拡張し、先行技術文献調査の質の

②必要な審査官の確保

向上と、それに基づく審査の迅速化に取り組んで

日本国特許庁は世界に先駆け、特許の出願か

きた。2018 年度においては、先行技術文献調査

ら査定までをペーパーレスで行うシステムを構築し、

の総件数 15.3 万件のうち 11.5 万件で英語特許

登録調査機関による先行技術文献調査の拡充を

文献検索を行うとともに、中韓語特許文献検索と

積極的に進めてきた。審査処理能力増強のため

独語特許文献検索を開始した。

には、一層の効率化に努めることは当然としても、

１出
 願人が補正等をすることに起因して特許庁から再度の応答等を出願人に求めるような場合や、特許庁に応答期間の延長や早期の審査を求める場合等の、出願人に認められて
いる手続を利用した場合を除く。
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  登録調査機関一覧（2019 年 4 月 1 日）

登録調査機関名
（一財）工業所有権協力センター
テクノサーチ（株）
（一社）化学情報協会
（株）技術トランスファーサービス
（株）AIRI
（株）パソナグループ
（株）古賀総研
（株）みらい知的財産技術研究所
ジェト特許調査（株）

査制度を利用した出願の 2018 年の一次審査通
知までの期間は、早期審査の申請から平均 2.3 か
月となっており、同制度を利用しない出願と比べ大
幅に短縮されている。
2-2-2図

（件）
25,000

  早期審査の申請件数の推移

19,492

20,000

（資料）特許庁作成

15,000

任期付審査官を採用するなど、審査官の増員の

10,000

実現と、処理能力の維持に努めてきた。2019 年

5,000

度は、12 名の審査官を確保した。
の迅速な付与」のために必要な審査官の確保に

15,187

17,086

17,511

2014

2015

20,529

21,137
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審査官の増員が必要不可欠である。そのため、

今後も、ユーザーニーズである「安定した権利

特許庁における取組

2-2-1図

0

2013

2016

2017

2018 （年）

（資料）統計・資料編第 2 章 18.（1）

努め、審査処理能力の維持・向上を図っていく必
要がある。

②スーパー早期審査制度

（2）早期審査制度・スーパー早期審査制度

特許庁は、「実施関連出願」かつ「外国関連
出願」に該当する、より重要性の高い出願を対象

①早期審査制度

として、通常の早期審査よりも更に早期に審査を行

特許庁では、一定の要件の下で、出願人から
の申請を受けて審査を通常に比べて早く行う早期
審査制度を実施している 。
1

早期審査制度の対象となる出願は、（ⅰ）個人、

うスーパー早期審査制度 2 を試行している。
スーパー早期審査制度は、申請から一次審査
までを 1 か月以内（DO 出願 3 については、原則
2 か月以内）で行い、再着審査についても、意見

中小・ベンチャー企業や大学・TLO・公的研究

書・補正書の提出から 1 か月以内に行うことで、

機関からの出願、（ⅱ）既に実施しているか 2 年

通常の早期審査制度に比べて申請から権利化ま

以内に実施予定の発明に係る出願（実施関連出

での期間を短縮するものである。

願）、（ⅲ）外国にも出願している出願（外国関連

2018 年のスーパー早期審査の申請は 685 件で

出願）、
（ⅳ）環境関連技術に関する出願（グリー
ン関連出願）、（ⅴ）「特定多国籍企業による研究

2-2-3図

開発事業等の促進に関する特別措置法（アジア

（件）
800

拠点化推進法）」に基づく認定を受けた研究開発

700

事業の成果に係る発明の出願である。2011 年 8

600

月からは、震災により被災した企業・個人等から
の出願（震災復興支援関連出願）も、早期審査
の対象になっている。
2018 年の早期審査の申請件数は 21,137 件で
あり、年々増加傾向にある［2-2-2 図］。早期審

500

  スーパー早期審査の申請件数の推移
685

642

580

554
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400
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0
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（資料）特許庁作成

１申
 請手続等その他詳細については、以下ウェブサイト参照
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/v3souki.html
２ 申請手続等その他詳細については、以下ウェブサイト参照
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/document/v3souki/supersoukisinsa.pdf
３ PCT 国際出願後、国内に移行した出願。

1

2
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あった［2-2-3 図］。スーパー早期審査制度を利

は、スーパー早期審査の申請から平均 0.7 か月

用した出願の 2018 年の一次審査通知までの期間

（DO 出願については平均 1.1 か月）となっている。

2．質の高い権利を設定するための取組
国際的に信頼される質の高い特許権は、 円滑かつグローバルな事業展開を保障し、 イノベーションを促
進する上で不可欠である。こうした質の高い特許権には、 後に覆ることのない強さと、 発明の技術レベル
や開示の程度に見合う権利範囲の広さを備え、 世界に通用する有用なものであることが求められる。 特許
庁は、この 「強く・広く・役に立つ特許権」 を付与していくに当たり、 品質管理体制の充実はもとより、 第
四次産業革命により注目が高まっている新技術に対応することを目的として、 AI 関連技術に関する特許審
査事例の整備等を行った。また、 ユーザー評価調査の充実等、 特許審査の質の維持・向上のための取組を
引き続き実施するとともに、 ベンチャー企業対応スーパー早期審査等、 ユーザーニーズに応じた取組を新た
に開始した。 本節では、これらの質の高い権利を設定するための様々な取組について紹介する。

（1）特許審査の質の維持・向上のための取
組
①特許審査の質をめぐる動向
国際的に信頼される質の高い特許権の設定は、

主な指標としてユーザーに選択される他庁との競
争環境に晒されている。
このような状況の下、各国・地域の特許庁で、
特許審査の質と適時性の確保に向けた取組が行
われている。 米 国 特 許 商 標 庁は、2014 - 2018

無用な事後的紛争や出願競争を防ぎ、特許制度

年戦略計画に引き続き 2018 - 2022 年戦略計画

を健全に維持するために欠かせないものである。

の中で、特許の質及び適時性の最適化を優先目

特に、近年における特許審査の迅速化とあいまっ

標として掲げており、特許関連業務の品質向上に

て、特許審査の質の維持・向上に対する社会的

向けた包括的プログラムに取り組んでいる。また、

要望は、非常に高くなっている。

欧州特許庁は、2017 年 7 月より、品質レポートを

また、研究開発や企業活動のグローバル化が

ホームページに公表し、様々な特許審査の質の維

進展する中、PCT 国際出願件数の増大に見られ

持・向上の取組とその結果を出願人向けに紹介し

るように、一つの発明を複数国で権利化する必要

ている。日本国特許庁もその例外ではなく、特許

性が増大している。この権利化までの特許審査プ

審査の質の維持・向上のための様々な取組を推

ロセスは、発明の認定、先行技術文献調査、判

進している。

断及び通知・査定から構成される点において、各
国・地域の特許庁間で大きな相違はない。
さらに、日米欧中韓の特許庁（五庁）の特許
出願・審査関連情報（ドシエ情報）を一括して参

出願人が求める特許審査の質を満足するため

照可能なシステムである「ワン・ポータル・ドシエ

には、各審査室において質の維持・向上に取り組

（OPD）」の構築により、審査結果は、各庁間で

むことはもちろんのこと、特許審査を担当する審査

容易に利用可能な状況となっている。
このような現状において、出願人は、より質の高

100

②特許審査の品質管理の推進

部全体で、ユーザーニーズを踏まえて品質管理に
係る取組を推進することが重要である。

い審査結果を適時に提示することのできる特許庁

特許庁では、各審査室において、審査官一人

を第１庁として選択することにより、権利化のため

一人が質の維持・向上に日々取り組むことに加え

の予見性を高め、
コストの削減が可能となっている。

て、審査部全体としては、品質管理室が中心とな

そして、日本国特許庁は、特許審査の質と速さを

り、特許審査の質の維持・向上に関する一元的
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審査室の管理職が当該書面の内容を確認してお

質の更なる向上を目指し、品質ポリシーと品質マ

り、担当技術分野における統一的な運用の実施

ニュアルの下、
「 品質保証」、
「 品質検証」及び「品

や特許審査の均質化に役立たせている。

特許庁における取組

な取組を行っている。2018 年度は、特許審査の

質管理に対する外部評価」の 3 つの観点から品
b. 品質検証

質管理に関する取組を実施した。

特許庁は、審査の質を把握することを目的とし、
a. 品質保証

無作為に抽出された案件を対象に、審査官の処

特許庁では、特許性の判断や先行技術文献

分等の判断及びその結果として作成された起案書
の適否を確認する品質監査を行っている。また、

保証を図るために、審査官同士が意見交換を行う

特許審査の品質監査を行う者として、担当する技

協議を実施している。2018 年度は、審査官が自

術分野における高い知識や判断力を有する審査

発的に行う協議に加えて、他庁を受理官庁とする

官から「品質管理官」を選任し、全ての技術分

英語 PCT 国際出願や、3 回目以降の拒絶理由

野に配置している。品質管理室では、品質管理

を通知する案件等について、必ず協議を行うことと

官が行った品質監査の結果を分析及び評価する

した（2018 年度は約 5 万件）。

ことで、特許審査の質の現状把握と課題抽出を

また、特許庁から発送される書類の質を保証す

行い、関係部署に情報共有するとともに、課題解

るという観点から、審査官が作成した処分等に係

決に向けて関係部署と連携した対応を行っている。

る書面の全件について、その審査官が所属する

さらに、拒絶理由通知書において発生する形式的

2-2-4図

  ユーザー評価調査の結果
5:満足
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38.6%
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2014年度 1.0%
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3.4% 0.0%
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40.4%
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3.7% 0.0%

2016年度 2.7%

45.7%

46.7%

4.7% 0.3%

2017年度 4.8%
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2.3% 0.3%

2018年度 5.2%

52.6%

38.4%
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な瑕疵に対する監査も実施している。

62.2％であり、前年度（58.3％）より3.9 ポイント増

また、特許庁では、特許審査の質に関するユー

加した。さらに、PCT 国際出願における国際調

ザーニーズや期待を把握し、特許審査を継続的

査等の質全般に対して「普通」 以上と回答した

に改善することを目的として、特許審査等の質全

割合は 96.2％であり、調査開始から引き続き高い

般と特定の出願における審査等の質のそれぞれに

水準の評価が得られている［2-2-4 図］。

ついてのユーザー評価調査を行っている。2018

特許庁は、このユーザー評価調査に加えて、

年度は、内国企業 561 社、外国企業 46 社、代

企業との意見交換会 1 や、特許庁ウェブサイト、

理人 50 者を対象とした国内出願全般についての

電話等からの個別案件に関する情報提供 2 を通じ

評価の調査、内国企業 277 社と代理人 30 者を

て、特許審査の質に関するユーザーニーズ等の

対象とした国際調査報告又は国際予備審査報告

把握に努めている。

についての評価の調査、2017 年度に特許査定又
は拒絶査定がなされた国内出願の中からランダム

c. 品質管理に対する外部評価（審査品質管理小

抽出された 2,109 件、2017 年度に国際調査報告

委員会）

又は国際予備審査報告が作成された PCT 国際

特許庁における品質管理の実施体制・実施状

出願の中からランダム抽出された 543 件の個別出

況についての客観的な検証・評価を受け、それを

願についての評価の調査を行った。調査対象者

審査の品質管理システムに反映することを目的とし

からより一層自由・率直な評価・意見を得るために、

て、産業構造審議会知的財産分科会の下に、企

前年度に引き続き、特許審査等の質全般の調査

業や法曹関係者、学識経験者等の外部有識者か

について無記名での回答を可能にした。本調査に

ら構成される審査品質管理小委員会を設置してい

おける調査票の回収率は、例年 9 割程度の高い

る。2018 年度は、前年度と同様に、当該年度に

水準にあり、多くのユーザーからの理解及び協力

特許庁が実施している品質管理の実施体制・実

を得て実 施されている。2018 年 度の調 査では、

施状況について、下記評価項目及び評価基準に

国内出願における特許審査の質全般に対して、

基づき評価を受け、品質管理の実施体制・実施

「満足」 又は「比較的満足」と回答した割合は
2-2-5図

状況に関する改善点の提言を受けた
［2-2-5 図］3。

  審査の品質管理の実施体制・実施状況の評価項目

評価項目
①「品質ポリシー」及び「品質マニュアル」等の文書の作成状況 ⑥品質向上のための取組
②審査及び品質管理のための手続の明確性
⑦品質検証のための取組
③品質管理の基本原則等の制度ユーザーへの公表及び職員への
⑧審査の質の分析・課題抽出
周知
⑨質の高い審査を実現するための方針・手続・体制（評価項目①
④審査実施体制
〜⑤）の改善状況
⑤品質管理体制
⑩品質管理の取組（評価項目⑥〜⑧）の改善状況
⑪審査の質向上に関する取組の情報発信

③世界で通用する安定した権利の設定
a. 先行技術文献調査のための基盤整備（FI 改

を恒常的に整備することが重要である。国内外の
特許文献を効率良く検索するために、日本国特許
庁の内部分類であるFIを最新版の国際特許分類

正・F タームメンテナンス・標準関連文書等）

（IPC）に準拠させることなどを原則として、検索イ

先行技術文献調査は、審査の質の維持・向上

ンデックスの再整備を推進している。2018 年度は

のための重要な柱の一つであり、そのための基盤

431 メイングループの FI 分類表を改正し、8 テー

１ 詳細は第２部第 8 章７. 企業と特許庁の意見交換を通じた取組を参照。
２ https://www.jpo.go.jp/introduction/hinshitu/hinshitsu-iken.html
３ https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/hinshitu_shoi/index.html
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マの F タームメンテナンスを行った。

文献が多い分野においても、IPC の細分化が進

さらに、技術標準に関する規格文書及びその策

められている。今後も技術の進展に応じて IPC を

定プロセスで提出された技術文書等の標準関連

より効率的な検索ツールとするために、五庁及び

文書に対する検索環境の整備も進めており、2018

IPC 加盟国と協働して IPC 改正を進めていく。

年度は国際電気通信連合（ITU）などの標準規
格文書の更新を行い、検索環境を拡充した。

c. グローバル化に対応した品質管理の充実
グローバル出願が増加する中で、ユーザーにとっ

b. 国際特許分類（IPC）改正に向けた取組

ては権利化の予見性の向上がより重要な課題と
なってきている。日本国特許庁では、このような状

するための重要なツールである。現在、国際的に

況にあるユーザーを支援する観点から、グローバ

広く利用されている国際特許分類（IPC）は、分

ル化に対応した品質管理の充実のための以下のよ

類項目が少なく（約 7 万項目）、効率的な検索を

うな取組を行ってきている。

行うためのツールとして十分機能するとはいえない。
日米欧中韓の五庁は協働して IPC 改正に取り

2019 年 2 月、エジプト・カイロにおいて開催され
た PCT 国際機関会合（MIA）第 26 回会合では、

組 ん でいる。2013 年 1 月に 米 国 特 許 商 標 庁

我が庁から、我が庁の特許審査の質の維持・向

（USPTO） から GCI（Global Classification

上のための取組やユーザー評価調査結果等を紹

Initiative）の構築が提案され、2013 年 6 月に

介した。また、かねてより我が国から提案していた

開催された第 6 回五庁長官会合で GCI を実施し

国際段階と国内段階の連携のための PCT 国際

ていくことに合意した。GCI は、日本国特許庁の

調査・予備審査ガイドラインの更なる改訂案につい

内 部 分 類 である FI、F タームと、 欧 州 特 許 庁

て議論の結果、事務局はガイドラインの改訂に向

（EPO）及び USPTO の内部分類である CPC と

けた各国への意見照会手続に入ることとなった。

が整合している（各内部分類の改正により整合す

そのほか、品質管理システムに関する同ガイドライ

ることが確実となったものを含む）技術分野の分類

ン 21 章の強化や、国際調査報告書及び見解書

を IPC に導入する Activity ⅰと、新規技術に対

の改善等についても議論が行われた。

応した分類を協働して作る Activity ⅱとから成る。

第２章

特許分類は、世界の特許文献を効率的に検索

さらに、現在、日本国特許庁での品質管理に

現在に至るまで GCI の取組は着実に実施されてお

関する取組として、日本国特許庁と外国特許庁と

り、多くの IPC 改正提案が五庁から IPC 加盟国

の双方に出願され、審査結果が相違した案件を

に提示され、IPC 改正の議論をリードしている。日

対象とした、判断相違の要因分析を実施している。

本 国 特 許 庁は、2019 年 3 月までに GCI の枠 組

2018 年度も引き続き当該判断相違の要因分析を

みで 59 の技術分野において IPC 改正を目指す提

実施し、その結果を審査官に周知する等、グロー

案を行っており、五庁及び IPC 加盟国での議論

バル化に対応した品質管理の充実に向けて活用

を経て、2019 年 1 月に 5 の 技 術 分 野 で新たな

している。

IPC が発効されている。また、2013 年 2 月に世
界知的所有権機関（WIPO）で開催された IPC
同盟専門家委員会において、IPC の項目数に比

d. 審査基準、審査ハンドブックに関する取組
新規性喪失の例外期間（グレース・ピリオド）

して新興国の特許文献が多く蓄積されているため

を 6 か月から 1 年に延長する特許法第 30 条の改

IPC 改正が優先的に行われるべきと考えられる技

正に伴い、審査基準及び審査ハンドブックの改訂

術 分 野を、WIPO が IPC 加 盟 国に定 期 的に提

を行った。この審査基準は 2018 年 6 月 9 日以降

示 1 することとなった。これにより、新興国の特許

の出願について適用されている。

１ https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ief/private/ipc/en/project/4477/CE456

1
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また、「環太平洋パートナーシップ協定の締結及
び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び
先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関
する法律」により、特許法第 67 条等が改正され、

（2）ユーザーニーズに応じた取組
①面接
特許庁では、審査官と出願人又はその代理人

特許権の設定登録までに一定以上の期間を要し

との間において、円滑な意思疎通を図るとともに、

た場合に権利期間を補償する、期間補償のため

審査の効率化にも資するため、審査請求された出

の特許権の存続期間の延長の制度が追加され

願を対象に面接 3 を実施している（2018 年実績：

た。これに伴い、産業構造審議会の審査基準専

4,128 件）。特許庁の庁舎内で実施する面接のほ

門委員会 WG 第 13 回会合での検討及び意見募

か、出願人の所在地が東京近郊にない場合に全

集の結果を踏まえて、審査基準において「期間

国各地に審査官が出張し面接を実施する出張面接

補償のための特許権の存続期間の延長」に関す

（2018 年実績：1,158 件）や、インターネット回線を

る章を新設する改訂を行った。改訂後の審査基

利用し、参加する場所に制限がなく、出願人や代

準は、2020 年 3 月 10 日以降にした特許出願に係

理人等が自身の PC 等から面接に参加するテレビ

る特許権の存続期間の延長登録の出願の審査に

面接も実施している（2018 年実績：155 件）。なお、

適用される。

2017 年 7 月に開設した独立行政法人工業所有権
情報・研修館近畿統括本部（INPIT-KANSAI）

④新技術に対応した審査基準等の改訂

では、毎月第 1・第 3 金曜日に、出張面接を重点
的に実施している。

第四次産業革命と呼ばれる大量のデータと AI
（人工知能）を活用する技術革新への期待が高
まっている。この状況を踏まえ、AI 関連技術の特

②事業戦略対応まとめ審査

許出願に対する特許審査の透明性と予見性を高

近年、企業活動のグローバル化や事業形態の

めることと、その特許審査の運用を諸外国に発信

多様化に伴い、企業では事業戦略上、知的財産

することを目的として、AI 関連技術に関する特許

権を群として取得し活用することが重要になってき

審査事例を世界に先駆けて整備した。特許審査

ている。そこで、特許庁では、事業で活用される

事例は日本語 1 及び英語 2 で公表されている。

知的財産権の包括的な取得を支援するために、

具体的には、産業構造審議会の審査基準専

国内外の事業に結びつく複数の知的財産（特許・

門委員会 WG 第 13 回会合での検討を経て、AI

意匠・商標）を対象として、各分野横断的に事

を様々な技術分野に応用した発明の 10 の特許審

業展開の時期に合わせて審査・権利化を行う事

査事例を作成した。特許審査事例はそれぞれ AI

業戦略対応まとめ審査 4 を実施している（2018 年

関連技術の特許出願に対する記載要件及び進歩

実 績：45 件（ 対 象とされた特 許出願は 446 件、

性についての判断手法を紹介する。2019 年 1 月

意匠登録出願は 2 件、商標登録出願は 1 件））

に、これらの特許審査事例は「特許・実用新案
審査ハンドブック」に追加されている。

［2-2-6 図］。
事業戦略対応まとめ審査では、事業説明・面
接等を活用し、事業の背景や、技術間の繋がりを
把握した上で審査を行う。また、出願人が希望す
るタイミングでの権利化を支援するため、事業説明・
面接・着手のスケジュールを調整しながら審査を進
めることとしている。

１A
 I 関連技術に関する特許審査事例について https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/ai_jirei.html
２ Patent Examination Case Examples pertinent to AI-related technologies
1
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/ai_jirei_e.html
３ 面接申込等その他詳細な情報については下記ウェブサイトを参照
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/mensetu/junkai.html
４ 申請手続等その他詳細な情報については下記ウェブサイトを参照
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/matome_sinsa.html
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2-2-6図

  事業戦略対応まとめ審査

事業

企

事業戦略

業

必要な知的財産の権利化
出願の内容

製造技術
モータ

装置制御

電池

電気自動車

車体デザイン（意匠）

素材

特許

特許庁

審査官が企業の事業戦略を理解
各分野の審査官による協議

意匠

商標

ロゴ（商標）

特許庁では、2018 年 7 月より、特許審査に関

理人ごとの審査未着手案件（公開前の案件を除

第２章

③ベンチャー企業支援策

く）の着手見通し時期のリストを四半期ごとに提供
している。

するベンチャー企業支援策として、ベンチャー企
業対応面接活用早期審査及びベンチャー企業対
応スーパー早期審査を開始している。

⑤情報提供制度

ベンチャー企業対応面接活用早期審査は、ベ

情報提供制度は、特許出願に係る発明が新規

ンチャー企業の「実施関連出願」を対象に、一

性・進歩性を有していない、あるいは、記載要件

次審査通知前に面接を行うことで、ベンチャー企

を満たしていないなど、審査を行う上で有用な情

業が戦略的に質の高い特許を早期に取得できるも

報の提供を受け付けるものである（特許法施行規

のである（2018 年実績：9 件）。

則第 13 条の 2、同規則第 13 条の 3）。2018 年

ベンチャー企業対応スーパー早期審査は、ベン

には、5,034 件の情報提供があった［2-2-7 図］。

チャー企業の出願を対象に、実施関連出願であ
ればスーパー早期審査のスピードで対応すること
で、何よりも早く特許権を取得したいというニーズに
応えるものである（2018 年実績：42 件）。

④特許審査着手見通し時期の提供
特許庁は、出願人及び代理人の戦略的な特許
管理の支援や、第三者による情報提供制度の利
用に資するため、特許庁ウェブサイトの「特許審
査着手見通し時期照会」 1 を通じて、出願人・代

１ https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/status/search_top.html

2-2-7図

（件）
10000

  情報提供件数の推移
オンライン

書類

8000
6000

6176

5730

5132

5243

5034
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2018 （年）

4000
2000
0

2014
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（資料）特許庁作成

1
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3．各国特許庁との連携・協力
企業の経済活動のグローバル化の進展に伴い、 欧米のみならず中国や韓国、 さらには ASEAN や、 中
南米、 インドを始めとする新興国での知的財産権の確保が急務であり、こうした国々で予見性を持って円滑
に権利を取得し得るよう、 制度・運用の調和と審査協力の重要性が増している。日本国特許庁は、これま
でも特許審査ハイウェイ（PPH）の提唱（2006）や五庁会合等での制度調和の議論の提起等、 国際的
にも主導的な役割を担ってきた。また、 諸外国との審査協力を一層推進する観点から、 PPH の拡充を進め
るとともに、 米国特許商標庁との間では、 日米協働調査試行プログラムを、 五庁間では PCT 協働調査を
実施してきている。さらに、 我が国の世界最先端の審査手法を普及させるため、 国際審査協力等の取組を
着実に実施してきた。 本節では、これらの各国特許庁との連携・協力について紹介する。

（1）国際的なワークシェアリングのための
取組

出願をしたかにかかわらず、いずれかの庁による
特許可能との審査結果に基づき他庁への PPH 申
請を可能とするPPH MOTTAINAIという枠組み

①特許審査ハイウェイ (PPH)

も存在する［2-2-9 図］。

特許審査ハイウェイ（PPH）とは、第一庁（出

PPH を利用することによるメリットは、最初の審

願人が最先に特許出願をした庁）で特許可能と

査結果及び最終処分までの期間の短縮、オフィス

判断された出願について、出願人の申請により、

アクションの回数の減少、特許査定率の向上が挙

第一庁とこの取組を実施している第二庁において

げられるとともに、これらに付随して、中間処理に

簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠

かかるコストの削 減 効 果も見られる。このような

組みである［2-2-8 図］1。

PPH のメリットを容易に把握可能とするために、日

これにより、他庁の先行技術文献調査結果・審

本国特許庁は、各庁における PPH 対象案件の

査結果の利用を促進し、複数の国・地域での安定

統計情報等、PPH に関する情報を掲載した PPH

した強い特許権の効率的な取得を支援している。

ポータルサイト 2 を運営している。

また、PCT 国際段階における見解書又は国際
予備審査報告で特許可能と判断された見解に基

次に、PPH 実 施 庁・利 用 件 数の拡 大 及び、

づき、早期審査を申請することができる PCT-PPH

PPH の利便性向上に向けた日本国特許庁の取組

という枠組みや［2-2-8 図］、どの庁に先に特許

について説明する。

2-2-8図

  特許審査ハイウェイの概要：通常型 PPH（上）と PCT-PPH（下）
パリルート

第一庁

第二庁

PCT国内段階

PCT国際段階の成果物

Ａ庁

【PCT国際段階成果物を利用するメリット】
早いタイミングでPPH申請が可能
PCT成果物の最大限の利用

特許可能

PPH申請

Ｂ庁

Ｃ庁

１典
 型的な申請書類の例等その他詳細な情報は特許庁ウェブサイトにも掲載している。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/index.html
２ https://www.jpo.go.jp/toppage/pph-portal-j/index.html
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PCT国際段階

PCT出願

特許可能

審査

出願

PPH申請

早期審査

早期審査

１

２
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2-2-9図

  PCT MOTTAINAI で新たに PPH 申請が可能なケース
ケース１
第一庁

C庁出願

PPH申請

A庁出願

OK

優先権主張

B庁出願

ケース２

第一庁

特許可能

第二庁

a. PPH 実施庁・利用件数の拡大

優先権主張
特許可能

A庁出願

優先権主張
B庁出願

OK
PPH申請

ら日本への申請が 11,094 件、日本から韓国への
申請が 9,085 件、韓国から日本への申請が 1,116

の PPH の試行が開始されて以来、2019 年 4 月

件、日本から欧州への申請が 5,597 件、欧州から

1 日 時 点 で PPH 実 施 庁 は 48 に 達した ほ か、

日本への申請が 4,888 件、日本から中国への申請

PPH 申請件数も 2018 年には約 32,000 件となり、

が 14,006 件、中国から日本への申請が 638 件に

累積申請件数は 19 万件を突破した
［2-2-10 図］。

達している。

2019 年 4 月 1 日現在、日本国特許庁は 42 の

最近では、2018 年 4 月からトルコとの間で PPH

庁と PPH（ 通 常 型 PPH、PPH MOTTAINAI

を実施しており、PPH 対象国は新興国を中心に

又は PCT-PPH）
を本格実施若しくは試行しており、

拡大してきている。

第２章

2006 年 7 月に日本の提案により日米間で世界初

さらに、インドとの間では 2019 年 4 月 1 日現在

我 が 国 から海 外になされる出 願 の 9 割 以 上 で

PPH 未 実 施であるものの、2018 年 10 月、日印

PPH が利用可能となっている［2-2-11 図］。
特に利用件数の多い日米欧中韓での PPH につ

首脳会談において、PPH の試行を 2019 年度第

いては、その開始から 2018 年 12 月末までの累計

一四半期に開始することで一致し、開始へ向けて

で、日本から米国への申請が 22,420 件、米国か

最終的な調整が行われている。

2-2-10図   PPH 実施庁数及び PPH 実施庁間での PPH 申請件数
PPH 実施庁数（2019 年 4 月 1 日現在）
48

50
45

ペルー、ブラジル、ベトナム、モロッコ＊、チリ、
パラグアイ＊、ウルグアイ＊、エクアドル＊、アルゼンチン

ヴィシェグ
ラード

40
35
30
25
20
15

メキシコ、ポルトガル、スウェーデン、
イスラエル、北欧、台湾、ノルウェー、
中国、アイスランド
シンガポール、フィンランド、
露、オーストリア、
ハンガリー
日本の提案によ
り、日米間で始動

10
5

スペイン
カナダ、独、豪、
欧、デンマーク

タイ、
マレーシア

トルコ、
ニュージーランド
ルーマニア、
エジプト、
エストニア

世界の PPH 申請件数（各年毎）

35000
30000

27737

19752

15000

ポーランド、
フィリピン、 ユーラシア、
コロンビア、 インドネシア、
チェコ
ニカラグア＊

10000
5000

＊の国は、日本とPPH未実施

0

韓、英

0
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28771

32541

23465

25000
20000

30641
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2014
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2016
PPH 申請年

2017

2018

（備考）2017 年の申請件数は、2019 年 3 月 6 日時点集計

2-2-11図   日本国特許庁との PPH 実施庁（2019 年 4 月 1 日時点）
PPH 開始時期
米国
韓国
英国
ドイツ
デンマーク
フィンランド

2006 年 7 月
2007 年 4 月
2007 年 7 月
2008 年 3 月
2008 年 7 月
2009 年 4 月

通常型 PPH
○
○
○
○
○
○

利用可能な PPH の種類
PPH MOTTAINAI
○
○
○
○
○
○

PCT-PPH
○
○
△
△
△
○
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PPH 開始時期
ロシア
シンガポール
オーストリア
ハンガリー
カナダ
欧州特許庁
スペイン
スウェーデン
メキシコ
北欧特許庁
中国
ノルウェー
アイスランド
イスラエル
フィリピン
ポルトガル
台湾
ポーランド
ユーラシア特許庁
インドネシア
オーストラリア
タイ
コロンビア
マレーシア
チェコ
エジプト
ルーマニア
エストニア
ベトナム
ブラジル
アルゼンチン
ニュージーランド
チリ
ペルー
ヴィシェグラード特許機構
トルコ
日本

2009 年 5 月
2009 年 7 月
2009 年 7 月
2009 年 8 月
2009 年 10 月
2010 年 1 月
2010 年 10 月
2011 年 6 月
2011 年 7 月
2011 年 10 月
2011 年 11 月
2011 年 12 月
2011 年 12 月
2012 年 3 月
2012 年 3 月
2012 年 4 月
2012 年 5 月
2013 年 1 月
2013 年 2 月
2013 年 6 月
2014 年 1 月
2014 年 1 月
2014 年 9 月
2014 年 10 月
2015 年 4 月
2015 年 6 月
2015 年 7 月
2015 年 7 月
2016 年 4 月
2017 年 4 月
2017 年 4 月
2017 年 7 月
2017 年 8 月
2017 年 11 月
2018 年 1 月
2018 年 4 月
－

通常型 PPH
○
○
○
○
○
○
○
○
○
－
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○＊ 1
○＊ 2
○
○
○
○
－
○
－

利用可能な PPH の種類
PPH MOTTAINAI
○
○
○
○
○
○
○
○
○
－
○
○
○
○
○
○
○
○
○
－
○
－
○
○
○
－
○
○
－
○＊ 2
○
○
○
○
－
○
－

PCT-PPH
○
○
○
△
○
○
○
○
△
○
○
△
△
○
△
△
－
△
△
△
○
－
△
△
△
－
△
△
－
－
－
△
○
△
○
○
○

太字：IP5 PPH 参加庁
色付き：GPPH 参加庁
△：国際調査機関又は国際予備審査機関として活動していないため、日本国特許庁を先行庁とする場合のみ利用可能
＊1：ベトナムが受け付ける PPH 申請は、年間 200 件までの制限あり。
＊2：ブラジルとの PPH については、いずれも最先の特許出願又は PCT 出願が日本特許庁かブラジル産業財産庁に対して行われている案件が対象であり、2 年間で両庁が 200
件まで受け付ける。また、ブラジルが受け付ける PPH 申請には、
「対象となる技術分野」及び「一出願人あたりの申請可能件数」に制限あり。

b. PPH の利便性向上に向けた取組
PPH は従来、二庁間の取組であったため、例

種 類 が 共 通 化 さ れ、 通 常 型 P P H 、 P P H

えば、日本国特許庁の審査結果に基づくPPH で

MOTTAINAI 及び PCT-PPH の全てが利用可

あっても、第二庁ごとに PPH の要件が異なる等の

能となる。その後、2018 年 1 月にはヴィシェグラー

問題があり、各 PPH の要件の共通化を求めるユー

ド特許機構が、2019 年 1 月にはペルーが参加し、

ザーニーズも大きかった。

2019 年 4 月 1 日時点で 26 の庁に拡大した。なお、

そこで、PPH の利 便 性 向 上に向けて、2009
年 2 月の第 1 回多国間特許審査ハイウェイ長官

108

組みに参加した庁の間では、利用できる PPH の

2016 年 1 月から日本国特許庁が GPPH の事務局
を務めている。

会合及び実務者会合以来、両会合が継続して開

また、2013 年 9 月、スイス・ジュネーブにおける

催され、2014 年 1 月、それらの議論を踏まえて日

五庁長官の合意に基づき、日米欧中韓の五庁相

本国特許庁を含めた 17 の庁間でグローバル特許

互間での PPH（IP5 PPH）が 2014 年 1 月から

審査ハイウェイ（GPPH）が開始された。この枠

開始された。これにより、五庁間で通常型 PPH、
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ても、相手庁との会合の場を利用して要件緩和に

相互に利用可能となり、欧中、欧韓の間で新たに

向けて働きかけを行ってきた。これらの働きかけの

PPH が開始された。

結果、ベトナムについては、2019 年 4 月より申請

日本国特許庁は、更なるユーザーの利便性向

可能件数の上限が、従来の年間 100 件から年間

上に向けて、PPH による審査待ち期間短縮等の

200 件に引き上げられている。また、ブラジルにつ

効果を客観的に把握可能となるように PPH 統計

いても 2019 年 4 月より、対象技術分野が従前の

情報の公開を提案するとともに、統計情報を公開

IT 分野及び自動車関連技術を中心とした機械分

する際に統一的な指標を設定すべく五庁の議論を

野に加え、高分子化学、冶金、材料、農芸化学、

リードしている。

微生物、酵素などにも拡大された。
今後も PPH を実施しているものの、その利用に

MOTTAINAI、PCT-PPH を 含 む す べ て の

際して不便な点が残る外国特許庁に対しては継

PPH の枠組みを各庁との間で相互に利用可能と

続的に支援・働きかけを行うことで、PPH がより実

してユーザーの戦略的権利取得のための選択肢

効性のある枠組みとなることが期待される。

第２章

将 来 的 に は、 通 常 型 P P H 、 P P H

特許庁における取組

PPH MOTTAINAI 及 び PCT-PPH の 全 て が

を広げるとともに、わかりやすい手続とすることによ
る利便性向上が期待される。

②日米協働調査試行プログラム

c. PPH の実効性向上に向けた取組

日米協働調査試行プログラム 1 は、日米両国に

PPH 案件の審査の遅延解消がユーザーより要

特許出願した発明について、日米の特許審査官

望されていたインドネシア知的財産総局においては

がそれぞれ先行技術文献調査を実施し、その調

PPH 案件の迅速な審査が可能となるよう、2016

査結果及び見解を共有した後に、それぞれの特

年 6 月以降日本から PPH 専門家をのべ 14 名派

許審査官が最初の審査結果を送付する取組であ

遣して継続的な支援を行っており、これにより、支

り、米国特許商標庁との間で 2015 年 8 月 1 日か

援開始前の 3 年間では、PPH 申請がなされた出

ら試行を行っている［2-2-12 図］。

願のうち審査が行われた案件が約 30 件であった

この取組により、「日米の審査官が早期かつ同

のに対し、支援開始以降の 2 年半で 600 件以上

時期に審査結果を送付することで、ユーザーにとっ

の案件が特許査定となっている。

ての審査・権利取得の時期に関する予見性が向

また、日本からの年間の PPH 申請可能件数に

上する」、「日米の審査官が互いに同じ内容の一

上限が設定されているベトナム、日本から PPH 申

群の出願について先行技術文献調査を協働して

請可能な技術分野に制限等があるブラジルについ

実施することにより、より強く安定した権利をユー

2-2-12図   日米協働調査試行プログラムの概要
1. 日米協働調査の申請

2. 両庁による
サーチ結果・見解の共有

先行技術文献調査・
特許性の判断

3. 同時期に最初の審査結果を
それぞれ送付

特許性の判断
について再検討

最初の
審査結果

特許性の判断
について再検討

最初の
審査結果

対応する出願
先行技術文献調査・
特許性の判断

１申
 請手続等その他詳細な情報は下記ウェブサイト参照
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/nichibei.html

1
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ザーに提供することが可能となる」、「日本国特許

2017 年 7 月 31 日まで 2 年 間 実 施した第 1 期

庁の審査官が最初の審査結果において提示した

試行プログラムにおいては、試行期間中に 67 件

文献（引用文献及び先行技術文献）につき、米

の申請を受理した。また、2017 年 11 月 1 日より新

国 特 許 商 標 庁 へ の 情 報 開 示 陳 述 書（IDS；

しい運用で 3 年間の第 2 期試行プログラムを実施

Information Disclosure Statement）提出の負

している。

担が軽減する」 等の効果が期待される。

（2）国際的な審査協力の新たな取組
②特許審査ハイウェイ・プラス（PPH プラス）

①特許の付与円滑化に関する協力（CPG）
特 許 の 付 与 円 滑 化 に 関 する 協 力（CPG：

PPH プラス 2 とは、日本国特許庁と特定国の知

Cooperation for facilitating Patent Grant）1

的財産庁との合意に基づき、日本で特許付与され

とは、日本で審査を経て特許となった出願に対応

た出願の出願人が、特定国の知的財産庁へ申請

する出願について、出願人からの申請により、本

することにより、同出願人の所定国における同内

協力を実施している特定国の知的財産庁におい

容の特許出願について、
日本の審査結果を踏まえ、

て実質的に無審査で早期に特許が付与される枠

日本出願と同内容の権利を迅速に取得可能とする

組みである［2-2-13 図］。

枠組である［2-2-13 図］。2017 年 8 月、日本国

これにより、審査体制が十分に整備されていな

特許庁は、ブルネイ知的財産庁との間で PPH プ

い国においても、日本国特許庁の審査結果を利用

ラスを開始することに合意し、10 月 1 日より運用を

して迅速に特許を付与することが可能となる。

開始した。

日本国特許庁は本協力を、2016 年 7 月からカ
ンボジア工業手工芸省（カンボジアにおいて特許・
意匠を所管する知的財産庁に相当）、2016 年 11
月からラオス知的財産局との間で開始した。
、ブルネイとの特許審査ハイウェイ・
2-2-13図   カンボジア・ラオスとの特許の付与円滑化に関する協力（CPG）
プラス（PPH プラス）の概要

日本出願

審査

特許査定
早期の審査手続

パリ優先権主張
所定知財庁への
出願

CPG申請
PPHプラス申請

特許付与

カンボジア・ラオス・ブルネイ

１申
 請手続等その他詳細な情報は下記ウェブサイト参照
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/kyoryoku/cpg.html
２ 申請手続等その他詳細な情報は下記ウェブサイト参照
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/kyoryoku/pph_plus_guideline.html
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2018 年 7 月 1 日より、五庁による 2 年間の試行

③ PCT 協働調査

プログラムが開始され、各庁は年間 50 件を上限と

PCT 協働調査は、PCT 国際出願における質

して、申請の受付を行っている。当初は英語出願

の高い成果物を作成することを目的として、一つの

のみを対象としていたものの、各庁英語以外の言

PCT 出願について、主担当の特許庁が副担当

語にも対象を拡大しており、日本国特許庁への申

の特許庁と協働して、特許可能性に関する判断

請についても日本語 PCT 出願について PCT 協

を行い、最終的に一つの国際調査報告を作成し、

働調査への参加申請が可能となっている（2019

出願人に提供するものである［2-2-14 図］。PCT

年 4 月 1 日時点）。

協働調査により、国際段階で複数庁の調査結果

2 年間の試行期間終了後に、各庁が協働した

が得られるため、海外での円滑な特許権取得が

ことによる効果について評価が行われ、本格施行

可能となることが期待される。

の可能性について検討される予定である。
第２章

2-2-14図   PCT 協働調査のワークフロー

１庁のみの調査報告

副担当庁の調査結果を踏まえた調査結果
※必ずしも五庁全体の見解を反映したものではない
副担当庁
協働調査結果
（WIPO Patentscopeに公開）

（3）国際的な特許制度の調和に向けた取組
①国際審査協力

る。2000 年 4 月から 2019 年 3 月末までの累積で、
短期又は中長期の派遣・受入れを 29 の知財庁・
組織と行っている［2-2-15 図］。

経済活動のグローバル化に伴う、同一又は類

2018 年度は、日本国特許庁の審査官のべ 25

似の発明が国をまたいで複数の庁に出願される

名を派遣するとともに、各国・地域の特許庁審査

ケースの増加、特許審査ハイウェイの拡大、特許

官 14 名を受け入れた。

庁間の情報ネットワークの発達等により、他庁の審

特に、中国との協議においては、日中両庁の品

査結果を日本国特許庁の審査官が利用する機会

質 管 理 担当者の間で品 質 管 理に関する協 議を

や、日本の審査結果が他庁の審査官に参照され

2017 年度に続き実施し、中国の品質管理体制な

る機会は増加の一途をたどっている。国際審査協

どに対する理解を深めた。加えて、ASEAN 諸国

力は、このような状況の中、先行技術文献調査及

等の新興国に対しては、日本国特許庁の審査官

び審査実務の相互理解に基づく特許審査のワーク

派遣及び招へい研修を実施して、のべ 293 名の

シェアリングの促進、日本国特許庁の審査実務・

審査官に審査実務指導を行い 1、当該国での適

審査結果の他庁への普及、質の高いレベルでの

切な知的財産制度の整備や人材の育成の促進に

審査の調和、特許分類の調和、日本国特許庁の

取り組んだ。2019 年度も、これらの国・地域に対

施策の推進等を目的として、各国特許庁の審査官

する派遣、受入れを引き続き行い、日本国特許庁

との直接の議論や、審査実務指導を行う取組であ

の審査実務・審査結果の普及に一層注力する。

１ 第 3 部第 2 章 4. 参照。
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2-2-15図   国際審査協力の実績（2000 年 4 月～ 2019 年 3 月末累積）

②国際的な特許制度の調和に向けた議論
特許制度は、各国で独立しているため、海外

2017 年 10 月の B+ 会合では、翌年の会合に
おいて制度調和パッケージ（セットで調和すべき項
目）
を提案すべく、B+ サブグループの場でユーザー

で特許を取得するためには、各国・地域の特許

主導の議論を進めていくことについて合意された。

庁に出願をする必要がある。そして、海外におい

これを受けて、日米欧ユーザー（JIPA, AIPLA,

て円滑な特許権の取得を可能とするためには、各

IPO, BUSINESSEUROPE）は上記 4 項目につ

国の特許制度の調和が不可欠である。

いて 1 年間議論を行い、2018 年 9 月に、
日米欧ユー

2014 年 9 月に開催された特許制度調和に関す

ザーで合意した論点と合意に至らなかった論点とを

る先進国会合（B+ 会合 1）において、今後の制

まとめた成果を報告し、その成果物を基に各国特

度調和の進め方について、参加国を限定して B+

許庁とユーザーとの間で引き続き議論が行われて

会合に設置した B+ サブグループ で実質的な議

いる。

2

論を行うことで合意した。B+ サブグループは、主
に（ⅰ）グレースピリオド、（ⅱ） 衝 突 する出 願、
（ⅲ）18 か月全件公開、（ⅳ）先使用権、の 4 項
目について議論を継続している。

今後も、特許制度調和の議論の機運の高まりを
維持しつつ、特許制度調和に関係するあらゆる会
合を通じ、日本国特許庁は特許制度調和に向け
た取組を推進する。

１W
 IPO・Ｂグループ（先進国）メンバー、EU メンバー国、欧州特許条約（EPC）メンバー国、欧州特許庁（EPO）
、欧州委員会（EC）
、及び韓国の、46 か国の特許庁及び 2
機関。
２ 日、米、欧、英、独、韓、カナダ、デンマーク、ハンガリー、スペインの特許庁。
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（4）PCT 国際出願の国際調査の管轄

査機関として国際調査報告を作成し提供可能とな

現在、我が国企業は、アジアを中心とする新興

るよう、アジア新興国等を中心に積極的に管轄の

国等を中心に研究開発拠点の海外展開を拡大さ

対象拡大を進めてきた。現在では、米国及び韓国

せており、海外での知財活動がますます重要になっ

（日本語出願）に加え、ASEAN において PCT

てきていることがうかがえる。そうした状況の中、日

に加盟している 9 か国全ての国の国民又は居住

本国特許庁としては、我が国企業がアジア新興

者による PCT 国際出願に対して、国際調査報告

国等の海外で生み出す研究開発成果について適

を作成することが可能となっている。米国で受理さ

切に保護される環境を整備する必要がある。

れる PCT 国際出願については、従来日本国特許
庁を国際調査機関として選択することができる技

れた PCT 国際出願について日本国特許庁が国

術分野が制限されていたが、2018 年 7 月よりこの

際調査機関として管轄する場合、出願人の希望

制限が撤廃され、すべての技術分野の出願につ

により、日本国特許庁が当該 PCT 国際出願に関

いて日本国特許庁が国際調査報告を作成すること

する国際調査報告を作成することが可能である。

が可能となった。

この国際調査報告の提供を通じて日本国特許庁に

今後も、日本国特許庁が PCT に基づく国際調

よる先行技術文献調査の結果を世界各国へ発信

査機関として質の高い先行技術文献調査の結果

可能であり、これは我が国企業等が海外で安定し

を国際的に発信することにより、国際的な権利取

た権利を得られる環境の実現に寄与すると考えら

得を目指す出願人が安定した権利を得ることがで

れる。

きる環境整備に貢献していく。

第２章

PCT 国際出願制度においては、海外で受理さ

このような背景から、日本国特許庁は、国際調
2-2-16図   日本国特許庁による PCT 国際出願の国際調査の管轄状況（2019 年 3 月現在）

ラオス
2016年１月１日開始

韓国
（日本語出願のみ）

タイ
2010年４月15日開始

ベトナム
2012年７月１日開始
カンボジア
2016年12月８日開始
マレーシア
2013年４月１日開始

シンガポール
2012年12月１日開始

フィリピン
2002年１月１日開始

米国
2015年７月１日開始

ブルネイ
2015年10月１日開始

インドネシア
2013年６月１日開始
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4．標準必須特許に関する取り組み
通信規格等の標準規格の実施に不可欠な特許である「標準必須特許（SEP）」をめぐる紛争が注目され
ている。こうした中、 特許庁は、 SEP をめぐる紛争の未然防止及び早期解決を図るため、 SEP のライセ
ンス交渉に関する手引きの策定や標準必須性に係る判断のための判定の実施に向けた取組を進めている。
2018 年 10 月には、 標準必須特許に関する特許庁の取組みに効率的にアクセスできるよう、 標準必須特
許ポータルサイトをリリースした 1。 本節では、 SEP に関する取組を紹介する。

（1）標準必須特許のライセンス交渉に関
する手引き

ついての考慮要素、（iv）同一の技術が異なる用

2018 年 6 月に「標準必須特許のライセンス交

率や額を適用することが差別的かどうかについての

渉に関する手引き」
を公表した 。本手引きでは、
（ i）

考 慮 要 素、といった論 点について整 理している

2

交渉の各段階において当事者が提供すべき情報
の 範 囲 や 応 答 期 間 に つ い て の 考 慮 要 素、

途で使用されている場合に、異なったライセンス料

［2-2-17 図］。
また、標準必須特許に関する判例等は各国で

（ii）サプライチェーン内のどのレベルの主体（最

継続的に示されていることから、「標準必須特許

終製品メーカー、部品メーカーなど）がライセンス

のライセンス交渉に関する手引き」 公表以降の各

契約の締結主体になるべきかについての考慮要素、

国の判例や公的機関の見解等を調査し、2019 年

（iii）ロイヤルティの算 定の基 礎（ 部 品の価 格、

4 月に公表した 3。

最終製品の価格など）をどのように決定すべきかに
2-2-17図   標準必須特許のライセンス交渉に関する手引きにおける主要な論点

１ https://www.jpo.go.jp/support/general/sep_portal/index.html
２ https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/seps-tebiki.html
３ https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/
zaisanken-seidomondai/2018_10_youyaku.pdf
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（2）標準必須性に係る判断のための判定

月 1 日から本運用を開始した。

上記（1）の通り、SEP を巡る環境変化による

本運用は、審判合議体が、判定を求める特許

ライセンス交渉の当事者の多様化に伴い、特許の

発明と標準規格文書において不可欠とされる構成

標準必須性の判断につき当事者間で見解の乖離

から特定した仮想イ号とを対比して判断を示すもの

などが生じているという状 況を受け、特 許 庁は、

であり、その判断内容によっては、特許発明の標

標準必須性に係る判断のための判定の運用を明

準必須性についても判定書の理由において言及す

確化し、「標準必須性に係る判断のための判定の

るものである［2-2-18 図］。

利用の手引き」を取りまとめて公表し 、2018 年 4
1

2-2-18図   標準必須性に係る判断のための判定のイメージ

第２章

※（出典）「3GPP TS 25.322 V6.9.0」
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/125300_125399/125322/06.09.00_60/ts_125322v060900p.pdf
より特許庁が訳を作成

１ https://www.jpo.go.jp/seido/shinpan/files/hantei_hyojun/01.pdf

1
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Column 3

新時代の特許庁に向けた検討 WG の活動について
●検
 討内容

●背
 景
ユーザーの変化・多様化、AI、IoT 技術の

AI 活用、外国語対応、フロンティア（成長

急速な発展、海外情勢の変化、外国語文献の

市場）開拓、働き方改革などの検討課題につ

爆発的な増加、働き方改革など急激な変化が

いて、既存の組織、人材育成等に縛られること

特許庁を取り巻いている。そのような変化の中、

なく、以下のような環境変化を課題とした大きな

特許庁が行政サービス価値を継続的により魅力

視点から始めて、自由な発想で具体的施策のア

的なものとするためには、常に変化を追い続け、

イデアを出すべく、検討を進めている。

新しい世の中から課題・ニーズを把握し、学び

・どのような環境変化が起こっているか

続け、適切な施策を考え続ける柔軟な組織であ

・環 境変化に対してどのような施策が求めら

る必要がある。そして、変化に応じ常に施策を
レビューする姿勢が求められる。
また、特許庁が学び続ける柔軟な組織であ

れるか
・求められる施策を実現するためにどのような
組織、人材が必要か

れば、特許庁で働く人材、特許庁とともに働く

・特 許庁の人材が人生 100 年時代に活躍し

人材も学び続け、人生 100 年時代に様々な場

続けるには何をしたらよいか、どのようなキャ

面で活躍する場が広がることも期待できる。

リアパスがあり得るか

そこで 2019 年 1 月に「新時代の特許庁に向
けた検討 WG」を立ち上げ、特許庁が学び続
け柔軟に施策を進化させられる組織になること
に向け、デザイン思考の手法を参考にして特許
庁の若手職員を顧客とした検討を行っている。

WG の打ち合わせ
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製品の同質化（コモディティ化）が急速に進み、機能や品質のみで、他者製品を凌駕するだけの差
別化を図ることが困難な今日、米アップル社や英ダイソン社をはじめとする欧米企業は、デザインに
よって新しい価値を創造し、イノベーションを創出するとともに、自社独自の強みや技術、イメージ
をブランド・アイデンティティとしてデザインによって表現することで、製品の価値を高め、世界的
な市場拡大に結び付けている。
このように、近年、激化するグローバル競争において、経営手段としてのデザインの重要性に対す
る認識が高まり、我が国においても、デザインによって製品やサービスの価値を高め、ブランド構築
に尽力する企業が出現しはじめる中、我が国企業が優れたデザインを迅速かつ効果的に権利化し、利
益を正当に確保できるよう、国際調和を見据えた意匠制度・運用の見直しや、品質の向上に向けた取

第３章

組を推し進める必要がある。
本章では、このような状況に対応するため、特許庁が実施してきた主な取組について紹介する。

1．デザイン経営を推進するための取組
特許庁は、2017 年 7 月に経済産業省と合同で

したデザインやブランド形成に資するデザインを保

「産業競争力とデザインを考える研究会」を立ち

護するための意匠制度の見直し 1 や、使いやすい

上げ、2018 年 5 月 23 日に報告書「『デザイン経営』

意匠制度の実現のための基準改訂 2 を行った。ま

宣言」を取りまとめ、公表した。本報告書では、

た、「デザイン経営」の推進のために、「デザイン

デザインを企業価値向上のための重要な経営資源

経営と意匠制度の未来」をテーマとした日中韓デ

として活用する「デザイン経営」の手法及び効果、

ザインフォーラム 3 を開催した他、特許庁自身による

並びに、「デザイン経営」を推進するための政策

「デザイン経営」の実践 4 及び、知財功労賞にお

提言が整理されている。本報告書の政策提言を

ける「デザイン経営」にスポットライトを当てた新た

受け、特許庁は、新技術による社会変革に対応

な表彰 5 を開始した。

2-3-1図

  
「デザイン経営」の効果

ブランド構築に資する
デザイン
'HVLJQIRU%UDQGLQJ

イノベーションに資する
デザイン
'HVLJQIRU,QQRYDWLRQ

「デザイン経営」の効果
１
２
３
４
５

第 2 部第 10 章 1．（2）
第 2 部第 3 章 2.
第 3 部第 2 章 1．（5）③
第 2 部第 6 章
第 2 部第 9 章 2．
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2．使いやすい意匠制度の実現に向けた取組
（1）意匠審査基準の改訂

載の容認

意匠審査基準ワーキンググループ において、
1

意匠権の明確性を確保しつつ簡便で使いやすい

c．中間省略の記載方法の緩和
d．願 書の【部分意匠】欄の廃止／全体意匠と
部分意匠の関係の運用変更

意匠制度とするために、意匠法改正を要せず喫
緊に対応可能な以下の項目に関して検討し、意

上記①については、2019 年 1 月 10 日以降に

匠審査基準の改訂 2 を行った。

審査されるものに適用しており、上記②については、
①一物品・一意匠の考え方等の明確化、運用の見
直し

2019 年 5 月 1 日以降に出願されるものに適用して
いる。

a．
「意匠に係る物品の区分」に係る運用の見直し
b．一意匠の考え方の明確化
c．組物の意匠制度の運用の見直し

（2）意匠制度・意匠審査基準に関する説明
会の開催
上記（1）に関する審査の運用変更に加え、
「不

②願書及び図面等の記載要件の簡素化

正競争防止法等の一部を改正する法律 3」にお

a．
「一組の図面」の要件廃止

ける意匠に関する内容について、全国 8 か所で

b．意 匠登録を受けようとする物品以外のものの記

説明会を開催し、ユーザーへ周知した。

3．意匠審査の品質向上に向けた取組
（1）品質管理に関する取組
意匠課及び意匠審査部門では、意匠審査の
質の維持・向上を図るため、庁内に意匠審査品

②品質検証
a. 品質監査
品質監査は、決裁後の案件からサンプルを抽出

質管理委員会を設け、品質管理に関する各種施
策の実施及び改善に取り組んでいる。

し、法令、審査基準等の指針に則った統一のと
れた審査が行われているか、出願人・代理人との

①品質保証

意思疎通の確保に留意した効率的な審査が行わ
れているかとの観点で行っている。また、品質監

案件の処理方針等の判断を均一にし、意匠審

査結果の分析及び評価により、意匠審査の質の

査の質の保証を図るため、審査官と決裁者間の

現状把握と課題抽出を行い、関係部署と連携し

協議を実施し、必要に応じて他の審査官へ協議

て課題解決を図っている。

内容を情報共有している。
また、審査官が行った審査の内容（審査の判

b. 意匠審査の質に関するユーザー評価調査の

断や通知文書の記載等）について、意匠審査部

実施

門の管理職が全件のチェック（決裁）を行ってい

意匠審査の質全般及び特定の出願における審

る。

査の質について改善すべき点を明らかにし、審査
の質の維持・向上のための施策に反映するべく、

１「産業構造審議会

知的財産分科会 意匠制度小委員会 意匠審査基準ワーキンググループ」
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_wg/index.html
２「意匠審査基準」

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/index.html
３「不正競争防止法等の一部を改正する法律」平成３０年５月３０日 法律第３３号
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との回答を得た。なお、調査対象者から率直な評

収集し、分析を行っている。2018 年度は国内企

価・意見を得るため無記名での回答を可能にして

業等 348 者を対象とし、59.5% から意匠審査全

いる［2-3-2 図］。

特許庁における取組

ユーザーからの評価、意見等をアンケート形式で

般の質の評価において「満足」、「比較的満足」
2-3-2図

  ユーザー評価調査結果
5:満足

4:比較的満足

3:普通

2:比較的不満

1:不満

2015 年度

10.6%

41.1%

42.7%

2016 年度

14.6%

46.4%

36.0%

3.0% 0.0%

2017 年度

11.5%

46.5%

38.8%

2.9% 0.3%

2018 年度

13.6%

45.9%

37.0%

3.5% 0.0%

0%
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40%

50%

60%

70%

4.9%

80%

90%

0.8%

100%
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（2）審査品質管理小委員会
特許庁における品質管理の実施状況・実施体
制等について産業構造審議会知的財産分科会の
下に設置した外部委員で構成される審査品質管
理小委員会から客観的な評価を受け、それを審
査の品質改善に反映している。2018 年度は、当
該年度に特許庁が実施している品質管理の実施
体制・実施状況について、本委員会において作
成された評価項目及び評価基準に基づき評価を受
け、品質管理の実施体制・実施状況に関する改
善点の提言を受けた 1。

１ https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/hinshitu_shoi/index.html

1
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4．デザイン・意匠制度の活用の促進
（1）意匠制度の活用の促進：
「事例から学
ぶ意匠制度活用ガイド」
の発行
特許庁は、意匠制度の活用方法を具体的な事
例を基に紹介した冊子 「事例から学ぶ 意匠制度
活用ガイド」を作成し、2017 年 7 月に発行した。
本ガイドでは「意匠権に期待される効果」を切
り口に事例を紹介している。意匠権に期待される
代表的な効果としては、他社に模倣されないように
する効果や模倣品を排除する効果が挙げられる。
他方、実際には、大企業、中小企業、デザイナー、
大学・研究機関など様々な立場の意匠制度ユー

査・紛争時の優位性獲得（対：外国の特許庁・

ザーが自身のビジネスなどの目的に応じ、意匠権

裁判所等）などが含まれる。

の多様な効果に期待して意匠制度の活用を試み

また、「ビジネスを発展させる効果」には、デザ

ている。

インのオリジナリティの証明やデザイン力のアピール

例えば、意匠権に期待される効果を対象者・

による信頼性の向上（対：取引先企業、顧客等）、

対象機関別に見ると、「ビジネスを守る効果」、「ビ

他者へのライセンス、投資家・金融機関等へのア

ジネスを発展させる効果」、「組織を発展させる効

ピールによるビジネス機会の拡大（対：取引先企業、

果」に大きく分けることができる［2-3-3 図］。

投資家、金融機関等）などが含まれる。

このうち、「ビジネスを守る効果」には、登録意

そして、「組織を発展させる効果」には、デザ

匠の公開、登録された事実の積極的な周知による

インの創作者名の意匠公報への掲載や創作者へ

他者へのけん制（対：ライバル企業等）、意匠権

の社内報奨による創作意欲の向上（対：創作者、

に基づく警告、税関での意匠権侵害物品の輸入

社員等）などが含まれる。

差止め、裁判所での紛争処理による模倣品・類

本ガイドは、特許庁ウェブサイトに掲載されてい

似品の排除（対：模倣品メーカー等）、日本で意

るとともに、冊子版の配布も行っている。詳細はウェ

匠権を取得した事実のアピールによる外国での審
2-3-3図

ブサイト 1 を確認されたい。

  意匠権に期待される効果の例
ビジネスを守る

外国の特許庁
・裁判所など

模倣品・類似品
メーカーなど

裁判所・税関など

ビジネスを発展させる

ライバル企業、
模倣品・類似品メーカーなど

●外国での審査・紛争
時の優位性獲得

●他者へのけん制

・意匠公報の発行
・登録意匠の周知

・無審査国での紛争処理
・審査遅延官庁へのアピール

取引先企業など

●信頼性の向上

●模倣品・類似品の排除

・警告
・税関での輸入差止め
・裁判所での紛争処理

顧客（生活者）

・オリジナリティの証明
・デザイン力のアピール

●ビジネス機会の拡大

●創作意欲の向上

・真の創作者の証明
・創作者への社内報奨

・ライセンス機会の創出
・投資家、
金融機関等へのアピール

協力企業、投資家、
金融機関など

創作者・社員

組織を活性化させる
１ https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/info/2907_jirei_katsuyou.html
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5．意匠関連情報の整備・提供
特許庁は、 意匠制度ユーザーの利便性向上のため、 意匠審査基準等の整備、 意匠審査における判断内
容の明確化、 意匠審査スケジュールの公表、 意匠公知資料の公開といった、 意匠審査に関連する情報提
供の拡充に努めている。

（1）意匠関連情報の整備

（2）意匠審査における判断内容の明確化

① 「意匠登録出願の願書及び図面等の記載の

特許庁は、意匠制度ユーザーからの審査判断

手引き」

内容の明確化の要望に応えるべく、2004 年 10 月

意匠登録出願時の願書及び図面の記載方法

から、一部の拒絶理由通知書（意匠法第 9 条第

について解説した手引きを特許庁ウェブサイトで公

1 項（先願）に該当する場合）については、出

表しており 、意匠審査基準の改訂に合わせ内容

願意匠と引用意匠との類否判断の理由を簡潔に

を更新した。

記載する運用をとっている。また、意匠法第 3 条

1

② 「意匠の新規性喪失の例外規定についてのＱ

ても、拒絶理由通知書への判断理由の付記を行っ

＆Ａ集」

ている。また、加えて、他の出願意匠との対比判

意匠の新規性喪失の例外規定の適用に係る運

断を伴う拒絶理由通知（意匠法第 9 条第 2 項、

用に関して、適用を受ける際の手続き全般にわたっ

第 10 条第 1 項）についても、出願意匠の特徴点

てよく寄せられる質問とその回答をとりまとめ、特許

と引用意匠又は他の出願意匠との共通点及び差

庁ウェブサイトで公表している 。「不正競争防止

異点並びに判断理由を分かりやすく記載するよう

法等の一部を改正する法律 3」の施行により、意

運用の対象を拡大し、審査判断の明確化に努め

匠の新規性喪失の例外期間が 6 か月から 1 年に

ている。

2

延長されたことを受け、記載内容を更新した。

第３章

第 1 項第 3 号（新規性）に該当する場合につい

他方、登録された意匠については、審査判断
や意匠権の効力範囲の明確化に資するべく、審
査官が新規性や創作非容易性等を判断する上で

③ 「意匠審査便覧」
審査実務における手続的事項をまとめ、特許庁

参考とした資料を「参考文献」として従来から意

ウェブサイトで公開している 。上記の「不正競争

匠公報へ掲載している。この参考文献情報を意

防止法等の一部を改正する法律」の施行等に則

匠公報の発行前に出願人へ伝えることが、戦略

し、記載内容を更新した。

的な意匠権活用を検討する上での一助となり得る

4

ことから、登録査定に参考文献情報を記載した通
④ 「部分意匠の関連意匠登録事例集」

知書を添付することで、意匠公報に掲載する参考

部分意匠の出願のうち、本意匠と関連意匠とし

文献情報を事前に通知する運用を行っている。さ

て登録されたものの中から、意匠の類否判断の参

らに、2016 年 4 月 11 日から、審査において先行

考となる事例集を作成し、特許庁ウェブサイトで公

意匠調査（サーチ）を行った日本意匠分類の情

表している 。

報を記載した通知書を、登録査定に添付する運

5

用を開始している。
１ https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/h23_zumen_guideline.html
２ https://www.jpo.go.jp/system/design/shutugan/tetuzuki/ishou-reigai-tetsuduki/document/index/ishou-reigai-qa.pdf
３「不正競争防止法等の一部を改正する法律」平成３０年５月３０日 法律第３３号
４ https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/isyou_binran/index.html
５ https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/bubun_isyou.html

1
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（3）意匠審査スケジュールの公表

（4）意匠公知資料の公開

意匠制度ユーザーが意匠登録出願する際の参

特許庁では、意匠審査における新規性及び創

考となるよう、特許庁ウェブサイトにおいて「意匠

作性の判断のために、国内外の図書、雑誌、カ

審査スケジュール 」を公表している［2-3-4 図］。

タログ、インターネット等から新規な製品の意匠を

意匠審査スケジュールは、所定の出願年月に出願

抽出して、書誌的事項と製品の写真や図表等を

された意匠登録出願の審査予定時期を意匠分類

電子化したものを意匠公知資料として整備し、主

ごとに示したもので、四半期ごとに審査終了情報

要な審査用資料としている。これらの意匠公知資

の追加等の更新を行っている。この意匠審査スケ

料を一般公開することにより、企業等における先行

ジュールを参照することによって、出願人は自らの

意匠調査や意匠権調査のほか、新たなデザイン

意匠登録出願の審査結果がどの時期に届くか知

開発を行う際の参考資料として利用される等、我

ることができ、効果的なタイミングでの権利化が可

が国における、より一層独創的で付加価値の高い

能となる。

デザインの創作を促す効果が期待できる。そのた

1

め、特許庁が電子化した意匠公知資料を対象と
して著作物利用許諾を得る事業を 2007 年度から
開始しており、利用許諾を得た意匠公知資料に関
しては、J-PlatPat 等を通じて広く一般公開してい
る［2-3-5 図］。
平成30年度意匠審査スケジュール

  特許庁ウェブサイトに公開されている意匠審査スケジュールの例

2-3-4図
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査

時

期（月

.

上半期

週）

下半期

主な物品
                       
A１に属さないその他の製造食品及び嗜好品
製造食品及び嗜好品
その他の衣服及び身の回り品
その他の衣服、エプロン、背広、ワイシャツ、ジャンパー等
ズボン、スカート、つなぎ服等
和服、羽織、帯等
パジャマ等
海水着、ブラジャー等
アンダーシャツ、腰巻き等
コルセット、パンツ等
おしめ、おしめカバー等
衣服部品・付属品
その他の服飾品、帯、整形用パッド等
ネクタイ
衣服用ベルト等
靴下、足袋等
手袋
腕カバー、腕用サポーター等
帽子、ヘルメット
マフラー、スカーフ、ハンカチ等
キーホルダー、ストラップ等
記章
装身具部品及び付属品、装身用鎖素子
装身用玉
かつら等､髪止め具等
耳飾り
つけまつげ､頭飾り及び耳飾り部品及び付属品
首飾り等
胸飾り、ネクタイ止め等
ワッペン
胸ポケット飾り
首飾り及び胸飾り部品及び付属品
ネクタイ結び目保形具
腕飾り、指飾り、足飾り等
眼鏡、眼鏡ケース等
扇子、うちわ、傘、つえ
かばん又は携帯用袋物等
かばん又は携帯用袋物・ウェストバック型
かばん又は携帯用袋物・円盤型
かばん又は携帯用袋物・箱型、背負いかばん又は背負い袋
手提げ袋、手提げかご
財布、小銭入れ、携帯電話機入れ
ふろしき等
かばん又は携帯用袋物等部品及び付属品
ランドセル用部品及び付属品
かばん用又は携帯用袋物のに把手・口金・錠
草履、げた
短靴
深靴、長靴
運動用特殊靴､サンダル、室内履き
履物部品及び付属品
履物用底又は履物用台
靴底金具、靴カバー、靴中敷き
靴べら、靴保型具
喫煙用具及び点火器
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  意匠公知資料の収集と公開の概要
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１ https://www.jpo.go.jp/system/design/shinsa/status/document/ishoto/isyou_schedule_j.pdf
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6．出願人のニーズを踏まえた早期審査の運用
2.0 か月であった。

意匠登録出願に関する早期審査 1 は、（ⅰ）権
利化について緊急性を要する実施関連の意匠登

また、模倣品が発生した場合に意匠権による早

録出願や、（ⅱ）外国にも出願している意匠登録

期の対策を図ることができるよう、模倣品対策に対

出願を対象としている。また、2011 年 8 月からは、

応した早期審査制度の運用を行っている［2-3-6

東日本大震災による被害を受けた企業等の意匠

図］。この運用では、出願手続に不備のない出願

登録出願についても早期審査の対象としている。

であれば、早期審査の申請から 1 か月以内に一

これらの出願については、早期審査の申請から 3.5

次審査結果を通知することを目標としている。2018

か月以内に一次審査結果を通知することを目標と

年は、模倣品対策に対応した早期審査の申請は

している。2018 年は、早期審査の申請は 241 件

12 件であり、申請から一次審査通知までの期間

であり、申請から一次審査通知までの期間は平均

は平均 0.5 か月であった。

  
「模倣品対策に対応した早期審査制度」の概要
早期審査に関する事情説明を面接
で行うことができます。

第３章

2-3-6図

選定結果を電話で連絡
一次審査結果の通知

審査判断

審査着手

③選定結果の連絡

早期審査の選定手続

②面接の実施

オンラインによる
早期審査の申請

①特許庁への連絡

意匠登録出願

申請から１週間を目安に早期
審査の選定手続を行います。

※選定結果の電話連絡は早期審査の事
情説明書にある連絡先に行います。
※早期審査の対象としない場合は追っ
て選定結果の通知が届きます。

模倣品が発生したことを要件とする早期審査は申請から１ヶ月以内に一次審査結果の通知を行います。

１申
 請手続等その他詳細については、以下ウェブサイト参照
https://www.jpo.go.jp/system/design/shinsa/soki/new_de_ap_2005.html

1
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第４章

商標における取組

商標における取組

昨今、経済のグローバル化や、インターネットの急速な普及等による商品や役務の販売戦略の多様化、
我が国産業の競争力強化の観点から、商標が果たすべき役割が大きくなってきている。また、経済社
会や商取引を取り巻く環境が目まぐるしく変化することにより、商標を取り巻く状況は日々変化して
いる。特許庁では、そうした実情に対応し、適切な商標の保護や制度利用者の利便性向上のため、様々
な取組を行っている。
本章では、1. 商標審査基準及び商標審査便覧の改訂、2. 商品・役務の分類に関する取組、3．商標
の国際登録制度に関する取組、4．地域団体商標に関する取組、5. 商標審査の品質管理、6. 商標の早
期権利化ニーズに応えるための制度（商標早期審査・ファストトラック審査）について紹介する。

1．商標審査基準及び商標審査便覧の改訂
（1）2018 年度商標審査基準及び商標審
査便覧の改訂

実に用いられていることを要するものではない旨を
併せて明記した。

2018 年度は、社会情勢や商取引を取り巻く環
境の変化、さらに 2017 年度に特許庁が行った商

（イ）元号を表示する商標

標審査の質に関するユーザー評価調査報告書の

現元号のみならず、出願された商標が元号とし

結果をふまえ、商標審査基準においては、識別力

て認識されるにすぎないものである場合は、識別力

に関する更なる基準の明確化（商標法第３条第１

を有しないものとして、商標法第３条第１項第６号

項第３号）、元号を表示する商標（商標法第３条

に該当する旨を明記した。

第１項第６号）、品種登録を阻害する目的がある
悪意の商標登録出願（商標法第４条第１項第７
号）等について見直しを行った。商標審査便覧

登録出願

においては、審査手続きの中止について項目の新

品種登録を阻害する目的がある悪意の商標登

設（20.04）、出願人の同一認定に関する取扱い

録出願について、商標法第４条第１項第７号に該

の改訂（42.111.01）等を行った。

当する例として、新たに追加した。

（2）改訂等の概要
①商標審査基準について
（ア）
識別力に関する更なる基準の明確化

②商標審査便覧について
（ア）
「審査手続の中止

（20.04）」についての新
設

出願された商標について、取引者又は需要者

係属中の異議の申立て、審判又は裁判の結果

が商品又は役務の特徴を表示するものとして一般

により拒絶の理由に影響があると判断される商標

に認識する場合は商標法第３条第１項第３号に該

登録出願であって、審査において必要があると認

当する旨を明記した。

めるときは、異議決定若しくは審決が確定し、又

また、「一般に認識する場合」とは、その商標
が商品又は役務の特徴等を表示するものとして現
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（イ）
「出願人の同一認定に関する取扱い


③その他

出願人が在外者の場合、当該国の住所及び

2018 年６月９日に施行された改正商標法第１０

組織の表示に用いられる語の音訳とその略語の音

条第１項について、商標審査基準で引用している

訳について取扱いを明記し、実質的には同一であ

条文の記載を改正後の条文に変更した。また書換

ると認定できるものについては、同一とする取扱い

申請の商標審査基準について、書換申請の処分

を追加した。

が全て終了し、書換申請の対象となる商標権も全
てなくなったため、該当する商標審査基準及び商
標審査便覧を削除した。また、商標審査便覧にお
いて、「商標法第 4 条第 1 項第 13 号の規定の廃
止に伴う経過措置（42.113.01）」については、こ
の取扱いに該当する特許庁に係属中の商標登録
出願は存在しないため商標審査便覧を削除した。

2．商品・役務の分類に関する取組
第４章

（1）ニース協定に基づく国際分類の変更
に関する取組

②ニース協定に基づく国際分類の変更
国際分類の変更は、ニース協定に規定された

①ニース協定とは

専門家委員会 3 が行っており、①類の変更又は

「1967 年 7 月 14 日にストックホルムで及び 1977

新たな類の設定を伴う「修正」 4 と、②注釈を含

年 5 月 13 日にジュネーヴで改正され並びに 1979

む類別表の変更、アルファベット順一覧表の商品

年 10 月 2 日に修正された標章の登録のための商

又は役務の追加、削除、表示の変更等からなる「そ

品及びサービスの国際分類に関する 1957 年 6 月

の他の変更」 5 がある。

15 日のニース協定（ニース協定）」は、商標にお

2019 年 1 月 1 日発効の国際分類第 11 － 2019

ける商品及び役務の国際的に共通な分類（国際

版は、2018 年 5 月に WIPO で開 催された、 専

分類）を採用することを目的に締結された協定であ

門家委員会第 28 回会合において決定された「そ

り、締約国に国際分類の採用を義務づけている。

の他の変更」を反映したものである。

我が国は、1990 年 2 月 20 日に本協定に加入し 1、
サービスマーク登録制度が導入された 1992 年 4

【国際分類第 11 － 2019 版における主な追加】 6

月 1 日からこの協定に基づく国際分類を主たる体

第 12 類 「クレーン付きトラック」（trucks with a

系として使用している。

crane feature incorporated）

ニース協定の加盟国は、2019 年 4 月現在 86

第 18 類 「レザークロス」（leathercloth）

の国・地域に及び、また、ニース協定による国際

第 40 類 「受託による３Ｄプリント加工」（custom

分 類は、 未 加 盟 国も含めて 150 以 上の国 及び

3D printing for others）

WIPO（国際登録） 、EUIPO 等の政府間機関
2

により使用されている。
１当
 時は国際分類を副次的な体系（標章の登録に関する公文書及び公の出版物（例：商標公報、商標登録原簿）に国際分類の類の番号を併記し、文献の検索等において国際分類
を補完的に使用すること。
）として使用していた。
２「3. マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録制度に関する取組」参照。
６
３ 2010 年までは版の改正に合わせて 5 年に 1 度の開催であったが、2012 年以降は、頻繁に変更する商品・サービス表示をニース国際分類に反映するために毎
年開催している。
４ 5 年に 1 度の版の更新時に反映される。次回は 2022 年発効予定の第 12 版に反映予定。
５ 毎年発効する新追加版に反映される。
６ https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kokusai_bunrui/kokusai_bunrui_11-2019.html
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（2）WIPO･Madrid Goods & Services
Manager（MGS）における協力

原則として、類似する商品又は役務であると推定
するものとしている。

「Madrid Goods & Services Manager

そして、各グループの商品又は役務には、数字

（MGS）」とは、マドリッド協定議定書に基づく国

とアルファベットの組合せからなる 5 桁の共通コード

際出願において WIPO で認められる商品・役務

である「類似群コード」を付している。
審査実務上、同じ類似群コードが付された商品

表示を集めたデータベースである。
特許庁は、これまで WIPO に対し、MGS に掲
載の商品・役務表示の日本語訳や採否情報に加

及び役務については、原則としてお互いに類似す
るものと推定される。

え、我が国が用いている類似群コード情報につい
ても提供してきた。
我が国のユーザーは、マドリッド協定議定書に

②日韓類似群コード対応表の作成・公表について

基づく国際出願をする際に、慣れ親しんだ我が国

日本国特許庁と韓国特許庁は、両庁の合意に

の類似群コードを使用して WIPO 及び主要なマド

基づき、日韓両庁が商標審査においてそれぞれ

リッド協定議定書加盟国で認められる英語の商品・

使用している類似群コードの対応関係を示す「日

役務表示を調査することが可能になっている。

韓類似群コード対応表」
（以下「対応表」という。）
を作成する協力プロジェクトを推進している。

（3）日韓両庁の協力プロジェクト：日韓類
似群コード対応表の作成・公表
①日本国特許庁における類似群コードについて

日本国特許庁は、2018 年 9 月、ニース国際分
類［第 11-2018 版］
・ID リスト・MGS に対応した
対応表を作成し、日本国特許庁のウェブサイトに
おいて公表した 1。

出願された商標が、他人の登録商標と同一又

対応表を活用することにより、我が国及び韓国

は類似の商標であって、かつ、出願に係る指定

のユーザーは互いの国に商標登録出願する際の

商品又は指定役務が同一又は類似のものである

出願前サーチ等の参考にすることができ、審査結

場合は、商標登録を受けることはできない（商標

果の予見性が向上し、出願の適正化を図ることが

法第 4 条第 1 項第 11 号）。

できる。

特許庁では、出願された商標が拒絶理由に該
当するか否かを審査するに当たり、出願された商

（4）日台類似群コード対応表の作成・公表

標の指定商品又は指定役務と他人の登録商標の

（公財）日本台湾交流協会と台湾日本関係協

指定商品又は指定役務との類否を「類似商品・

会が、日本と台湾のそれぞれの商標審査で使用さ

役務審査基準」（約 6 千 4 百件の商品及び役務

れている類似群コードの対応関係を示す一覧表

を掲載）に基づいて判断している。

「日台類似群コード対応表」を 2018 年に引き続き

この「類似商品・役務審査基準」は、生産部

作成・公表することは、日台双方の出願人の商標

門、販売部門、原材料、品質等において共通性

権の迅速な取得に資するとの認識で一致したこと

を有する商品、又は提供手段、目的若しくは提供

を受けて、日本国特許庁は、2019 年 1 月、ニー

場所等において共通性を有する役務をグルーピン

ス国際分類［第 11 － 2019 版］に対応した日台

グし、同じグループに属する商品群又は役務群は、

類似群コード対応表を作成・公表した 2。

１ https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/bunrui/kokusai/jpo_kipo_tougou_j.html
２ https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/bunrui/kokusai/jpo_tipo-ruiji2019.html
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3．マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録制度 1 に関する取組
（1）未
 加盟国等への加盟支援及び周知活
動

我が国がマドリッド協定議定書に加盟した際の経

特許庁は、ASEAN 各国の加盟の促進及び

果的活用に係る知見等を伝えるとともに、各国の

加盟国の官庁業務運営の円滑化に貢献するた

加盟に向けた進展や課題等についての情報交換

め、2018 年度も以下の取組を実施することにより、

に努めている。

験や同議定書に基づく商標の国際登録制度の効

2018 年	  7 月 未 加盟国を中心とする招へい研修「マドプロ加盟支援コース」
（アルゼンチン、
バングラデシュ、
ブラジル、チリ、エジプト、ミャンマー、ネパール、パキスタン、ペルー、スリランカ、ジンバブエ）
	  8 月 新 規加盟国に対する招へい研修 「マドプロ商標審査コース」（インドネシア）
10 月 新 規加盟国に対する招へい研修 「マドプロ商標審査コース」（タイ）
11 月 加 盟国を中心とする招へい研修 「商標実体審査コース」（インド、マレーシア、ベトナム、ブ
ルネイ、カンボジア、ミャンマー、ブラジル、アルゼンチン、カザフスタン、ブータン、カメルーン、
エジプト）
12 月 未 加盟国ブラジルへ特許庁職員を派遣しマドプロ実務研修を実施
第４章

2019 年	  1 月 未 加盟国に対する招へい研修 「マドプロ商標審査コース」（マレーシア）
加盟国ラオスへ特許庁職員を派遣しマドプロ実務研修を実施
2019 年	  3 月 マドプロリージョナル会合（アジア太平洋地域の知的財産庁 12 か国及び WIPO が参加）

（2）国内における周知活動
2018 年 10、11 月に、特許庁主催の知的財産
権制度説明会（実務者向け）において「商標の

登録制度の出願実務を理解するためのテキストを
配布した 2。
このような説明会とは別に、業界団体や企業、

国際登録制度（マドリッド制度）について（本国

代理人とのコミュニーケーションを図り、商標の国際

官庁における手続を中心に）」と題した説明を東

登録制度の利便性や利用状況について意見聴取

京、大阪、名古屋の 3 都市で実施し、本国官庁

をするとともに、同制度に関する手続の疑問点等に

としての日本国特許庁に対する手続を中心に、制

ついて説明することで、その普及に努めている。

度の概要や WIPO 国際事務局に対する手続につ

また、同制度の要点をまとめたパンフレット「商標

いての説明を行った。同説明会においては、国際

の国際登録制度活用ガイド」を作成・配布した 3。

パンフレット「商標の国際登録制度活用ガイド」

商標実体審査コース（2018 年 11 月）

１国
 際登録制度の概要：締約国の一国の官庁（本国官庁）に出願又は登録されている商標を基礎として、保護を求める締約国官庁（指定国官庁）を指定した願書を、本国官庁を
通じて WIPO 国際事務局に国際登録出願する。かかる国際登録出願は、
WIPO 国際事務局が管理する国際登録簿に国際登録され、
2
3
WIPO 国際事務局から送付された指定通報に基づき、指定国官庁が 1 年又は各国の宣言により 18 か月（我が国は 18 か月）以
内に拒絶の理由を通報しない限り、上記指定国において保護を受けることができる。
２ https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/tetuzuki/h30jitumu-madopro.html
３ https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/panhu.html

特許行政年次報告書2019年版

127

第４章

商標における取組

4．地域団体商標に関する取組
（1）地域団体商標制度とは

（サービス）名とを組み合わせた商標を、地域団

地域名と商品（サービス）名を組み合わせた

体商標としてより早い段階で商標登録することが

地域ブランドを、商標権としてより適切に保護する

可能となり、模倣品を排除することができるように

ため、2005 年に商 標 法が一 部 改 正され、2006

なった［2-4-1 図］。商標登録された地域団体商

年 4 月に地域団体商標制度が施行された。この

標を有効に活用し、ブランド管理を徹底すること等

制度は、地域の事業者団体による積極的な活用

によってブランド力を高めることで、発展段階の地

によって、地域経済の持続的な活性化につなげる

域ブランドが全国的に認知されるブランドへと成長

ことを目指し、導入されたものである。これにより、

していくこと、そして、地域活性化につながっていく

全国的な知名度を獲得した場合を除き、商標登

ことが期待されている。

録することができないものとされていた地域名と商品
2-4-1図

  地域団体商標の構成

商品(役務)の普通名称
地域の名称

＋

＋

又は
商品(役務)の慣用名称

（2）地域団体商標の登録状況
地域団体商標の登録は、2019 年 3 月末までに

原産地を表示する際に
付される文字として慣用
されている文字
例）本場、特産、名産、
○○産、○○の 等

や農林水産品、加工食品の登録が多い［2-4-2
図］。

653 件が登録されている。分野別に見ると、「工

登録件数を都道府県別に見ると、京都府が 63

芸品・かばん・器・雑貨」 84 件、「食肉・牛・鶏」

件と圧倒的に多く、兵庫県、北海道、石川県、

65 件、「野菜」 64 件、「織物・被服・布製品・

岐阜県と続く［2-4-3 図］。

履物」 63 件、「加工食品」 63 件と、工業製品
2-4-2図

  地域団体商標の産品別登録内訳一覧表

産品別登録内訳一覧表 登録数※ １
野菜
64 件
水産食品
48 件
菓子
13 件
清涼飲料
1件
焼物・瓦
29 件
木材・石材・炭
14 件

653 件
米
10 件
加工食品
63 件
麺類・穀物
15 件
植物
4件
おもちゃ・人形
15 件
温泉
46 件

2019 年 3 月 31 日時点
果実
49 件
牛乳・乳製品
6件
茶
18 件
織物・被服・布製品・履物
63 件
仏壇・仏具・葬祭用具・家具
37 件
サービスの提供（温泉を除く）
25 件

（備考）一登録案件で複数の産品を指定している案件があるため、登録数※１と産品別の累計数※２は異なります。
（資料）特許庁作成
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食肉・牛・鶏
65 件
調味料
17 件
酒
12 件
工芸品・かばん・器・雑貨
84 件
貴金属製品・刃物・工具
9件
産品別の累計数※ 2
707 件
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  地域団体商標の都道府県別登録内訳一覧表

都道府県別登録内訳一覧表
北海道
33 件
埼玉県
7件
三重県
14 件
鳥取県
6件
佐賀県
7件

特許庁における取組

2-4-3図

青森県
11 件
千葉県
16 件
富山県
12 件
島根県
10 件
長崎県
8件

登録数※１653件

岩手県
6件
東京都
19 件
石川県
32 件
岡山県
8件
熊本県
13 件

宮城県
6件
神奈川県
8件
福井県
16 件
広島県
14 件
大分県
12 件

2019年3月31日時点
秋田県
11 件
新潟県
13 件
滋賀県
12 件
山口県
10 件
宮崎県
7件

山形県
10 件
長野県
9件
京都府
63 件
香川県
5件
鹿児島県
15 件

福島県
9件
山梨県
5件
大阪府
11 件
徳島県
6件
沖縄県
18 件

茨城県
4件
静岡県
26 件
兵庫県
37 件
高知県
5件
海外
2件

栃木県
群馬県
8件
9件
愛知県
岐阜県
18 件
29 件
奈良県
和歌山県
11 件
13 件
愛媛県
福岡県
12 件
19 件
都道府県別の累計数※ 2
655 件

（備考）一登録案件で複数の都道府県にまたがる案件があるため（栃木、茨木：
「本場結城紬」
、東京、埼玉：
「江戸木目込人形」
）、登録数※ 1 と都道府県別の累計数※ 2 は異なり
ます。
（資料）特許庁作成

（3）地域団体商標の普及啓発・利活用促進
のための取組

をコンセプトに、地域団体商標を活用している団体

特許庁では地域団体商標制度の周知を図るた

の最新事例を紹介するとともに、地域団体商標制

め、2005 年度から、制度の概要や審査・運用に

度の概要、特許庁の支援策、登録されている 645

ついて、全国で説明会を実施している。あわせて、

件（2018 年末時点）の地域団体商標を掲載した

同制度の概要等について分かりやすく説明したパ

冊子「地域団体商標ガイドブック 2019」を作成し、

ンフレットを配布し、利用者への制度の周知及び

説明会等の参加者や、各都道府県、市区町村、

利用促進を図っている。

商工会・商工会議所、観光協会、既権利者等に

地域団体商標制度パンフレット

第４章

2019 年 3 月には、地域団体商標制度の更なる

普及を促すため、「成功する地域ブランド虎の巻！」

配布し、対外的に広く普及活動を行っている。

「地域団体商標ガイドブック 2019」
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また、特許庁では地域団体商標制度の普及と

権を有する団体、団体の構成員及び団体から地

地域団体商標産品（サービス）のブランド力向上

域団体商標の使用許諾を受けた者のみが使用で

を目的として「地域団体商標マーク」を策定して

きるため、マークの有無による、第三者産品（サー

いる。

ビス）との差別化に役立つとともに、商品のパッケー

地域団体商標マークは、「地域の名物」 が地

ジや印刷物、イベントの際等に、地域ブランドとし

域団体商標として特許庁に登録されていることを

て特許庁に登録されていることを PR するツールと

示す証として、156 の団体に活用いただいている

して活用することで、第三者による商標権侵害を
未然に防止する効果が期待される。

（2019 年 3 月 31 日時点）。
本マークは、原則、地域団体商標に係る商標

＜地域団体商標マーク＞
全体のデザインはシンプルに、昇る日の丸、
日本地図により日本を感じさせ、
「国のお墨付き」であることを想起させるデザインとした。
「Local Specialty」の文字は、「地域の名物」を意味し、北から南ま
で、全国各地の地域団体商標を表している。

さらに、特許庁では、地元の学生と地域団体

地域団体商標の魅力を PR する機会を創出するこ

商標の権利者がチームを組み、地元の学生が地

とで、一般消費者及び地域団体商標の取得を検

域団体商標の権利者への取材を通じて、その魅

討している団体への制度普及、並びに、地域団

力等を「Instagram®（インスタグラム）」で発信し、

体商標の更なる活用促進を図るとともに、地域団

今後のビジネス展開等についても発表する「地域

体商標の活用を通じた地域経済の持続的な活性

ブランド総選挙」を 2018 年 3 月に九州地域で、

化に繋がることが期待される。

12 月に東海・北陸地域で開催した。
学生と地域団体商標とのコラボレーションにより

学生たちによる発表の様子
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2019 年度は東北地域で「地域ブランド総選挙」
を開催する予定である。

受賞チーム集合写真
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地域団体商標活用事例
～市民一丸で盛り上げてきたブランドの商標権を取得し、まちおこしの求心力を向上～
■商 標： 豊川いなり寿司（登録番号：第 6013646 号）
■権利者：特定非営利活動法人みんなで豊川市をもりあげ隊
■指定商品又は役務：愛知県豊川市産のいなり寿司、 愛知県豊川市産のいなり寿司を主とす
る飲食物の提供
●い
 なり寿司のブランド化を核とした取り組
みをより盛り上げるために地域団体商標を
出願

●ロ
 イヤリティビジネスを加速していく上でも
活かせる地域団体商標のアピール力
ロイヤリティ契約が飽和状態となっていたとこ
ろ、地域団体商標の出願を機に数件の問い合

は、古くからたくさんの店がそれぞれの工夫を凝

わせが寄せられ新規契約も獲得。そうした効

らした創作いなり寿司を提供し、参拝客をもてな

果もあり、登録後はイベントポスターなどに地域

してきた。
ところが近年は来訪者が減少。そこで、

団体商標制度のロゴを積極的に掲載してアピー

市民が一丸となり「豊川いなり寿司」のブランド

ル。同市の観光協会では、鮎やバラ、バウムクー

化でまちおこしを推進。B-1 グランプリなど様々な

ヘンなど、いなり寿司以外の地域資源にも「とよ

イベントへの参加やメディアでの PR で着実に知

かわブランド」としてスポットを当てる方針を決定。

名度をアップ。一方、2013 年には「豊川いなり

地域団体商標が引き金となり、幅広いアングル

寿司」のロゴマークを通常商標登録し、商標権

から「地域ブランドの確立」による地域活性化

のロイヤリティ（使用料）を得る収益事業もスター

を促す機運が高まっている。

第４章

豊川稲荷の門前町として栄えてきた豊川市で

ト。そして、活動の求心力をさらに高めるべく地
域団体商標を出願。
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5．商標審査の品質管理
（1）品質管理に関する取組

②品質検証

商標課及び商標審査部門では、商標審査の

a. 品質監査

質の維持・向上を図るため、商標課品質管理班
にて品質管理施策の企画立案を行い、品質管理

決裁が終了した案件からサンプルを抽出し、そ

庁内委員会にて方針を決定の上、各審査室の管

の審査内容について品質管理官が監査を行って

理職等と連携し、品質管理活動を行っている。

いる。2018 年度は 10 名の品質管理官が 3,000
件について監査を実施した。品質監査の結果に
ついては分析を行い、抽出した課題に対する対応

①品質保証

方針を策定し、各種品質関連施策に反映させて

調査手法や知識等を共有化し、審査官相互の

いる。また、担当審査官・審査長等に対して個別

知見を結集して迅速・的確な判断を行うため、審

に結果を通知し、審査の質の改善に努めている。

査官間等で意見交換を行う協議を実施している。
b. 商標審査の質に関するユーザー評価調査

また、審査官が行った審査の内容（審査の判断

商標審査の質全般及び特定の出願における審

や通知文書の記載等）については審査長等が全

査の質について改善すべき点を明らかにし、審査

件チェック（決裁）を行っている。

の質の維持・向上のための施策に反映するべく、
ユーザーからの評価、意見等をアンケート形式で
収集し、分析を行っている。2018 年度は国内企
業等 420 者を対象とし、商標審査に関する全体と
しての質の評価において「満足」、
「比較的満足」
の回答を合わせた割合は 47.7％であった［2-4-4
図］。
2-4-4図

  ユーザー評価調査の結果
5:満足

3:普通

2:比較的不満

1:不満

2015 年度

5.6%

42.1%

38.3%

2016 年度

6.7%

43.8%

43.5%

4.6%

1.5%

2017 年度

5.6%

42.7%

44.5%

6.4%

0.8%

2018 年度

8.0%

39.7%

45.3%

6.7%

0.3%

0%
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4:比較的満足
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（2）審査品質管理小委員会

該年度に特許庁が実施している品質管理の実施

特許庁における品質管理の実施体制・実施状

体制・実施状況について、本委員会において作

況等について産業構造審議会知的財産分科会の

成された評価項目及び評価基準に基づき評価を受

下に設置した外部委員で構成される審査品質管

け、品質管理の実施体制・実施状況に関する改

理小委員会から客観的な評価を受け、それを審

善点の提言を受けた 1。

査の品質改善に反映している。2018 年度は、当

6．商標の早期権利化ニーズに応えるための制度
新たに、ファストトラック審査の試行も開始した。

近年の商標登録出願の急増に伴い、審査期間
が長期化している（第 1 部第 1 章 4．
（1）参照）。

（1）商標早期審査 2 の対象

審査期間の長期化は商標権取得の遅れにつなが
り、円滑な事業活動に支障をきたすおそれや、模

「出願商標を既に使用していること」 3 を共通の

倣品対策に遅れを生じさせるおそれがある。

条件とする 3 つの要件［2-4-5 図］のいずれか
に該当する出願が早期審査の対象となり、早期審

るため、一定の要件を満たす出願について通常よ

査の申請から平均 2 か月ほどで最初の審査結果

りも早期に審査を実施する制度として、従前から

が通知される。

第４章

特許庁では、商標の早期権利化ニーズに応え

商標早期審査を設けているが、2018 年 10 月から
2-4-5図

  早期審査の対象となる出願
対象１

対象２

対象３
一部の指定商品・指定役務について、出
願商標を既に使用している

一部の指定商品・指定役務について、出願
商標を既に使用している

全ての指定商品・指定役務に
ついて、出願商標を既に使用し
ている

権利化についての緊急性
・第３者が使用
・第３者から警告
・第３者からライセンス請求
・外国に出願済
・マドプロ出願の基礎出願
例

「類似商品・役務審査基準」等に掲載の
商品・役務のみを指定

例

指定商品
被服
使用

財布
不使用

例

指定商品

指定商品

時計

被服

財布

時計

被服

財布

時計

不使用

使用

使用

使用

掲載あり

掲載あり

掲載あり

使用

不使用

不使用

いずれかの商品に関して、権利化について
緊急性を要する事情あり

１ https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/hinshitu_shoi/index.html
２ 商標早期審査の制度や手続の詳細については以下ウェブサイトを参照されたい。
商標早期審査・早期審理の概要 https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/soki/shkouhou.html
３ 使用の準備を相当程度進めている場合も含まれる。

1

2

特許行政年次報告書2019年版

133

第４章

2-4-6図

（件）

商標における取組

  早期審査の申請件数の推移

  産業分野別申請件数（2018 年）

2-4-7図

6,000

（件）
1,200

5,278
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4,000

3,447

3,000
2,000 1,504

1,587

1,781

2013

2014

2,024

677

702

化学

食品

1,068

1,106

765

600

2,210

300

1,000
0

2012

2015

2016

2017

0

2018
（年）

機械

雑貨繊維 産業役務 一般役務

（備考）産業分野は、商品・サービスの国際分類を以下のとおり 6 つの分野に分け
たものである。
化学：1 類～ 5 類 食品：29 類～ 33 類 機械：6 類～ 13 類、19 類
雑貨繊維：14 類～ 18 類、20 類～ 28 類、34 類
産業役務：35 類～ 40 類、一般役務：41 類～ 45 類

（備考）早期審査の申請件数は、
「早期審査に関する事情説明書」が提出された出願
の件数である。

（2）ファストトラック審査の概要

・要件 1

出 願時に、次のいずれかに掲載されて
いる商品・役務のみを指定している出

2018 年 10月1日以降の商標登録出願について、

願。

「ファストトラック審査」 を試行的に開始した。
1

ファストトラック審査とは、右記の 2 つの要件を満

①類似商品・役務審査基準

たす出願について、通常より約 2 か月早く最初の

②商標法施行規則の別表

審 査 結 果が通 知されるというものである［2-4-8

③商品・サービス国際分類表

図］。

・要件 2

右記の要件を満たすか否かは、特許庁で自動

審 査着手前に、指定商品・指定役務
に関する補正が行われていない出願。

的に判定を行うため、ファストトラック審査のための
申請手続も手数料も不要である。
2-4-8図

  審査期間のイメージ

最初の審査結果までの目安期間
1か月

2

3

5

6

7

8

出願日

ファストトラック審査

平均約７か月*

平均約２か月**

１フ
 ァストトラック審査の制度や手続の詳細については以下ウェブサイトを参照されたい。
ファストトラック審査 https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/fast/shohyo_fast.html
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9

平均約９か月*

通常案件

早期審査

4

* 2019.4時点見込み
** 出願と同時に早期審査の申請をした場合

1
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Column 5

特許庁における取組

商標に特化した初の活用事例集
2019 年３月、 商標だけに着目し、ビジネス目線で掘り下げた 特
許庁初の活用事例集 「事例から学ぶ 商標活用ガイド ～ビジネスやる
なら、 商標だ！～ 」（以下、「活用ガイド」）を作成した。
商標は、 商品名やロゴマークなど、ビジネスで必ずと言っていい
ほど使われるもの。特に中小企業の方々に、商標についてもっと知っ
てもらいたいという願いを込めて、 中小企業による活用事例を中心
に紹介している。
●「
 商標のちから」と「商標権のちから」
商標（つまりマーク）そのものと商標権とでは、

活用ガイドでは、商標の活用効果を「商標のち

活用方法や効果に違いがあり、両方をうまく活

から」、商標権の活用効果を「商標権のちから」

用することで事業者の信用は大きくなっていく。

として説明している。

第４章

● 活用事例の一部紹介
・事例 01 岡本株式会社「まるでこたつソックス」
企業視点の商品名では消費者に伝わりづら
く、売上げは伸びなかったが、消費者視点の
商品名に変更したら売上げが 30 倍以上に！
・事例 10 株式会社キャロットカンパニー「anello」
ヒット商品の誕生後、すぐに模倣品が流通し
たため、その対策のために商標権を取得。
①各ＥＣサイトに依頼して模倣品を削除、②

・事例 15 キョーイクホールディングス株式会社
「メディカルラボ」
商標権を切り口とした知財ビジネス評価書を
活用することにより、商標権の価値が数値化さ
れ、事業性が高く評価されたことで、銀行での
融資の審査がスムーズに！
・事例 17 防府商工会議所「幸せます」
方言を商標に地域ブランドを立上げ、ブランド

税関に輸入差止申立てを行い、模倣品の輸入

管理を徹底して地元企業に使ってもらうことで、

阻止に成功、③模倣品の販売業者に差止・商

年間 1,000 万円以上の経済効果を上げると共

品廃棄・損害賠償を請求し、勝訴！

に、町全体に一体感が！
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審判における取組

審判は、審査の上級審として審査官の拒絶査定を見直す役割、及び知的財産権の有効性をめぐる紛
争の早期解決に資する役割を担っており、これらの役割を十分に果たすためには、審理内容の充実と
審理の迅速化の両立が求められる。
また、審判制度や実務についての情報交換や相互理解を図るための国際的な連携強化も必要となる。
そこで、特許庁は、以下に挙げる多面的な施策を実施している。

1．審理内容の充実に向けた取組
（1）審理内容の充実

② IT 審判廷

①口頭審理

口頭審理をより円滑に実施するため、審判廷に

無効審判 や取消審判 等の当事者系審判事

モニター等の IT 機器が備えられている。これによ

件においては、的確な争点の把握・整理と当事

り、当事者が持参した技術説明等のための資料

者の納得感の向上のため、口頭審理を積極的に

や証拠物品、審判書記官が作成した調書案等の

活用している。口頭審理は、合議体と当事者が

内容を、参加者全員が迅速かつ的確に把握でき、

口頭で直接議論することで、書面では言い尽くせ

当事者がお互いの主張をより円滑に尽くせるように

ない当事者の主張を引き出すとともに、対立する争

なっている。

1

2

点の把握や整理に役立っている。また、口頭審理
において主張立証が尽くされるよう、当事者に対し、
審理する事項を書面で事前に知らせることにより、
十分な準備を促すようにしている。
特許・実用新案部門及び意匠部門では、無効
審判事件のうち、当事者の全てが書面審理を申し
立てている場合等を除いて、原則として全件口頭
審理を実施しており、商標部門では、取消審判
事件のうち、答弁書及び弁駁書が提出されたもの
については、当事者の全てが書面審理を申し立て
IT 機器が備えられた大審判廷

ている場合等を除いて、原則として全件口頭審理
を実施している。
2018 年の口頭審理の件数は、特許・実用新

③巡回審判・出張面接・テレビ面接

案では 146 件、意匠では 13 件、商標では 43 件

地方の企業及び大学等が審判の当事者である

であった。そのうち、全国各地域の中小・ベンチャー

場合に、当該審理をより円滑に実施するため、合

企業等を支援するため、審判官が全国各地に出

議体が全国各地に出向き、無効審判や取消審判

向いて行われる巡回審判を、特許・実用新案で

の口頭審理を行う巡回審判や、拒絶査定不服審

28 件、商標で 6 件実施した。

判の審理に関して直接的な意思疎通を図る出張
面接を行っている。加えて、請求人等の当事者自

１既
 に登録されている特許、実用新案、意匠、商標に対して、その無効を求めて特許庁に請求する審判。
２ 登録商標の不使用や商標権者による不正使用等を理由として、当該登録の取消を請求する審判。
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ステムにより合議体とコミュニケーションを図る、テレ
ビ面接も推進している。
2018 年においては、34 件の巡回審判、41 件
の出張面接、5 件のテレビ面接を行った。

特許庁における取組

身の PC により利用することが可能なテレビ会議シ

②審判参与
適正かつ迅速な審理を実現すべく、2007 年度
末から、知的財産分野における豊富な実務経験
及び知見を有する元裁判官等を「審判参与」と
して採用している。審判参与に対しては、審理業
務における高度な法律問題に関して相談するととも

（2）外部知見を活用した審理の一層の適
正化
①審判実務者研究会
2006 年度以降、審判官、企業の知的財産部員、
弁理士、弁護士等の審判実務関係者が一堂に会

に、審判官や審判書記官を対象とした法律研修
等の講師を依頼し、また、審判参与会を適時開
催して、審判に関する制度及び運用の在り方につ
いて提言を受けることなどにより、審判に関する制
度及び運用の一層の適正化等を図っている。

し、審決・判決の判断手法について個別事例を
題材にして検討を行う「審判実務者研究会」（当
初は「進歩性検討会」）を開催している。そこで

③審・判決調査員
法曹資格等を有する者を「審・判決調査員」

得られた成果は、報告書に取りまとめ、審判実務

として採用し、口頭審理、審理事項通知書、調

にフィードバックするとともに、特許庁ウェブサイトな

書等の内容に関する参考意見の作成と審判官へ

どを通じて広く周知している。

のフィードバックを、外部的視点を組み込む形で行
うことにより、口頭審理の更なる充実を図っている。

地方裁判所の裁判官をオブザーバーとして迎え、

また、審・判決調査員に対して民事法的側面から

12 事例（特許 8 事例、意匠 1 事例、商標 3 事例）

審理業務について相談をしたり、審決取消訴訟の

について研究を行い、その成果を取りまとめた「審

判決分析を依頼することなどにより、審理の一層

判実務者研究会報告書 2018」 1 を公表した。

の適正化に取り組んでいる。

巡回審判・出張面接・テレビ面接のリーフレット

１ https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/info-sinposei_kentoukai2018.html

第５章

2018 年度も、知的財産高等裁判所及び東京

審判実務者研究会報告書 ２０１８

１

特許行政年次報告書2019年版

137

第５章

審判における取組

2．紛争の早期解決・権利の早期取得に向けた取組
（1）紛争の早期解決

〜権利付与後の審判〜

無効審判等の権利付与後にその権利の有効性

（2）権利の早期取得

〜権利付与前の審判〜

早期の判断を求めるニーズに対しては、特定の

を争う審判事件については、優先的に審理を実施

要件を満たす拒絶査定不服審判事件 1 について、

し、紛争の早期解決を図っている。

申出によりその事件の審理を優先的に行う早期審
理を実施している。2018 年の早期審理の申出件
数は、特許が 188 件、意匠が 2 件、商標が 11
件であった 2。

3．国際的な連携強化に向けた取組
（1）各国・地域の知財庁との連携
①審判専門家会合
審判分野における情報交換を行うため、審判

③その他
審判分野における相互理解を深めるため、各国・
地 域の知 財 庁 等との意 見 交 換を実 施している。

専門家会合を開催している。2018 年度は、6 月

2018 年度は、5 月に日本にてシンガポール知財庁

に韓国で第 9 回日韓審判専門家会合を開催し、9

と、11 月に日本にてフランス知財庁と、11 月にス

月に中国で第 4 回日中審判専門家会合及び第 6

ペインにて欧州連合知的財産庁と、12 月に日本に

回日中韓審判専門家会合を開催した。

て台湾知慧財産局と、3 月に日本にて南京中級人
民法院と、それぞれ意見交換を実施した。

（2）国内外の法曹界との連携
①国際知財司法シンポジウム 2018
2018 年 10 月 31 日 - 11 月 1 日に、 東 京にて、
最 高 裁 判 所、知 的 財 産 高 等 裁 判 所、法 務 省、
日本弁護士連合会及び弁護士知財ネットとの共催
により、国際知財司法シンポジウム 2018 を開催し
た。1 日目は、特許権侵害訴訟における特許の有
効性について、日米英独仏の裁判官による模擬
第 4 回日中審判専門家会合

裁判を実施した。2 日目は、嶋野特許技監による
基調講演の後、日米欧の審判官による「各庁に

②国際審判官協議
実際の審判事件についての意見交換を通じて、

おける審判の最新状況」 及び 「特許を無効とす
るための審判の各庁比較」をテーマとした講演、

審判実務の情報交換を行うため、国際審判官協

「特許を無効とするための審判における手続」及び

議を開催している。2018 年度は、9 月に中国にて

「特許を無効とするための審判における請求項の

日中韓国際審判官協議を開催した。

訂正」についてのパネルディスカッションを実施し
た。

１特
 許については、次のいずれかの要件を備えた特許出願に係る拒絶査定不服審判事件が対象となる。①審判請求人がその発明を既に実施している実施関連出願、②外国にも出
願している外国関連出願、③審判請求人が中小企業、個人、大学、TLO、公的研究機関のいずれかであるもの、④審判請求人でない者（第三者）が、その審判事件の特許出願
の出願公開後にその発明を業として実施していること、⑤グリーン発明（省エネ、CO2 削減等の効果を有する発明）について特許を受けようとする特許出願、⑥審判請求人が、
震災に起因する被害等を受けた者等である出願、⑦アジア拠点化推進法関連出願
また、意匠、商標については早期審査と同様の要件を備えた出願に係る拒絶査定不服審判事件が対象となる。
２ 前置登録された事件等を含めると、早期審理の申出件数は、特許が 274 件、意匠が 3 件、商標が 7 件であった。
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4．審判に関する情報発信
（1）国際的な情報発信
法解釈や運用の理解に参考となる審決等（審

（2）審判制度の普及啓発
特許庁では、口頭審理を積極的に活用すること

決、異議決定、判定）について、2016 年 1 月よ

で、当事 者の納 得 感 向 上に努めている。また、

り特許庁ウェブサイト（日本語版、英語版）1 で、

地域の企業や大学等と審判合議体とのコミュニ

人手翻訳による英語翻訳文（審決英訳）の提供

ケーションを円滑にするため、口頭審理を地方で

を開始し、2018 年度は 100 件の審決英訳を提供

実施する巡回審判を推進している。

した。さらに、審判実務者研究会報告書の要約

知 財制 度ユーザーに対してこれらの施策をア

版 2 や、他の審判に関する情報についても英語で

ピールし、一層の利用促進を図るとともに、審判

の公表を行うことで、国際的な情報発信の充実を

制度の普及・啓発を図ることを目的として、模擬口

図った。

頭審理の実演を実施している。2018 年度は、浜
松における特許庁知財セミナーや、大阪、名古屋、
札幌及び那覇における巡回特許庁において、模
擬口頭審理の実演を実施した。

第５章

巡回特許庁 in 名古屋における実演
審判実務者研究会報告書の英語要約版

巡回特許庁 in 那覇における実演

１h
 ttps://www.jpo.go.jp/seido/shinpan/shinketsu-eiyaku.html
２ https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/sinposei_kentoukai.htm
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特許庁におけるデザイン経営の取組

平成 29 年度に経済産業省・特許庁が開催した「産業競争力とデザインを考える研究会」において
取りまとめた「
『デザイン経営』宣言」において、行政においても「デザイン経営」を実践していくこ
との必要性が提言された。これを受け、特許庁では、行政サービスの品質の向上を図るため、2018
年 8 月に「デザイン統括責任者（CDO）
」を設置し、その下に「デザイン経営プロジェクトチーム」
を立ち上げ、デザイン経営の実践を開始した。

1．
「デザイン経営プロジェクト」とは
経済産業省及び特許庁では、平成 29 年 7 月
から平成 30 年 5 月に「産業競争力とデザインを

特許庁は、「デザイン経営」のための具体的取
組のうち、以下のことに取り組んだ。

考える研究会」を開催し、その報告書として「デ
ザイン経営宣言」 取りまとめた。
デザイン経営宣言では、
「デザイン経営」とは「デ

①デ ザイン責任者の経営チームへの参画及びデ
ザイン経営の推進組織の設置

ザインを企業価値向上のための重要な経営資源と

特許庁 「デザイン経営プロジェクトチーム」を発

して活用する経営である」と定義づけ、ブランド力

足。長官・特許技監（CDO）のもと、部署や職

とイノベーション力の向上を通じて、企業競争力の

種を超えた 60 名をメンバーに。

向上に寄与することができると示した。また、世界
の有力企業が戦略の中心にデザインを据えている
なか、日本では経営者がデザインを有効な経営手
段と認識しておらず、グローバル競争環境での弱

②デザイン手法による顧客の潜在ニーズの発見
対象となるユーザーを定義。インタビューを実施
し、潜在ニーズや課題を発見した。

みになっていると指摘している。
これを受け、特許庁では、行政サービスの品質

③アジャイル型開発プロセスの実施

の向上を図るため、2018 年 8 月に「デザイン統

インタビュー、仮説課題の定義、解決策として

括責任者（CDO）」を設置し、その下に「デザイ

のサービスの企画、プロトタイピング（試作）、ユー

ン経営プロジェクトチーム 1」を立ち上げ、デザイン

ザーテスト（検証）を繰り返し実施した。

経営の実践を開始した。
④採用および人材の育成
デザイン経営の有識者をメンター（助言者）、
コー
チ（指導者）に迎え、プロジェクトを実施しながら
習熟していった。

１ 第 2 部第 1 章参照
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2．デザイン経営実践の記録
以下では、特許庁が実践したデザイン経営の

（2）
「ダブルダイヤモンド・モデル」
の実践

記録について紹介する。

ダブルダイヤモンド・モデルに基づき、「課題をど
う設定するか」、「それをどう解決するか」を二つ

（1）プロジェクトの歩み
特許庁は 2018 年 8 月にデザイン経営プロジェク
トチームを発足させ、以下のような取組を行ってきた

の段階に分けて検討した。まず、「ユーザーにとっ
ての課題は何か」ということを、腹落ちするまで集
中して検討した。
解決策を創造する段階では、一見現実的では

［2-6-1 図］。

ない着想が出てきても、頭から否定することなく、
多様な意見を尊重するよう努めた［2-6-2 図］。
2-6-1図

  プロジェクトの歩み
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2-6-2図

  ダブルダイヤモンド・モデル
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①ユーザー・インタビュー

題を本当に解決するものは何か、設定したユー

a. インタビュー対象の選定

ザーに最も届きやすい手段は何かを検討し、解決

「誰」が「何」に困っているか？という視点から、
ユーザー仮説と課題仮説を設定し、インタビュー
対象を選定した。
b. インタビュー項目の準備
貴重なインタビューの機会を最大限に生かすた
め、事前に聞き出したいことを書き出した。
c. インタビューの実行

策を絞り込んだ。
b. とりあえず形にしてみる
仮定した解決策に対して具体的な反応を得られ
るよう、試作品を作った。それが難しいチームは、
とりあえず、スケッチや絵コンテで表現した。
c. 自分たちで試してみる
作成した試作品を、ユーザーに見せる前に、チー

インタビューは、深い情報を得られるように 1 時

ムのメンバーで自ら試し、改良ポイントを探した。当

間程度の時間を設定した。インタビューする者と記

初は想定できなかった課題を発見することもできた。

録する者は別にし、インタビューする者がユーザー

d. 改善を重ねる

との対話に集中できるようにした。
d. まとめ
インタビューの記憶が鮮明なうちに振り返り、メモで

そこで気づいた改良点は、すぐに次の試作品に
反映させた。それをまた自ら試してみるというプロセス
を重ねることで、解決策の精度が上がっていった。

は落ちてしまいがちな文脈も記録するよう心掛けた。

④ユーザーとの検証

②課題の発見～解決策の発案

a. ユーザーの選定

a. インタビュー結果の統合
インタビューで得られたユーザーの発言を、KJ
法を用いてグループ化し、情報を整理・分類し、
分析した。
b. ユーザー像の作成と共感
インタビューを統合・分析して導いた、具体的な
ターゲットユーザー像を作成した。ユーザーの行動
や価値観、ニーズ・課題に共感した。
c. カスタマー・ジャーニー・マップの作成
ユーザーが達成したいゴールまでのプロセスを
一連のものとして捉えた「カスタマー・ジャーニー・
マップ」を描き、様々な状況でユーザーが抱く感

テストでは、設定したユーザーに近い対象を選
定した。
b. 検証の実施
解決策の試作品をユーザーに示し、良い点、
悪い点、また、実際に使いたいと思うか、など、
具体的な意見を聴取した。
c. まとめ
ユーザーから得られた反応を整理・分析するこ
とで、ユーザーのより深いニーズに対する気付きが
得た。
d. 解決策のブラッシュアップ
ユーザーから得られた気づきを、解決策とその試

情を列挙した。

作品に反映し、継続的に検証と改善を繰り返した。

d. 課題後の定義

⑤繰り返す

マップから抽出されたユーザーの課題の中から、

解決策の創出は、観察・仮説構築・試作・再

より根本の原因に近いと思われるものを、解決策を

仮説構築の反復を行うアジャイル型の開発プロセ

考えるべき課題として絞り込み込んだ。

スで実行した［2-6-3 図］。

は何か？」という視点で、
ブレインストーミングを行い、

入れられる解決策にたどり着けるよう、プロセスを繰
り返した。

まずは着想を発散させた。突拍子もない着想でも
段の業務では出てこない斬新な着想が得られた。
③解決策の試作品作り
a. 解決策を仮定する
発散させた多くの着想の中から、ユーザーの課
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定義した課題に対して、「自分たちができること
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e. 課題解決策の着眼
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3．得られた成果
（1）UI（ユーザーインターフェイス）
チー
ム
①
「拒絶理由通知」でのつまずきをスマホで解消
するサポート
拒絶理由通知に QR コードを付与し、ユーザー
の思考の流れに沿って対応方法をわかりやく紹介

る制度を導入することも提案した。

（3）国内スタートアップチーム

①知財人材のプロボノ・副業支援 会員限定の人
材マッチング
特許庁は、2018 年 12 月「スタートアップ知財

するサポートページに容 易にアクセスできるよう、

戦略」のためのポータルサイト“IP BASE” を開設

ユーザーが拒絶理由通知に対応しやすくなる解決

した。情報支援を開始したが、今回発見したユー

策を考案した。

ザー課題は「スタートアップを理解する知財人材に
出会えない」ことだった。そこで、企業内の知財

②知財情報を一元管理できるウェブサイトを提供

人材や弁理士のプロボノ、副業の活性を促した上

多くの企業で行われている紙やエクセルベース

で、知財人材とマッチングできる会員限定サービス

の属人的な知財管理を開放し、自社の知財の状

を企画した。スタートアップの育成支援プログラム

況をオンラインで一元管理できるウェブサイトを考案

「J-Startup」との連携も行った。

した。このウェブサイトにより、知財担当者が変わっ
ても、継続的に自社の知財を維持できる。競合他
社の出願動向を得られる「ウォッチリスト機能」、自

（4）国内中小・ものづくりチーム

①事業転換を狙うものづくり企業に特許庁の知
財戦略チームを派遣

るための「メモ機能」など、今後多様なサービス

技術を活かした新規事業に乗り出す情熱と、地

を拡充し、包括的な知財管理プラットフォームへの

域をけん引する使命感を持つ中小企業経営者を

発展も構想した。

対象として設定した。彼らの課題は、「新事業の

第６章

社の出願に関する情報の履歴を保存し、共有す

構想はあるが、連携する関係者との間で戦略の

（2）海外チーム

①海外出願人のニーズに沿った施策を生み出す
新プロジェクト

共有が難しい」「新事業の構想実現に必要な資
金調達に苦労する」というものだった。
そこで、特許庁に知財戦略支援の新チームを

欧米からの出願人対応に特化した担当チームを

組成し、彼らの戦略会議に出向き、事業構想を

編成し、単一の解決策ではなく、ユーザーとの対

裏付ける知財戦略面についてアドバイスを行うサー

話を深めながらユーザーの様々な課題を解決する

ビスを提案した。併せて、支援を通じて得られた

包括的な取組みを始めた。情報発信のための媒

課題から新たな施策立案に繋げるとともに、成功

体や内容を工夫し、様々な対話の機会を設けるな

事例の周知によって、他の中小企業の知財活動

ど、あらゆる接点で、海外出願人の課題やニーズ

や金融機関、支援機関における知財に着目した

に寄り添ったサービスを検討した。

中小企業支援を触発することで、ものづくり中小企
業全体の活性化を狙った。

②テクノロジーで出願コストを削減
特許出願の最初に必要となる膨大なページ数の
「明細書」の翻訳の要否に着目した。
まずは機械翻訳に関して、ユーザーを巻き込み
つつ精度を向上させるアイデアを提案した。また、
機械翻訳の精度向上が実現することを条件とし
て、必要な時に必要な書類だけ翻訳を義務づけ
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（5）国内サービス・ブランディングチーム

①知財に無関心な経営者にも届く商標未取得リ
スクの啓発動画
ターゲットは、安心してビジネスを続けられること

を願う、
中小企業の経営者とした。発見した課題は、
「知財について身近に相談できる人がおらず孤独
を抱えている」、「特許庁の HP は難しそうだから
見にいかない」ことだった。加えて、これまでの特
許庁の広報では、知財に無関心な層に届きにくい
ことに気づいた。このため、経営者や周りの家族
がスマホで視聴し、SNS で共有できる啓発動画を
企画した。この啓発動画は、商標を取得しないこ
とによるリスクを視聴者に気づかせることを目的とし
ている。また、わかりやすく情報提供する特設サイ
トの開設も検討している。

（6）広報チーム

①こども向けイベントのプログラムと業者への
発注・開発工程を刷新
毎年夏に実施している「特許庁こども見学デー」

を、これまでの「知財を伝える」という切り口では
なく、「創造性の本質を伝える」という切り口に刷
新した。
「こども見学デー」の企画内容に今回把握でき
たユーザーの真の願望を反映するほか、イベント
の前後にもこどもたちとのコミュニケーションを継続
するための仕掛けを検討している。併せて業者へ
の発注・開発プロセスも刷新し、特許庁と業者の
共創によって企画を作り上げる。
これまで特許庁視点で仕様書を作成し、入札に
よって選定された業者の企画提案をもとに組み立
てていたイベントの発注～開発工程に、ユーザー
の視点を取り入れることに挑戦する。
仕様書にインタビューで発見したユーザーの真
の願望や課題を反映しただけでなく、業者決定後
にも特許庁と業者で共創することを盛り込み、開
発工程においてもユーザー・インタビューや検証を
実施することとした。ユーザー視点を徹底するため
のプロセスの刷新である。
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第７章

情報システムにおける取組

本章では、特許庁の業務を支える情報システムにおける取組について、現在及び今後のシステム開
発に関する取組、及び、情報システムを通じた国際的取組について紹介する。

1．特許庁の情報システムにおける取組
特許庁は、 1990 年に世界に先駆けて実現した電子出願システムをはじめとして、 庁内の事務処理、 先
行技術文献の検索など、 様々な業務に情報システムを導入してきた。 2018 年には、 特許・実用新案が
98.9％、 意匠が 92.9％、 商標が 83.7％という高い電子出願率を達成しており、 今後も、 庁外ユーザー
や庁内職員の利便性向上のために必要なシステム開発を行っていく予定である。

（1）特許庁のシステム開発
①業務・システム最適化
特許庁は、2013 年 3 月に「特許庁業務・シス

（ⅲ）安 全性と信頼性の高いシステム及び運用体
制の構築
（ⅳ）行 政運営の簡素化、効率化、合理化、質
の向上及びシステム経費の節減

テム最適化計画」（2013 年度から 2022 年度まで

現在、特許庁は、上記 「特許庁における業務・

の 10 か年計画）
を策定し、
当該最適化計画に沿っ

システム最適化」の取組に基づき、順調にシステ

てシステム開発を進めてきた。そして、2018 年 3

ム開発を進めている。

発予定を特許庁ウェブサイト 1 にて公表した。さら
に、2018 年 6 月、「経済産業省デジタル・ガバメ

第７章

月に、前半 5 年間の開発成果と後半 5 年間の開
②特許庁のシステムの刷新方針

ント中長期計画」 の策定に伴い、最適化計画で

特許庁のシステムは、各種業務の電子化を累

定められていた後半 5 年間（2018 年度から 2022

次に進めてきた結果、個別システムの構造が不統

年度まで）の開発事項は、
「特許庁における業務・

一で、全体として複雑なものとなっており、知的財

システム最適化」の取組として、当該中長期計画

産を取り巻く環境変化に迅速・柔軟・低コストで対

に取り込まれた 。

応することが難しくなっていた。そこで、このような

2

本取組では、従前の最適化計画と同様、以下
の 4 つの目標を掲げている。

環境変化に対応できるシステムへと刷新すべく、
個別システムの構造の定型化や全システム共有の

（ⅰ）世界最高レベルの迅速かつ的確な権利の設

データベース構築によるシステム構造の簡素化を進

定に不可欠なシステムの基盤の整備

めている。当該刷新にあたっては、全ての個別シ

（ⅱ）情 報発信力の強化及びユーザーの利便性

ステムを一括して刷新する方式ではなく、段階的

向上

１h
 ttps://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/gyomu/system_sintyoku.html
２ https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/gyomu/system_tougou.html

に刷新する方式、すなわち、優先度の高い政策

１
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事項へのシステム対応を逐次進めつつ、並行して、

しながら、個々のシステム刷新における開発規模

段階的に個別システムのデータベースを統合し、シ

を縮小して開発リスクを低減し、着実にシステム刷

ステム構造の簡素化を進める方式を採用している。

新を進めていく［2-7-1 図］。

この方式により、優先すべき政策事項に適時対応

1

  段階的刷新の概念図

2-7-1図

刷新前のシステム

意匠
商標

登録

受付

目標とするシステム

特実記録
原本

特実方式

XML
書類管理

特実審査

意匠
商標

登録

審判

特実公報

特実検索

システム構造が不統一
各システムが独自のDBを保持

受付

審判

特実公報

共有DB
（特実）
特実方式

特実審査

特実検索

優先対応すべき政策事項に対応
分散したDBを段階的に集約

③業務・システム最適化の実施体制
業務・システム最適化の実施にあたっては、特
許庁長官を本部長とし、特許庁情報化統括責任

意商審査

登録

共有DB
（四法）

受付

四法方式

特実審査

審判

四法公報

特実検索

全システムのDBを集約
システム構造の簡素化

④最適化の取組による各種サービスの向上
本取組により2019 年度以降に実現する主な項
目は以下のとおりである。

者（特許庁 CIO）である特許技監を本部長代理
とする「特許庁情報化推進本部」を設置し、強
力なトップマネージメントによる意思決定やプロジェク
ト推進を可能としている。また、上記 「段階的に
刷新する方式」の採用により、複数のシステム開

a. クレジットカード決済を利用した料金納付（2019
年 4 月）
b. 意 匠・商標に関する審査・審判関連情報の外
部への提供（2019 年 5 月）

発が同時並行的に実施されることから、「特許庁

c. 設
 定登録のリアルタイム化（2020 年予定）

PMO（Program Management Office）」を設

d. 海 外特許庁との意匠の優先権証明書の電子

置し、全体を見渡したプロジェクト進捗管理を着実

的交換（2020 年予定）

に実施可能としている。

１ 2018 年度までに、受付システムの二重化、中韓特許文献の翻訳・検索システムの構築、新たな意匠・商標制度への対応などを実現。
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2-7-2図

  業務・システム最適化の工程表
「経済産業省デジタル・ガバメント中長期計画」に取り込まれた開発項目

・・・・

2013年度

2014年度

2015年度

2016年度

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

2021年度

2022年度

優先対応すべき政策事項のシステム対応
政策事項対応（業務・検索システム関係）
多言語翻訳機能を活用したグローバル
化への対応

ＰＣＴ出願件数増加への対応
特許付与後に権利をレビューする制
度導入に向けた対応

システム上で
使用される文
字の規格変
更に伴う対応

特許における分類・検索キーに関連する業務全般に係
る課題克服等に向けた対応

共通出願
様式への
対応

設定登録等のリアルタ
イム化

新たな意匠・商標制度への対応
システム対応・人的対応を通じた総合的なセキュリティ対策
の強化
受付システムの二重化

料金納付における出願人等の利便性向上

救済等手続の充実

政策事項対応（対外提供システム関係）
意匠・商標に関する審査・審理関連情報の外部への提供
提供対象データの一元管理と充実化

優先権証明書の電子的交換の枠組
みの意匠への拡大

データ交換のメディアレス化の推進

システム構造の見直し

個
別
シ
ス
テ
ム
刷
新
の
完
了

アーキテクチャ標準仕様策定

データ分析・データ統合方針検討
業務・システム可視化資料の整備
個別システム刷新方針の検討（詳細統合計画の策定）
特実出願系共有ＤＢ構築
・ホストコンピュータのオープン系システムへの移行
・特実記録原本管理・ＸＭＬ書類管理システムの構造の
定型化・データ集中化を実施

特実出願系システムの改修
・一部業務のリアルタイム化完了

特実方式審査・特実審査周辺システムの刷新
・個別システム構造の定型化・データ集中化の完了

設計
（ ヶ月）

設計
（ ヶ月）

設計・開発・テスト

開発
（ ヶ月）

テスト
（ ヶ月）

開発
（ ヶ月）

テスト
（ ヶ月）

審判システムの刷新
・個別システム構造の定型化・データ集中化の完了

設計・開発・テスト

公報システムの刷新
・個別システム構造の定型化・データ集中化の完了
設計・開発・テスト
意商システムの刷新
・個別システム構造の定型化・データ集中化の完了

設計・開発・テスト

特許庁では、2017 年 4 月 27 日に「特許庁に

特許図面への適用）、先行意匠調査（平面的意
匠の調査））について、新たに実証事業を実施し
た。

おける人工知能（AI）技術の活用に向けたアクショ

さらに、AI 技術を活用した業務支援ツールの

ン・プラン」を公表し、業務への AI 技術の活用

開 発・導 入に向けた体 制 整 備を進めた。なお、

可能性について検討を行ってきた。

業務支援ツールの開発に際しては、AI 技術の進

2018 年度は、2017 年度の検討結果を踏まえ、

展に追従し、最先端の技術を導入できるよう、短

アクション・プランの内容を見直して改定版を策定

期間で PDCA を回せるアジャイル型開発を導入す

し、本改定版に沿って検討を進めた。

るとともに、支援ツールがブラックボックス化するの

具体的には、3 業務（電話等の質問対応、先

第７章

（2）人工知能
（AI）技術の業務への活用可
能性検討

を回避し、機動的に微調整を行う運用ができるよう、

行図形商標の調査、指定商品・役務調査）につ

特許庁内の開発チームが自ら開発を行う予定であ

いて、導入準備に向けて実証事業を継続するとと

る。

もに、2 業務（先行技術調査（画像検索技術の

2．グローバルな IT 化に向けた取組
世界的に急増する出願に対応し、 業務の更なる効率化を図るべく、 各国特許庁は、 出願 ･ 審査関連書類
の電子的管理や審査業務をサポートする情報システム基盤の強化を推進している。
本節では、日本国特許庁が海外特許庁と共に行っている情報技術（IT）を活用した様々な国際的協力と、
日米欧中韓の五庁が進めている「グローバル・ドシエ」 について紹介する。
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（1）優先権書類の電子的交換
（特許及び実
用新案）

所有権機関（WIPO）の「デジタルアクセスサー
ビス
（DAS）」が開始されている。日本国特許庁は、

出願人が優先権主張を伴い海外へ出願するた

DAS の利点に鑑み二庁間 PDX から DAS への

めには、原則、優先権書類の紙書面の提出が必

一本化を推進しており、2018 年 12 月には、欧州

要となるが、日本国特許庁は、欧州特許庁、韓

特許庁及び韓国特許庁との間で、従来の二庁間

国特許庁及び台湾智慧財産局と二庁間での優先

PDX と並行して、DAS を利用した優先権書類の

権書類の電子的交換（二庁間 PDX）を行ってお

電子的交換が開始された［2-7-3 図］。

り、出願人は、これらの庁に対する優先権書類の
紙書面の提出を省略することができる
［2-7-3 図］。
また、複数の特許庁・機関に出願する際の手

今後も、ユーザーニーズを踏まえつつ、DAS 参
加庁の増加及び更なるサービスの改善に向けた取
組を推進していく。

続を簡略化するため、2009 年 4 月から世界知的
2-7-3図

  優先権書類の電子的交換の対象庁（2019 年 5 月現在）

二庁間 PDX

（2）グローバル・ドシエ
「グローバル・ドシエ」とは、2012 年 6 月の五

DAS

①ドシエ情報の共有の取組

庁長官会合において、日本国特許庁と米国特許

企業活動のグローバル化に伴い、複数の国・

商標庁とが共同提案したものであり、各国特許庁

地域に同一発明の出願がなされている。このよう

のシステムを連携させ、各国特許庁が有する特許

な状況下において、審査の効率化を図るために、

出願の手続や審査に関連する情報（ドシエ情報）

各国特許庁のドシエ情報を各国審査官が相互参

の一般ユーザーとの共有や新たな IT サービスの

照可能とするシステムの整備が必要とされている。

実現を目指す構想である。五庁と各国の産業界と

そこで、日本国特許庁の主導により、複数庁に

が共同してグローバル・ドシエ・タスクフォース 1 を

出願された同一発明のドシエ情報を一括で提供す

構成し、取組を推進している。

るサービスである「ワン・ポータル・
ドシエ（OPD）」
を、2013 年 7 月に五庁の審査官を対象として開
始した。

１ グローバル・ドシエのプロジェクトにユーザーニーズが反映されるよう、五庁及び WIPO の実務者と五庁ユーザー団体の実務者で構成された検討体。
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報を参照できるよう協力を進めており、日本特許庁

OPD と、WIPO が提供するドシエ情報相互参照シ

は 2016 年 7 月から、J-PlatPat を通じてユーザー

ステムである WIPO-CASE1 とを連 携する技 術を

へ OPD のサービスを提供している。

2014 年 3 月に確 立した。当該 技 術を利 用して、

今後も、WIPO-CASE への新規参加やドシエ

2016 年までに五庁全てが OPD と WIPO-CASE と

情報の有効活用等を促進することによって、ドシエ

の連携を実現し、ドシエ情報共有ネットワークは五

情報共有ネットワークの拡大を通じた、グローバル

庁の枠を超えて拡大することとなった［2-7-4 図］。

なワークシェアリングの IT インフラ整備を進めてい

さらに、五庁は、世界中のユーザーがドシエ情
2-7-4図

く。

  OPD と WIPO-CASE の連携
OPD

WIPO-CASE

② IT を活用した新たなサービスの実現を目指
す取組

に向けた具体的な手段や課題について検討を進
めている。
2018 年 6 月に米国で開催された五庁長官会合

2015 年 1 月に開催されたグローバル・ドシエ・タ

では、各項目の具体的な実施内容及び今後の作
業計画について承認がなされた。

て複数庁への一括出願（クロス・ファイリング）の

2019 年 1 月にオランダで開催されたグローバル・

実現が示される一方､ 産業界の当面の５つの関

ドシエ・タスクフォース会合では、産業界に対し、

心事項について優先的に取り組むことが要請され

各項目のこれまでの進捗が報告されるとともに、今

た。五庁は､ これを優先五項目と位置づけ､ 実現

後の進め方について議論がなされた。

第７章

スクフォース会合では、産業界から、究極目標とし

2-7-5図

特許庁における取組

また、日本 国 特 許 庁 は、WIPO と協 力して、

  グローバル・ドシエの優先五項目

五庁の出願・手
続・審査関連書
類の;0/化を推
進するもの。
五庁に出願された
一連の出願につい
て、法的な状態を
提供するもの。

五庁に出願された
一連の出願に関して、
出願・審査関連情報
に変更があったこと
を知らせるもの。

;0/!

・・・・

;0/!

同一出願人であるに
$社
も関わらず出願に
よって異なる出願人
名称を統一するもの。

アラート
通知

株 $
$社%支社
$社&事業所

出願人が五庁のある庁に
行った手続が、他の五庁
においても有効な手続と
して自動的に処理される
サービスの実証実験。

１ WIPO-CASE:WIPO-Centralized Access to Search and Examination
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（3）共通文献プロジェクト

ベトナムでプロジェクトを継続中である。

特許等の審査においては、自国のみならず世界
中の文献を調査対象とする必要がある。そのため

②ワークフロー最適化支援

には、世界の各国特許庁が保有する文献データ

IT システムの導入にあたっては、特許や商標

範囲を統一し、国際的なワークシェアリングに資す

の出願から登録までの業務の流れ（ワークフロー）

るサーチ環境の高度化を目指す必要がある。

を定型化して最適化することが望ましいため、日本

そこで、五庁は、2008 年より各国特許庁審査

国特許庁は、WIPO ジャパンファンドを通じて、新

官が同一の文献データ範囲にアクセスできるように

興国知財庁のワークフローの最適化プロジェクトを

サーチデータベース環境を整備する「共通文献プ

支援している。2018 年度には、ベトナム、ラオス

ロジェクト」を開始し、①共通文献セットの目録（オー

でのプロジェクトが完了した。

ソリティ･ ファイル）の作成、② CD 等の記録媒体
を用いない形態での各国特許庁間のデータ交換
（デ ータ交 換 のメディアレス化 ）を行ってきた。

③新興国向け IT システムの開発支援
WIPO は、WIPO-IPAS 1 という知財庁向け事

2019 年 3 月現在、日本国特許庁から、五庁を含

務処理システムを無償で提供しており、80 か国以

む 41 の海外特許庁・機関へメディアレスでデータ

上 の 知 財 庁 が 当 該システムを導 入している。

提供することにより、従来の記録媒体での提供に

WIPO-IPAS は、特許や商標のオンライン出願、

起因するデータエラーをなくすとともに、文献データ

庁内での書類の電子的決裁や出願人への発送、

を交換するためのコストを削減している。

公報の電子的発行などの機能がある上、各国知
財庁のニーズに合わせて必要な機能のみを選択し

（4）新興国へのIT 関連の支援
ASEAN 諸国を始めとする新興国は、商品製
造拠点や成長市場として重要性が一層高まってい

て導入できるという柔軟性を有している。日本国特
許庁は、WIPO ジャパンファンドを通じて、WIPOIPAS のシステム開発を支援している。

る。これらの新興国における知的財産行政を効率
化し、我が国企業等のビジネス展開を円滑なもの

④ WIPO-CASE の開発と普及の支援

とすべく、日本 国 特 許 庁は、我が国から WIPO

日本国特許庁は、WIPO が提供する特許の出

への任意拠出金を財源とした信託基金（WIPO

願・審査情報（ドシエ情報）の共有システムであ

ジャパンファンド）を通じて、新興国の IT インフラ

る WIPO-CASE について、WIPO ジャパンファン

整備を支援している。今後も、日本国特許庁の

ドを通じて、WIPO-CASE の機能向上、OPD と

IT システム構 築の実 績と経 験を生かし、ワーク

の連携、WIPO-CASE への新興国の参加などを

ショップ、各種プロジェクト、招へい研修、専門家

支援している。2018 年度には、WIPO-CASE を

派遣など、新興国への IT システム関連の支援を

利用したドシエ情報の参照・利用方法に関するワー

継続していく予定である。

クショップ 2（於タイ）の開催を支援し、日本国特
許庁の特許審査官を講師として派遣した。

①紙書類の電子化支援
ASEAN 等の新興国の知財庁においては、IT
を活用した業務の効率化や知財情報へのアクセス

日本国特許庁は、2018 年度に新興国知財庁

性向上を図る上で、出願書類等の電子化が課題

の IT 担当者 23 名を招へいし、知財庁における

となっている。日本国特許庁は、WIPO ジャパンファ

効率的な IT インフラを構築・利用する人材育成

ンドを通じて、新興国知財庁の紙書類の電子化プ

のための研修を実施した。

ロジェクトを支援している。現在、タイ、フィリピン、

１W
 IPO IP Office Administration System
２ 第 3 部第 2 章 3.（2）⑤ d.WIPO-CASE ナショナルワークショップ参照
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多様なユーザーへの支援・施策

第８章

1．スタートアップへの支援
産業構造や社会の変革が急速に進む中、 ベンチャー企業（スタートアップ）には、 破壊的イノベーション
により産業の新陳代謝を促し、 大企業・中堅企業との連携によるオープンイノベーションのけん引役として、
我が国の経済発展を将来にわたり支えていくことが期待されている。 政府全体としても、 2016 年 4 月に
日本経済再生本部が 「ベンチャー・チャレンジ 2020」 を取りまとめ、 ベンチャー・エコシステムの構築に
向けて政府一体となって取り組んでいるところである。
革新的な技術やアイディアをもとに創業するベンチャー企業にとっては、 その技術・アイディア自体が財産
となるため、 権利化・ノウハウ化やライセンスなどの方針や体制を整備する「知財戦略」 に意識して取り組
むことが求められる。しかしながら、 創業前に知財戦略を構築しているベンチャー企業は約 2 割に留まるな
ど［2-8-1 図］、 知的財産の重要性がベンチャー企業に十分浸透しているとはいい難い。また、 ベンチャー
企業の他に投資家やアクセラレータなどから構成されるベンチャー・エコシステムへの知財専門家の関与は
十分とはいえない。
以上のような認識のもと、 特許庁では、これまでの中小企業施策全体における「中小・ベンチャー企業」
としての取り扱いを改め、 ベンチャー企業に対してさらに支援を強化するため、 2018 年 7 月にベンチャー
支援班を正式に立ち上げた。 ベンチャー企業に対して知財に関する情報を的確に発信し、 知財意識の向上
を図るとともに、 ベンチャー企業特有の知財面の課題を解決すべく各種施策を実施していく。
本節では、 特許庁のベンチャー企業向けの支援施策について紹介する。

2-8-1図

  知的財産を経営戦略に組み込んだ時期
10%

（ｎ＝１８５）機械、電気・電子、ＩＴ、その他
（ｎ＝４２）

ＩＴ

（ｎ＝３１）

医薬・バイオ

20%

30%

40%

50%

60%

21.1%

70%

80%

90%
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0%

100%

78.9%

11.9%

88.1%
45.2%

54.8%

「創業前」に知的財産が経営戦略に組み込まれている
「創業前」に知的財産が経営戦略に組み込まれていない
（備考）「機械、電気・電子、IT、その他」には、
「医薬・バイオ」は含まれない。
（資料）平成 29 年度特許庁制度問題調査研究「スタートアップが直面する知的財産の課題および支援策の在り方に関する調査研究」

（1）スタートアップへの支援施策
①知財アクセラレーションプログラム（IPAS）

要であるが、創業期における多くのベンチャー企
業は、資金調達などビジネスの立ち上げに手一杯
で、知的財産への対応は後手になっている。

ベンチャー企業にとっては、革新的な技術やア

そこで、創業期のベンチャー企業を対象に、ビ

イディアを知的財産で適切に保護しておくことが必

ジネスコンサルタントなどのビジネスの専門家と、知
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財専門家等からなる知財メンタリングチームを派遣

広く普及啓発することでベンチャー企業に対する知

することで、ベンチャー企業のビジネスを後押しす

財支援の活性化を促進する。

る知財戦略の構築や、知的財産権の取得に向け

本事業は 2018 年度に初めて実施し、2018 年
度は、10 社のスタートアップを採択して支援を行っ

た支援を行う［2-8-2 図］。
本事業により、知財を活用してビジネスを成長さ

た。2019 年度も規模を 15 社に拡大し実施する。

せるベンチャー企業の創出を図るとともに、成果を
2-8-2図

  創業期ベンチャー企業に対する知財ハンズオン支援事業イメージ

事業イメージ

提携／

IPO（株式公開）

ベンチャー企業

成熟期

創業
準備期

成長期

創業期

知財メンタリングチーム

知財戦略の構築を支援

ベンチャーキャピタル
経験者

ベンチャー支援
コンサル

②ベンチャー企業対応スーパー早期審査・面接
活用早期審査

ベンチャー支援経験のある
弁護士・弁理士

ンチャー企業支援策として、ベンチャー企業を対象
とする面接活用早期審査及びスーパー早期審査
を開始している。

投資家からの資金調達や、他の企業との事業

ベンチャー企業対応面接活用早期審査は、ベ

提携において、ベンチャー企業が特許権を取得し

ンチャー企業の「実施関連出願」を対象に、一

ていることは、技術力を裏付ける強力なアピール材

次審査通知前に面接を行うことで、ベンチャー企

料となる。したがって、ベンチャー企業にとっては、

業が戦略的に質の高い特許を早期に取得できるも

資金調達や提携のタイミングまでに重要な技術の

のである（2018 年実績 : 9 件）。

権利化を進める必要があり、スピーディな審査が望

ベンチャー企業対応スーパー早期審査は、ベン

まれる場面も少なくない。さらに、ベンチャー企業

チャー企業の「実施関連出願」を対象に、
スーパー

は権利取得の経験が少ないため、ビジネスで活用

早期審査のスピードで対応することで、何よりも早く

できる特許権取得には、審査の際、審査官とコミュ

特許権を取得したいというニーズに応えるものである

ニケーションを充分に図ることが重要である。
そこで、2018 年 7 月より、特許審査に関するベ
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（2018 年実績 : 42 件）。

第２部

ノベーション・プログラム）

（2）スタートアップと知財のコミュニティ
構築に向けて

特許庁では、JETRO に対する補助金事業とし

スタートアップにとっては、知財はハードルが高く、

て、日本で産業財産権を保有している日本の中堅・

対応が後回しになりがちであるため、知財戦略構

中小・ベンチャー企業を対象に、シリコンバレーや

築に向けて具体的に動き出すためには何らかの

深圳など、世界有数のベンチャー・エコシステムを

きっかけが必要である。しかしながら、スタートアッ

擁する地域で開催される大型展示会へのブース

プが普段コミュニケーションをとるコミュニティに弁理

出展、ビジネス・マッチングイベントへの参加を支

士などの知財の専門家が十分入り込めていないこ

援し、海外展開を促進する事業を 2015 年度から

とや、知財戦略の重要性を十分に理解している投

行ってきた。

資家が多くないこと等の理由から、そのようなきっ

2018 年 度 は、シリコンバレー、 深 圳、ASE-

かけに遭遇しにくいのが現状である。特許庁では、

AN、ベルリンにおいて実施した。2019 年度も、シ

スタートアップと知財の距離を縮め、スタートアップ

リコンバレー、深圳、ASEAN（タイ）において実

が知財に取り組むきっかけとなるよう、スタートアップ

施予定である。1

向け知財コミュニティの構築を推進している。

④スタートアップに対する料金の軽減制度

①スタートアップ向けのイベント・セミナーの
実施

一定の要件を満たすスタートアップの特許出願

スタートアップ向けのイベント・セミナーの企画を

については、特許庁へ支払う手数料の一部を軽
減する制度が利用可能である。
【対象者】
・設 立後 10 年未満で資本金額又は出資総額
が 3 億円以下の法人であること
・大企業（資本金額又は出資総額が 3 億円以
下の法人以外の法人）に支配されていないこ

特許庁における取組

③日本発知財活用ビジネス化支援（ジェトロ・イ

通じて、スタートアップに対して普及啓発を行うとと
もに、実際に知財の専門家に出会える機会を創出
している。2018 年度は、スタートアップや知財専
門家等が参加するイベント・セミナーを計 36 回、
スタートアップが集中する東京を中心に、大阪、福
岡等の地方都市でも実施した。

と
・審査請求料 1/3 に軽減

②知財ポータルサイト “IP BASE” の開設
2018 年 12 月には、スタートアップが「まず見る

・特 許 料（ 第 1 年 分から第 10 年 分 ）1/3 に
軽減
【軽減措置の内容（国際出願） 3 】

第８章

【軽減措置の内容（国内出願）2 】

サイト」、知財専門家と「つながるサイト」を目指し
た知財ポータルサイト“IP BASE” を新たに開設し

・送付手数料・調査手数料 1/3 に軽減

た 4。ここでは、先輩 CEO のインタビュー記事など、

・予備審査手数料 1/3 に軽減

スタートアップの知財意識向上を図るための魅力的

・P CT 国際出願手数料・取扱手数料 1/3 に

なコンテンツを掲載するとともに、スタートアップ支援

軽減（2/3 に相当する額の交付）

を行う知財専門家の検索機能などを実装する予定
である［2-8-3 図］。

１日
 本発知財活用ビジネス化支援（ジェトロ・イノベーション・プログラム）について
https://www.jetro.go.jp/services/innovation.html
２ 国内出願の減免制度について
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/index.html
３ 国際出願の軽減制度について
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_keigen_shinsei.html
４ IP BASE https://ipbase.go.jp/

１

2

3

4
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  スタートアップ向け知財ポータルサイト “IP BASE”

③投資家向けの知財手引書の公表

いて参考になる資料として、「ベンチャー投資家の
ための知的財産に対する評価・支援の手引き ～

スタートアップにとっては、ベンチャーキャピタルな

よくある知財の落とし穴とその対策～」を作成した

どの投資家の存在が大きい。このため、投資家

［2-8-4 図］ 1。本手引きにおいては、ベンチャー

が知財を適切に評価・支援することが、スタートアッ

投資において陥りやすい 13 個の落とし穴とその対

プが知財獲得や知財戦略構築に向けた人的、金

策について、実際に起きた事例をベースにして解

銭的資源を確保するためには効果的である。特

説している。

許庁では、ベンチャー投資家による知財支援にお
2-8-4図

  投資家向け知財手引書

１ベ
 ンチャー投資家のための知的財産に対する評価・支援の手引き
https://ipbase.go.jp/public/guidance.php
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１

Column 6

「フィットネス・ヘルスケア×AI」
で成長する
スタートアップFiNCの知財戦略
FiNC Technologies

溝口勇児氏

代表取締役 CEO

ヘルステックベンチャーとして注目されるFiNC Technologies（以下、FiNC）。
ダウンロード数が600万を超える（2019年6月現在）同社のアプリの特徴は、
スマホ上で、歩数・体重・睡眠などのライフログのデータを基に、

AI（人工知能）が美容や健康のアドバイスをしてくれる点にある。
同社の急成長を支えているのが、実は、創業当初から注力している知財戦略である。

現場で痛感した課題の
解決を目指して起業

を抱くことがあります。というのは、そうした
人たちは「マーケット」を一つの塊と意識して
いて、お客様一人ひとりを見ていないように感

――まず、FiNC を起業した経緯についてうか

じられるからです。私にとってのマーケットは、

がいます。

個々人のお客様の困りごとやニーズの集合体の

溝口

もともと私はスポーツクラブでトレーナ

ようなもの。こうした感覚を持つのは、トレー

ーの仕事に携わっていました。100人以上のお

ナーとしての経験があるからでしょう。そんな

客様のトレーニングを指導するなかで心がけて

現場で痛感した課題を解決したいと思って起業

いたのが、一人ひとりに対して適切なアドバイ

しました。

スを提供すること。過去の体重や血圧、トレー

――知財戦略に注力する企業は増えていますが、

ニング履歴などの情報を確認するためには、分

スタートアップのなかには「特許取得はハード

厚いカルテを参照する必要があります。何年も

ルが高い」と感じている企業もあるようです。

通っていただいているお客様の場合、何冊もの

そんななかで、FiNC はすでに多くの特許をお

カルテを見直さなければなりません。私自身、

持ちです。まず、これまでの特許への取り組み

テクノロジーに興味があったことから、こうし

についてお聞かせください。

た人手に頼る作業はいずれ自動化されるだろう

溝口

と感じていました。そして、そのタイミングが

を取得しました（2019年6月現在）
。審査中の

来たと思い、2012年に起業しました。

100件余りについても、その多くは順次、特許

――「この課題をこういうアプローチで解決し

として登録されるのではないかと考えています。

たい」という明確なビジョンがあったというこ

最初の特許を申請したのは2014年ごろ。その

とですね。

一つは、先ほどお話しした課題への解決策です。

溝口

他の起業家の方々と話をすると、「こう

お客様の課題やヘルスデータといった情報に基

いうニーズはあるか」「こういうマーケットは

づいて、AI がアドバイスする仕組みについて特

あると思うか」といった質問をされて、違和感

許を取得しました。

［スタートアップへの支援施策］
特許庁は2018年度、スタートアップ支援の強化に舵を切り、各種施策を打ち出してきた。
各種施策の詳細については、「第2部第8章1. スタートアップへの支援」を参照されたい。
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すでに170件ほど出願し、53件の特許

第２部
特許庁における取組

ビジネスの攻守に
力を発揮する特許戦略

がたくさんあります。そうしたメーカーの多く
が、サービスへのシフトを目指しています。つ
まり、「モノからコトへ」ということです。ただ、

――ビジネスを成長させるうえで、特許の意味

モノづくりに強い企業でも、＂コト＂のデザイ

をどのようにお考えですか。

ンが得意とは限りません。そこで、私たちのよ

溝口 「守り」と「攻め」の両面があります。

うな企業が求められているのでしょう。コトや

守りというのは、自分たちがやりたいことをお

体験をデザインするうえで、当社の持つテクノ

かしな理由で邪魔されたくないということ。参

ロジーや知財は欠かせない要素です。

入障壁にしようという気持ちがまったくないと

――新たなテクノロジーによって、以前は諦め

はいえませんが、誰かに足を引っ張られるよう

ていた課題が解決可能になっています。

な事態を避けたいという思いが強いですね。

溝口

スマホに代表される新しいデバイス、AI

一方の攻めは、自分たちの強みをわかりやす

やブロックチェーンなどの新しいテクノロジー

く示すことです。FiNC には優れたソフトウエ

によって、多くの課題への解決策が見出されて

アやエンジニアチーム、ユーザー層の厚みなど
いくつかの強みがありますが、特許も大きな柱
の一つです。アライアンスパートナーに対して、
FiNC という会社を理解していただく際にも、
とても有効だと感じています。
――いま、フィットネスやヘルスケアのビジネ
スには、大手をはじめさまざまな企業が参入し
ようとしています。
溝口 参入を検討する際には、
「自前かアライ
アンスか」
「アライアンスの場合、どこと組む
べきか」といった議論が社内で行われるのでは
第８章

ないかと思います。大企業であればさまざまな
ステークホルダーがいて、意見の集約にも相当
な時間とエネルギーが必要です。
こうしたプロセスを FiNC 側から見れば、そ
の企業が競合相手になるか協業相手になるかで
整理できます。その企業が FiNC との協業を選
ぶとすれば、特許は重要な説得材料になり、協
業相手が組織内でのコンセンサス形成に要する
時間を短縮する効果があるでしょう。
――大企業から見て、FiNC のようなスタート
アップと組むメリットはどのようなものだとお
考えですか。
溝口

日本には素晴らしい技術を持つメーカー

溝口勇児（みぞぐち・ゆうじ）
高校在学中からトレーナーとして活動。今日までプロ野球選
手やプロバスケットボール選手、芸能人など、延べ数百人を
超えるトップアスリートおよび著名人のカラダ作りに携わる。
NSPA トレーナーコース修了。トレーナーとしてのみならず、
業界最年少コンサルタントとして、数多くの新規事業の立ち
上げに携わり、また数々の業績不振企業の再建を担う。再建
を託された企業に関しては、そのすべてを史上最高業績へと
導く。2012年4月に FiNC を創業。一般社団法人アンチエイ
ジング学会理事。日経ビジネス「若手社長が選ぶベスト社長」
に 選 出、
「ニ ッ ポ ン の 明 日 を 創 る30人」に 選 出。WIRED
INNOVATION AWARD2018イノヴェイター20人。
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います。具体的には、高速化や省力化、低コス

特許を取得できるというわけではありません。

ト化、小型化などが可能になり、これまででき

一連のプロセスを主導するのは私です。お客様

なかったことができるようになりました。低コ

の課題に日々向き合い、テクノロジーやユーザ

スト化だけでも、大きなイノベーションにつな

ーエクスペリエンス／インターフェース、新し

がります。

いアイデアについて常に考えているのは私だか

たとえば、農業にドローンを導入すれば、肥

らです。何かアイデアが浮かんだら、すぐに弁

料や農薬の散布、栽培管理などに役立ちます。

理士に話します。ときには、深夜に電話をする

もしドローンが何百万円もすれば、購入する農

こともあり、専門家としての返答を得ることが

家は限られるでしょう。10万円なら、多くの

できます。即座に100点の回答は難しいとして

農家が導入するかもしれません。フィットネス、

も、次に会うときにはしっかりしたレスポンス

ヘルスケアの分野でも同じようなことが起こり

が返ってきます。

つつあります。私たちはその具体的なアプロー

――知財戦略を考えるためには、ビジネスやテ

チを考え続けています。

クノロジーなど幅広い知識が必要ということで

弁理士との＂壁打ち＂で
アイデアを具現化

すね。これほど多くの領域を CEO だけでカバ
ーするのは大変だと思います。
溝口

容易なことではありませんが、スタート

――特許の出願や取得に際して、弁理士などの

アップの経営者であれば、誰もが同じだと思い

専門家はどのように関わっているのですか。

ます。すべての領域を見ているからこそ発想で

溝口

きることがあり、そのようにして生まれたアイ

幸運なことに、とても優秀な弁理士と出

会うことができました。何かアイデアを出すと、

デアには力があると思っています。多くの企業

専門的な見地からアドバイスをしてくれて、私

はビジネスの成長に伴い、各領域のエキスパー

にとっては、よき＂壁打ち相手＂となってくれ

トに任せる体制に移行します。当然のことかも

ています。彼は創業の数年後に入社し、以来、

しれませんが、専門家任せでは次第に発想がし

インハウスの弁理士を務めてもらいました。

ぼんでしまうような気もします。では、どうす

現在は特許申請の案件が一段落したこともあ
り、非常勤としてときどき出社するという形で
す。本人には「いろいろな分野の知見を広げた

べきか。おそらく、これからも悩み続けるテー
マだと思います。

げて活動しています。こうしたスタイルは、Fi

企業の弁理士に求められる
三つの資質

NC にとっても有益です。フィットネスやヘル

――弁理士などのプロフェッショナルには、ど

スケアという分野だけで仕事をしていると、知

のような姿勢や資質が求められるでしょうか。

財に関する発想が狭くなってしまうかもしれま

溝口

せん。彼の知見や経験を通じて、私たちは新し

と思っています。その前提でお話しすると、私

い刺激を受けています。

が重視しているのは三つの資質です。

い」という意向があり、現在は事務所を立ち上

――特許に関する業務は、溝口さんと弁理士の

基本的には弁理士も、他の社員も同じだ

第一に、会社のミッションやビジョンに対す

二人で担っているのですか。

る当事者意識。FiNC が成し遂げたいと考えて

溝口

いることに対して、「自分が一翼を担う」とい

そうです。ただ、優秀な弁理士がいれば

［弁理士の育成］
知的財産保護の重要な担い手である弁理士には、これまで以上に知的財産の創造・保護・活用の
促進に貢献することが求められている。このような状況下で、知的財産に関する専門技術的な知
見を有する弁理士のさらなる育成および活用を図るべく、弁理士法について所要の改正を行って
きた。より詳細については、「第2部第9章1.（2）①弁理士の育成」を参照されたい。
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特許庁における取組

● FiNC Technologies が
提供しているサービス
「カラダのすべてを、ひとつのアプリで。
」をキャッチフレーズにし
たスマホアプリ「FiNC」を提供。記録した歩数や体重、睡眠などの
データに応じて専属のパーソナルトレーナーAI が美容・健康面での
アドバイスをしてくれる。2018年には、撮影した食事メニューか
らカロリーを自動的に計算する「食事画像認識機能」の提供も開始（右
下）
。都内5カ所でフィットネスジムも展開している（右上）

う強い気持ちで取り組むことです。

うではなく、いろいろなプレーヤーを巻き込み
ながらよりよい社会づくりに貢献したい、と私

客のときもあれば、社内の他部門やパートナー

は考えています。ただ、他者を巻き込むために

企業のときもあります。また、競合相手の視点

は、圧倒的な強みが必要です。特許を含めて、

で考えるべき場面もあるでしょう。特許に関し

自分たちの強みをさらに磨いていきたいと考え

ていえば、
「もしかしたら、相手はこういう手

ています。

法で FiNC への特許権侵害を避けようと考える

――溝口さんは他のスタートアップとの交流に

かもしれない」と想像してみる。そうした姿勢

積極的だと聞きました。

が、抜け穴のない特許申請につながります。

溝口

休日などを使って、若手の起業家たちと

第三に、自分のことを客観視する力です。

よく話をしています。特許の相談を受けること

100の話を聞いたとき、50しかわかっていな

も多いですね。特許の出願をサポートすること

いのに100を理解したつもりになる人もいます。

もあります。さまざまなビジネス領域の話を聞

これでは、自分を客観的にとらえたことになり

くと、特許については大きなチャンスが残され

ません。自分は何を理解しているのか、何を理

ているように感じます。少なくともフィットネ

解してないのかを正しく切り分ける能力はきわ

スやヘルスケアの分野には、かなりの可能性、

めて重要だと思います。

いわばホワイトスペースが広がっています。ハ

――今後、どのようにしてさらなる成長を目指

ードウエアとソフトウエア、あるいはサービス

していきたいとお考えですか。

などを掛け合わせれば、そこには新たな知財空

溝口 ビジネスの現場では、
「どうやって競合

間が広がっているかもしれません。

相手に勝つか」という思考に陥りがちです。そ

第８章

第二に、相手の立場で考えること。相手が顧

（構成・文／津田浩司）
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Column 7

スタートアップ企業にとっても特許権の取得は重要！
特許庁 知的財産経済アドバイザー／明治大学 情報コミュニケーション学部 准教授 山内 勇
現在、特許庁では、「STARTUPs×知財戦

とで、大企業との格差を縮めることができるはず

略」などスタートアップ支援を推進している。イノ

である。したがって、資金の制約に関わらず公

ベーションを促進するためには、新しいアイデア

平に制度を利用できるようにすれば、制度利用

を持った企業を育成し、既存企業との連携も含

に起因する格差の問題はある程度解消できる。

め、それを事業化しやすく社会に普及させやす

特許庁による中小企業支援・スタートアップ支援

い環境を作っていく必要がある。そして、新た

もまさにそうした不公平の是正を目的としている

なシーズを持つイノベーションの担い手として、ス

と言える。

タートアップに注目しているのである。日本は米国

では、特許制度を活用することで事業活動

と比べると、新たに開設される事業所のうち小

を有利に進められるという見方に、科学的な根

規模スタートアップが占める割合が圧倒的に低い

拠（エビデンス）はあるのだろうか。実は、そ

ことが知られている（例えば、少し古いデータで

れに関しては、特許庁は毎年、「我が国の知的

あるが、比較可能な平成 18 年事業所・企業

財産制度と経済の関係に関する調査」（以下、

統計調査と Business Dynamics Statistics の

我が国調査）を行っており、かなりのエビデンス

データによれば、新規開設事業所のうち 5 人未

が蓄積されてきている。そこでは、経済学者が

満の事業所が占める割合は米国で 20.7%、日

質の高い実証研究を行っている（近年では統

本で 2.7％である）。ここにも、小規模スタートアッ

計的な因果推論まで行っているものもある）。例

プを支援する必要性が見て取れる。そのための

えば平成 27 年度調査では、中小企業の属性

手段として、特許庁では、特許権の取得支援

の違いを考慮したうえで、特許を取得した企業

や啓蒙活動を行っているわけである。

は、取得しなかった企業と比べて、統計的因果
推論の結果として、売上高や付加価値、研究

160

さて、ここでひとつの疑問がわいてくる。果た

開発投資が増えることが示されている。これは

して本当に特許を取得することがスタートアップ

どちらかというと、特許権による事業領域の確保

の事業活動の役に立つのかという疑問である。

（投資の保護）の効果に着目した研究であるが、

特許制度の存在を前提とすれば、当然ながら、

中小企業にとって、特許の取得が重要になるの

制度を有効に活用できる企業の方が競争で優

はそのためだけではない。特に、資金繰りは中

位に立てるだろう。この点で、資金力や技術力

小企業の事業継続に極めて重要であり、特許

が高く多くの権利を保有する大企業ほど、特許

権の取得は、投資家に対して自社の技術力や

制度の恩恵を享受できるため、特許制度はむし

交渉力をアピールする有効な手段と考えられる。

ろ、大企業と中小企業の格差を広げることにな

仮に技術力において競合企業とそれほど差がな

るのではないかという見方もある。もちろん、中

かったとしても、特許の取得は、投資家に安心

小企業に資金の制約がなく、望むだけ権利を取

感を与えることで資金調達を容易にすることも考

得できるのであれば、制度を適切に活用するこ

えられる（シグナリング効果）。
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許取得がスタートアップの資金獲得可能性を高
める結果が示されている。その実証研究を簡

特許庁における取組

実際、平成 28 年度の我が国調査では、特

* 印が多いほど統計的な有意性は高いことを示
している。
この図によれば、特許出願やその査定が、

単に紹介しよう。コンピュータやバイオテクノロ

統計的にも有意に資金獲得確率を高めることが

ジーなどいくつか選択された業種を対象に、ベ

分かる。また、特許出願の効果はコンピュータ

ンチャーキャピタルからの資金調達額が判明して

産業で高く、バイオ・医療産業では出願よりもむ

いるベンチャー企業 1106 社を対象とした分析結

しろ特許査定の効果や有意性が高いことも分か

果である（ジャパンベンチャーリサーチ社の商用

る。これは、技術が早い業界においては、出

データベースを利用）。

願というシグナリングの機能がより重要で、不確

まず、特許出願後にベンチャーキャピタルから

実性の高い業界においては、専有可能性や事

資金を得られる確率がどのように変化するかを、

業領域の確保がより重視されることを示唆してい

図 1 によって確認してみる。横軸は経過日数で、

る。なお、ここでは省略するが、報告書では、

縦軸はその時点までに資金を獲得できている累

早期に特許査定を受ける企業ほど資金調達可

積確率を意味している。上の折れ線が特許出

能性が高いことなども明らかにされている。

願を行った場合の資金獲得確率で、下の折れ

これらの結果は、特許の出願・取得がスター

線が特許出願を行わなかった場合の資金獲得

トアップの資金調達に重要な影響をもたらすとい

確率を推定したものである。特許出願を開始し

うエビデンスを提供している。イノベーションの促

た場合の方が、資金獲得確率は急激に上昇し

進に当たって、スタートアップに期待される役割

ており、早期に資金を得られる可能性が高いこ

も大きく、その成長のためには継続的な資金調

とが分かる。また、特許を出願した場合には、

達が不可欠だろう。したがって、スタートアップ

資金獲得確率は最終的に 28% 程度にまで高ま

が特許出願を行いやすい環境を整えること、早

るのに対し、出願しない場合には 6% 程度である

期の権利化を実現することが、イノベーションの
促進に寄与するものと考えられる［図 2］。

［図 1］。
図１

特許出願と資金獲得確率

図２

資金獲得確率への影響（企業属性の違いを考慮した値）
10.99 ***

10.00

第８章

資金獲得確率の変化（比率）

12.00

8.00
6.00
4.00

4.77***
3.01***

2.00
0.00

全体

特許出願による効果
注：業種や設立年の影響をコントロールした競合リスクモデルで推定した累積
確率である。

2.03 *

***
2.34 ** 2.63

コンピュータ業 バイオ・医療業
特許査定による追加的効果

注：*** は 1% 水準、** は 5% 水準、* は 10% 水準で有意であることを意味する。

なお、報告書では、業種やベンチャーキャピ
タルの属性ごとに、他の条件を一定にしたままで、
特許を出願（取得）した場合と出願（取得）し
なかった場合の資金獲得確率の比率を推定し
ている。その一部を簡単にまとめたのが図 2 で
ある。図中の数値は、例えば、特許を出願する
と資金獲得確率は 4.77 倍になることを意味して
いる。なお、
統計的な有意性の検定も行っており、
特許行政年次報告書2019年版
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多様なユーザーへの支援・施策

２．中小企業への支援
我が国の中小企業は、 全企業数の９９. ７％を占め、日本の産業競争力やイノベーションの源泉として大き
な役割を果たすとともに、 地域の雇用を支える日本経済にとって欠かすことのできない重要な存在となって
いる。
しかしながら、 中小企業における知財活動は穏やかな進展をみせているものの、 例えば、 特許出願件数
に占める中小企業の出願の割合は約１５％にとどまっており、 企業数からみても、 一層の加速が必要である。
このため、 中小企業に対し、 知財の意識を高め、 知財の取得・活用を促進することにより、 中小企業の
イノベーションの創出を支援し、 地域の活性化へとつなげるためにも、 中小企業への支援施策の充実を図っ
ているところである。
本節では、 特許庁の中小企業向けの支援施策について紹介する。

（１）
戦略的知的財産活用型中小企業海外展
開支援事業

（KPI）の設 定と PDCA サイクルの確 立という3

人材、資金、情報等が不足する中小企業にとっ

の取得・活用の促進により、中小企業のイノベーショ

ては、高い技術を有していても、海外展開に踏み

つの基本方針に則り、地域・中小企業による知財
ン創出を支援することを目指している。

切ることは容易ではない。また、中小企業がグロー

なお本計画の成果目標（KPI）では、知財総

バルニッチトップを目指すためには、経営戦略、技

合支援窓口における相談件数や専門人材による

術・研究開発戦略、知的財産戦略などを総合的

支援件数等が全国レベルで設定されており、さら

に立案・実行していくことが必要である。

に 2017 年 12 月に、各地域・中小企業に対する

そこで特許庁では、2019 年度から、高い技術

支援施策をよりきめ細やかに実施するため、「都道

力を有する中小企業の海外展開を戦略的に支援

府県の特色を踏まえた平成 31 年度までの目標」

するため、PCT 国際出願を予定している中小企

がとりまとめられている。

業に対し、中小企業基盤整備機構（中小機構）

これらの全国レベルおよび地域レベルで設定し

を通じて、3 年間にわたり、専門家によるコンサルティ

た、成果目標（KPI）の達成に向け、2018 年には、

ング支援を行うとともに、PCT 国際出願に係る費

同計画に基づき、4 月に東京で、10 月から 11 月

用の 1/2 を助成する予定である。

にかけては地域ブロックごとに、関係者を集めた連
絡会議を開催、地域における知財の取組状況や

（2）
地域知財活性化行動計画の実施
2018 年 6 月に策定された「知的財産推進計
画 2018」では、「地方・中小企業・農業分野の

うなどの取組が行われた。
2017 年 6 月に閣議決定された「未来投資戦

知財戦略強化支援」
を重要課題として掲げるなど、

略 2017」 でも、同計画に基づき、地域の中堅・

中小企業による知的財産の積極的な活用を支援し

中小企業の知財戦略の強化を促進することとされ

ていくことは、地方創生の観点から重要である。

ており、同計画に基づく成果目標と「都道府県の

特許庁では、2016 年 9 月の産業構造審議会

特色を踏まえた平成 31 年度までの目標」を指標と

第 9 回知的財産分科会での議論を経て、「地域

し、各都道府県や地域の関係機関と一体となって

知財活性化行動計画」を策定した。同計画では、

取り組むことで、地域・中小企業支援のより一層

（ⅰ）着実な地域・中小企業支援の実施、
（ⅱ）地域・
中 小 企 業の支 援 体 制の構 築、（ⅲ） 成 果目標
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先進的な優れた先進事例について情報共有を行
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の充実を図っていく。
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①中小企業に対する外国出願支援 1

②中小企業に対する知的財産侵害対策 4
経済のグローバル化とアジア地域の経済発展に
伴い、特にアジア地域において日本企業の商品の

経済のグローバル化に伴い、中小企業において

模倣品が製造され、世界中で被害が報告されて

も海外進出が進んでいるが、海外市場での販路

いる。模倣品の氾濫は、消費者に対するブランド・

開拓や模倣被害への対策には、進出先において

イメージの低下や製品の安全性の問題等、企業

特許権や商標権等を取得すること等が極めて重

に悪影響をもたらすおそれがあり、対策を講ずるこ

要である。しかし、海外での権利取得には多額の

とが極めて重要である。特許庁では 2014 年度 5

費用がかかり、資力に乏しい中小企業にとっては

から、中小企業の海外での適時適切な権利行使

大きな負担となっている。

を促進するため、JETRO を通じて、海外で取得

特許庁では 2008 年度から中小企業の戦略的

した特許・商標等の侵害を受けている中小企業に

な外国出願を促進するため、外国への事業展開

対し、模倣品の製造元や流通経路等を把握する

等を計画している中小企業に対して外国出願に要

ための侵害調査、調査結果に基づく模倣品業者

する費用の一部を補助している。2014 年度からは、

への警告文作成、行政摘発までを実施し、その

従来の地域実施機関としての都道府県等中小企

費用の一部を助成している。2018 年度は 23 件を

業支援センター のほか、新たに全国実施機関と

採択した。

2

して独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）

2015 年度から、海外で冒認出願され取得され

を補助事業者に加え、すべての都道府県の中小

た権利等に基づいて中小企業等が知的財産侵害

企業に対し、支援可能な状況である。2018 年度

で訴えられた場合等の弁護士への相談や訴訟準

は 48 地域の都道府県等中小企業支援センター等

備・訴訟に係る費用の一部を助成する防衛型侵

及 び JETRO で 実 施 し、878 件（ 前 年 度 比

害対策を実施し、2018 年度は 2 件を採択した。

106％増）を支援した。

また、 2016 年度からは、新たに海外でブランド

〔事業内容〕

名等を悪意の第三者により先取出願された場合

○補助率：2 分の 1 以内

の、当該商標の無効・取消係争に要する費用の

○補助額：

一部を助成する冒認商標無効・取消係争支援を
実施し、2018 年度は 29 件を採択した。

第８章

1 企業に対する上限額：

特許庁における取組

（３）
 企 業の海外展開における費用面の支
援

300 万円（複数案件の場合）
案件ごとの上限額：
特
 許 150 万 円、 実 用 新 案・意 匠・商 標
60 万円、冒認対策商標 3 30 万円
○補助対象経費：

■模 倣品の調査、模倣品業者への対策費用に
関する支援（模倣品対策支援事業）
〔事業内容〕
○補助率：3 分の 2

外 国特許庁への出願料、国内・現地代理人

○上限額：400 万円

費用、翻訳費用等

○補助対象経費：
現 地侵害調査費、模倣品業者への警告文
作成費、行政摘発費用等
※ 2 016 年度からは税関登録に要する費用も含
む

１お
 問い合わせ先等その他詳細な情報は下記ウェブサイト参照
https://www.jpo.go.jp/support/chusho/shien_gaikokusyutugan.html
２ 中小企業支援法（昭和 38 年法律第 147 号）第 7 条第 1 項の規定による指定法人。指定法人数は全国 60 か所で、都道
府県及び同法施行令第 2 条に掲げられている政令市に設置。
３ 冒認対策商標：悪意の第三者による先取出願（冒認出願）の対策を目的とした商標出願。
４ お問い合わせ先等その他詳細な情報は下記ウェブサイト参照
https://www.jpo.go.jp/support/chusho/shien_kaigaishingai.html
５ 2005 年度から 2013 年度まで、
中小企業庁の中小企業海外展開等支援事業費補助金（中小企業知的財産権保護対策事業）
として模倣品に関する侵害調査に係る費用の一部を助成する事業を実施。2014 年度からは侵害調査及び調査結果に基
づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発費用を支援対象に加え、特許庁で実施。

１

4
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第８章

多様なユーザーへの支援・施策

■冒 認出願等により現地企業から知的財産侵害

「セーフティネットとしての施策」として、日本商工

で訴えられた場合の対策費用に関する支援（防

会議所、全国商工会連合会及び全国中小企業

衛型侵害対策事業）

団体中央会を運営主体とした知財分野としては初

〔事業内容〕
○補助率：3 分の 2

めての海外知財訴訟費用保険制度を創設した。
創設に伴い、中小企業が本保険に加入する際

○上限額：500 万円

には、保険掛金への助成を行う補助事業を実施し

○補助対象経費：

ており、中小企業の保険加入を促進している。

海 外での係争に要する費用（損害賠償・和
解金を除く）
例：弁 理士・弁護士への相談等訴訟前費用、
訴訟費用、対抗措置、和解に要する費

〔事業内容〕
○補 助率：2 分の 1（継続して 2 年目以降も本
補助金の対象となる場合は、3 分の 1）
○補助対象経費：中小企業等の保険掛金

用等
■海 外でブランド名等を悪意の第三者により先取

④海外における知財活用支援

出願された場合の当該商標無効・取消係争費

2015 年度から、JETRO を通じて、海外への

用に関する支援（冒認商標無効・取消係争支

技術流出を防ぎつつ、中堅・中小企業の知的財

援事業）

産を活用した海外でのビジネス展開の促進を支援

〔事業内容〕
○補助率：3 分の 2
○上限額：500 万円

するための取組を開始した。
2016 年度からは、地域団体商標の海外展開を
支援する取組を拡充して実施している。

○補助対象経費：
海 外での冒認商標無効・取消係争に要する費
用（損害賠償・和解金を除く）

〔事業内容〕
ライセンス契約の締結や販路開拓等、外国で

例：異議申立、無効・取消審判請求、訴訟に要

の知的財産権の活用を目指す中堅・中小企業や

する費用等

地域団体商標登録団体に対して、以下の支援を
実施している。

③海外における知財係争対策 1
海外での現地企業による出願件数の増加に伴
い、中国をはじめ、海外での知財係争に中小企
業が巻き込まれるリスクが増加傾向にある。
中小企業は資金不足から応訴することができ
ず、事業撤退や会社の存続の危機に追い込まれ
るなど、海外でのビジネス環境の悪化が懸念され
る状況にあり、対策を講じることが重要である。
そこで、特許庁では、2016 年度に、中小企業
が海外において知財係争に巻き込まれた場合の

１お
 問い合わせ先等その他詳細な情報は下記ウェブサイト参照
http://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_sosyou_hoken.htm
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○国 内外におけるセミナーの開催から現地専門家
等を活用したビジネスプランの作成支援及びビジ
ネスパートナーへのプレゼンテーション機会の提
供等にわたる包括的支援。
○海 外見本市への出展及び現地における商談会
等の開催によるビジネスパートナーとの商談機会
の提供。
○本 事業への参加企業を対象とした技術流出に
配慮した上での多言語による情報発信。
○現 地パートナー候補の発掘等、海外事業展開
に必要な調査の実施。

1

第２部
特許庁における取組

（4）金融機関の取引先企業の価値向上に
向けて―中小企業知財金融促進事業

・普 及啓発・人材育成：金融機関職員向けの
マニュアルの提供や、研修・フォーラムを開催。

の進展―1

2018 年度は、３種類のマニュアルを提供し、
研修・フォーラムを４回開催。

金融機関による、取引先企業が保有する知的
財産の理解を切り口とした融資やビジネスへの支
援は、中小企業における知的財産への取組意識

この事業は、2014 年度の試行を経て 2015 年

を高め、知的財産活用の裾野の拡大につながる。

度から実施しており、地域金融機関における全て

また、中小企業からは、特許等の知的財産を金

の業態において「知財金融」 が浸透した（コラ

融機関に正しく理解してもらい、資金調達やビジネ

ム 8 参照）。

ス拡大に向けた相談につなげたいとの期待がある

2019 年度は、金融機関からの「取引先企業

一方で、金融機関には中小企業の知的財産を活

の経営支援（本業支援）を通じて取引先企業の

用したビジネスについて適切に理解しアドバイスでき

価値を高め、資金需要を創出したい」とのニーズ

る人材が不足している現状がある。

の高まりに応えるため、上記事業に代えて「中小

そこで特許庁では、金融機関が取引先企業の

企業知財経営支援金融機能活用促進事業」を

知的財産に着目し、その企業の事業・経営支援

実施し、知財ビジネス評価で見える化した経営課

を行う取組（知財金融）を、「中小企業知財金

題に対する解決案を「提案」としてまとめた「知

融促進事業」を通じて支援してきた［2-8-5 図］。

財ビジネス提案書」 の提供を開始し、地域の中
小企業支援により注力した事業を進める。

〈支援スキーム〉
・知財ビジネス評価書の提供：中小企業の知的
財産を活用したビジネスを評価した評価書を
専門機関が作成し、金融機関に提供する。
2018 年度は、150 件提供。
・伴走型支援：知財専門家を金融機関に派遣し、
知財を切り口とした事業理解や成長支援の枠
組みを金融機関内に構築する。2018 年度は、

2-8-5図

第８章

18 金融機関を支援。
  中小企業知財金融促進事業における ３ つの支援スキーム
中小企業

伴走型支援
与信判断・本業支援に活用

金融機関の
事業理解・本業支援
スキームを見直し

3

ヒアリング

普及啓発・人材育成

クライアントである
中小企業の評価の申請

評価の指示&
評価書作成費

マニュアルの提供・
研修の実施など

金融機関等
１ 詳細は「知財金融ポータルサイト」を参照。https://chizai-kinyu.go.jp/

評価書提出

特許庁の
受託事業者

評価書提出

提携調査会社
（複数）
1

特許行政年次報告書2019年版

165

Column 8

「知財金融」の広がり〜５年間を振り返って〜
中小企業知財金融促進事業は、 試行を含め５年間実施してきた。事業開始当初は知財金融
に関心を示す金融機関は少なく、 2014 年度に一次公募を行った際は僅か 3 機関からの応募
であった。 そこから、 徐々に知財金融の考え方が浸透し、 地域銀行を中心に本事業に参加す
る金融機関が増加していった。知財金融の金融機関への広がり
（成果）は、知財金融委員会（委
員長 家森信善神戸大学教授）でとりまとめた 「最終とりまとめ」1 が詳しいが、このコラム
では、 ①定量的な観点として、 数値から見た知財金融、 ②定性的な観点として、 金融機関・
中小企業からの声、③事業成果の報告会である知財金融フォーラムの開催結果から紹介する。
●数
 値から見た知財金融

信用金庫の約 4 割、信用組合の 1 割強に知財

5 年間で 210 の金融機関 が、本事業を通

金融は広がっており、特に地域銀行での浸透が

じて 779 件の知財ビジネス評価を実施した。金

顕著である。アウトカムの一つと言える融資実績

融機関の業態別に見ると、地域銀行の約 8 割、

は、44 億円ほどに至っている［下図］。

2

図

数値から見た「知財金融」

●金
 融機関・中小企業の声
①金融機関における知財金融
金融機関における知財金融の取組は様々だ
が、取引先企業とのコミュニケーションの深化を

（１）与信判断への活用
・従 来対応困難な資金需要にも対応が可能
となり、取引先の成長を支援することができ
た。

入り口として、与信判断・本業支援への活用可

・案件審査における定性評価の参考情報とし

能性の検討と実践、組織内での横展開、事業

て評価書を活用し、プラスの評価に繋げる

性評価スキームへの反映の流れを経ることが多

ことができた。

い。知財ビジネス評価の活用結果として、例え
ば以下の声が聞かれた。
１ 中小企業知財金融促進事業「最終取りまとめ」
（2019 年 3 月）は、知財金融ポータルサイト（https://chizai-kinyu.go.jp/）で公表している。
２ 2019 年 4 月末現在で、金融機関合併等を反映させた金融機関数。知財ビジネス評価を実施した金融機関の実数は 214 機関。なお、
「最終と
りまとめ」では実数を掲載している。
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１

第２部
特許庁における取組

●知
 財金融フォーラムの開催～地域金融機関

（２）本業支援への活用

全体への広がり～

・知 財に関する課題に対し、公的機関や専
門家を紹介してこれに対応した。
・企 業の強みを把握し、商談会出展の勧奨

知財金融フォーラムは、その年度の成果報告
会として、年度末に開催している。2019 年 3 月
4 日に開催した知財金融フォーラム 1 では、４年

を行った。

目となる本フォーラムにおいて初めて、信用組合
②中小企業における知財金融

から事例発表が行われた。

一方で、評価の対象となった中小企業からみ

また、１８金融機関からの取組成果をポスター

た知財金融はどうなのか。2018 年度事業では、

展示として公表し、参加者からの投票形式で、

直接又は金融機関を通して間接的に、中小企

示唆に富んでいるとの評価を多く受けた取組を

業の方々にとってどのような効果・影響があった

５つ発表した。地域の支援機関との連携を深

のかを確認した。自社の強み・こだわりの再認

めて、技術からブランドまで網羅的な事業性評

識から、企業内においては社員の意識改革に、

価を進めている地域銀行をはじめとして、売上

企業外においては営業活動の改善につながる

げ向上に結びつけた信用金庫、さらに信用組

効果があったことがうかがえる。

合の取組も選ばれ、地域金融機関の全ての業

（１）企業内への効果・影響

態に知財金融が広がり、根付き始めていること、

・自社の価値が客観的に評価されることにより、
社員の自信につながった。

また、そのような状況が全国の金融機関から注
目されていることを感じ取ることができた。

・経 営改善意識の醸成につながり、黒字転
換となった。
（２）企業外への効果・影響
・技術売り込みの強化につながり、メディアに
も取り上げられた。
・自社の「強み」から、産学官連携で新商
品の開発検討につながった。
第８章

図

注目が集まった５つの金融機関・パネル展示・フォーラム会場

１ ザ・グランドホール（東京品川）にて開催。参加者数：209 名、うち金融機関関係者 96 名。
知財金融ポータルサイトでも紹介している。
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Column 9

「地域・中小企業向け知的財産関連施策」
３０年史
〜平成時代を振り返って〜
2019 年 4 月 30 日をもって平成時代は幕を閉じ、 5 月 1 日より新たな令和時代を迎えた。
平成以前の特許庁の施策には、 地域・中小企業に特化したものはなく、 知財制度の整備等、
企業全体に係る施策の実施にとどまるものであったが、 平成時代には、 地域・中小企業にお
ける知的財産活動を支えるため、 地域・中小企業向け知財活用支援施策を本格実施し、 数多
くの支援観点を検討し、 見直しを進めてきた。
そこで、 2018 年度中小企業等知財支援施策検討分析事業 「中小企業の知的財産活動に
関する基本調査」1 を通じて、 平成時代の地域・中小企業向け支援施策がどのように展開され、
30 年間と期間をかけてどのような施策効果を得るに至ったのかを 「30 年史」としてとりまと
めた［下図］。
図ってきた経緯が見て取れる。このように、社会・

我が国の社会経済状勢と地域・中小企業向
け支援施策の関係を見ると、政府などによる中

経済の状勢を捉まえつつ支援施策を適宜拡充

小企業等に対する様々な支援の展開に呼応す

させてきたことが平成時代の特徴と言える。
また、中小企業を支援ターゲットとして明確に

る形で、知的財産面の支援についても充実を

2
0
0
3

知的財産推進計画
⃝
地域中小企業知的財産戦略支
⃝
援
中 小・ ベ ン チ ャ ー 企 業 向 け セ
⃝
ミナー
中小企業庁との連携 ほか
⃝
杯

地上デジタル
テレビ放送開始

サッカー
日韓共催

アメリカ同時
多発テロ
中央省庁再編

W

○中小企業支援人材の育成

●中小企業支援施策の普及
促進
●地域における支援体制の
拡充

成果と課題

九州・沖縄
サミット

中小企業基本法
改正

長野オリンピック

世紀の知的財産権

アジア通貨危機
金融機関破綻

を考える懇談会

（長官私的懇談会）

阪神大震災

最終合意文書署名

ウルグ
アイラウンド

関西国際空港
開港

山形新幹線開通

バブル経済崩壊

東西ドイツ統一

消費税導入

主な出来事

21

○特許等出願件数の増加
○知的財産制度認知度向上
○知財専門家人材の増加

●制度認知度の一層の向上
●地域における取組活性化

（有識者ヒアリング等より）
G
A
T
T

着手段階

2
0
1
0

2
0
0
2

平成一五年
（
年）

2
0
0
1

平成一四年
（
年）

2
0
0
0

〇中小 企 業 の 実 態 を 捉 え る べ く
施策を展開。
知 的 所 有 権 セ ン タ ー、 特 許 室
⃝
設置
特許流通促進事業
⃝
（～
年度）
特許流通アドバイザー
⃝
（～
年度）
特許電子図書館（ IPDL
）稼働
⃝
（情報ツールの拡充）
各
⃝種研修事業の充実
料
⃝金減免制度開始 ほか

本格実施前

中 小 企 業 特 許 講 座・ 地 域 講 習
⃝
会ほか
電子出願相談・指導
⃝
早期審査・早期審理
⃝
特許庁の施策は中小企業に特化
し た も の で は な く、 広 く 企 業 に
おける知財制度の活用に絞った
ものであった。

中小企業向け施策の経緯
特許行政年次報告書2019年版

平成一三年
（
年）

1
9
9
9

平成一二年
（
年）

1
9
9
8

2
0
1
0

１ https://www.jpo.go.jp/resources/report/chiiki-chusho/report_chusho_chizai.html

168

平成一一年
（
年）

1
9
9
7

平成十年
（
年）

1
9
9
6

平成九年
（
年）

1
9
9
5

平成八年
（
年）

1
9
9
4

平成七年
（
年）

1
9
9
3

平成六年
（
年）

1
9
9
2

平成五年
（
年）

1
9
9
1

平成四年
（
年）

1
9
9
0

平成三年
（
年）

1
9
8
9

平成二年
（
年）

平成元年
（
年）

●平
 成時代の地域・中小企業向け知的財産関連施策（主なもの）

１

第２部

中小企業の知的財産に対する意識向上や事業
な転換であり、実証的な取組を含め様々な取組

活動に好影響をもたらしてきたことが、本調査か
を実施し、さらに施策の絞り込み・発展へとブラッ

ら確認できた［下表参照］。

用を広く伝播させ、企業活動に不可欠なものと
る。

知的財産と経営の関係を意識する経営者が増加したことは、 平成後半の取

✓ ただし、 解決を図るべき課題に対する認識は従前と同様の内容 1 を挙げる経
組の成果である。

営者も多く、こうした課題解決が今後も重要である。
本調査は以下 ３ つの調査を実施
・データ分析調査
・アンケート調査
・ヒアリング調査

✓ 中小企業における知的財産の活用について、 各段階を経て着実な進展が確
認された。

✓ 情報ツール・マニュアル類の作成や訪問型支援・伴走型支援の拡充を通して、
2018 年度
『中小企業の知的財産活動に関
する基本調査』より

「令和」という、新しい時代における知財活
シュアップを進めてきたことも特徴としてあげられ

ンの担い手である地域・中小企業を支えていく。
を蓄積・活用してきたことの成果として、地域・

新元号

成果と課題

○地域・利用者目線での知
財支援の実践（伴走型支
援の確立）
○窓口機能の強化
○啓発
 ツールの再編・拡充
○支援対象を特化した支援
手法採用

●地域・中小企業における
知財意識の一層の拡大
●知的財産経営の実践拡大
●地域・中小企業の経済活
動に連動したニーズを捉
えた施策展開
●支援
 体制の一層の拡充

大阪府北部地震

天皇退位特例法

熊本地震

大筋合意

産業競争力
強化法

日本再興戦略

東京スカイツ
リー開業
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令和へ

ほか

新成長戦略

東日本大震災

成果と課題

米国オバマ大統
領就任
行政刷新会議

新潟中越地震

クールビス発表

行政改革推進法

新潟中越沖地震

リーマン・ブラ
ザース経営破綻

○「知的財産経営」の定義
化
○支援モデルを活かした地
域展開

成果と課題

●出願の厳選や景気後退の
影響による出願件数等の
減少
●新たな施策立案の必要性

形成段階

ほか

〇中小 企 業 の 実 態・ 特 性 に 応 じ
た施策を通じた支援方策の創
出・試行。

外国出願補助金開始
⃝
スーパー早期審査開始
⃝

〇中小 企 業 支 援 の モ デ ル 手 法 を
全国へ展開。
普及支援課設置
⃝
情 報 ツ ー ル・ マ ニ ュ ア ル 類 の
⃝
充実
各 種 専 門 家（ ア ド バ イ ザ ー、
⃝
プロデューサー等）の派遣に
よる訪問型支援

実践段階

海外侵害対策の充実
⃝
特許庁減免制度改定
⃝

〇地域・ 中 小 企 業 の 経 済 活 動 を
支える支援体制・施策の充実。
地域知財活性化行動計画
⃝
知財総合支援窓口開設
⃝
情報ツール更改・刷新
⃝
各 種 専 門 家（ 知 財 専 門 家、 ア
⃝
ド バ イ ザ ー、 プ ロ デ ュ ー サ ー
等）による伴走型支援
知財金融促進
⃝
ベ ン チ ャ ー・ ス タ ー ト ア ッ プ
⃝
支援
グローバル知財マネジメント
⃝
人材育成

強化・拡充段階

平成三一年
５月１日
（
年）
平成三十年
（
年）
平成二九年
（
年）
平成二八年
（
年）
平成二七年
（
年）
平成二六年
（
年）
平成二五年
（
年）
平成二四年
（
年）
平成二三年
（
年）
平成二二年
（
年）
平成二一年
（
年）
平成二十年
（
年）
平成一九年
（
年）
平成一八年
（
年）
平成一七年
（
年）
平成一六年
（
年）

○知財施策推進体制構築
○中小企業の知財活用の詳
細把握
○戦略的な知財活用・経営
との関係に着目した支援
方策の提起
知的財産基本法
⃝
知 的 財 産 戦 略 本 部・ 地 域 知 的
⃝
財産戦略本部

T
P
P

2
0
1
9

2
0
1
8

2
0
1
7

2
0
1
6

2
0
1
5

2
0
1
4

2
0
1
3

2
0
1
2

2
0
1
1

2
0
1
0

2
0
0
9

2
0
0
8

2
0
0
7

2
0
0
6

2
0
0
5

2
0
0
4

地域・中小企業向け知財活用支援施策の成果（調査結果から抜粋）
表

するために、様々な取組を通じて、イノベーショ
こうした施策を継続して展開し、幅広い知見

特許庁における取組

位置づけたのは、知財活用支援施策として大き

１「従前と同様の内容」とは、本報告書における調査結果によると、①知財活用について意識を持っていない中小企業等が依然として多い、②知財経営の実践が進んでい

るが、一部の企業にとどまっている、等があげられる。
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多様なユーザーへの支援・施策

（5）特許情報の有効活用のための支援 1
特許情報とは特許の出願や権利化によって生み

た、専門家によるヒアリング結果を踏まえた効果
的な特許情報調査を実施。（2018 年度実績：

出される公開情報であり、これを調査・分析するこ

92 件）※利用無料

とによって、競合他社の動向や技術開発のトレンド

・新 分野への進出、新製品の開発を目指す中

等を知ることが可能となる有益なデータとなる。し
たがって、これを積極的に事業戦略に活用するこ

小企業等の研究開発戦略の策定支援。
・強い権利の取得や権利化可能性の向上を図
ることを目的とした、中小企業等におけるオー

とが企業の発展のために重要である。
しかし、特許情報の調査・分析を適切に行い

プン・クローズ戦略等の策定支援。

事業戦略に活かすためには専門的知識が必要で
あり、また、調査内容によっては少なくない費用が

b. 審 査請求を行う前の特許出願を有する中小企

かかることから、先行技術調査等の特許情報分

業等に対し、無駄な審査請求の回避による知

析にかかる公的支援へのニーズは 21.9％ と高い。

財活動費用の削減等を目的とした権利取得判

そこで、中小企業等の事業活動における事業

断を支援するため、先行文献の調査を実施。

2

構想、研究開発、出願及び審査請求の各段階
のニーズに応じた包括的な特許情報分析を支援

（2018 年度実績：80 件）※利用料の一部負
担あり

し、中小企業等における特許情報の活用を推進
するための取組を 2015 年度から実施している。

②特許情報を利用した事業活動の普及・啓発
これまでの支援によって生まれた、特許情報を

〔事業内容〕

事業活動へ利用する中小企業等の事例をもとに、

①特許情報の調査・分析に関する支援

特許情報を調査・分析することのメリットを普及・

a. 事 業構想、研究開発、出願の各段階にある中

啓発するための周知活動を実施する。

小企業等に対し、以下に掲げる支援を目的とし

１お
 問い合わせ先等その他詳細については下記ウェブサイト参照
https://www.jpo.go.jp/sesaku/chusho/bunseki.htm
２ 平成 25 年度中小企業等知財支援施策検討分析事業「中小企業の知的財産活動に関する基本調査報告書」
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１

第２部
特許庁における取組

3．大学への支援
我が国産業の国際的な競争力を確保しつつ持続的な発展を実現していく上で、 イノベーションの促進を効
率的に進める必要がある。 特許庁・INPIT では、 イノベーションの源泉である大学の研究を社会に橋渡しす
るため、 知財戦略の策定などの知財マネジメントの支援や事業化を見据えた知的財産の権利化等に関する
支援を行ってきた。 2019 年度から、これらの支援に加え、 専門家が大学研究者を個別訪問し、 大学の研
究成果の社会への橋渡しを強化する事業を開始する。

（1）知財戦略デザイナー

である研究成果の発掘を行う。知財戦略デザイ

大学の優れた「知」 である研究成果を、広く

ナーは、その研究成果が国プロ等の大型共同研

社会へと還元して、更なる研究の発展や社会実

究への発展や事業化などを通して社会で大きく花

装へとつなげていくために、知的財産が重要な役

開く将来設計図を研究者に提案する。そして、研

割を担う。

究者が目指す将来設計図につなげるため、研究

そこで、特許庁では 2019 年度から大学の「知」

成果を公表するタイミングなどと絡めて、保護すべ

の取り扱いに精通した知財戦略デザイナーを大学

き研究成果や知財取得のタイミングなどを明確にし

等に派遣する事業を開始する。知財戦略デザイ

た知的財産戦略を研究者目線でデザインして、知

ナーは大学の URA（リサーチ・アドミニストレーター）

的財産権の活用を通じた社会的価値・経済的価

をはじめとする研究支援担当者とチームを組み、

値の創出を支援する［2-8-6 図］。

知的財産権の保護が図られていない、優れた「知」
2-8-6図

  知財戦略デザイナー派遣事業の概要

第８章
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（2）知的財産プロデューサー 1

盤の整備、研究開発戦略・知財戦略の策定の支

公的資金が投入された研究開発コンソーシアム

援、プロジェクト推進期では戦略的な知財群の構

や大学には、革新的な研究成果の創出や国際競

築等知財マネジメントの推進の支援、プロジェクト

争力の向上が期待されている。我が国のイノベー

終期ではプロジェクト全体で獲得した知的財産成

ションの促進に寄与することを目的とし、研究開発

果の総括と情報共有の支援、プロジェクト終了後

プロジェクトを推進する研究開発機関等を対象に、

の知的財産管理主体における知的財産管理・活

知的財産の視点から、成果の活用を見据えた戦

用方法の確認・共有の支援を行っている［2-8-7

略の策定、研究開発プロジェクトの知的財産マネ

図］。

ジメント等を支援するため、企業での知的財産実
務経験等を有する専門人材である知的財産プロ
デューサーを派遣している。

◇ 2018 年度実績
派遣：延べ

34 プロジェクト

具体的には、プロジェクト初期では知財管理基
2-8-7図

  知的財産プロデューサー派遣事業の概要

１お
 問い合わせ先：下記ウェブサイトの「30. 知的財産の活用に関すること」を参照
https://www.jpo.go.jp/faq/list.html
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（3）
産学連携知的財産アドバイザー 1

クトの事業化への加速を支援している。｢プロジェク

事業化を目指す産学連携活動を展開する大学

ト支援Ｂ型｣ においては、産学連携知的財産アド

に知的財産の専門家である産学連携知的財産ア

バイザーが、技術シーズ・ニーズ又はデザインが

ドバイザーを派遣して、事業化を目指す産学連携

複数存在しているもののこれに基づく産学連携プロ

プロジェクトの知的財産マネジメントを支援すること

ジェクトの創出まで至っていない大学に対し、プロ

により、地方創生に資する大学等の活動を促進し

ジェクトの創出から事業化へ向けた産学連携活動

ている。

を一貫して支援している［2-8-8 図］。

｢プロジェクト支援Ａ型｣ と ｢プロジェクト支援Ｂ
型｣ の２つのプログラムを推進している。｢プロジェ

◇ 2018 年度実績

クト支援Ａ型｣ においては、産学連携知的財産ア

派遣：21 大学

ドバイザーが、事業化を目指す産学連携プロジェク
ト案件を有している大学に対し、進行中のプロジェ
2-8-8図

（プロジェクト支援Ａ型 11 大学、プロジェクト支援
Ｂ型 10 大学）

  産学連携知的財産アドバイザー派遣事業の概要

第８章

プロジェクト支援 A 型：進行中の産学連携プロジェクトの事業化への加速を支援
プロジェクト支援 B 型：プロジェクトの創出から事業化へ向けた産学連携活動を一貫して支援
（いずれも商品プロトタイプが顧客の評価を得るレベルを目指す）

１お
 問い合わせ先：下記ウェブサイトの「30. 知的財産の活用に関すること」を参照
https://www.jpo.go.jp/faq/list.html
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Column 10

研究成果を社会実装させることが
研究者の責務であり本来業務
東北大学

国際集積エレクトロニクス研究開発センター センター長 教授
工学研究科電気エネルギーシステム専攻 教授

遠藤哲郎氏（工学博士）

日本のアカデミアの視点から見ると、特許にはどのような意味があり、
特許を取得することでどのようなメリットを享受できるのだろうか。
現在の半導体研究で最先端技術とされる3D NANDメモリ＊1、

MRAMや不揮発性ロジック・AIチップの第一人者である
東北大学教授の遠藤哲郎氏は、従来から特許取得に積極的に取り組んできた。

自身の豊富な経験を踏まえた提言や若手研究者への助言を聞いた。

「特許オタク」として
週1ペースで特許を申請

分でもよくできたと自負しているものがありま
すが、「考え込んでいない」ときに、頭の中に
「降りてきた」ものが多いように思います。デ

──遠藤先生は、半導体の分野で多くの特許を

スクに向かって考える特許はロジカルシンキン

持っていらっしゃるとうかがいました。

グに則っているためか、技術常識がちらつくの

遠藤

特許は、先行者利益を守るためのルール

で奇抜な発想が除外されてしまい、既存の技術

であり、知財の中核です。半導体の領域は、サ

の延長線上になりやすい。一方で、突如として

イエンスとテクノロジー、基礎研究と応用研究

頭の中に「降りてきた」特許は、週末に研究を

が一体化しているだけに、特許を取得して先行

離れて遊んでいるときにひらめくことが多い。

者利益を明確にしておくことが重要です。

そのうちのほんの数件が「着地」に成功するの

私は1987年に東芝に入社して NAND メモ

です。全国発明表彰をいただいた3D NAND

リの研究に取り組んでいたのですが、「研究成

の特許も、週末にスキー場でリフトに乗ってい

果は特許申請するのが当然」という教育を受け、

るときに、ふと頭に「降りて」きました。

計算すると週に1件ぐらいのペースで特許を申

──特許で失敗した経験はありますか。

請していました。今から考えると「特許オタク」

遠藤

といってもいいでしょう。

東芝の研究所にいたころ、当然ですが、

「研究成果を学会で発表するには、先に特許を

平日は実験と分析に明け暮れ、週末にその週

申請しておかなければいけない」という規則が

の研究成果を少し離れた視点から俯瞰して、特

ありました。ギリギリまでデータを取得してい

許申請を考えるのが習慣になっていました。大

たために、学会への投稿期日が迫ってしまい、

学に来てからもこの生活習慣は変わっておらず、

その時には知財としてあまり重要な案件になる

東北大学に着任後の申請分も含めて、申請した

と思わずに、熟考しないまま特許の明細書を作

うちの97％は登録に成功しています。

成しました。これが大失敗でした。

──特許を考えるポイントは何でしょうか。
遠藤

多数の特許のなかでも、五つぐらいは自

論文というのは、他の人が再現実験できるよ
うに、実験条件を明確に限定し、ある意味成果

＊1 半導体不揮発メモリとして、USB メモリや SD カードで広く使われているフラッシュメモリがあるが、近年、微細化の限界
から、その大容量化が困難になってきていた。これに対して、微細化に加えて、メモリセルを縦方向に積層することで大容
量化を図る新しい概念・構造の新規半導体不揮発性メモリが3D NAND メモリである。2013年から量産が始まっており、
USB メモリなどの民生品に加えて、データセンターなどのエンタープライズ SSD システムへの応用が広がっている。
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アメリカは、黎明期の基礎研究に強く、さら

一つ上の階層で「面」を押さえていないと役に

に市場立ち上げ後の応用研究にも途切れること

立ちません。点で権利関係を押さえても世界中

なく世界の特許出願数をリードしています。中

の企業・研究所から簡単にすり抜けられ、類似

国、韓国は、応用研究が得意であり、市場が見

技術に気づいても特許侵害の訴えができません

えてくる第二の「死の谷」時期に一気に特許出

でした。くわえて、論文は、その時点の最先端

願が増えて、日本を抜き去ります。

成果を報告できればよいのですが、知財は期限

よく言われますが、iPhone の内部を見てみ

が切れるまで、その権利が有効でなくてはいけ

ると、構成されている部品はほとんど日本製な

ませんので、先見性が非常に求められます。

のに、なぜ日本で iPhone が生まれなかったのか。

第二の「死の谷」を越えられない
日本の研究者

技術を統合したプラットフォーマーになること
が、日本はなかなかうまくできていません。こ
の傾向は2000年代にさらに顕著になってきま

──日本のアカデミアは特許についてどのよう

した。私は、この意味からも、産学連携のさら

な課題を抱えているとお考えですか。

なる高度化が本当に必要だと感じています。

遠藤

６年前、特許庁の依頼で、特許出願技術

ケーション技術）に取り組んでいました。そこ

世界のプラットフォーマーを目指す
CIESの取り組み

で痛感したのは、「技術が市場に出るまでには、

──プラットフォーマーとなるために、日本は

なかなか越えられない『死の谷』が二つあり、

どのような取り組みをすべきでしょうか。

日本の研究者は二つ目の『死の谷』を越える人

遠藤

動向調査（スピントロニクスデバイスとアプリ

特許庁における取組

を「点」で報告します。しかし特許というのは、

政策的な取り組みを含めて、企業もアカ

が極端に少ない」ということです。
最初の「死の谷」は新しい技術の黎明期に存
在します。少数の研究者の思いつきが技術とし
て成り立つかどうか、各方面から基礎研究が行
第８章

われます。日本はこの黎明期には強く、多数の
特許が申請されます。
技術として成り立つという見込みが立つと、
次は「市場はあるのか」という問いが待ってい
ます。この答えが出るまでには10年ぐらいか
かることが多いですが、その間に世界中で当該
技術への特許件数は停滞するか、減少します。
これが第二の「死の谷」です。いよいよ市場が
見えてくると、イノベーションの段階に入り、
二段ロケットのように加速的にさらなる知財出
願が産学一体となってなされます。しかし、日
本は停滞期に息切れしてしまって、第二の「死
の谷」を越えることができないのです。

遠藤哲郎（えんどう・てつお）
東京大学理学部卒業後、東芝に入社。NAND メモリの開発、
事業化に携わった後、1995年に東北大学電気通信研究所へ。
学際科学国際高等研究センター教授、大学院工学研究科教授
などを経て2012年より現職。縦型構造デバイス、SRAM・
DRAM・3D NAND・STT-MRAM などの高集積メモリ、モ
バイル・AI・IoT システムに要求されるスピントロニクスベ
ース超低消費電力化技術、GaN on Si ベースパワーエレク
トロニクス技術に関する研究に従事するなど、多方面で活躍。

【特許出願技術動向調査】
特許庁では、市場創出に関する技術分野、国の政策として推進すべき技術分野を中心に、今後の進展が予想される技術テー
マを選定して調査を実施している。2018年度の技術動向調査の結果については、「第1部第5章１.（２）2018年度特許出願
技術動向調査結果」を参照されたい。
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デミアも第二の「死の谷」を越える方法を考え

運用に関わりますから、通常は大学総長の専権

なければなりません。研究目標を将来の具体的

事項となります。しかし CIES は、創出する知

な社会実装 に想定し、そこに到達するにはい

財管理・運用をセンター長である私に権限移譲

ま何をすべきかを考えるバッグキャスティング

していただいています。そのため、企業と共同

の発想も、日本の基礎研究者には必要でしょう。

研究を行う際には、特許ライセンスの扱いまで

ただし、私は悲観していません。日本はまだま

含めて明記して、研究と知財がワンパッケージ

だ基礎研究が盛んであり、研究開発の根っこは

として契約できます。

＊2

健全です。根っこさえしっかりしていれば、必
ず産業を再生できます。

ました。産学連携で大学と企業が取り組む共同

──遠藤先生がセンター長を務めている東北大

研究の1件当たりの予算で見ると、CIES は全

学国際集積エレクトロニクス研究開発センター

国平均の数百倍に達しています。

（以下、CIES）は、国際的な産学連携の下、世

CIES は、超 低 消 費 電 力 IoT・AI チ ッ プ、

界のプラットフォームとなるような研究開発の

MRAM、GaN on Si パワーデバイスとそのパ

拠点を目指しているとうかがいました。

ワーエレクトロニクスの3分野で、世界最先端

遠藤 CIES は、東北大学のさまざまな部局で

の革新的技術を持っているため、世界中の企業

創出された基本技術や、センター自身が生み出

が共同研究に集まってくれています。企業は、

した革新的技術を、より大規模に社会実装して

「いいアイデアがある」だけでは投資しません。

いくことを目指しています。ひらめいた技術は

投資に確実なリターンを求める民間企業にとっ

おもしろいけれど、市場が見えないので POC

て、特許こそは最大の特効薬です。この業績が

（Proof of Concept：概 念 実 証）だ け で 立 ち

評価され、産学官連携功労者表彰で、内閣総理

消えになってしまう、という事態が日本は多す

大臣賞を受賞しました。

ぎます。これを避け、産業界がきちんと成果を

──特許は、研究者個人にはどのようなメリッ

受け取れるところまで責任を持って研究開発す

トをもたらしますか。

るのが CIES のコンセプトです。

遠藤

研究の規模が拡大し、研究者として活躍

CIES は、大型設備投資は民間企業にしても

できる場が広がっていくのがその一つですし、

らい、運営も民間投資など外部資金のみで行う

報奨金が得られるのもうれしいことではありま

研究拠点です。アメリカ・スタンフォード大学

す。東北大学に来てから出願した特許群を活用

や中国・清華大学のマイクロソフト棟やグーグ

して、最近パワースピン
（株）
という大学発ベン

ル棟などと共通する取り組みといえます。

チャー企業を創業しました。これからこの企業

── CIES が取り組む高度な産学連携において、

を成長させていくことも楽しみです。

特許はどのような役割を果たしますか。
遠藤

特許取得は、産学連携の大型化、大規模

化というメリットにつながります。
実は CIES は、知財を管理する部門をセンタ

研究論文を「国の宝」にする方法が
特許の出願・登録
──日本の若手研究者は、知財や特許にどのよ

ー自前で持っています。東北大学に限らず、特

うに取り組むべきでしょうか。

許は組織としての資産です。その特許を売却す

遠藤

るのかライセンシングするのかは、組織の資産

のではないかと感じます。「研究で忙しいのに、

＊2 研究などの成果を社会的な問題の解決や経済的な発展に生かすこと。
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この制度面での改革は大きな成果につながり
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若手研究者は、特許の食わず嫌いが多い

第２部

国際産学連携オープンイノベーションの推進
⃝民間共同研究費と競争的資金等による自立経営
（外部資金のみでの運営資金を確保）

特許庁における取組

●東北大学 国際集積エレクトロニクス研究開発センターの概要

平成28年度
産学官連携
功労者表彰
「内閣総理大臣賞」
受賞

⃝世界最大規模の産学コンソーシアムを構築
国内初の100％民間拠出
によるサイエンスパーク
型産学連携拠点

ハード

産業界と大学が協力して研究開発を推進
する研究拠点「サイエンスパーク」の第
一号。材料・装置・デバイス・回路・シ
ステムなど多様な国内外の企業、そして
地方公共団体（宮城県、仙台市、岩手県
など）とも連携して、CIESコンソーシア
ム（共創の場）を運営。日本で初めて、
大学キャンパス内に300mm ウエハ対応
のプロセスライン、共通評価分析装置、
デバイス特性評価装置等を完備した。

ソフト

ミッション＆
ビジョン

⃝知財の先駆的管理と戦
略的運用
⃝グローバルスタンダー
ド対応の共同研究契約

⃝国際産学連携拠点の構築
⃝次世代集積エレクトロニ
クスに資する革新的技術
の開発

コア技術

材料（川上）からシステム（川
下）まで

大学の革新的コア技術を統合

余計な作業で面倒」。そう感じているとしたら、

にはどのような意味があるのか」と一つ上の階

明らかに認識不足です。

層から見直し、昇華させることで生まれます。

学生時代、私は理学部に在籍しており、指導

特許を書く過程で次の実験計画が生まれること

教授の塚田捷先生と井野正三先生から「理学部

もあり、特許は次の研究の糧になるのです。

の研究は１００年の計、工学部の研究は10年

──民間企業に劣らず、アカデミアも積極的に

の計であり、それぞれ時間軸が少し違うのみで、

特許を取得していかなければなりませんね。

いずれも目指すべき最終地点は社会実装である」

遠藤

と教わりました。この教えもあって、
「研究成

価値を測ろうというのは間違ったアプローチで

果をどう社会実装して国民に還元していくのか」

す。同様に、民活は大事ですが、企業利益の視

を念頭に日々の研究をしなければいけないと考

点だけが大きくなりすぎるのもいけません。ア

えています。

カデミアがまず大事にすべきは、基礎研究の根

ただし、論文や特許の数だけで、大学の

っこの強化・活性化です。大学で最も価値ある

類の宝」として科学技術の足跡として残してい

ものは、その時の流行に流されることなく、長

くと同時に、特許を出願・登録することで、「国

期的科学技術戦略を力強く支えられるダイバー

の宝」として日本の国際競争力の原動力を日々

シティ（多様性）でしょう。大学は、上下左右

強化していくことであると考えています。知財

に広がりがあり、さまざまな革新的科学技術の

を蓄積すること、特許申請を書くこと、これも

芽が創出され、その中で学生や若者がいろいろ

研究者の大事な仕事であり、責務です。

なことを吸収・感受しながら学び、次世代を担

論文は日々実験したことをデスクワークでま
とめていきますが、知財は「自分がやったこと

第８章

それはつまり、論文を出版することで、
「人

う人材が育成されるからこそ、存在意義がある
のです。

（取材・文／長谷部葉子）

【大学への支援施策】
特許庁では、イノベーションの源泉である大学の研究を社会に橋渡しするための支援を行っている。支援の詳細については、
「第2部第8章3. 大学への支援」を参照されたい。
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Column 11

産学連携知的財産アドバイザーの支援成果事例
～学校法人川崎学園 川崎医科大学／株式会社メディカルユーアンドエイ～
●当
 事者のプロフィール
・学 校法人川崎学園 川崎医科大学（岡山

多数の手術に携わってきた臨床医が実感する既
存品の課題・使いにくい点等の解決のために、

県倉敷市）

臨床医と術具の納入企業との間で器具使用上

1970 年開学、医科大学・医療福祉大学・

の改良検討を始め、脳外科術具で著名な（株）

短期大学・リハビリテーション学院・付属高

高山医療機械製作所と試作品を作成して技術

校、等を擁する総合医療教育機関かつ附

的検討を進めてきた。

属病院・総合医療センターを擁する地域医
療拠点
→ h ttps://www.kawasaki-m.ac.jp/
med/
・株式会社メディカルユーアンドエイ（大阪府
大阪市）
外 科領域に強い医療機器の製造・販売、

○事業化に向けての課題
技術面では、第 1 次試作品で大学にて模擬
的な臨床使用検討を行った結果、1 本用は良
好であったが 2 本用は種々不具合が生じること
が分かった。
事業化面では、当初から共同で開発してい

開業開設に関するコンサルティング等、漏

た（株）高山医療機械製作所では PMDA へ

斗胸手術用インプラント販売の国内最大手

の承認申請や販売対応ができないという問題が

→ https://www.mua.co.jp/

あった。また、販売、製造、臨床実証の三者
が円滑に良好な関係を保って開発を進めていく

○プロジェクトの概要

必要があった。

川崎医科大学小児外科と（株）高山医療機
械製作所が協力して開発した「改善された漏

○産学連携知的財産アドバイザーのソリューショ

斗胸矯正具スタビライザー」の実用化を図ること

ン

を目標として開発を進めてきた（バーの使用が 1

技術面では、改良すべき点を抽出した上で

本と 2 本のそれぞれの患者向けに 2 種類の製

バーの固定方法の考え方を変更し、片側：面接

品が対象）。プロジェクト発足の 2016 年 4 月時

触、反対側：点接触、バー間隔をプリセット方式

点では第一次試作品が作成された段階だった

としたことで課題が解決され、最終仕様品の作

が、問題点の改良・工夫が順調に進み、2018

成に進んだ。これらの仕様をすべて盛り込んだ

年 3 月に（株）メディカルユーアンドエイから

特許を 1 件にして出願 1 した。

PMDA 申請、同 8 月に承認、同 11 月に保険

事業化面では、
（株）メディカルユーアンドエイ

収載され、
翌月より臨床に供することが可能となっ

を製造販売業者・開発の主導者とし、PMDA

た。今後は、非対称変形、部分変形患者（形

承認申請、セカンドサプライヤー候補の起用、

成外科領域患者を含む）に対応した矯正用具

米国への販売計画等、事業化計画の練り直し

と手術方法の開発を進めていく計画である。

を進めてきた。その際、
大学側の視点だけでなく、
パートナー企業側の立場での課題克服に向けた

○川崎医科大学の技術シーズ

対応や情報収集を進めてきた。主な内容は次の

川崎医科大学小児外科は漏斗胸患者の矯

ようなものである。①ビジネスモデルの確認・検討、

正手術の年間施術数が 100 例に及ぶ、国内で

②パートナー企業（製造 ･ 販売）選定・確認、

最も症例の多い病院ネットワークの一つである。

③セカンドサプライヤー（製造）の必要性・選定、

1 ｢漏斗胸矯正バーの固定具および漏斗胸矯正装置｣ PCT/JP2017/46027（優先日：2017 年 1 月 5 日）
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第２部

進であったことは否めない状況であった中で、

承認申請（承認）
・保険収載情報収集、⑥特

2014 年度から、及び現在の 2016 年度からの

許侵害予防調査（問題なし）等

派遣事業の成果を以て、本学初の医療機器

特許庁における取組

④特許の出願戦略（PCT 出願）
、⑤ PMDA

開発が保険収載にまで至るという成果を成し遂
●川
 崎医科大学のコメント

げたことは、今後の本学の取組に対して、そ

・2016 年度より本学にて産学官連携の知的財

の他シーズの研究開発の中で、輝かしい先鞭

産管理の充実と発展のために尽力していただ

となったと、最大級の感謝と賛辞を届けたいと

いた後、2018 年度は本学が有する多くのシー

思います。

ズの中から、「改善された漏斗胸矯正具スタビ
ライザー」の実用化に焦点を当てて、その支

●産
 学連携知的財産アドバイザーのコメント

援をいただきました。

本開発はクラスⅢの医療機器（インプラント）

・その成果として、クラスⅢであるこのスタビライ

であることから、当初より商品化の達成は時間

ザーについて、2017 年初頭の特許申請から始

的に困難ではないかと懸念されていましたが、

まって、企業との協働開発、さらに臨床的な

臨床医・製販パートナー企業・製造パートナー

検討が非常に速やかに展開し、2018 年度に

企業の三者が連携を密に開発を進めていけたこ

おいて PMDA の承認取得、そして保険収載

とでスムーズな進展をすることができたと感じてい

まで至ったことは、まさにアドバイザー派遣事業

ます。

の輝かしい結果と捉え得ると感動の中で認識し
［西山

ています。
・特に、本学では数年前まで産学連携知的財
産管理に関連する事業については、非常に後

和成

産学連携知的財産アドバイ

ザー（派遣機関：学校法人川崎学園 川崎医
科大学）］

〈名称：ペクタスジェイ〉（承認番号 23000BZX240000）
スタビライザー
（従来品の例）

第８章

（1 本用）

（2 本用）

〈関係図〉
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（4）大学等を対象とした減免等の支援
特許庁は、これまでも大学等の研究者及び大
学等を対象に、一定の要件を満たすことを条件と
して、国 内出願の特 許 料（ 第 1 年 分から第 10
年分）及び審査請求料の 2 分の 1 を軽減する支
援を 行 ってきた 1。2019 年 度 からは、さらに、
PCT 国際出願に係る手数料について、大学等は、
一定の要件を満たすことを条件として、軽減措置
2

及び交付金交付措置 3 が受けられるようになった。

具体的には、願書又は予備審査請求書と同時に
軽減申請書を提出すると、PCT 国際出願に係る
送付手数料、調査手数料、及び予備審査手数
料が 2 分の 1 に軽減され、手数料を全額納付し
た日から 6 月以内に交付金交付申請書を提出する
と、国際出願手数料、及び取扱手数料の 2 分の
1 に相当する額を、国際出願促進交付金として受
け取ることができる。
あわせて 2019 年度からは、国内出願の減免申
請手続を大幅に簡素化した 4。従来は減免申請を
行う際に出願審査請求書または特許料納付書に
加え、減免申請書及び証明書類の提出が必要で
あったところ、これらの書類の提出をせずとも、出
願審査請求書または特許料納付書に特記事項と
して「減免を受ける旨」 及び 「減免申請書の提
出を省略する旨」を記載することで料金の減免申
請を可能としている。

１ 第 2 部第 8 章 6.（2）参照
２ 詳細は https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_keigen_shinsei.html
を参照
３ 詳細は https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_kofu_shinsei.html を
参照
４ 詳細は https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/
genmen20190401/index.html を参照
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４．地域における支援体制
（1）各地域における支援施策
地域における知的財産制度普及等の拠点とし

（2）INPIT近畿統括本部
（INPIT-KANSAI）
特許庁及び特許庁所管の独立行政法人工業

て、経済産業局等に知的財産室を 9 か所設置し、

所有権情報・研修館（INPIT）は、「政府関係

地方公共団体や中小企業支援機関等と連携しな

機関の地方移転に関する今後の取組について」

がら、地域の産業特性やニーズを踏まえた、特色

（2016 年 9 月、まち・ひと・しごと創生本部決定）

ある独自の知的財産支援施策を企画・実施してい

を踏まえ、2017 年 7 月に「INPIT 近畿統括本部」

る。
（取組例）
○デザイン・ブランドの権利化やマテリアル作成支
援を通じた意識啓発
○個別支援による知的財産活動の成功事例作りと
その発信
○経 営課題に対して知的財産の視点から解決方
法を提案するワークショップの開催

（INPIT － KANSAI）
を、
「グランフロント大阪」
（大
阪市北区）に開設した。
同本部では、地元自治体や地域の関係機関等
と密接に連携しながらきめ細かい支援を実施する
ため、以下のような多面的な機能や体制を整備し
ている。
・専 門家による知的財産に関する高度・専門的
な支援。
・出張面接・テレビ面接の場の提供。

また、2005 年度に各経済産業局等の管轄地域
ごとに「地域知的財産戦略本部」を設置して以来、
地域知的財産戦略推進計画に基づき、地域にお
ける知的財産の普及啓発及び戦略的な知的財産

・高 度検索用端末による産業財産権情報の提
供。
・地 域の関係機関のネットワークを活用した支援
情報の提供や各種セミナーの共同開催。

活用のための支援施策を推進している。
さらに、地域における知的財産支援体制の構
築や連携強化を通じて知的財産支援力を向上す
るため、地域の先導的・先進的な知的財産の取
組を支援する補助事業を 2015 年度から開始し、
第８章

2018 年度には 28 件の取組を支援した。2019 年
度も継続して支援を行う。
（取組例）
○クリエイター等のアイデアを活用した知財マッチン
グ
○地 域資源を活用した商品のブランディング及び
海外展開支援
○デジタルものづくり促進のための地域支援体制
構築支援
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（3）事業プロデューサー

た事業創出環境活動を支援する新規事業創出の

我が国の地方には、地理的条件、人口構造、
産業構造等の独特の状況に付随した地方特有の

とによって、地域における事業化創出機能の活性

社会課題が存在する。これらの課題に対し、事業

化を図ることを目的とした、「地方創生のための事

ニーズ起点で知財シーズ・技術開発力を組合せて

業プロデューサー派遣事業」を 2016 年度より3

事業化構想を行うことができれば、新規事業創出

か年の事業として実施した［2-8-9 図］。
具体的には、有識者委員会の議論を経て選定

に繋がるといえる。
しかし、各地方では、保有するシーズを活用し

された、（一社）さいしんコラボ産学官、（公財）

て新規事業創出に成功している事例が必ずしも多

静岡県産業振興財団、（公財）北九州産業学術

いとはいえない現状にある。その大きな理由の一つ

推進機構の 3 機関に事業プロデューサーを派遣

として、潜在的な市場・ニーズを察知しつつ、知財・

し、潜在ニーズ及びシーズの掘り起こし支援、地

技術を理解し、魅力あるビジネスモデルをつくり、

域ニーズに基づいた新規事業構想支援、成功事

そして新規事業創出のできる事業化支援人材が

例・失 敗 事 例の収 集・分 析 等の活 動を通じて、

各地方に欠乏していることが挙げられる。

新規事業プロデュース活動のノウハウを派遣先の

したがって、知財の需要と供給を繋ぎ、事業化

地域ネットワークへ提供する取組を行った。

を構想できる目利き機能を果たす能力を持った専

上記の取組を通じて、派遣先において事業プロ

門家を地方に配置し、新規事業創出を活性化す

デューサーの役割を担う人材が育ち、事業終了後

ることが必要である。

においても、自律的に事業プロデュース活動が継

こうした背景のもと、特許庁では、地域における

続される環境の形成につなげた。そして、今後は、

事業化機能拡充のため、金融機関を含む地域ネッ

成功事例・失敗事例の分析によって得られたモデ

トワークを構築・活用しながら、潜在的なニーズ・シー

ルを、広く派遣先以外の地方にも周知し、事業プ

ズを掘り起こして事業を構想し、ニーズとシーズの

ロデューサーの活動を地方においても定着させてい

マッチングから事業資金調達、販路開拓まで含め

く。

2-8-9図

  事業プロデューサー派遣事業の概要

A

B

C
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Column 12

特許庁における取組

事業プロデューサーの支援事例
地方創生のための事業プロデューサー派遣事業は、 2016 年度から 3 か年の事業として実
施された事業であり、 2016 年 10 月～ 11 月に事業プロデューサーの派遣が開始された。
派遣期間内に事業化に至った 26 件のうち、 2018 年度に事業化に至った 2 件を紹介する。
●事
 例１：株式会社タイラ（埼玉県所沢市）
〇概要

さいしんコラボ産学官 2 主催の「中小企業の
ための『知財を活用した商品アイデア創出事業』

株式会社タイラ は、プラスチック類・ゴム類

2017 in 埼玉大会」にて、富士通株式会社の

などの化成品加工にて高い品質と柔軟なノウハ

開放特許 3 を活用した “ 香る単語帳 ” の学生ア

ウ、ニーズ対応力を持つ埼玉県の企業である。

イデアが最優秀賞を受賞していたところ、事業

完全受注生産型であった事業形態から脱却し、

プロデューサーは、商品アイデアの実現企業と

自社製品の商品化を目標としていたところ、事

して、プラスチック製品や文房具の加工・製造

業プロデューサーとの連携により、学生アイデア

に技術力を持ち、新製品の開発を目指していた

とのコラボレーションや開放特許の活用など新し

タイラを推薦した。そして、開発プロセスの整理、

い試みを重ね、念願の自社製品である香る単語

販売戦略立案、知財戦略立案等、新規開発を

帳「FLAROMA（フラロマ）」 の開発・商品

行うための道筋を示し、商品化の過程で創出さ

化に成功した。

れた新たな開発アイデアを特許出願する支援 4、

1

商標「FLAROMA」の出願の支援 5 等も行い、
株式会社タイラの念願の自社製品である、香る
単 語 帳「FLAROMA（フラロマ）」 の開 発・
商品化につなげた。
〈支援先企業のコメント〉
ご支援頂きありがとうございました。完全
受注生産から脱却し、念願の自社製品の
〇詳細
株式会社タイラは、プラスチック類・ゴム類な

第８章

商品化を図ることが出来ました。開放特許な
ど未知の分野へのチャレンジでしたが、社
内の若手社員等とともに検討した商品企画

どの化成品加工にて創業 42 年の歴史をもち、

や他分野の企業との連携、販売戦略の検

電化製品や文房具等製品の一部の製造を実施

討など、社内に貴重なノウハウを築くことが

しており、蓄積された高い加工技術と多種多様

出来ました。引き続きご支援をお願いいたし

な仕入れノウハウを有していた。

ます。

株式会社タイラの事業は完全受注型であり、
事業の拡大を目的とし、新たな事業の柱として自
社製品（“Made in Taira”）の開発を目標とし
ていたものの、新商品の企画・開発、販路開
拓等の経験やノウハウがなく、自社製品のアイデ
ア出しや、その後の具体的な商品化の検討が
難航していた。
１ 1975 年に設立、パッキン材・絶縁材・シールド材・テープ材等の製造
２ http://www.collabosgk-saitama.com/
３「芳香発散装置」特許第 5595698 号
４ 特願 2018-85773
５ 商願 2018-61323

２
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●事
 例２：神楽フィースト株式会社
（福岡県北九州市）
〇概要

〈支援先企業のコメント〉

神楽フィースト株式会社 は、10 日間もの間ワ

近藤プロデューサーには、昔からの夢だっ

イン酸化を抑制する「神楽ディスペンサー」を

た大手百貨店での販売ができたことに大変

開発した会社である。構造の改良、製造委託

感謝しています。またメディアの取材もあり、

先の確保等に課題を抱えていたところ、事業プ

販売が加速する手ごたえを感じています。

ロデューサーは、構造上の課題を洗い出し、改

今後ともご支援をよろしくお願いいたします。

1

良・開発案を提案し製品化を実現、製造委託
先として適した樹脂加工メーカーを選定し、大
手百貨店での販売開始につなげた。

〇詳細
神楽フィーストは、酸化抑止効果、ランニング
コスト、及びデザイン性が優れた神楽ディスペン
サーを開発し、国内外 8 か所で特許を取得して
いた 。
しかしながら、神楽ディスペンサーの厚肉一
体構造ボディの製造委託先が見つからない、
コッ
クの角度が邪魔になり家庭用冷蔵庫に収納でき
ない、販売ルートが分からないといった課題を抱
えていた 2。
それに対し事業プロデューサーは、北九州産
業学術推進機構 3 中小企業支援センターと相談
し、製造委託先として適した樹脂加工メーカー
を選定することにより、量産体制を整備し、また、
神楽ディスペンサーの構造の改良・開発案を提
案し、製品化を実現した。さらに、大手百貨店
が神楽ディスペンサーの販売ルートとして適切で
あると考え、首都圏大規模展示会に出展するこ
とを提案・実行し、大手百貨店仕入れ担当者
にアプローチ等することにより、神楽ディスペン
サーの大手百貨店での販売の開始につなげた。
１ 2007 年に設立、神楽ディスペンサーの製造販売
２「ワインディスペンサ」特許第 5043231 号、その他米国、英国、フランス、ドイツ、イタリア、ロシア、韓国
３ https://www.ksrp.or.jp/fais/
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（4）福島県における知財活用を応援しま
す！～福島知財活用プロジェクト～

①会津地方「Aizu × IT × STARTUP」

福島県では、震災から 8 年が経過し、企業立

共催：会津若松市、会津大学

地や産業創出が進むなど、知財活用の重要性が

日時：2019 年 1 月 22 日（火）

高まっている。また、福島国際研究産業都市（イ

会場：会津大学講堂（会津若松市）

ノベーション・コースト）構想への取組、国立研究

来場者：学生、企業経営者など約 100 名

開発法人産業技術総合研究所（産総研）福島

IT と STARTUP（ベンチャー）をテーマに、
トー

再生可能エネルギー研究所の開所から５年など、

クセッションとパネルディスカッションを実施。知財を

知財が生まれる環境整備が進んでいる。

戦略的に活用した IT ビジネスによる会津地方の
活性化などについて議論、意見交換した。

しかし、県内の中小・ベンチャー企業における
知財活用は一部にとどまっていることから、県の復
興・持 続 的な地 域 活 性 化を後 押しするため、
2018 年度より、知財活用の重点支援（福島知財

②浜通り「イノベーション・コースト構想を未来
へつなぐ人・ビジネス」

活用プロジェクト）を実施している。

共催：いわき市

2018 年度は、県内の中小・ベンチャー企業が
自社の強み・魅力となる技術・アイディア・ブランド

日時：2019 年 1 月 31 日（木）

力などを経営に活かしていただきたい、そのような

会場：いわき産業創造館（いわき市）

願いを持って、自治体及び教育機関との共催で

来場者：企業経営者、金融機関など約 110 名

「知って得する活かせる知財」と題した知財活用

知財教育とイノベーション・コースト構想をテーマ

セミナーを県内三か所で開催した。セミナーでは、

に、２本のパネルディスカッションを実施。地域で

企業・教育機関・金融機関・知財専門家（弁理

進める知財人材育成や、自治体や金融機関によ

士）による知財活用のメリットやリスクの解説や、自

る企業支援等について議論、意見交換した。

治体・支援機関による地域の取組紹介などを取り
上げ、後日、地方紙を通じて、県内全域に対して

③中通り「福島における知財活用の進展（医療、

開催概要を発信した。

そして）」

2019 年度は、
セミナー開催でつながった地域ネッ

共催：郡山市

財人材育成や、知財を活用した事業化ノウハウの

日時：2019 年 3 月 6 日（水）

蓄積を目的とした取組を実施する予定である。

会場：郡山商工会議所ホール（郡山市）

第８章

トワークを基に、企業経営者・学生等に対する知

来場者：企業経営者、支援機関など約 120 名
医療とこれまでの総括をテーマに、２本のパネル
ディスカッションを実施。会社の発展につなげる知
財活用手法や産学連携などの地域ネットワークの
活用について議論、意見交換した。

会津地方

浜通り

中通り
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5．知的財産制度の普及啓発活動
（1）巡回特許庁
地域の出願人等の制度ユーザーの利便性の向
上や知的財産の未活用企業等への意識啓発を目
的とした「巡回特許庁」を、2018 年度には全国
9 地域、10 都市で開催した。
特許庁の審査官が地域へ出向く出張面接を中
心に、経済産業局等の知的財産室や地域の中小
企業支援機関等とも連携して、地域の特性を踏ま

巡回特許庁

えた知的財産制度や支援策等の普及のため、知

ロゴマーク

的財産や地域ブランドに関連したセミナー等を行う
普及啓発イベントを開催した。また、普及啓発イベ
ントの中で日本弁理士会主催 「知財広め隊セミ
ナー」を併催した。
2019 年度も全国各都市で開催し、地域におけ
る知的財産のより一層の活用を図る。
2-8-10図   巡回特許庁

2018 年度実績

巡回特許庁 in 九州（H30.8.22～9.18）

巡回特許庁 in 東北（H30.9.4～10.1）

■普及啓発イベント（佐賀市）

■普及啓発イベント（青森市）

○地域で光り輝く企業を目指して

138 名

○グローバル時代を生き抜く知財戦略

○中小企業のみなさん！特許出願してみませんか？！
○商標審査官による商標出願セミナー

29 名

44 名

○知財情報を活用しよう～J-PlatPat を使った調査～

73 名

○道の駅を舞台にした戦略的な地域活性化と
31 名

○日本弁理士会併催イベント「知財広め隊セミナー」 44 名
○相談コーナー

168 名

○オープン・イノベーションと知財戦略

24 件

地域ブランドの育成

57 名

○知財情報を活用しよう
～J-PlatPat を使った調査（意匠・商標編）～

30 名

○日本弁理士会併催イベント「知財広め隊セミナー」 30 名
○相談コーナー
■出張面接

実施件数

4件

企業数

2 社（特許）

■出張面接

巡回特許庁 in 浜松（H30.9.10～10.5）

～長州黒かしわを全国へ～

63 名

37 名

～J-PlatPat を使った調査～

55 名

○日本弁理士会併催イベント「知財広め隊セミナー」 23 名
15 件

26 名

15 名

○日本弁理士会併催イベント「知財広め隊セミナー」 18 名
○子供向け工作教室・パネル展示
（巡回特許庁 in 山口プレイベント） 40 名
○相談コーナー
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14 名

○商標の力は、ブランディングの成功を左右する
○明日からできる営業秘密管理

～既存技術を活用した新事業開発～
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36 名

○知財情報を活用しよう

○経営をデザインする

実施件数

16 名

～事業を支える知財戦略～

33 名

○知的財産の視点からみる農林水産業

82 名

○事業の成功のウラに知財あり！

78 名

○電気自動車（EV）に関連する特許出願動向セミナー

■出張面接

1 社（特許）

○商標権を戦略的に活用！

○地域ブランドって何？～地域の特色を活かした

○相談コーナー

企業数

○今すぐ実践できる地域ブランド戦略

113 名

○オープンイノベーション時代を生き抜く中小・

選ばれる商品づくり～

1件

■普及啓発イベント（山口市）

○第四次産業革命がもたらすオープンイノベーションの

ベンチャーの知財戦略

実施件数

巡回特許庁 in 山口（H30.9.27～10.24）

■普及啓発イベント（浜松市）
新潮流とものづくり企業の将来

6件

6件

企業数

2 社（特許）

■出張面接

10 件

実施件数

8件

企業数

3 社（特許）

第２部

巡回特許庁 in 福井（H30.10.30/ 出張面接 7.9～8.3）

■普及啓発イベント（大阪市）

■普及啓発イベント（福井市）

○「経営に資する知財戦略の最前線」 153 名
○パテントマップ／意匠マップ活用セミナー

○“医療現場を変える”中小企業の挑戦
93 名

～心臓シミュレーターの開発と知的財産～

○日本弁理士会併催「知財広め隊セミナー」 62 名

知的財産を学ぶセミナー

30 名

○劇仕立て！模擬口頭審理

89 名

○知的財産権利取得・活用セミナー

70 名

○中小企業のみなさん！特許出願してみませんか？！

66 名

～特許庁が皆様の疑問にお答えします～

○中小企業のみなさん！特許出願してみませんか？！
○相談コーナー

19 名

○相談コーナー

17 名

17 件

40 名

22 件
■出張面接

■出張面接

54 名

44 名

○日本弁理士会併催イベント「知財広め隊セミナー」 17 名

○企業ブランド化における知的財産活用と

○経営をデザインする

68 名

○海外展開を見据えた知的財産活用セミナー

○知財紛争リスクへの備え！審判制度説明会

リスク管理セミナー

146 名

○共同研究・開発時における

○ライフサイエンス分野の特許出願動向・
審査基準セミナー

特許庁における取組

巡回特許庁 in KANSAI（H30.10.16～11.12）

実施件数

80 件

企業数

実施件数

29 社（特許）

巡回特許庁 in 中部（H30.11.29～12.26）

49 件

企業数

29 社（特許）

13 件

企業数

4 社（意匠）

巡回特許庁 in 北海道（H30.12.12～H31.1.8）

■普及啓発イベント（名古屋市）

■普及啓発イベント（札幌市）

○中部知財フォーラム 2018

○モノづくり中小企業を活性化する 4 つの秘訣

「経営に資する知財戦略の最前線」 145 名
○オープン・イノベーションと知財戦略

84 名

○取引先企業の事業理解を深めて本業支援へ
○経営をデザインする

○地域ブランド成功の法則
54 名

70 名

○知的財産の視点からみる農林水産業

32 名

○オープン・イノベーションと知財戦略
○劇仕立て！模擬口頭審理

○中小企業のみなさん！

131 名

52 名
39 名

30 名

○日本弁理士会併催イベント「知財広め隊セミナー」 25 名

知財を活用してみませんか？！

21 名

○海外進出時における知財リスク

○知財紛争リスクへの備え！審判制度説明会
○劇仕立て！模擬口頭審理

57 名

○相談コーナー

26 名

7件

35 名

○日本弁理士会併催イベント「知財広め隊セミナー」 38 名
○警察捜査から見た知的財産

33 名

○模倣品の輸入を阻止するために
○相談コーナー
■出張面接

20 名

19 件

実施件数

112 件（特許） 25 社（特許）
2 社（意匠）

巡回特許庁 in 高知（H31.1.24～2.20）

■出張面接

実施件数

0件

巡回特許庁 in 那覇（H31.1.30～2.26）

■普及啓発イベント（高知市）

■普及啓発イベント（那覇市）

○下町ロケットの弁護士が語る中小企業のための

○企業の強みを生かす知財マネジメント

知的財産経営のススメ

81 名

○久保田の誕生と商品育成

○知的財産の活用事例

35 名

第８章

12 件（意匠）

102 名

36 名

○ブランド戦略の考え方と効果的な商標の使用方法
○模擬口頭審理

○グローバル企業と対等に渡り合える知的財産経営と

○日本弁理士会併催イベント「知財広め隊セミナー」 14 名

シリコンバレー流の知的財産経営
○商標審査官による商標出願セミナー
■出張面接

実施件数

8件

企業数

～口頭審理を実演します！～

32 名

○日本弁理士会併催イベント「知財広め隊セミナー」 31 名

23 名

30 名
16 名
3 社（特許）

■出張面接

実施件数

0件

※上記に加え、各開催都市で INPIT 知財総合支援窓口とよろず支援拠点が連携し、何でも相談コーナー（臨時相談窓口）を開設。
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（2）知的財産権制度説明会

「実務者向け説明会」では、知的財産制度に

特許庁では、知的財産制度の普及啓発及び

ついて基礎的な知見・経験を有し、日常的に知的

制度の円滑な運用を図り、ひいては知的財産の取

財産の業務に携わっている実務者を対象に、特許・

得・活用を推進し、産業の活性化を図るため、参

意匠・商標の審査基準や審判制度の運用、国際

加者の知見・経験のレベルに応じた「知的財産

出願の手続等、特許庁の職員等が専門性の高い

権制度説明会（初心者向け・実務者向け）」を

内容について分野別に説明を行った。

全国各地で広く一般に向けて開催している［2-8-

2018 年度は、これまで一部の中小企業が対象
だった特許料等の軽減措置を全ての中小企業に

11 図］。
「初心者向け説明会」では、知的財産制度に

拡充する等の改正を行ったことから、「特許法等

ついて学びたい方や企業の知的財産部門等での

改正説明会」を併せて開催し、改正内容につい

経験の浅い方等の初心者を対象に、特許庁の職

て周知・説明した。

員である産業財産権専門官が知的財産制度の概
要や、中小企業支援施策について説明を行った。
2018 年度においても 2017 年度に引き続き、知

◇ 2018 年度実績
初 心者向け説明会：全国 47 都道府県で計 59

財総合支援窓口の担当者による地域の支援策紹

回開催 7,476 人が参加

介も合わせて行う等、他の機関との連携を強化し

実 務者向け説明会：全国 21 都市で計 57 回開

た。

催 8,249 人が参加
特 許 法 等 改 正 説 明 会：全 国 11 都 市で計 13
回開催 1,683 人が参加

2-8-11図   知的財産権制度説明会における講義内容
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初心者向け説明会

実務者向け説明会

特許法等改正説明会

■知的財産の概要
■特許・実用新案・意匠・商標
制度の概要
■不正競争防止法の概要
■知的財産関連支援策の概要
■知財総合支援窓口による支援
内容

■特許・意匠・商標の審査基準や審査
の運用
■国際出願（PCT、ハーグ、マドリッ
ド制度）の手続
■特許分類（IPC、Fターム）の概要
■審判制度の運用
■不正競争防止法と営業秘密の適切な
管理
■ビジネス関連発明の特許の取り方
等

■中小企業等による知財活用の促進
・中小企業等の特許料等の一律半減制
度の導入
■知財紛争処理手続の拡充
・インカメラ手続の拡充
■ユーザーの利便性向上等
・クレジットカードを利用した特許料
等納付制度の導入
等

特許行政年次報告書2019年版

第２部
特許庁における取組

（3）産業財産権専門官

である金融機関でのセミナーを通じて、積極的に

産業財産権専門官は、中小企業等への個別

知財総合支援窓口を中心とした支援施策の普及

訪問や中小企業や金融機関、地方自治体、支援

を働きかけた。また、その他多数の中小企業経営

機 関 等を対 象としたセミナーの講 師 等を通じて、

者が集まる団体や税理士、中小企業診断士等、

知的財産制度及び各種支援施策に関する普及啓

中小企業等と関係の深い専門家向けのセミナーを

発を行っている［2-8-12 図］。また、個別訪問し

実施した。

た中小企業等から、特許庁及び産業財産権制度
に対する意見・要望を伺い、制度改善へ繋げて

◇ 2018 年度実績

いる。2018 年度は企業活動における知的財産の

中小企業等への個別企業訪問：278 社

重要性を広く周知するため、中小企業が多数集ま

知的財産セミナー・研修会講師：99 回

る展示会や、中小企業等にとって身近な支援機関
2-8-12図   産業財産権専門官の業務
中小企業、経営者団体

企業訪問

中小企業

金融機関
中小企業支援機関

意見・要望

商工会議所・商工会

産業財産権専門官

各種工業会

講師派遣

中小企業診断士、税理士
技術士等の専門家団体

セミナーの講師派遣要請
■主なテーマ
・知的財産制度の概要
・中小企業向け知財関連施策
・知財ビジネス評価書について

官公庁・地方公共団体

等

第８章
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6．全般的な支援・施策
（1）情報の提供による支援

技術情報を効率的に抽出することができる。

①特許情報の提供

・権利情報

a. 特許情報とは

発行された公報には、既に取得された又は今
後取得される可能性のある権利範囲が明示されて

「特許情報 1」とは、特許、実用新案、意匠、
商標の出願や権利化に伴って生み出される情報で

おり、当該権利情報を把握することにより、競合相

ある。企業や研究機関等は、特許情報を有効に

手の動向を踏まえた研究開発や技術提携が可能

活用することで、最先端の技術開発動向や市場

となる。

動向等を把握し、研究開発の重複防止、既存技
術を活用した研究開発の推進、無用な紛争の回

ユーザーは、特許庁、独立行政法人工業所有

避等を図ることができる。このように、特許情報の

権情報・研修館（INPIT）、民間の特許情報サー

有効活用は、知的財産の創造、保護及び活用を

ビス提供事業者 2、海外特許庁が提供する特許

図る知的創造サイクルにおいて重要なことである

情報提供サービスを通じて、国内外の特許情報を

［2-8-13 図］。特に、特許の出願や権利化に伴っ

活用している［2-8-14 図］。

て生み出される特許公報等の情報は、特許情報

特許庁又は INPIT が運営する特許情報提供

の中心であり、以下に示す技術情報と権利情報

サービスに関しては、2016 年 5 月に公表された情

の両面を有している。

報普及活用小委員会の報告書 3 において、グロー
バル化に対応しつつ、IT 技術の進展、海外庁及

・技術情報

び民間のサービスの状況、中小企業や個人を含

企業、大学、研究機関等から出願された発明

む我が国ユーザーの要望を踏まえた上で、ユー

は、一定期間経過後に公報により一般に公開され

ザーが享受するサービスの質が世界最高水準とな

る。当該公報には、発明の技術的特徴に基づき、

るよう、特許情報普及のための基盤を引き続き整

世界共通の体系である国際特許分類（IPC）や

備していくべきとの方向性が示された。特許庁及

我が国独自の細分化された体系である FI、F ター

び INPIT はこの方向性に沿って、特許情報の提

ム等の分類記号が付与されている。これらの分類

供に関する取組を進めている。

記号を利用して検索することにより、特定分野の
2-8-13図   特許情報と知的創造サイクル

保護

監視

無駄な出願の防止
権利化戦略の検討
研究開発

紛争の回避

創造
重複投資の防止
イノベーションの推進

（資料）特許庁作成

特許情報

技術動向調査
技術参考調査

発明創出

活用
ライセンスの検討
事業戦略の検討

企業動向調査

設 計

出願前・
審査請求前調査

製造前

他社権利調査

侵害警告

公知例調査

１「産業財産権情報」又は「知的財産権情報」と称される場合もある。
２ 国内には、特許情報サービスを提供する大小の様々な民間事業者が存在し、その数は 250 を超える。
３ https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/jouhouhukyu-shoi/h28houkokusho.html
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◎競合会社の出願動向の把握（技術開発動向の
把握、自社の障害となる出願の早期発見と
今後の対応策の検討等）（定期的に監視）
◎技術レベルの把握（過去の存在技術、今後開発
すべき技術の参考→技術変化、商品需要予測）
◎無駄な研究、重複研究の回避（研究開発投資の
効率化、技術導入・共同研究先の可能性検討）
◎発明の手がかり（特許網の隙間、代替技術の
検討、課題に直面した場合の解決手段を探る）
◎無駄な経費の抑制（権利化見込みのない発明
に要する審査請求料や外国出願等の経費の抑制）
◎明細書作成の参考、先行技術文献開示の義務化
への対応
◎他社権利との抵触関係調査（侵害の未然防止）
◎他社からの技術導入・技術提携の検討
◎他人の権利阻止、無効化
（他社権利の出願前の公知例調査）

3
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2-8-14図   特許情報の普及・活用の流れ

（資料）特許庁作成

b. 特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）

c. 外国特許情報サービス（FOPISER）

特許庁は、高度化、多様化するユーザーニー

知財活動のグローバル化に伴い、五庁の特許

ズに応えるべく、インターネットを通じて無料で利用

情報のみでなく、ASEAN 諸国等の特許情報に

できるサービスである「特許情報プラットフォーム 1

対する関心が高まっている。この状況を踏まえ、日

（英語名：Japan Platform for Patent Informa-

本国特許庁は、当該国の特許庁より入手した特
許情報を検索・照会できる「外国特許情報サー

J-PlatPat は、使いやすいユーザーインターフェー

ビス 2（ 英 語 名：Foreign Patent Information

スを備え、日本や海外で発行された特許等の公報

Service、略称：FOPISER）」を 2015 年 8 月より

約 1 億 3,000 万件を、文献番号、分類記号、キー

提供している。当該サービスも、インターネットを通

ワード等により検索することができる。さらに、日本

じて無料で利用可能である。

や海外での出願・審査・審判に関する経過情報（ド
シエ情報）を照会することもできる。

第８章

tion、 略 称：J-PlatPat）」 を 提 供 し て い る。

FOPISER では、J-PlatPat で照会できない諸
外国、例えば、シンガポール、ベトナム、タイ、台

J-PlatPat は、年 間 利 用回 数が 1 億 3,000 万

湾等の文献について、日本語のユーザーインター

回を超えており、知的財産の創造、保護及び活

フェースを通じて、文献番号、分類情報、キーワー

用に欠かせないインフラとなっている。J-PlatPat

ド等により検索することや、文献の内容を機械翻訳

の利便性向上のため、2019 年 5 月には、審査・

された日本語で照会することができる。今後も、ユー

審判経過情報が更新されるまでのタイムラグの改

ザーの関心が高い諸外国の特許情報への日本語

善や、提供される書類の範囲・検索対象の拡充

によるアクセスが可 能となるよう対 象 国の拡 大を

等の機能改善を行った（Column 13 参照）。今

図っていく。

後も、より充実したサービスを提供すべく、改善内
容を検討していく。

１ https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
２ https://www.foreignsearch.jpo.go.jp/（サービス提供時間：開庁日の 9 時から 20 時まで）
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d.画像意匠公報検索支援ツール（Graphic

○並 べ替えられた蓄積画像全件を書誌情報と共

Image Park）

にサムネイル表示することで、一覧性のある網

意匠登録になった画像のデザインを意図せず使

羅的な調査をすることができる

用することがないよう、権利調査の負担の軽減が

○日本意匠分類や意匠に係る物品といった専門

求められていることから、イメージマッチング技術を

的知識によらない、比較画像のイメージファイル

利用したサービス「画像意匠公報検索支援ツール

を入力するだけの調査をすることができる
○専 門的な知識を有する者には、比較画像の入

（Graphic Image Park）」 1 の提供を 2015 年 10

力に加えて、日本意匠分類や意匠に係る物品な

月 1 日より提供している［2-8-16 図、2-8-17 図］。

どによる絞り込みを行うことで、更に効率的な調

Graphic Image Park は、利用者がイメージファ

査をすることができる

イルを入力するだけで、我が国で意匠登録になっ

○インターネットを通じて、いつでも無料で利用する

た画像のデザインについて調査できるツールであ
り、以下の特徴を有している。

ことができる

○イメージマッチング技術を利用して、機械的な評

2017 年 3 月に追加された機能により、気になる

価が高い（近い）順に蓄積画像を並べ替えるこ

デザインにチェックを付けて、その案件の書誌情報

とで、調査対象の画像を確認する際の効率を高

を CSV 型式でダウンロードすることができるように

めることができる

なった。

2-8-15図   特許庁・INPIT が提供する特許情報提供サービス一覧
サービス名
特許情報プラットフォーム
(J-PlatPat)

検索対象
特許・実用新案
意匠
商標

外国特許情報サービス
(FOPISER)
画像意匠公報検索支援ツール
(Graphic Image Park)

１ https://www.graphic-image.inpit.go.jp/
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特許・実用新案

収録対象国・機関
日本、 米国、 欧州 (EPO)、 中国、 韓国、 WIPO、 英国、ドイツ、
フランス、スイス、カナダ
日本、 米国、 韓国
日本
シンガポール、 ベトナム、タイ、 台湾智慧財産局、ロシア、
オーストラリア

意匠

欧州（EUIPO）、 ベトナム、タイ、 台湾智慧財産局、ロシア

商標

欧州（EUIPO）、 ベトナム、タイ、 台湾智慧財産局、ロシア

意匠（画像意匠）

日本

１
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2-8-16図   画像意匠公報検索支援ツール（Graphic Image Park）のトップページ

2-8-17図   画像意匠公報検索支援ツール（Graphic Image Park）の基本的な使用方法
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e.海外特許庁・国際機関との特許情報の交換及

間の障壁無き特許情報流通のための基本原則を

びその情報の活用

合意した。2014 年 7 月から当該基本原則に基づ

日本国特許庁は、海外特許庁等との合意に基

くデータ交換が開始されており、今後、当該基本
原則の枠組みを拡大させることを検討している。

づいて、公報情報をはじめとする特許情報の定期
的な交換を行っている。2018 年度には、新たにマ

f. 特許庁が保有するデータの一般提供 2

レーシアと特許情報の交換を行うことを確認した。
日本国特許庁は、入手した特許情報を庁内で審

現在、
特許庁及び INPITは、
特許情報標準デー

査資料や先行技術の検索のためのデータとして利

タ、整理標準化データ、公開特許公報英文抄録

用するとともに、前述した J-PlatPat、FOPISER

（Patent Abstracts of Japan（PAJ）
）
、 米 国・

等を通じて一般に公開・提供している。また、交

欧州・中国の公報の和文抄録等の各種データを

換データを基に和文抄録データを作成し、庁内外

作成している。これらの各種データは、審査資料と

での活用を図っている。

して庁内で利用されるだけでなく、J-PlatPat に蓄

一方で、我が国の特許公報等が海外でも先行
技術として適切に考慮されるように、日本国特許庁

積され、一般向けの検索・照会サービスに活用さ
れている［2-8-18 図］。

の保有する特許情報を海外特許庁や国際機関へ

また、民間事業者向けに特許情報の一括ダウン

定期的に提供している。2013 年 6 月に開催され

ロードサービスを提供し、ユーザーのニーズに応じ

た五庁長官会合において、特許情報をマージナル

た高付加価値・多様なサービスの提供を促してい

コスト 1 又は無償で提供すること等、各国特許庁

る。

2-8-18図   特許庁・INPIT が作成・提供する主なデータ
データ名
特許情報標準データ
整理標準化データ
公開特許公報英文抄録（PAJ）
欧米特許和文抄録

データの概要
審査経過情報等の各種情報を一般に利用しやすい TSV 形式に変換・加工したもの。
2019 年 5 月より新たに提供開始。
審査経過情報等の各種情報を一般に利用しやすい XML 等の形式に変換・加工したもの。2019
年 9 月に提供終了予定。
日本の公開特許公報の要約を人手で英語に翻訳したもの。
米国特許明細書、 米国公開特許明細書、 欧州公開特許明細書の特許請求の範囲、 明細書及び
図面の記載内容を翻訳者が読解の上、 発明の内容を要約して日本語にて抄録文を作成したもの。
以下の 3 種類のデータが存在する。
・2010 年～ 2015 年に公開された中国特許出願公開公報の要約を人手により日本語に翻訳したも
の。

中国特許和文抄録

・機械翻訳の補完として、 一部の中国登録特許公報について、 特許請求の範囲及び明細書等か
ら発明の内容の理解に必要な部分を摘記し、 人手により日本語に翻訳したもの。
・国際調査報告で引用された一部の中国公開特許公報または中国登録特許公報の全文を、 人手
により日本語に翻訳したもの。

中韓文献機械翻訳文

J-PlatPat で提供する中国語及び韓国語の特許・実用新案文献の全文機械翻訳文。

１ データの複製費用、データの格納する媒体の費用及び送付等のための追加的経費のみで、データ作成、メンテナンスを含まない費用のこと。
２ 特許庁の提供する主なデータの一覧は統計・資料編 第 6 章 2. を参照のこと。
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産の担当者等を対象に、各国及び地域の知的財

②特許検索ポータルサイト

産情報を幅広く提供することを目的とする情報発信

先行技術文献調査をサポートする関連情報を

ウェブサイトである。

一元的に提供してほしいという出願人からの要望

海外から商品等を輸入している企業、海外へ

に応えるため、2009 年 3 月に「特許検索ポータ

商品等を輸出している企業、海外の企業へ出資

ルサイト 1」を特許庁ウェブサイト上に設置して試行

等をしている企業、海外の企業へ技術供与・ライ

を開始し、その後も、寄せられた意見等を受けて、

センスをしている企業、海外へ生産拠点・販売拠

FI、CPC 等の分類の対応関係を参照するツール

点等を設置している企業、あるいはこれから海外

を新規に提供するなど、内容を充実させている。

との取引を予定している企業等を対象に、今後の

出願人等からは、社内教育においても大変参考に

ビジネスで発生しうる海外での知的財産リスクの軽

なる内容であり、活用しているとの評価を受けてい

減又は回避に資する情報を発信することを目指し

る。

ている［2-8-19 図］。

今後も本ポータルサイトの記載内容の更新を引き

各種公開情報に加え、海外の特許事務所等と

続き行い、更なる利便性の向上を図っていく予定

も連携して情報収集を実施し、分析・整理した上

である。

で記事を作成している。アジアを中心に、中東、
アフリカ、
中南米等の記事を作成し、2,374 件（2019
年 3 月末現在）の記事を掲載している。

③新興国等知財情報データバンク

また、本データバンク内の「アンケート」のペー

新興国等知財情報データバンク 2 は、新興国
等でのビジネスに関わる日本企業の法務・知的財

ジより、情報収集を行うべき国・地域、テーマ等の
意見や要望を受け付けている。

2-8-19図   新興国等知財情報データバンクのイメージ

新興国における知財リスク等に関する情報提供
◎模倣品問題の情報

◎技術流出問題の情報

各国法制度

模倣品の現状

営業秘密管理

例 ）ロシアにおける知的財産権侵害の概要
例 ）南アフリカの模倣業者

例 ）ベトナムにおける営業秘密ならびに職務発明、
職務著作および職務意匠の保護
例 ）タイにおける技術ライセンス契約

第８章

◎各国法制度と運用実態の情報
特許法､審査基準 等
例 ）韓国における特許法改正（
年 月 月
施行）が出願実務に与える影響
例 ）イスラム法（シャリーア）と知的財産法

運用実態
審査の流れ､侵害訴訟、手続きの流れ 等

模倣品の調査と摘発
例 ）インドネシアの模倣被害に対する措置
および対策
例 ）中国の模倣被害に対する措置および対策

例 ）中国における専利権侵害訴訟手続の概要
例 ）ブラジルにおける特許出願から特許査定
までの期間の現状と実態に関する調査

１ https://www.jpo.go.jp/support/general/searchportal/index.html
２ http://www.globalipdb.inpit.go.jp/

技術流出防止
例 ）中国における技術流出に対する法的対応
と実際
例 ）インドにおける技術流出対策と営業秘密の
保護

１

2
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b. 開放特許情報データベース 3

④特許戦略ポータルサイト

大学・公的研究機関、企業等が保有する知的

2008 年 9 月、企業の知的財産戦略の高度化

財産権で、他者にライセンスする意思のある特許

に役立つ情報提供を行うため、特許庁ウェブサイ

（開放特許）の有効活用により、新たなイノベーショ

ト上に「特許戦略ポータルサイト 」を開設した。

ンの創出及び技術開発による権利化の支援を行う

特許戦略ポータルサイトは、特許庁が保有する情

ために、開放特許情報データベースにおいて開放

報のうち、国内外での権利化に役立つ情報、技

特許の情報を提供している。

術動向に関する情報、特許情報の活用に関する

◇登録件数：28,582 件（2019 年 3 月末時点）

1

情報、各種調査やガイドライン等へのリンク集となっ
ている。特許戦略ポータルサイトでは、特許出願・

（うち

企 業：4,601 件、 大 学・TLO：8,268 件、

公的研究機関等：15,713 件）

審査請求する際に役立つ情報として、「自己分析
用データ」を提供している 2。「自己分析用データ」

c. リサーチツール特許データベース 4

には、自社における過去 10 年分の特許出願件数、

ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特

審 査 実 績 等 知 的 財 産 権 情 報が含まれる。2019

許の使用を促進するため、大学・公的研究機関、

年 3 月末時点で利用企業は約 1,500 社である。

企業等が保有するリサーチツール特許の情報を
データベース化し、
「リサーチツール特許データベー

⑤情報提供によるその他の支援
a. 大学等向け公報固定アドレスサービス
大学等における研究開発を支援するため、大

ス」において情報を提供している。
◇登録件数：379 件（2019 年 3 月末時点）
（うち 企業：15 件、大学・TLO：200 件、公的
研究機関等：164 件）

学等の利用者に対し、特許電子図書館（IPDL）
の公報データに直接アクセスできる公報固定アドレ

d. 知的財産権取引業者データベース 5

スサービスを 2007 年 1 月に開始した。本サービス

我が国における知的財産権取引ビジネスの振興

は、特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）にお

及び知的財産情報活用のための環境整備の一環

いても同様に利用可能となっている。

として、知的財産権取引を行う事業者から提供さ

◇ 登録件数：305 件の大学等

れたサービス内容等の情報をデータベース化し、

（2019 年 3 月末時点）

「知的財産権取引業者データベース」において提
供している。
◇登録件数：171 件（2019 年 3 月末時点）

１ https://www.jpo.go.jp/sesaku/tokkyosenryaku_01.htm
２ インターネットを通じてダウンロードできるようになっているが、利用に当たっては登録申込みとパスワードの発行が
必要。特許戦略ポータルサイトでサンプルを見ることができる。
３ https://plidb.inpit.go.jp/
４ https://plidb.inpit.go.jp/research/home
５ https://www.inpit.go.jp/katsuyo/db/agentsdb
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特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）の機能改善
2019 年 5 月 7 日、 J-PlatPat のユーザーインターフェースを一新し、 情報提供の迅速
化や照会・検索対象範囲の拡充などの機能改善を行った。主な改善点を以下に紹介する。
○機械翻訳の質の改善

○情報提供の迅速化
特許庁が書類を発出してから審査・審判経
過情報が参照可能になるまでの期間を、「約 3

AI を活用した最新の機械翻訳アルゴリズムに
より、質の向上した日英翻訳を提供する。

週間」から「原則 1 日」に短縮する。
○表示画面の改善
初めての方でもスムーズに利用できるよう、トッ

○照会できる手続書類の拡充
特許・実用新案の手続書類に加え、2019 年

プメニューなどの表示画面を整理する。

1 月以降に特許庁に提出又は特許庁から発送さ
れた意匠（登録済）
・商標の手続書類も新たに
照会可能とする。
○データベースの拡充
特許庁の審査で拒絶された商標や、登録後
に権利が抹消された商標を新たに検索可能とす
る。また、近年急増している中国の特許文献を
日本語で検索可能とする。

第８章

新しい J-PlatPat のトップページ
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（2）料金面等における支援
①個人・中小企業を対象とした減免措置等
a. 特許料・審査請求料の減免措置
特許庁は、特許法、産業技術力強化法及び

ついて、産業競争力強化法に基づき、中小ベン
チャー企業、小規模企業等を対象に、一定の要
件を満たすことを条件として、PCT 国際出願に係
る調査手数料・送付手数料及び予備審査手数料
の 3 分の 2 を軽減する措置を講じている。また、

中小ものづくり高度化法 1 に基づき、個人・法人

同期間中に特許庁に受理された PCT 国際出願に

及び研究開発型中小企業等を対象に、一定の要

ついて、中小ベンチャー企業、小規模企業等を対

件を満たすことを条件として、特許料（第 1 年分

象に、PCT 国際出願に係る手数料のうち、世界知

から第 10 年分）等の減免措置を講じている。また、

的所有権機関（WIPO）に対する手数料（国際

2014 年 4 月 1 日から 2018 年 3 月 31 日までに特

出願手数料及び取扱手数料）の 3 分の 2 を、手

許の審査請求を行った案件については、産業競

数料納付後の出願人からの申請により、「国際出願

争力強化法に基づき、中小ベンチャー企業、小

促進交付金」として交付する措置を講じている。

規模企業等を対象に、一定の要件を満たすことを

◇ 2018 年度実績

条件として、特許料（第 1 年分から第 10 年分）

○産業競争力強化法に基づく支援

及び審査請求料の 3 分の 2 を軽減する措置 2 を

 中小ベンチャー企業、小規模企業等に対

講じている。

する調査手数料・送付手数料及び予備審査

◇ 2018 年度実績

手数料の 3 分の 2 軽減措置。
・調査手数料・送付手数料の軽減：675 件

○特許法に基づく支援
 資力を考慮して定められた個人・法人に対
する特許料・審査請求料の免除又は半額軽

○国際出願促進交付金による支援
 中小ベンチャー企業、小規模企業等に対

減措置。
・特許料の減免

・予備審査手数料の軽減：29 件

：2,077 件

・審査請求料の減免：1,819 件
○産 業技術力強化法及び中小ものづくり高度

する国際出願手数料及び取扱手数料の 3 分
の 2 を交付する措置。
・国 際出願手数料及び取扱手数料の交付：
677 件

化法に基づく支援
 研究開発型中小企業等に対する特許料・
審査請求料の半額軽減措置。
・特許料の軽減

：22,450 件

・審査請求料の軽減：6,292 件
○産業競争力強化法に基づく支援

②大学・TLO 等を対象とした軽減措置
a. 特許料・審査請求料の軽減措置
特許庁は、TLO 法 4 及び産業技術力強化法

 中小ベンチャー企業、小規模企業等に対

に基づき、大学・TLO 等を対象に、一定の要件

する特許料・審査請求料の 3 分の 2 軽減措

を満たすことを条件として、特許料（第 1 年分か

置。

ら第 10 年分）及び審査請求料の 2 分の 1 を軽

・特許料の軽減

：3,352 件

・審査請求料の軽減：4,635 件

減する措置を講じている。
◇ 2018 年度実績
○ TLO 法に基づく支援

b.PCT 国際出願に係る手数料の軽減措置・交付
金制度 3
特 許 庁は、2014 年 4 月 1 日から 2018 年 3 月
31 日までに特許庁に受理された PCT 国際出願に
１
２
３
４
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 承認 TLO 及び認定 TLO に対する特許
料・審査請求料の半額軽減措置。
・特許料の軽減

・審査請求料の軽減：174 件

中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律（平成 18 年 4 月 26 日法律第 33 号）
2014 年 4 月から 2018 年 3 月までに特許の審査請求を行う場合が対象。
2014 年 4 月から 2018 年 3 月までに特許の PCT 国際出願を行う場合が対象。
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律（平成 10 年 5 月 6 日法律第 52 号）

特許行政年次報告書2019年版

：606 件

第２部

 大学及び大学研究者に対する特許料・審

特許庁における取組

○産業技術力強化法に基づく支援

（3）電子出願に関する相談支援
ウェブサイト上に開設した「電子出願ソフトサポー

査請求料の半額軽減措置。

トサイト 1」において、申請書類の書き方ガイドやよ

・特許料の軽減

：7,688 件

くあるＱ＆Ａ等、電子出願に役立つ情報を提供し

・審査請求料の軽減：3,418 件

ている。また、電子出願の具体的な操作方法等
について、電子出願ソフトサポートセンターにおい
て専門スタッフが相談を受け付けている。
◇ 2018 年度実績
相談件数：8,542 件

第８章

１ http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/

１
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（4）相談業務による支援
①ワンストップによる解決支援（INPIT 知財総
合支援窓口）
「知的財産は敷居が高く相談に行きにくい」、
「ど
こへ相談に行けばいいか分からない」という中小
企業の声を踏まえ、知的財産に関する悩みや課
題に関する相談を一元的に受け入れる「知財総
合支援窓口」を 47 都道府県すべてに設置してい
る。
知財総合支援窓口では、無料・秘密厳守で、
知的財産に関するアイデア段階から事業展開、海
外展開までの様々な課題等に対し、知的財産に
関係する様々な専門家のほか、自治体や商工会・
商工会議所、よろず支援拠点をはじめとする地域
の中小企業支援機関と協働・連携して、効率的
な解決を図るワンストップサービスを提供している
［2-8-20 図］。
INPIT 知財総合支援窓口では、例えば次のよ
うな支援を実施している。
a. 知財戦略に関する支援
技術動向や企業戦略・経営戦略の観点も踏ま
えた知的財産を保護するための手法（特許等とし
ての権利化による保護、営業秘密としての秘匿化
による保護）の説明、アドバイス。
2-8-20図   INPIT 知財総合支援窓口における相談対応
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b. 特許出願等の手続支援（電子出願支援を含む）
特許等の産業財産権制度に係る出願や登録、
中間手続等の手続方法の説明や電子出願ソフト
を利用した電子出願に係る手続方法の説明等。
c. 先行技術文献等に関する調査支援
J-PlatPat を活 用した、 既に出 願されている、
又は権利化されている内容等の検索方法の説明。
d. ライセンス契約、技術移転に関する支援
企業等が保持する技術の活用に向けたライセン
ス契約に関する契約書のひな型の提供や注意事
項等の説明。
e. 模倣品・侵害対応に関する支援
海外における中小企業等の模倣品、侵害訴訟
に関する連携機関の支援紹介や専門家による侵
害対応に関する助言等の支援。
f. 海外展開に関する支援
海外で知的財産権を取得する際の外国出願に
係る費用助成事業等の支援施策の紹介や、外国
の企業との知的財産に関するライセンス契約に関
する専門家による助言等の支援。
g. デザインやブランド戦略に関する支援
デザインやブランドコンサルタントや意匠活用ノウ
ハウを有する弁理士等の専門家を活用した商品
開発時からの知財活用マインドの導入や商品販売
時の戦略的な意匠登録出願に関する支援。

第２部

2015 年度法改正を受けた新たな職務発明制
度等に関する説明や社内規程の導入等に関する
弁理士・弁護士等の専門家の助言等の支援。

特許庁における取組

h. 職務発明規程の導入等に関する支援

②出願手続・産業財産権に関する相談
a. 産業財産権相談窓口 1
アイデアがあるものの、どのようにすれば権利化

i.知的財産を活用していない中小企業等の発掘

できるか分からない、特許等の出願をしたいが手

及び知的財産活動の啓発に関する支援

続方法が分からない等の産業財産権の手続に関

知的財産を有効に活用出来ていない、又はこ

する相談を、独立行政法人工業所有権情報・研

れから活用しようとする中小企業に対して、知的財

修館（INPIT）において無料で受け付けている。

産を有効活用するためのアドバイスや社内啓発活

相談については、窓口、電話、WEB、文書（手

動の支援。

紙、ファックス）にて行うことができる。

j.知的財産に関する支援機関及び各種支援施策
の紹介

◇ 2018 年度実績
相談件数：30,367 件

中小企業が利用可能な知的財産関連の支援
機関及び支援施策の紹介、支援内容、手続方

窓口相談

法の説明。

平日 9：00 ～ 17：45
（受付は 17：30 まで）

k. 他機関との連携

電話相談

技術の標準化や農林水産業における地理的表
示保護制度等の幅広い悩みや課題等についても

TEL03-3581-1101
（内線 2121 ～ 2123）
（平日 8：30 ～ 18：15）

他機関との連携により支援。
b. 知的財産相談・支援ポータルサイト 2
◇ 2018 年度実績

相談件数：102,551 件

知的財産相談・支援ポータルサイトでは、産業
財産権に関する基本的な情報や出願から登録、
審判までの手続に必要となる情報を FAQ 形式で
提供しており、これらの情報はキーワードによる検
索も可能となっている。また、最も問合せが多い
商標については、
「かんたん商標出願講座」
として、
第８章

動画で分かりやすく解説しているほか、各種申請
様式（様式見本）や記入例等、手続に関する最
新の書類をダウンロードすることも可能である。
「知財ポータル」
（https://chizai-portal.inpit.

なお、同サイトで解決できない質問については

go.jp/）：各都道府県の INPIT 知財総合支援窓口の

サイト上の入力フォーム等を通じて直接相談窓口

設置場所や支援事例を掲載しています。

に問合せをすることもできる。
◇ 2018 年度実績
ＦＡＱ 閲 覧 利 用 件 数（ 産 業 財 産 権 ）
：
423,369 件

１ 産業財産権相談窓口 https://www.inpit.go.jp/consul/consul_about/index.html
２ 知的財産相談・支援ポータルサイト https://faq.inpit.go.jp/
１

2

知的財産相談・支援ポータルサイトトップページ
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③営業秘密・知財戦略に関する相談
営業秘密・知財戦略相談窓口 1 においては、

産相談・支援ポータルサイト 2 における e ラーニン
グコンテンツの提供等、普及啓発活動を積極的に
展開している。

特許等への権利化、営業秘密としての秘匿化を

また、企業等における戦略的な知財管理を支

含むオープン・クローズ戦略等の具体的な知財戦

援するため、電子文書が存在したことを証明する

略に関する相談に加え、秘匿化を選択した際の

「鍵」であるタイムスタンプトークンを預かる「タイム

営業秘密の管理手法、営業秘密の漏えい・流出

スタンプ保管サービス 3」を提供している。民間事

等に関する相談に対し、経験豊富な知的財産戦

業者が提供するサービスによって発行されたタイム

略アドバイザー（企業 OB）や弁護士等の専門家

スタンプトークンを INPIT に預けることで、電子文

が対応している。また、全国にある知財総合支援

書に付されたタイムスタンプトークンの紛失や改ざん

窓口と連携することにより、各地の中小企業等が

のリスクを低減し、長期間安定なバックアップが可

気軽に専門家に相談することを可能にしている。さ

能になるとともに、営業秘密や先使用権などに関

らに、営業秘密の漏えい・流出に関する被害相談

する特定の資料が作成日とされる時点に存在して

については警察庁と、
サイバー攻撃等の情報セキュ

いたかについて係争又は訴訟中に疑義が生じた

リティに対する相談については独立行政法人情報

際、作成日時の立証負担を軽減する効果が期待

処理推進機構（IPA）と連携するなど、関係機

できる。

関と協力して対応している［2-8-21 図］。
2018 年度は、666 件の中小企業等からの相談

窓口相談

に応じた。
その他、知的財産戦略アドバイザーによる「営
業秘密・知財戦略セミナー」 の開催や、知的財

平日 9：00 ～ 17：45
（受付は 17：30 まで）

電話相談

TEL 03-3581-1101（内線 3844）

（平日 9：00 ～ 17：45（受付は 17：30 まで））

2-8-21図   営業秘密・知財戦略相談窓口の相談・支援体制

１営
 業秘密・知財戦略相談窓口
https://faq.inpit.go.jp/tradesecret/service/
２ 知的財産相談・支援ポータルサイト（営業秘密・知財戦略に関する情報）
https://faq.inpit.go.jp/tradesecret/
３ タイムスタンプ保管サービス https://faq.inpit.go.jp/tradesecret/ts/
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知財総合支援窓口における農林水産分野の知
的財産に関する相談の受け付けや、農林水産省

海外展開知財支援窓口 1 では、海外での事業

主催の GI と種苗登録制度にかかる研修に知財

展開を考えている企業等に対して、ビジネスの形

総合支援窓口の相談対応者が参加するなど、相

に応じた様々な知財リスクについてのアドバイスを

談及び連携体制の強化を図っている。

行い、
ビジネス展開に応じた知的財産の権利化や、

なお、特許庁が出願人等ユーザーの利便性向

取得した権利を利益に結びつけるための活用の方

上や知的財産を活用する企業のすそ野拡大を目

法について、海外駐在経験と知的財産実務経験

的に全国各地で開催する「巡回特許庁」におい

が豊富な民間企業出身の専門人材である海外知

て、農林水産省と連携して地域ブランドセミナーを

的財産プロデューサーが支援を行っている。全国

開催し、地域団体商標制度に加え、GI 保護制

にある知財総合支援窓口とも連携しており、相談

度についても説明する等、地域の農林水産業やブ

内容に応じて海外知的財産プロデューサーによる

ランド関係者に対する制度の普及啓発に取り組ん

支援を受けることを可能にしている。

でいる。

お問い合わせ先（海外展開知財支援窓口）

b.特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）に

TEL 03-3581-1101（内線 3823）
（平日 9：00 〜 17：30）

特許庁における取組

④海外展開に関する相談

関する相談
J-PlatPat 2 の各種検索サービスの操作・利用
について、J-PlatPat ヘルプデスクにおいて専門ス

⑤その他の相談

タッフが相談を受け付けている。

a.農林水産業にかかる知的財産の相談体制の強
化
農林水産物のブランド価値を高め、知的財産と
して保護していくためには、特許庁が担当する商
標制度、意匠制度、特許制度と、農林水産省が
担当する地理的表示（GI）保護制度や品種登
わせて活用することが重要である。
特許庁では、農林水産省との相互協力により、

第８章

録制度など、様々な知的財産制度をうまく組み合

J-PlatPat ヘルプデスク
TEL 03-3588-2751（平日 9：00 ～ 21：00）

INPIT が各都道府県に設置する知財総合支援
窓口と農林水産省の相談窓口との連携強化を実
施。

１海
 外展開知財支援窓口 https://faq.inpit.go.jp/gippd/service/
知的財産相談・支援ポータルサイト
（海外展開の知財支援に関する情報）
https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/type.html
２ https://www.j-platpat.inpit.go.jp

１-1

１-2

2
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第８章

多様なユーザーへの支援・施策

（5）専門人材による支援
我が国産業の国際的な競争力を保持しつつ持
続的な発展を実現していく上で、イノベーションの

えで具体的なアドバイスをしたりできるように、出張
による個 別 企 業 支 援を積 極 的に実 施している
［2-8-22 図］。

促進を効率的に進める必要があり、創出される知

出張支援では、現場視察をすることで訪問した

的財産を戦略的に保護・活用する知的財産戦略

企業に特有の課題を発見し、より実践的なアドバイ

が極めて重要である。このため、特許庁・INPIT

スを行うことが可能になっている。秘密管理のため

では、専門人材を適所に配置し、企業や大学等

の社内体制の構築を目指す企業に対しては、訪

の知的財産マネジメントを支援している。

問が複数回に及ぶこともある。単なる質問と回答と
いうやりとりにとどまらず、知的財産戦略アドバイ

①知的財産戦略アドバイザー
「 営 業 秘 密・知 財 戦 略 相 談 窓口～営 業 秘 密
110 番～」 に所属する知的財産戦略アドバイザー
1

ザー及び知財総合支援窓口の担当者等による営
業秘密管理の規程整備に向けての支援によって、
企業等において実際に秘密管理体制を運用できる
レベルまで導くことを目標として活動している。

は、同窓口での相談受付に加えて、中小企業等
を訪問し、経営幹部を含めた複数の社員に対して
小規模なセミナーを実施したり、現場を視察したう

◆ 2018 年度実績
出張支援

340 回

2-8-22図   知的財産戦略アドバイザー派遣事業の概要

１営
 業秘密・知財戦略相談窓口
https://faq.inpit.go.jp/tradesecret/service/
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具体的には、海外知的財産プロデューサーは、
海外での事業展開を考えている企業等に対して、

海外展開において刻々と変化するビジネスのス

ビジネスの形に応じた様々な知的財産リスクについ

テージに応じ、知的財産リスクへの対応やライセン

てのアドバイスを行った上で、ビジネス展開に応じ

スといった知的財産の活用等の知的財産全般の

た知的財産の権利化（例えば、どのような権利を

マネジメントが必要になる。海外進出先の情勢や

どの地域で取得するべきか）や、取得した権利を

制度、事業目的・内容に応じた、知的財産権の

利益に結びつけるための活用（例えば、企業の

取得・管理・活用、海外市場への技術移転支援、

海外進出目的や保有する知的財産に合わせたビ

知的財産戦略の策定等、知的財産全般の多様

ジネススキームの提 案 ）について支 援している

なマネジメントの支援のため、2011 年度から、海

特許庁における取組

②海外知的財産プロデューサー

［2-8-23 図］。

外駐在経験及び知的財産実務経験がともに豊富

また、海外知的財産プロデューサーは、海外ビ

な民間企業出身の専門人材を海外知的財産プロ

ジネス上の様々な知的財産リスクやビジネスと知的

デューサーとして INPIT に配置し、関係機関と連

財産の関係についての理解を広めるための講演も

携しながら中堅・中小企業等に対する支援を行っ

行っている。

ている。2016 年度からは、独立行政法人日本貿
易振興機構（JETRO）が事務局を行う新輸出

◇ 2018 年度実績

大国コンソーシアムの参加機関として、全国の他

支援企業等

の支援機関と連携しながら支援を行っている。

講演等

308 者

79 回

2-8-23図   海外知的財産プロデューサー派遣事業の概要

第８章

③知的財産プロデューサー 1

④産学連携知的財産アドバイザー 2

大型の公的資金が投入され、革新的技術の研

地方創生に資する大学等の活動を促進するた

究開発を行う“ 産学官連携型 ” の研究開発プロ

め、地域の中堅・中小企業等との連携や大学発ス

ジェクトを推進している大学または研究開発機関

タートアップの創業等の産学連携・知財活動を展

に、事業化出口を目指す知的財産戦略の策定や

開する大学に知的財産の専門家である産学連携

各種知財活動等をサポートするため、企業等にお

知的財産アドバイザーを派遣し、事業化を目指す

いて豊富な実務経験をもつ知的財産プロデュー

プロジェクトの知的財産マネジメントを支援する「産

サーを派遣する「知的財産アドバイザー派遣事業」

学連携知的財産アドバイザー派遣事業」を実施し

を実施している。

ている。

１第
 2 部第 8 章 3.（2）参照
２ 第 2 部第 8 章 3.（3）参照
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海外知的財産プロデューサーの支援事例
海外知的財産プロデューサーは、日本企業の海外進出、 海外事業展開を、 知的財産の視
点から、 無料出張相談等により支援している。 海外知的財産プロデューサーが支援した企業
の声を事例として紹介する。
●株
 式会社エイビス（大分県大分市）

は何かを、企業の目線で助言してもらえたため、
知的財産と契約の重要性を改めて認識し、これ

「考え方がガラリと 180 度変わりました」

らの検討が大いに進んだ。

他機関の支援を受けていた当社「みまもりシ
ステム」に関し、事前に模倣品対策や知的財
産の視点を入れた契約の検討が必要と助言さ

「“ みまもりシステム ” のスムーズな海外展開に向
けて」

れていた。そんな折、INPIT 海外知的財産プ

タイを含めた海外への特許・商標出願の留意

ロデューサーへの相談を薦められたのがきっか

点、秘密情報管理、関連契約の必要性やポイ

けで支援が始まった。

ント等に関し、アドバイスを受け、タイへの事業

支援は知的財産・契約の課題整理からスター

展開は順調に進行中である。支援の中で、知

ト。経営課題に比べて、知的財産と契約の課

財担当の設置等のアドバイスを受け、知財体制

題をあまり重視していなかったため、相談当初

の整備を並行して進めた。また、地元企業との

は担当者もおらず、こんなに多くの課題があるの

合弁でタイの現地法人を設立し、さらには、タイ

かと感じたのを覚えている。支援は、当社が現

におけるニーズ探索のため、地元大学と共同研

実的に対応できる範囲を踏まえた上で、事業で

究に着手した。当初は敷居が高いと思っていた

押さえるべき点は何か、そのために必要な対策

海外知的財産プロデューサーへの相談であった
が、事業面での課題を含めて気軽に相談できる
上に、何度でも訪問支援してもらえる点で大変
有用であった。
〈海外知的財産プロデューサーのコメント〉
本件はタイでの事業展開に向けて、知財・
契約関連等の直面する課題解決を支援し
た事例です。今後は知財体制の強化といっ
た中長期的な課題を含めて、支援を継続し

代表取締役社長

吉武俊一 氏

ていく所存です。
（海外知的財産プロデュー
サー 松島重夫氏）

「みまもりシステム」運用イメージ（介護施設・病院向け）
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7．企業と特許庁の意見交換を通じた取組
特許庁では、今後の知的財産権制度や審査施策等に対するニーズを具体的に把握するとともに、ユーザー
の戦略的な知的財産活動に資する各種情報を提供するため、 個別企業や業界団体との意見交換会を毎年
開催している。 意見交換会は、 大企業から中小企業まで、 企業の経営者層から知的財産担当者層までと多
岐にわたるユーザーと実施している。

（1）2018 年度の意見交換会の実績

（2）2018 年度の意見交換会の内容

2018 年度は、特許庁の施策及び取組につい

意見交換では、知的財産政策に関する各種取

てユーザーから理解を得るとともに、今後の施策

組を説明するとともに、特に企業の経営者層から

検討に向けて企業の現状や課題を直接伺うため、

は、事業戦略・技術開発戦略と知財戦略の連携、

企業の経営者層や知的財産担当者と意見交換会

第四次産業革命を視野に入れた知的財産システ

を実施した。2018 年度は、ベンチャー企業の知

ムの在り方、グローバル化に伴う知財マネジメント

的財産への意識を高めていくとともに、権利取得

の課題、標準必須特許をめぐる紛争等、多岐に

の経験が少ないベンチャー企業特有のニーズを具

わたる意見・ニーズを伺った。

体的に把握するため、ベンチャー企業との意見交

また、企業の戦略的な知的財産活動に資する

換についても積 極 的に実 施した。 特 許 庁 長 官、

べく、知的財産活動分析の参考となる、企業の

特許技監、及び審査部による 2018 年度の意見

出願状況や特許取得状況等の統計データを提供

交換会の回数は、延べ 420 回程度となった。

するとともに、様々な支援策等の紹介を行った。

2-8-24図   紹介した主な支援策
・ベンチャー企業対応面接活用早期審査
ベンチャー企業・中小企業支援

・ベンチャー企業対応スーパー早期審査
・特許料等の減免制度
・IoT 関連技術の特許分類

第四次産業革命への対応支援

・IoT 審査チーム
・コンピュータソフトウエア関連発明の審査基準等の改訂
・事業戦略対応まとめ審査

第８章

戦略的な知的財産活動支援

・特許審査ハイウェイ（PPH）
企業のグローバル活動支援

・PCT 協働調査試行プログラム
・日米協働調査試行プログラム
・日本国特許庁の審査官によるアジアの知財庁への研修の実施

その他の支援

・標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き
・特許異議申立制度
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グローバル知財戦略フォーラム 2019
2019 年 1 月 28 日と 29 日に、特許庁は、独

グローバルビジネスにおけるデータ・技術・デザ

立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）

インといった多面的な知的財産・知的資産の利

との共催により「グローバル知財戦略フォーラム

活用、スタートアップのグローバル戦略における

2019 1」を開催した。本フォーラムは、国内外に

知財の役割等を論点とする講演・パネルディス

おける知財関連情報の共有、知財活用に関す

カッションを行った。
開催二日間で来場者数は延べ 1,500 名を超

る取組の情報交換の場、知財活用に関わる方々

え、多くの方々で賑わうフォーラムとなった。

のネットワーク形成等の機会を提供するものであ

今後も、日本国企業のグローバルな知的財産

る。

活動を支援するため、本フォーラムを開催してい

2018 年度は、「新しい時代と価値をデザイン

く。

するビジネス×知財戦略」をメインテーマとして、

講演・パネルディスカッション会場の様子

ＫＤＤＩ 株式会社 理事 技術統括本部 新技術企画担当

株式会社ユニコーンファーム

宇佐見正士氏

田所雅之氏

【特別講演 １】顧客価値をデザインするための

オープンイノベーションと知財戦略

【特別講演 ２】イノベーションを起こす
7 つのポイント

１ https://www.inpit.go.jp/katsuyo/gippd/forumkokunai/forum_kokunai00040.pdf
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第９章

人材育成に向けた支援・施策

1．知的財産人材の育成
特許庁及び独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）は、 多種多様な知的財産人材の育成と、
知的財産マインドの向上を目的に、 知的財産人材育成の取組を行っている。
本節では、 それらの人材育成の取り組みについて紹介する。

（1）生徒・学生向けの人材育成
①知財創造教育の普及

b. 小中高等学校において知財創造教育を実施
できる人材の養成に必要なテキストに関す
る調査研究（2018 年度）

イノベーションの創出のためには、新しいものを

教育現場の職員が知財創造教育の内容、必

創造する人材や、創造されたものを活用したり他

要性、指導方法を十分理解できるよう、教員免許

の様々なものと組み合わせたりして、新しい価値を

状の更新講習や教職課程等の講義を通じて利用

生み出す仕組みをデザインできる人材が必要であ

できるテキストを整備することを目的として、知財創

る。そこで特許庁は、発達段階に応じて、新たな

造教育に関するコンテンツを収集した上で、小中

発見や思考の源泉となる創造性を育むとともに、

高等学校において「知財創造教育」を実施でき

知的財産の保護・活用の重要性に対する理解の

る人材の育成に資するテキストのあり方について検

増進と態度形成を図り、もって知的財産の創造に

討を行った。また、これらの結果を基に、教育現

始まり、保護・活用に至る知的創造サイクルの好

場の教員や教育学部で学ぶ学生が知財創造教

循環を生み出すための人材を育む「知財創造教

育の実施について理解する際に利用するテキストと

育」の普及に取り組んでいる。

して導入しやすく、現場の教員が見慣れている学
習指導案を多く取り入れた「新しいモノ・コトを楽し

a. 中等教育段階における知財創造教育の推進

く創る知財創造教育 未来を創る授業ガイド ～す
べての教科ですぐに始められる学習指導案事例と

度）

ヒント～」を作成した。このテキストは特許庁ウェ

初等中等教育段階における知財創造教育に資

ブサイト 2 で提供している。

第９章

に資する教材に関する調査研究（2018 年

する既存教材の整備状況を把握する足掛かりとし
て、中学校教育の「技術・家庭科」における知

c. 知的財産に関する創造力・実践力・活用力開

財創造教育の推進に資する教材の調査、分析を

発事業

行った。そして、調査結果から、
中学校教育の「技

特許庁及び INPIT は、ものづくりや商品開発

術・家庭科」で知財創造教育の推進に資する汎

等の実践の場を通じて、知的創造力を育む取組

用性の高い教材について検討し、「知財創造教

を行う専門高校（工業・商業・農業・水産）及

育モデル」、「具体的活用事例」 及び 「活用ガイ

び高等専門学校に対し、必要な支援を実施してい

ド集」 からなる教材を作成した。これらの教材は

る。これは、アイデアを知的財産へ具体化、模擬

特許庁ウェブサイト で提供している。

的な出願書類を作成する過程等を通じて、生徒・

1

学生に、新しいものや仕組みを企画・提案する「創
１中
 等教育段階における知財創造教育の推進に資する教材に関する調査研究報告書
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2018_02_zentai.pdf
２ 新しいモノ・コトを楽しく創る知財創造教育 未来を創る授業ガイド ～すべての教科ですぐに始められる学習指導案事例とヒント～
https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisanken-seidomondai/2018_05_hint_zentai.pdf
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造力」、その企画・提案を実社会のルールの中で
実現させていく「実践力」を身につけ、更にアイ
デアや創意工夫を実社会の中で形にして活用する
「活用力」を養ってもらうものである。
知的財産に関する創造力・実践力・活用力に

②パテントコンテスト及びデザインパテントコ
ンテスト
特許庁は、全国の日本の次世代を担う生徒、
学生等が創造した発明・デザインの中から特に優

関する実践的な能力を養成する取組の導入と知

れたものを選考・表彰する「パテントコンテスト」

的財産権制度に関する基本的な知識の習得を目

及び「デザインパテントコンテスト」を、文部科学省、

指す取組の計画を策定し、その実践を通じて組

日本弁理士会及び INPIT と共に実施している。

織的な取組として定着を図っていくことを目的とした

このコンテストは、生徒、学生等の知的財産に対

「導入・定着型」と、知的財産に関する創造力・

する意識と、産業財産権制度に対する理解の向

実践力・開発力開発事業において知的財産学習

上を目的としており、特に優れた発明・デザインに

の組織的な推進体制ができ、すでに知的財産学

ついては、実際に発明・デザインの創造から権利

習が定着している学校を対象に、これまでの取組

取得までを生徒、学生等が体験できる機会を提供

実績を踏まえた独創性のある取組等にチャレンジす

するものである。全国の高校生、高等専門学校生、

る学校を最大 3 年間支援することを目的とした「展

大学生等から作品を募集し、応募作品の中から

開型」 の二つに分けて募集を行っている。応募

特に優れた発明・デザインを出願支援対象として

校の採択については、外部有識者等からなる「知

選考し、表彰している。表彰された発明・デザイ

的財産に関する創造力・実践力・活用力開発事

ンを創造した生徒、学生等は、出願から権利取得

業推進委員会」において、申請書に記載された

までの過程において、主催者から以下の支援を受

取組について審査を行い、2018 年度においては、

けることができる。2018 年度は、発明 30 件・デ

「導入・定着型」として 38 校、「展開型」として

ザイン 31 件が優秀賞を受賞した。

5 校（商業：1 校、水産：1 校、高専：1 校、工業：

・弁理士によるアドバイス（主催者負担）

2 校）が選定され、採択された。また、2016、17

・特 許出願料／意匠登録出願料、特許審査請求

年度の「展開型」 採択校（9 校）が同委員会

料、特許料（第 1 ～ 3 年分）／意匠登録料（第

での評価を受け、継続することが承認され、この

1 ～ 3 年分）の提供

9 校を併せた計 52 校が実施することとなった。
また、2018 年度には、地域別交流・研究協議
会（関東地区）において各校の成果展示を行うと
ともに、学校での知的財産に対する取組について
発表会を実施し、ブースを設け 15 校（展示 6 校、
発表 9 校）を表彰した。

君のひらめきを特許権にしよう！

パテント
コンテスト
応募期間

2019年

君のデザインを意匠権にしよう！

2019年度

6月24 日 ㊊

デザインパテント
コンテスト

9月27日 ㊎

必着

応募方法及び作品紹介
応募資格：高校生、高等専門学校生、大学生、専修学校生、大学校生
応募の詳細（募集要項、応募書類等）及び過去の作品紹介（権利取得作品）については、
（独）工業所有権情報・研修館の

パテントコンテスト／デザインパテントコンテストホームページ

（URL：http://www.inpit.go.jp/jinzai/contest/index.html） に掲載しています。

Click
パテントコンテスト

主催／文部科学省、特許庁、日本弁理士会、（独）工業所有権情報・研修館

作品募集のポスター
平成 30 年度「知的財産に関する創造力・実践力・
活用力開発事業」地域別交流・研究協議会
（関東地区）成果展示・発表会
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官賞」を設けており、2018 年度は「まくわうりの

入賞し、出願支援を受けて権利設定された特許

風味を引き出したアイスクリーム」に関する特許を

権・意匠権を活用して事業化がなされた事例の中

活用して事業化に成功した岐阜県立岐阜農林高

から、特に優秀なものを表彰する賞として、「パテ

等学校まくわうりひろめ隊を表彰した。

特許庁における取組

また、特許庁は、過年度のコンテストにおいて

ントコンテスト・デザインパテントコンテスト特許庁長

【デザインのみ】

コンテスト
の流れ

意匠制度に関する
セミナーの受講など

❶ ホームページでの

参加登録と応募書類
の作成・郵送

の学習

❼ 特許・意匠登録査定

❻ 特許庁の審査

❷ 応募書類の
審査・選考

❺ 特許庁へ出願

❸ 優れた発明及び
意匠を表彰

❹ 特許・意匠登録出願書類の作成
弁理士のアドバイス

特 許 証

意匠登録証
特 許 証

特許権・意匠権取得

メリット2

メリット3

特許出願料と審査請求料
意匠登録出願料

特許料・意匠登録料（第1〜3年分）

主催者負担

主催者負担

メリット1

弁理士の相談料

主催者負担

岐阜県立岐阜農林高等学校
まくわうりひろめ隊による

コンテストの流れ

（2）知的財産専門人材の育成
①弁理士の育成
従来から、経済のグローバル化が進む中、我
が国産業の国際競争力を高めるために、知的財

「まくわうりアイス」

【2000 年改正】
・弁理士試験の簡素合理化
・利用者のニーズの多様化に応じた業務の拡大
【2002 年改正】
・特 定侵害訴訟 1（弁護士が同一の依頼者から

産の創造・保護・活用がますます重要となっている。

受任している事件に限る。）における訴訟代理権

知的財産制度の重要な担い手である弁理士には、

の付与

これまで以上に知的財産の創造・保護・活用の

【2007 年改正】

促進に貢献することが求められている。

・弁 理士の有する専門的知見を活用できる分野に

特に、中小企業・小規模事業者が知的財産を
まで以上に裾野広くきめ細かいサービスの提供が
不可欠となっている。また、我が国企業のグロー
バルな事業展開の進展に伴い、我が国からの国

・弁 理士の裾野拡大のため、弁理士試験の免除
の拡大
・弁 理士の資質の維持及び向上に向けた研修制
度の創設

際特許出願件数も年々増加しており、こうした国際

・名義貸し禁止規定の導入

展開を着実に進めるためにも弁理士の重要性がま

【2014 年改正】

すます高まっている。

・弁理士の使命の明確化

このような状況下で、知的財産に関する専門技

第９章

戦略的に活用していくためには、弁理士によるこれ

ついて業務を拡大

・発明等の保護に関する相談業務の明確化

術的な知見を有する弁理士の更なる育成及び活

・弁理士の利益相反行為の緩和

用を図るべく、弁理士法について所要の改正を

【2018 年改正】

行ってきた。

・標準関連業務を弁理士の業務として追加
・データ関連業務を弁理士の業務として追加

１ 特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟。
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また、知的財産に関する専門家・人的基盤とし

2-9-1図

ての弁理士の育成・確保を図る措置の一環として、

（人）
12,000
11,089 11,217 11,351
10,680 10,890
11,000
10,171
9,657
10,000
9,146
8,713
9,000
8,183
7,806
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
（年）

弁理士試験の充実を図るための弁理士法施行規
則の改 正を行った（2014 年 12 月）。2016 年 度
から実施した新試験において、条約科目を含めて
弁理士にとって必要な基礎的知識を確認する手段
として、短答式筆記試験へ科目別合格基準を導
入し、また、選択問題間の難易度を揃え試験の
公平性を担保するため、論文式筆記試験（選択
科目）における選択問題の集約を行った。
これらの制度改正を経て、弁理士の数は増加
傾向にあり、2018 年末時点で 11,351 人となって

  弁理士数の推移

（備考）2018 年 12 月末における値に基づいている。
（資料）統計・資料編 第 6 章 3.（1）

いる［2-9-1 図 ］。 弁 理 士 数 の 増 加 に 伴 い、
2000 年法改正の前には弁理士が主たる事務所を

2-9-3図

  特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた
弁理士数の推移

置いていない地域（弁理士ゼロ地域）が存在し
ていたが、現在では、大半の弁理士が大都市に

（人）
4,000

定着しているといった形での地域偏在は残っている

3,500

ものの、弁理士ゼロ地域については解消されている

3,000

［2-9-2 図］。

2,500

また、特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた

2,000

弁理士 1 の数も同様に増加傾向にあり、2018 年

1,500

末時点で 3,339 人である［2-9-3 図］。

1,000

1,995

2,251

2,429

2,584

2,753

2,875 2,961

3,286 3,339
3,092 3,197

500
0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
（年）

（備考）2018 年 12 月末における値に基づいている。
（資料）日本弁理士会の報告に基づき特許庁作成

2-9-2図

  弁理士の都道府県分布

事業所所在地
北 海
青 森
岩 手
宮 城
秋 田
山 形
福 島
茨 城
栃 木
群 馬
埼 玉
千 葉
東 京
神 奈 川
山 梨
長 野
岐 阜

道
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
都
県
県
県
県

1999 年
7
0
2
5
3
4
3
17
5
9
51
84
2,814
231
2
13
19

人数

2018 年
46
8
5
22
7
5
11
138
35
28
205
218
6,142
781
21
59
59

事業所所在地
静 岡
愛 知
三 重
新 潟
富 山
石 川
福 井
滋 賀
京 都
大 阪
兵 庫
奈 良
和 歌 山
鳥 取
島 根
岡 山
広 島

県
県
県
県
県
県
県
県
府
府
県
県
県
県
県
県
県

1999 年
24
161
4
7
5
4
6
8
45
595
60
6
2
2
0
14
12

人数

2018 年
81
588
25
25
19
16
17
81
254
1,700
294
58
12
3
2
24
46

事業所所在地
山 口
徳 島
香 川
愛 媛
高 知
福 岡
佐 賀
長 崎
熊 本
大 分
宮 崎
鹿 児 島
沖 縄
国

計

県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
外

人数
1999 年
2018 年
1
11
3
12
4
12
2
14
1
5
31
105
0
6
1
5
4
10
1
6
2
9
2
7
2
6
（統計なし）
108

4,278

11,351

（備考）主たる事務所の所在地の弁理士数をカウントしている。また、2018 年 12 月末における値に基づいている。
（資料）統計・資料編 第 6 章 3.（2）

１訴
 訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力を担保するための研修を修了し、この学識及び実務能力を有しているか判定するための試験（特定侵害訴訟代理業務試験）に合
格した弁理士が、日本弁理士会において、本試験に合格した旨の付記を受けることにより、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、訴訟代理人となることができる。
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特許庁における取組

②民間等の知的財産専門人材の育成
INPIT では、民間等の知的財産専門人材を育
成するため以下の研修を実施している［2-9-4 図］。
2-9-4図

  民間等の知的財産専門人材向けの研修一覧

主な対象者

研修名

先行技術調査に
従事する者

検索エキスパート研修
［特許］

先行意匠調査に
従事する者

検索エキスパート研修
［意匠］

企業の
知的財産担当者

特許調査実践研修

中小・ベンチャー
企業の経営者
又は知財担当者

知的財産活用研修
［活用検討コース］

中小・ベンチャー
企業の知財担当者
大学の研究者
政府関係機関等
における
研究機関等の職員

知的財産活用研修
［検索コース］
知的財産権研修［初級］

2018 年度

研修概要
特許法についての十分な知識を有する者を対象とし、 先行技術
調査能力を一層向上することにより、 出願及び審査請求の適正
化に資する人材を育成する研修
意匠法についての十分な知識を有する者を対象とし、 製品デザ
インの意匠権による有効な保護、 権利化後の権利範囲を適切に
とらえることができる人材を育成する研修
特許出願前から特許取得、 権利活用に至るまでに必要となる特
許審査基準に基づいた特許性の判断や、 効率的な特許調査を的
確に行うことができる人材を育成する研修
中小・ベンチャー企業が知的財産権を取得・活用することによる
成功や、 活用できなかった場合を様々な事例等を交えて紹介し、
また参加者同士が検討することにより、 知的財産をどのように経
営に役立てるかという判断能力を養う研修
特許情報を活用して、 研究のテーマ・方向性を決定するための
調査や、 特許出願・審査請求の要否の判断をするための調査を
的確に行うことができる人材を育成する研修

延べ受講者数

知的財産に関する業務経験が比較的浅い方を対象に、 当該業務
を遂行するために必要な知的財産の基礎的知識を習得する研修

③情報通信技術を活用した学習機会の提供 1
INPIT では、民間等の知的財産専門人材を

96 名

9名

29 名

12 名

38 名

107 名

④調査業務実施者の育成
ａ. 調査業務実施者を育成するための研修（法定

育成するため、「IP・e ラーニングサービス」にお

研修）

いて「知的財産権・特許・実用新案制度の概要」

INPIT では、特許庁からの先行技術文献調査

や「意匠・商標制度の概要」などの学習教材を

を請け負う登録調査機関において調査を行う調査

広く一般に提供している。

業務実施者（サーチャー）になるための法定研修
第９章

（工業所有権に関する手続等の特例に関する法
律第 37 条）を実施している。
精度の高い先行技術文献調査を行う調査業務
実施者の着実な育成は、世界最速・最高品質の
審査を実現するために極めて重要である。
本研修は、調査業務実施者として必要な基礎
的能力の修得支援を目的とし、座学を通じて特許
実務及び検索実務に関する基本的知識を体系的
IP･e ラーニングトップページ

に学習し、その知識を実習や討論を通じて実践す
ることにより、先行技術文献調査に必要な知識を
網羅的に修得できる内容となっている。
◇ 2018 年度実績
延べ受講者数：449 名

１ https://ipe.inpit.go.jp/inaviipe/service
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ｂ. 調査業務実施者スキルアップ研修
進歩性の論理付けを踏まえた検索の進め方や

⑤民間の知的財産人材育成機関との連携

不適切な検索報告書を校閲・指導する手法等を

INPIT は、知 的 財 産 人 材 育 成 推 進 協 議 会 1

学ぶことにより、調査業務実施者の中でも指導的

に参画し、他の参画機関と、情報交換、相互協

立場にある者に求められる能力を養うことを目的とし

力を行うとともに、人材育成の各種取組の普及・

て調査業務実施者スキルアップ研修を実施している

宣伝や、知的財産研修に関する横断的事項につ

［2-9-5 図］。

いての意見を集約し、政策提言を行っている。

◇ 2018 年度実績

また、2018 年度は、知的財産人材育成推進

受講者数：30 名

協議会の主催により、産業の形態の変化を引き起
こす背景と知財マネジメントへの影響を紹介すると
ともに今 後 求められる知 的 財 産 人 材 像を示した
「産業パラダイムチェンジの３つの背景」と題する
セミナーを 3 回にわたり開催した。

2-9-5図

  調査業務実施者育成研修の概要

検索実習

講義

研修修了

・検索端末を利用した実習

グループ討議

検索報告書作成

回）

・特許法、審査基準
・検索手法
・特許分類 等

・新規性、進歩性

等

・申請区分の案件の検索報告書作成

筆
記
試
験
（
２
回
）

面
接
評
価
（
２
回
）

一区分につき
１０名以上の
調査業務実施者

研修期間：約２か月回、年４回

登録調査機関
の設立

１2
 006 年 1 月 30 日に知的財産戦略本部知的創造サイクル専門調査会で決定された「知的財産人材育成総合戦略」において、知的財産人材育成推進のための協議会の創設が提
言されたことを受けて設立された。
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（IIPTI）、ベトナム知的財産研究所（VIPRI）及

知的財産人材の育成において、国際協力の必

び IP アカデミーシンガポール
（IPASG）
との間では、

要性が一層高まっていることから、INPIT では、

定期的に会合を行い、知的財産人材育成に関す

海外の知的財産人材育成機関との連携・協力を

る議論を行うとともに、研修カリキュラム等の情報

行っている。

交換、両機関の連携による知的財産人材育成研

特 に、 中 国 知 識 産 権トレーニングセンター
2-9-6図

特許庁における取組

（CIPTC）、 韓 国 の 国 際 知 識 財 産 研 修 院

⑥他国の知的財産人材育成機関との連携

修の実施等、具体的な相互協力を進めている。

  2018 年度における CIPTC、IIPTI、VIPRI 及び IPASG との連携・協力事項
開催時期

第 4 回日越人材育成機関会合
第 4 回日越人材育成機関連携セミナー
第 6 回日韓人材育成機関長会合
第 6 回日韓人材育成機関連携セミナー

第 1 回日星人材育成機関会合

中国知的財産法セミナー

小・中学校教師向け知財教育研修
第 9 回日中韓人材協力会合
第 12 回日中人材育成機関会合
第 5 回日越人材育成機関会合

ホーチミン
2018 年 7 月
ホーチミン
2018 年 8 月
ソウル
2018 年 8 月
ソウル
2018 年 9 月
シンガポール
2018 年 11 月
大阪
2018 年 11 月
北京

概要（主な合意事項と成果）
知財人材育成に関する情報や経験の共有、 連携セミナーの共同開催に
関する協力を進めることについて覚書を締結した。
企業の知的財産権の保護と知的財産の開発のための企業支援をテーマ
とし、 ベトナムの行政機関、 研究機関、 企業、 大学から約 70 名が参
加した。
審査官向けの新技術研修、 両国における知財教育等について意見交
換を行った。
両国特許庁の講演者が、 AI に関連した技術の審査基準のガイドライン
について、 韓国の知財庁職員や企業等の実務者を含む約 110 名を対
象に講演を行った。
知財人材育成に関する情報や経験の共有、 連携セミナーの共同開催、
両国の知財人材の交流に関する協力を進めることについて覚書を締結
した。
日中の専門家を招き、 中国専利法第四次改正案や模倣品問題等につ
いて、 中国の知財状況に関心を有する弁理士・弁護士及び企業や大
学の知財担当者等を含む 90 名を対象に講演を行った。
CIPTC が主催する小・中学校教師向け知財教育研修への講師派遣依
頼を受け、日本の専門家から日本の小中学校における知財教育につい

2018 年 12 月

て講演を行った。
各機関が提供する企業向け研修について対象者や概要等を整理するこ

武漢
2018 年 12 月

とや、 e ラーニングに関する相互協力を進めること等に合意した。
中国の知財教育に対する日本側の協力について合意。また、日本に進

武漢

出する中国企業のための研修開催等の連携について議論を行った。
新たに開所した、 企業の相談・支援窓口や知財人材育成の機能を担う

2019 年 2 月
ホーチミン
2019 年 2 月
ホーチミン

VIPRI ホーチミン支所の詳細を聴取。中小企業を支援するための体制
整備等について意見交換を行った。
知財権の保護・管理に資する企業向け相談・支援をテーマに、 VIPRI

第９章

第 5 回日越人材育成機関連携セミナー

開催場所
2018 年 7 月

ホーチミン支所開所式と併せて開催され、 ベトナムの行政機関、 研究
機関、 企業、 大学から約 45 名が参加した。
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2．知財功労賞表彰
経済産業省 特許庁では、「発明の日」（我が国初の特許制度である「専売特許条例」 の公布（明治
18 年 4 月 18 日）を記念）に、 知的財産権制度の発展及び普及・啓発に貢献のあった個人に対して 「知
的財産権制度関係功労者表彰」、また、 制度を有効に活用し、 その発展に寄与した企業等に対して 「知的
財産権制度活用優良企業等表彰」 として、 経済産業大臣表彰及び特許庁長官表彰を行っている。 両表彰
を合わせて、「知財功労賞」と総称している。
本年度から、 デザインの力をブランドの構築やイノベーションの創出に活用する経営手法である「デザイ
ン経営」 にスポットライトを当て、 世界に通じる優れたデザインを生み出し、 知的創造サイクルの実践に寄
与した人材や、 デザイン経営を取り入れながら知的財産を有効活用している企業を表彰した。
2019 年度（平成 31 年度）は、 4 月 18 日に知財功労賞表彰式を開催した。

経済産業大臣表彰受賞者

特許庁長官表彰受賞者

（1）知的財産権制度関係功労者表彰

的財産分野の豊富な知識を生かし、弁理士に

①経済産業大臣表彰（敬称略）
みや がわ

宮川

み

つ

対する特定侵害訴訟代理業務に関する能力担

こ

美 津 子 （東京都）

［弁護士（TMI 総合法律事務所

■弁 護士としての法律的知識や経験に加え、知

保研修の講師や、多年にわたり、慶應義塾大
パートナー）］

学法科大学院の講師として、知的財産権制度

■知 的財産戦略本部の有識者本部員として、我

に関する講義を行う一方で、知的財産事件の

が国の知的財産推進計画の策定に関与すると

判例解説など多くの著書、論文を精力的に発

ともに、長きにわたり、産業構造審議会知的財

表するなど、我が国の知的財産に係る法曹人

産政策部会の委員や同部会の不正競争防止

材の育成に貢献。

小委員会の委員を務め、不正競争防止法の改

■日本弁護士連合会知的財産センター副委員長と

正に貢献。そのほか、工業所有権審議会弁理

して、アジアの知的財産制度の訪問調査に参画

士審査分科会試験部会の委員を務めるなど知

し、現地の政府当局や裁判所関係者、実務家

的財産制度に関する審議会の委員を幅広く歴

との意見交換等を通じ、両国の知財法制の発

任し、多数の政府の政策立案に尽力され、我

展や実務家交流に寄与した。特にミャンマー訪

が国の知的財産権制度の改善発達に大きく貢

問時には調査団の団長として、中心的役割を果

献。

たすなど、同国の知財に係る司法制度の整備
に寄与。
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②特許庁長官表彰（五十音順
いわ もと

岩元

敬称略）

まさ たか

正 孝（鹿児島県）

［カクイ株式会社

代表取締役社長］

いく お

特許庁における取組

まえ だ

前田

育 男（広島県）

［マツダ株式会社

常務執行役員（デザイン・

ブランドスタイル担当）］
■ワールド・カー・オブ・ザ・イヤーを受賞するなど

■発 明協会理事、鹿児島県発明協会会長など

世界的に有名なマツダ株式会社のデザイナーで

知的財産関係団体の役職を長きにわたり歴任

あり、誰にも真似することができない記憶に残る

し、知的財産権制度の普及・啓発や青少年の

デザインを数多く生み出した実績から、産業競

創造性開発育成に貢献する一方、脱脂綿の製

争力とデザインを考える研究会の委員として、
「デ

造販売を行う中小企業の経営者としての企業経

ザイン経営」 宣言の策定に貢献するなど、デザ

営を通じた知的財産に関する知識、豊富な実

インによる我が国企業の競争力強化に向けた議

務経験から、九州経済産業局九州知的財産

論に尽力。

戦略協議会委員、鹿児島県知財戦略推進ネッ

■日中韓デザインフォーラムなどへの登壇を通じて、

トワーク会議委員として、同地域における知的

企業における「デザイン経営」 の実践や意匠

財産推進に係る計画の策定等に寄与。

制度の活用などに関する情報発信を積極的に

■自社の保有する知的財産をビジネスで使用する

実施し、知的財産権制度の普及・啓発に貢献

際、資金調達に係るニーズや問題点を最重視

するとともに広島市立大学や九州大学など、多

し、知財総合支援窓口の事業責任者として金

数の講演・講義を行い、創作から権利化を見

融機関の出身者を配置。地域金融機関との連

据えた新たなモノづくりを担う次代の人材育成に

携を強化するなど知財経営者の目線で取り組

尽力。

み、地域の企業支援に尽力。
たけ もと

竹本

かず

し

一 志（東京都）

［ サ ントリー ホ ー ル デ ィング ス 株 式 会 社
MONOZUKURI 本部

知的財産部長］

■日本知的財産協会の理事長として、我が国の
みならず欧米、アジア各国の政府機関や関係
諸団体との交流、知的財産権制度の運用の調
和に貢献。特に日中企業連携プロジェクトでは、
第９章

活動当初から現在に至るまで中心的な役割を果
たし、日中両方の企業が継続的に交流する仕
組みを構築することで、互いの知財活動の更な
る活性化や、今後の日系企業のグローバルな知
財活動の土台となるネットワークを形成。
■産 業構造審議会知的財産分科会意匠制度小
委員会や産業競争力とデザインを考える研究会
委員として、意匠制度の見直しや「デザイン経
営」 宣言の策定に尽力するとともに企業を対象
とした不正競争防止法関連の研修講師を担当
するなど知的財産の人材育成に貢献。
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（2）知的財産権制度活用優良企業等表彰
①経済産業大臣表彰

知財活用企業
（特許）

ペプチドリーム株式会社 （神奈川県）
ペプチドリーム株式会社は、 基盤技術ＰＤＰＳ（Peptide Discovery Platform System）を
もとに、 特殊ペプチド医薬品やペプチド－薬物複合体（ＰＤＣ医薬品）、 低分子医薬品という３カテ
ゴリーの新規治療薬の開発、 技術供与を行っている企業である。
企業担当者による知財活動の紹介

受賞のポイント
■短期間に複数の薬の候補物質を容易に発見でき

創業者である東京大学の菅裕明教授は、大学発

るようにすることで新薬の開発コストを大きく抑制す

ベンチャーの成功例が多い米国における起業ノウハ

ることを可能とし、３つの独自技術を柱とする特殊

ウや知的財産権に関する知見を有し、窪田規一（現

ペプチドを用いた創薬のためのプラットフォーム（Ｐ

代表取締役会長）はバイオ分野でベンチャー企業を

ＤＰＳ）を確立している。ＰＤＰＳの基本技術や関連

立ち上げるなどの豊富なビジネス経験を有しており、

技術を複数のコア特許で抑え、さらに各種ライブラ

両者が約１年かけて事業計画や知的財産権のポート

リーの発明に関する特許で取り囲み、
特許ポートフォ

フォリオなどを綿密に検討し 2006 年 7 月に当社を設

リオを構築して強固な参入障壁を構築している。

立した。当社は知財戦略を事業戦略に不可欠なも

■バイオや製薬業界では契約締結時に知財につ

のと捉え、知財担当者を経営直下に配置しています。

いて厳しい審査が行われる傾向があり、少しで

2017 年 8 月に新本社・研究所が稼働して以降

も特許に穴がみつかると大幅にディスカウントされ

は、知財担当者を増員し、体制の更なる強化を図っ

てしまうため、完璧といえるまでにポートフォリオを

ています。ＰＤＰＳやその改良技術などプラットフォー

固めてから交渉を開始している。ＰＤＰＳのもたら

ム技術に関する方法特許や、得られた新規治療

す効果の大きさから世界のメガファーマのほとん

薬原体に関する物質特許だけではなく、効率的に

どを含む 19 社の製薬企業とアライアンス契約を

原体を生産する技術の特許も積極的に取得してい

締結することに成功している。

るため、それぞれに最適な特許の取得及び活用

■アライアンス契約は、契約時の一時金に加え、
開発の節目ごとにマイルストーン収入が入るように

方法について、社長を含めた経営層と知財担当
部門で随時議論し、方針を決定しています。

し、市場で販売を開始した場合は売上の一定

また、将来のビジネスを見据えた適切な知財戦

割合のロイヤリティ収入が入る形態として、投資

略を構築するため、研究開発のスタート段階から

期間が長期に及ぶ創薬事業で、早期に安定し

技術担当者、知財担当者及び事業担当者が積

た経営を実現している。また、ＰＤＰＳを継続的

極的に会議に参加しています。

にバージョンアップする研究を重ねて、その成果

さらに社内ウェブ会議ツールなどを導入することで

も特許権を取得することで特許ポートフォリオを着

常に担当者間で情報を共有できるようにしています。

実に強化し、競争力を確保している。
Flexizyme技術
特殊ペプチドを創製する技術

ＰＤＰＳを用いた創薬開発バリュエーション
特殊ペプチド医薬品

FIT system

PDPS

ライブラリー化する技術

RAPID display system

高速スクリーニングする技術

218

（ Peptide Discovery
Platform System ）

低分子医薬品
PDPSにより
同定された
ヒットペプチド

ＰＤＣ医薬品

創薬開発プラットフォームシステム

PDPS から見い出されたヒットペプチドを

：PDPS の技術体系

基に 3 タイプの創薬開発を推進
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知財活用企業
（意匠）

三菱電機株式会社 （東京都）
三菱電機株式会社は、重電システム、産業メカトロニクス、情報通信システム、電子デバイス、
家庭電器等の製造・販売を行っている企業である。
受賞のポイント
■社 長直下に知的財産部門（知的財産センター）

企業担当者による知財活動の紹介
当社では、開発本部の中に、独立した組織とし

を配置し、知的財産担当役員が統括。知的財

てデザイン研究所があります。当社が扱う製品は

産は事業競争力の重要な要素と位置付け、事

多岐に渡っており、デザイン・意匠を取り入れた製

業戦略、研究開発戦略、知的財産／標準戦

品設計は、デザイン研究所が主体となってデザイン

略の三位一体経営を実施している。また、開発

ドリブンで開発を進めています。このような開発は、

ロードマップ、事業ロードマップに対応し、必要

エレベーターやＦＡ機器、家電製品のみならず、

となる知財活動を３～５年のレンジで時系列に整

半導体や社会インフラシステムに至るまで広く全社

理した知財ロードマップを作成している。

で行われています。

■意 匠権は、デザイン力アピール、他社への牽制、

また、当社では、意匠権の取得目的は、①デ

模倣品対策等への効果が高いとの考えから、

ザイン力のアピール、②他社への牽制、③模倣品

事業・製品を守るために積極的に出願して権利

対策にあると考え、「意匠網の構築」、「特許権

を活用している。2017 年の意匠登録件数及び

や商標権と組み合わせた多面的保護」、「グロー

特許登録件数はともに国内第１位、ハーグ協定

バルな意匠出願」の三本柱を戦略として活動を推

を利用した国際意匠出願件数は世界第 11 位

進しています。意匠網の構築ではバリエーションも

（国内企業としては第１位）である。主力機種

含めた広い権利を取得すべく、コンセプト・製品設

であるエレベーター、ＦＡ機器のシーケンサ、放

計の段階から開発者・デザイナーと知財担当者と

電加工機等は多数の意匠権で保護している。

で出願検討会を開催し、関連意匠や部分意匠等

また、最近では、「路面等に誘導案内や注意

の意匠特有の制度も利用して、多様な意匠出願

喚起表示をライティング技術により投影するデザ

を行っています。

イン」といった新たな意匠の保護にもチャレンジ
している。

保護するため、特許網の構築に併せ、国内外で
の意匠権取得活動を積極的に推進しています。

第９章

■海外でも意匠権等を積極的に権利化し活用して

さらに、製品・技術を機能とデザインの両面から

いる。中国及び欧州で当社ハンドドライヤー製品
とほぼ同一の他社品を発見し、当該製造業者・
販売業者に対して意匠権を行使している。毅然
とした対応を講じることで、顧客の安全を守り、
三菱ブランドやビジネスを保護している。

安全性、操作性、作業性を兼ね備えた

側面開放型のデザインで

シーケンサ MELSEC iQ-R/F シリーズ

子どもも使いやすいハンドドライヤー
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知財活用企業
（商標）

今治タオル工業組合 （愛媛県）
今治タオル工業組合は、 組合員約 100 社に対してタオル製造業に関する指導・教育・情報又
は資料の収集及び提供・調査研究、 組合員のために行う組合ブランド推進事業、 共同購買事業、
共同金融事業等を行っている組合である。
受賞のポイント

企業担当者による知財活動の紹介

■地 域団体商標の出願に伴い、11（現在は 12）

今治タオル産地が存亡の危機にさらされていた

項目からなる独自の品質基準を 2007 年に策定

2006 年、“ 世界に通用する ” 産地イメージの確立

し、その一つとして、日本タオル検査協会が定

に向けて今治タオルプロジェクトを立ち上げ、同年

めた基準より厳しい、タオル片を水に浮かべて５

8 月には「 今 治タオル」を地 域 団 体 商 標出願。

秒以内に沈み始める「５秒ルール」を制定して

2007 年 2 月に品質保証も兼ねるロゴマークを発表

いる（同協会ルールは 60 秒）。また、商標使

して消費者とコミュニケーションするアイコンを確立

用や違反時の対応を明確化したブランドマニュ

したほか、同年 7 月には地域団体商標が登録され、

アルを 2010 年に策定し、ＨＰ等において公開し

「今治タオル」の定義も厳密化できました。

ている。さらに、ロゴマークを作成して商標登録
し、品質保証マークとして機能させている。

これらをベースに、組合が独自の品質基準（12
項目）やブランドマニュアルに則った徹底的な品質

■ブランディング初期には、ロゴマークの認知度を

管理を行うことで「今治タオル＝高品質」というブ

高めるために、あえて各社の織りネームの縫い

ランドイメージ定着に繋がりました。地域団体商標

付け位置を制限し、ロゴマークを目立つように販

が組合内のまとまりを生み、一致団結してブランド

売して、今治タオルの信用を獲得した。その後は、

価値を高める要素となっており、2018 年 12 月調

各社の織りネームの縫い付け位置制限を緩和

査では今治タオルの全国認知度は 88％にまで向上

し、各社の高い技術のこだわりも注目されて、各

しています。

社のブランド確立を目指している。

一方、認知度の高い商標となったことで中国の

■ブランドイメージを守るため、バーゲン等で割引

第三者による冒認商標出願が 2010 年、2018 年

販売する際には、広告に今治タオルの文字やロ

に発覚しており、海外での商標登録・保護活動に

ゴマークの使用を禁止して、イメージを損なわな

も力を入れています。
また、
タオル選びのアドバイザー

いように工夫している。また、タオルソムリエ資格

である「タオルソムリエ」やタオル製造技能者の最

試験制度、
タオルマイスター認定制度を設け、
「タ

高峰「タオルマイスター」も商標登録を行っており、

オルソムリエ」、「タオルマイスター」との名称を

総合的に商標管理できる体制を敷いています。

商標登録している。これらの制度により、販売
力の強化や、「タオル」の魅力を発信する人材
の確保を進めている。
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独自の品質基準は「5 秒ルール」など

タオル選びのアドバイザー

12 項目に及ぶ

「タオルソムリエ」
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第２部
特許庁における取組

知財活用ベンチャー

株式会社ＦＬＯＳＦＩＡ（京都府）
株式会社ＦＬＯＳＦ
ＩＡは、 酸化ガリウムパワーデバイスの開発・製造、 独自技術ミストドライによ
る薄膜の製造を行っている企業である。
受賞のポイント

企業担当者による知財活動の紹介

■京 都大学発のベンチャー企業であり、世界を一

当初、大学発のベンチャー企業ということもあっ

変させる日本発の画期的半導体として注目され、

てか大 学の論 文 発 表 等で既に技 術 等が公 知と

低コスト・小型化・高性能を実現し得る酸化ガリ

なってしまっていることもあり、基本特許取得は困

ウム系パワーデバイスと、ミストドライ法（ミストＣ

難に思われたのですが、事業化の検討を進める

ＶＤ成膜法）による成膜ソリューションは、大手

中で自社の工夫でもって事業に不可欠なものが何

企業向けのビジネス展開となることから、事業プ

かできていると考え、この考えを頼りに権利化の検

ランと連携した綿密な知財戦略を構築している。

討を具体的に進め、いまや事業に欠かせない基

■知 的 財 産 部 長に加え、 弁 理 士 試 験 合 格 者、

本特許を中心に国内外で計 100 件近くの特許を

米国出願経験豊富な実務経験者の３名体制

得るに至っています。

で、知財戦略の設計から出願・登録に至るまで

また、内製化につきましては、はじめは手作業で

の全ての業務を内製化して、国内特許事務所

色々と大変ですが、実務ができる人が一人でもい

を活用せずに実施している。また、自社技術に

れば、それほど難しいものではありません。内製化

精通した者が明細書を作成するため、良質な

は、実験データ等を研究者等に頼みやすくなったり

出願書類を効率的に作成できている。基本特

する一方で、特許に関しては逆に色々と頼まれやす

許を含め積極的に権利化しており、株式公開前

くなったりしますが、特許に関する考えや認識の違

に国内外の特許登録件数を 100 件以上にする

い等が共有できたり、ノウハウ等もたまってきたりしま

予定である。

すので、コスト削減だけでなく、業務効率や特許

■パテントマップを作成して事業戦略の検討に利
用している。俯瞰図を作成し、他のベンチャー

出願の質向上等にもメリットがあるように思います。
また、今後につきましては、新たな挑戦として、
標準化等も見据えて、技術（研究開発）と事業

ともに、特許情報を分析し、技術的な相乗効果

とを結びつけてどの時点で何ができるのかを確認し

を生むパートナー候補企業を抽出し、異分野連

ながら、アジャイルに知財活動を進めていきたいと

携に活用している。また、海外市場も視野に入

考えています。

第９章

企業や海外企業の動向を注視しつつ対応すると

れており、欧州、米国、中国、韓国、台湾等
への海外出願をも行った上で、営業活動を実施
しており、国内外から、サンプル提供の依頼、
出資や事業提携の話などが寄せられている。
ミスト

① ミスト状態で原材料を投⼊
② 加熱によりミストが少しずつ気化

原材料

③ 化学反応により⾼品質膜が堆積

⾼配向膜が
可能

ミストドライ法

GaO デバイス
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オープンイノベーション推進企業

ファナック株式会社 （山梨県）
ファナック株式会社は、ＣＮＣシステム、レーザ、 ロボット（ロボットシステムを含む）、 ロボマ
シンの開発・製造・販売・保守サービスを行っている企業である。
受賞のポイント
■異 業種やベンチャー企業と共同研究開発等を
積極的に行い、新規事業の創出を加速する方

企業担当者によるオープンイノベーション、 知
財活動の紹介

針を採用し、全社的にオープンイノベーションを

当社は創業以来、一貫して工場の自動化を追

推進している。オープンイノベーションを推進す

及し、研究開発を企業経営の基本として競争力

る組織とその担当役員を設け、オープンイノベー

のある商品の開発を行って参りました。一方、昨

ションの推進体制を確立するとともに、協業先か

今の IoT や AI 技術を用いた技術革新に対応す

ら役員や担当者を受け入れて、連携を加速させ

るには、革新的な商品開発をよりスピーディに行う

ている。

ことが極めて重要となって参りました。そこで、事

■製 造業向けのオープンなＩ
ｏＴプラットフォームを構

業を協調領域と競争領域に明確に区分けし、協

想し、ベンチャー企業等と共同でそれを開発し

調領域についてはその知見をもったベンチャー企

て、運用を開始しており、現在は 500 社以上の

業や有力企業と連携して研究開発を行う「オープ

企業がパートナーとして参加している。ベンチャー

ンイノベーション」を推進しました。

企業との協業により、ＡＩサーボチューニング技

これにより、製造業向けオープンプラットフォーム

術、ＡＩ熱変位補正技術などのＡＩ制御技術を

である FIELD system を早期に立ち上げ、世の

開発し、従前よりも精度の高い制御を可能とし

中に無い製造現場のＡＩ機能を次々と生み出すこと

た製品を提供している。

ができました。ここで重要なのは、連携する企業と

■他 社との共同出願契約やライセンス契約が増加

必要なリソースを互いに活用し、win-win な関係と

する中、開発した技術に応じ、お互いの利益が

なるエコシステムを構築し、このエコシステムを活

損なわれないよう、相手の立場に十分配慮した

用しながら自社の強みを最大化することです。その

バランスの取れた対応を推進している。また、
「特

ために、当社知財部門では、戦略的な特許出願

許なしの開発はなし」をスローガンに、事業部と

を全社的に実施すると共に、適切な知財契約を他

特許部で特許検討会議を定期的に開催して、

社と締結する支援を行っております。

戦略的な出願を速やかにできる体制を構築し、
確実に権利化を進めている。他社との協業の
成果は、重要案件であるため、知財を確実に
権利化できるように総力を挙げて対応している。

FIELD system とは、製造業での更なる
生産性向上と効率化を目指した、

製造業向けオープンプラットフォーム
（FANUC Intelligent Edge Link & Drive system）
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FIELD system 用ハードウェア
FIELD BASE Pro

第２部
特許庁における取組

デザイン経営企業

株式会社良品計画 （東京都）
株式会社良品計画は、「無印良品」を中心とした専門店事業の運営、 商品企画、 開発、 製造、
卸し及び販売を行っている企業である。
受賞のポイント

企業担当者によるデザイン経営の紹介

■自社のコアコンピタンスである商品開発やデザイ

当社は、1980 年の無印良品誕生当時より一貫

ンを検討する商品戦略会議を毎週開催し、経

して「素材」「工程」「包装」 の観点で無駄を

営層（代表取締役２名を含む）が毎回参加し

省いた商品開発をすすめ、世界に向けて発信して

て議論している。また、外部のクリエイターから

まいりました。

なるアドバイザリーボードを無印良品の創生時か

この無印良品の思想を社内に浸透させるため

ら組織し、企業としてのクリエイティブの方向性

に、半期に１度、良品計画の役員たちが全国を回

に提言を与えている。

り、各地の店舗スタッフに向けて「無印良品」に

■企 画、デザイン、開発の全ての工程に、デザイ

ついての講義を行っています。

ナーとマーチャンダイザー、品質管理担当者が

「無印良品」 誕生の背景、誕生から現在まで

一体で参画し、無印良品らしい商品であるかを

の歴史、ものづくりの考え方から最新の活動まで、

常に意識しつつ活動していくことで、最適な素材

多岐にわたる講義の後、相互にコミュニケーション

と製法、形や機能を模索しながら、「素」を旨

が取れる場を設けて、参加したスタッフが納得する

とするデザインを追求している。本質的な機能

まで質問を受けています。

があって、デザインに優れ、価格合理性があれ

それにより、店舗で働くアルバイトスタッフまでもが

ば、世界で売れるとの考えのもと、海外でも店

無印良品の思想を理解し、なぜこの商品が生れて

舗を順調に増やしており、世界で愛されるブラン

きたのか、なぜこのサービスを行っているのかを自

ドに成長している。

身の言葉でお客様に伝えることができるようになるこ

■ノーブランドを意味する無印というブランドを保護

とを期待しています。

するため、全世界において「無印良品」を中心
に様々な商標を出願・登録・管理し、個々の商
品の意匠権の取得を進め、知的財産権の行使
第９章

を可能にしている。海外における冒認出願や模
倣品に対しては、訴訟も含め徹底した対抗策を
とっており、模倣品対策のため、ＪＥＴＲＯや各国
の知財関係機関、
中国ＥＣサイトとも連携している。

無印良品

主な商品（意匠権登録済）

無印良品

誕生時の 40 品目（1980 年）
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②特許庁長官表彰

知財活用企業（特許）

サトーホールディングス株式会社 （東京都）
サトーグループは、自動認識ソリューション商品の企画・開発、設計、製造、販売、保守等を行っ
ている企業グループであり、 サトーホールディングス株式会社は、グループ経営戦略の策定・経
営管理を行っている純粋持株会社である。
受賞のポイント
■業 務のデジタル化が進む様々な産業において、

企業担当者による知財活動の紹介
「知的財産中期事業計画」の下、具体的な施

データ入力・収集の手段となるバーコードやＩＣタ

策に落とし込み、毎年 50 ～ 70 もの課題を設定し、

グを発行するプリンタを製造。多数の特許で独

知的財産室のメンバー全員で課題解決に取組ん

自技術を保護し、世界トップレベルのシェアを確

でいます。それにより、事業活動への貢献感を得

保している。特許は創業者の時代から強く意識

られるようにし、メンバーのやる気を引き出すと同時

しており、創業者の教えをまとめた「サトーの教

に大きな成果を上げることができました。

育書」 の「特許編」 では、知財の基本的事

「お客様の課題を解決する技術こそ、事業に直

項や知財事案をわかりやすく整理しており、その

接貢献するものである」との考えから、戦略特許

他の知財情報とともに社員に共有し、特許に関

網ごとに「顧客価値軸」を設定して発明発掘を行

する活動の奨励に活用している。

い、
お客様価値につながる特許取得を進めた結果、

■知 財部門は社長直轄で、経営会議への審議
の上程とは別に、社長に対して知財に関する月

特許実施率が大幅に向上し、筋肉質で競争力の
ある知財ポートフォリオに変化してきています。

例報告会を実施しており、その中で知財の重要

一方、海外事業の拡大に対応して外国での権

事項について方針を決めることも多い。５年前か

利化活動を強化するなか、特許担当者は、各国

ら知財マネジメントの近代化を推し進めており、

の審査状況を踏まえながら整合性をとり、最適な

「知的財産長期基本戦略」をまず定め、中期

対応を検討することで、各国で均質で広くて強い

経営計画の達成に貢献するための「知的財産

権利を確保する取組みを行っています。

中期事業計画」を策定している。また、毎年「知

これらを支えるのは、権利化手続のフェーズ毎

的財産報告書」を和文と英文で作成し、国内

に関係者が集まる検討会です。多様な意見を取り

外の社員と共有した上で、知財活動をレビュー

入れ、真に事業貢献する特許の創出につなげてお

している。

り、また、本質を捉えて様々な選択肢の中から最

■知 的財産室長、パテントポートフォリオマネジャー、
担当者ほか、必要なメンバーが集まり、最低週

適と考える打ち手を徹底して討議することが、人
財育成の場となっています。

２回、年 100 回以上の知財に関する検討会を
開催している。また、お客さま価値につながる
特許の取得を念頭に権利化業務を推進した結
果、特許の実施率が４年間で 30％向上した。

主力商品のユニバーサルプリンタ
「スキャントロニクス CL4/6NX-J シリーズ」
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2000 年より毎年、発明表彰式を盛大に開催し、
知財活動を奨励している

第２部
特許庁における取組

知財活用企業（意匠）

貝印株式会社 （東京都）
貝印株式会社は、カミソリ、 包丁に代表される刃物、キッチンウェア、ビューティーケア用品、
医療用刃物、 業務用刃物を製造販売する総合刃物メーカーである。
受賞のポイント

企業担当者による知財活動の紹介

■シンプルなデザインの中の特徴的部分やアイコン

①ＩＰランドスケープを使いこなし先見力を発揮する

的デザインを保護するため、デザイナーの創作

企業へ

の意図を汲みつつ効果的に保護することが可能

全社中期経営方針に知的財産戦略を組込んで

な部分意匠制度を積極的に活用している。多

おり、とりわけ、ＩＰランドスケープ手法の実践を重

数の意匠で保護している使い捨てカミソリでは、

視しております。商品企画や事業開始 「前」 の

国内シェア約４割を占め、シェアトップである。ま

段階から知的財産部が入り込み、自社の進むべき

た、世界初の３枚刃カミソリを開発したメーカーと

道を指し示す “ 水先案内人 ” 機能を発揮すること

して海外からも広く認知されており、「関孫六」・

で、知財起点で新商品、新事業を生み出す事を

「旬」ブランドなどの包丁は、国内外から高く評

目指しています。

価されている。
■中 期経営方針の中で「顧客志向の高付加価

その定着のため経営会議メンバー・関係部署へ
「ＩＰランドスケープ通信」の定期発信を開始、「ＩＰ

値な商品・サービスを実現するための知財強化」

ランドスケープ」を社内の共通言語とし全社的に

が全社方針の一つとして掲載されており、当該

使いこなせるよう進めております。

方針の策定には、知的財産情報分析も活用し

②企 業競争力に直結するデザイン活用へ

ている。また、副社長が本部長を務める経営戦

「デザイン＝意匠」という既成概念ではなく、知

略本部内に知的財産部を設置し、副社長と執

財ミックスを強く意識し、コモディティー化傾向にあ

行役員知的財産部長とで知財に関する報・連・

る弊社技術・商品分野の高付加価値化を目指し

相を毎週実施している。

ています。商品開発基準を ｢D・U・P・S（Design・
Unique・Patent・Story/Safety）｣ と設定するな

で侵 害を明らかにできる意 匠の出願に力を入

どデザインを重視しており、機能美を追求したプロ

れ、権利を長期間維持して、模倣品による被

ダクトデザインを行うことを含め、中期経営方針で

害防止に取り組んでいる。さらに、各国の有名

ある「顧客志向の高付加価値な商品・サービス

シェフとコラボした高級包丁や調理ツールを欧米

の実現」に一層取り組んで参ります。

第９章

■税 関における取り締まり効果を見越して、見た目

含め広く展開しており、コラボレーションビジネス
を守るため、当該国にて意匠・特許等で知財
網を構築している。

Michel BRAS（ミシェル・ブラス）


Xfit（クロスフィット）

仏ミシュラン三ツ星獲得実績のあるシェフ

肌に合わせて自由に動く、世界初独自の 3D 首振り

Michel Bras 氏のレストランや食材等のブランド

ヘッドを搭載した 5 枚刃使い捨てカミソリ

「Michel BRAS」とコラボした高級包丁
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第９章

人材育成に向けた支援・施策

知財活用企業（商標）

ライオン株式会社 （東京都）
ライオン株式会社は、 ハミガキ、 ハブラシ、 石けん、 洗剤、 ヘアケア ･ スキンケア製品、クッ
キング用品、 薬品等の製造販売、 海外現地会社への輸出を行っている企業である。
受賞のポイント

企業担当者による知財活動の紹介

■コーポレートブランドの「ＬＩＯＮ」、キャラクターの

「ＬＩＯＮ」は一般的な名詞であるため、国内外

ライオンちゃん立体商標、各プロダクトブランド及

に複数の商標権者が存在します。事業部門に対

び国内最多８件の音商標など様々な商標を登録

しては「ＬＩＯＮ」が表示できない分野があることを

し、お客様との共感・信頼・親近感を蓄積、醸

折に触れ伝えて注意を促す一方、知的財産部で

成させている。また、自社コンセプトの独自性を

は新規事業分野へ安心して参入できるよう先行的

確保して競合の同質化を防ぐべく、キーメッセー

な商標使用権の確保に努めています。

ジ（例：オーラルケア製品 「口臭科学」）を商

お客様の記憶に残るブランディング活動を支える

標登録するなど、製品企画の初期段階より商標

べく音商標の獲得に挑戦しました。その結果、現

を戦略的に活用している。これらで保護した歯

時点で国内最多の登録数を確保しております。商

磨き、歯ブラシ、ハンドソープは、国内トップシェ

品ＣＭで使用しているサウンドロゴから選定して出

アである。

願し、その際サウンドロゴ製作者より楽譜と音声ファ

■海 外売り上げを伸ばす経営戦略と連動し、「ＬＩ

イルの提供を受けましたが、収録の現場でアレンジ

ＯＮ」 商標を広く海外に出願している。一般的

がなされていた場合もあり、音声ファイルから改め

な動物の名前であるため、既権利者の存在な

て楽譜を作成しなければならないこともありました。

ど権利取得が困難な場合も多いが、現在は「Ｌ

従業員の知財意識醸成 ･ 強化のため、職務発

ＩＯＮ」を世界 88 ヶ国で出願・登録している。

明規程に基づく特許表彰だけではなく、幅広い知

また、各種商標権に基づいた海外での模倣品

財活動、具体的には商標権の確保や模倣品対策

排除活動を推進しており、泡ハンドソープやボディ

も含めた事業貢献を表彰する独自制度（知財貢

ソープなどの模倣品や代理店詐称の差止に成

献賞）を設けております。受賞対象者には研究員

功している。

以外に、事業部 ･ スタッフ部門、国内外の関係

■経 営戦略・事業戦略・研究戦略と連携した知
財戦略を策定。知財担当役員を委員長とする

会社従業員も含め、全社での知財活動を目指して
います。

知財委員会を年２回開催して、経営企画・事業・
研究・生産の代表者と戦略推進を徹底させて
いる。また、経営直下の本社スタッフとして知的
財産部を組織化し、法務・コンプライアンス部門
と協働して事業企画・研究開発部門を支援して
いる。
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「キレイキレイ薬用泡ハンドソープ」と

コーポレートロゴと

「キレイキレイ」音商標（第 5842092 号）

コーポレートキャラクター「ライオンちゃん」
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デザイン経営企業

株式会社スノーピーク（新潟県）
株式会社スノーピークは、 アウトドア製品の開発・製造・販売・レンタル、 アパレル製品の開発・
販売、 イベント企画、 地方創生コンサルティング、グランピング、キャンプ場経営等を行っている
企業である。
企業担当者による知財活動の紹介

受賞のポイント

スノーピークはアウトドア用品メーカーでありなが

■社 長を始め開発メンバーもユーザーとの交流を

ら、実態は「デザイン会社」であるということを経

重視しており、ユーザーと一緒にキャンプをする

営の根幹に据えています。製品は機能性、耐久

イベントであるスノーピークウェイなどを通じて、

性に加え、製品を置いたその場所をも美しく見せる

ユーザーの要望を充分に把握しつつ、担当者

高いデザイン性を追求しています。

が自らもユーザーの立場で自分が欲しい製品・

デザインはすべて社内にて行っており、新潟県

サービスを開発・デザインしている。担当者の想

三条市の雄大な自然の中に構える本社、常に自然

いがいき過ぎてしまわないように、担当者はユー

に触れる環境の中で、新たなデザインを生み出し

ザーの要望を十分に考慮しており、製品候補の

ています。製品の製造においては、高い金属加

抽出や製品開発の最終判断は社長が実施する

工技術を誇る新潟、燕三条地域の事業者のデザ

ようにしている。

インプラットフォームになることで、地域の技術力を

■企 画段階からデザイン段階、製造ラインにのせ

国内外に発信しています。

るまでの全てのプロセスを１人の担当者が一貫し

また、小売りにおいては、店舗、イベント、ＳＮＳ

て担当して、製品化を進めている。また、社内

など、リアルとデジタルを融合した顧客とのコミュニ

のトップクリエーターが、マネジメントコースではな

ケーションをデザインすることでコミュニティブランドと

く、デザインに集中できる環境を整えるために人

して多くのお客様にご支持いただけるようになりまし

事制度等の見直しを実施して、優れた商品を

た。

生み出しやすい体制を構築している。デザイン

こうした強みを活かし、近年では、地域がもつ

と機能を兼ね備えた同社製品は、スノーピーカー

魅力を磨き上げて発信する「地方創生」、住宅や

と呼ばれる熱狂的なファンが多く、多額の製品

オフィスなど普段の生活や職場にアウトドアの要素

購入実績がある会員が多数存在している。

を取り入れる「アーバンアウトドア」
「ビジネスソリュー
ション」 等、新たな市場創造にも取り組んでいます。

レートロゴを網羅的に権利化しており、今後の海

今後もデザインを経営の中核に据え、新たな価値

外展開に先んじて、海外での権利も取得してい

創造に邁進してまいります。

第９章

■ブランディングの一環として、製品名称やコーポ

る。また、中国で冒認 商 標 への対 策のため、
異議申立てをしたり、コピー製品に対しては厳正
に対処するなど、権利を活用してブランドを保護
している。

「スノーピーク」ロゴ

ユーザーの声から生まれた
スノーピーク初のシェルター
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Column 16

ソニーと盛田氏からアップルとジョブズ氏に
受け継がれた新技術と知財権保護の共存
歴史の偶然であったのか、必然であったのかは判然としないが、
振り返れば、
「あの時に未来への道筋が決まった」と確信できる出来事がある。
アメリカでソニーが訴えられ、提訴から最高裁判決まで8年がかりとなった
大訴訟「ベータマックス訴訟」は、デジタル時代の新技術開発と
知的財産権の一つである著作権保護のあり方、
両者が共存する未来への道筋を問うものだった。

「刑事コロンボと刑事コジャックの
両方を見られます」

のシャインバーグ社長は、烈火の如く怒ったと
いう。理由は二つあった。「そもそも著作物を

ソニーが1975年に発売したベータ方式の

録画複製するのは著作権の侵害であり、ベータ

VTR１号機、通称「ベータマックス」は、家

マックスが売れたら、（自社で開発中の）ビデ

庭用ビデオテープレコーダー（VTR）の市場

オ動画ディスクの市場が破壊されてしまう」と。

を拡大する立役者となった。オープンリール式

ユニバーサルスタジオは76年11月、呼び掛

のビデオテープがカセット化され、またたく間

けに賛同したウォルト・ディズニー・プロダク

に大ヒット。のちに訴訟で原告と被告になる映

ションと共に、ソニー本社とソニー・アメリカ

画関係者とソニー社員たちさえ、発売当時は、

を著作権侵害でカリフォルニア州中央地区連邦

テレビ番組を録画することが著作権に絡む訴訟

地裁に提訴した。その主張は、次の通りである。

にまでなるとは考えてはいなかった。しかし、

「映画は制作者の著作物であり、著作権は複製

大ヒット商品になったがゆえに、利害関係者た

の独占権を伴い、勝手にテレビ映画を複製でき

ちは新技術の持つ「脅威」に気づかされること

るようにする家庭用 VTR は複製権の独占の侵害、

になる。

つまり著作権を侵害している。VTR を使用し

ベータマックスのアメリカでの発売から1年
後の76年9月頃。ある広告代理店がソニーに、
多くのテレビ番組を制作していたユニバーサル
映画（当時の親会社は MCA）と連動した広告
を打とうと提案した。広告案のラフスケッチの
コピーは、「『コロンボ』を見ているから『コジ

た個人はもちろん、それを製造・販売するソニ
ーも侵害行為に加担している」

盛田氏が考案した造語
「タイムシフト」の概念
当時、ソニー・アメリカの社長を兼務してい

ャック』を見逃す、ということはなくなります。

た盛田昭夫＊1・ソニー会長は、提訴に対して徹

その逆もありません。ベータマックス――ソニ

底抗戦を決断する。「ソニーはテクノロジーの

ーの製品です」。『刑事コロンボ』と『刑事コジ

進歩によって新しい市場を創り、ライフスタイ

ャック』は、共にユニバーサル映画が制作して

ルを変え、新しいカルチャーを生み出した。そ

いた人気テレビ番組だった。

のテクノロジーの進歩が、古びた法律によって

＊1 ソニーの前身である東京通信工業を井深大と共に設立した共同創業者。
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ところが、この話を知ったユニバーサル映画
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楽しむのはフェアユースであり、著作権保護が

世に存在できない。この訴訟は、科学技術とい

新技術の開発を阻害することがあってはならな

うシビリゼーション（文明）に対する挑戦であ

いという技術促進の立場を示した。以後、最高

る」と檄を飛ばしたという。

裁判決は、
「大憲章（マグナカルタ）
」とまで呼

ソニーの主張は、
「（VTR 録画は）一般公衆

ばれるほどの重みを持ち、新技術による著作物

に無料で放送されている番組を、都合が悪くて

の複製は、私的利用を前提に容認されるものと

見られない場合にビデオに録画して後で見てい

されていく。

るだけの『タイムシフト』
（時間に拘束されず

そもそもソニーは、アメリカの関連法に新技

にテレビ番組を見られる）
」であり、それはア

術に対する明確な記述がないことが、問題の本

メリカ著作権法における著作権侵害の例外規定

質であると考えていた。アメリカの著作権法に

（公正利用）
』に該

は、日本の「個人の楽しみのための複製は著作

とされる『フェアユース

＊2

当する」というものだった。
1審は、タイムシフト論を全面的に認めてソ

特許庁における取組

阻害されるようなことがあれば、ソニーはこの

権侵害にあたらない」というような私的利用の
規定がなかったのである。

ニー勝訴の判決を下した。ところが2審は、9

盛田氏は、タイムシフトという考え方に賛同

人の裁判官の全員一致でソニー敗訴となる。「常

するメーカーや消費者などと連携して組織化し、

識的に言えば、テレビ番組にはすべて著作者が

これを母体に議員へのロビー活動に力を注ぐ一

いる。したがって録画を行うビデオは本質的に

方、マスメディアでの公開討論やスピーチにも

著作権を侵害しており、フェアユースの範囲を

積極的に応じてアメリカ国民へメッセージを送

拡大するのは法の枠組みを破壊するものである」
という判決理由を多くの新聞が「けしからん判
決」と伝えた。なかには、テレビの前でビデオ
を見ている人にミッキーマウスが手錠をかけに
来る漫画を掲載した新聞もあった。
そして84年1月17日、最高裁はソニー勝訴
の判決を下す。82年の上告申請から判決まで
2年もの時間を要し、9人の裁判官の判断は5
第９章

対4の僅差。それほど新技術と著作権保護は、
対立するテーマとしてとらえられ、解を見出す
のが難しい問題であったのだ。

「大憲章（マグナカルタ）」と
呼ばれたベータマックス判決
「ソニーは、著作物の無料放送に許諾を与え
る著作権者の大多数は、視聴者が私的な範囲で
放送をタイムシフトすることに対して異議を申
し立てない可能性が高いことを立証した」とい
う最高裁判決は、新技術によってコンテンツを

1960年設立のソニー・アメリカで社長を務めた盛田氏が「法
律的なことを抜きにはアメリカでビジネスはできない」と言
うほど米国法独自のローカルルールに悩まされた。1970年
代のベータマックス訴訟の後、80年代には、「不公正税制」
を撤廃すべく、日本企業の活動への理解を求めて、全米各州
で「草の根（グラスルーツ）PR キャンペーン」を展開。現
地スタッフを指揮して自ら精力的に動き、活路を開いた。

＊2 アメリカ著作権法では第107条の規定（使用目的・性格、著作物の性質、著作物全体における使用部分の量・実質性、著作
物の潜在的市場・価値に対する使用の影響）により、公正な利用かどうかを裁判により決める（特許庁 HP）
。
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り続けた。さらに一流の全国紙に「What time

に正当性の論拠としたのが「ソニー判決ルール

is it now?」という見出しを掲げたタイムシフ

＝大憲章」だった。ソニーの「時間のシフト」

トを訴える意見広告を掲載した。

がフェアユースと認められるのであれば、自分

創業時の会社設立趣意書で、
「会社設立の目的」
の第一条に「自由闊達にして愉快なる理想工場

たちがやっている「楽曲の存在する場所のシフ
ト」も同様である、というわけだ。

の建設」を掲げたソニーには、知的財産権が持

しかし両社とも敗訴してサービス停止に追い

つ価値を尊重し、それを経営に組み込む DNA

込まれた。特に最高裁まで争ったグロックスタ

が受け継がれていた。
「ソニーでは、事業と開

ー訴訟で最高裁が示した判決が注目される。「ソ

発と知財はまさに三位一体である」との証言も

ニー判決のルール＝大憲章」は適用されず、
「違

多い。

法行為を誘発する意図があったこと」が判断の

そんなソニーにあって盛田氏は、ユニバーサ

論拠になった。

ルの著作権侵害の主張を排斥するのではなく、

「グロックスターは、著作権に接触するファイ

新技術との両立を模索していた。裁判に負けれ

ルをキーワードで排除するソフトを開発しよう

ば膨大な賠償金が発生し、ソニーというブラン

としたことはなく、配布したソフトウェアによ

ド（これも重要な知的財産権）が毀損する。裁

る著作権侵害行為を減少させる仕組みの開発も

判で戦いつつも、法整備が新技術に追いついて

試みていない。これはユーザーの著作権侵害の

いない現実をなんとか改めようとしたのがベー

意図的な促進である」と断じた。

タマックス訴訟の“真意”だったのではないか。

ナップスター事件と
グロックスター事件の教訓
新技術と私的利用の折り合いをつけた「大憲
章」だったが、デジタル技術の高機能化が進め
ば進むほど“限界”が明らかになってくる。

違法行為の誘発という概念が示されたことで
「大
P2P ＊3によるファイル共有は難しくなり、
憲章」時代が転機を迎えることとなる。

ジョブズ氏が結実させた
新技術と知財権保護の共存モデル
レコード業界は、ナップスターとグロックス

詳細は割愛するが、90年代後半から2000

ターの両訴訟で勝訴した＊4が、一方で両社に勝

年代初頭にかけて、楽曲や映像をデジタル化し

るとも劣らない「合法的な配信システム」の構

てデータ圧縮したうえで、ネットを通じてやり

築が急務であることもすでに認識していた。そ

取りできる技術が相次いで登場した。ナップス

こにチャンスを見出したのがアップルの

ターは、ユーザーがデジタル圧縮してパソコン

「iTunes Store」だった。

に保管している楽曲のリストをネットで検索で

2001年に携帯音楽プレイヤー「iPod」を発

き、ユーザー同士で楽曲をコピーできる無料交

売して成功を納めていたアップル（スティーブ・

換の場を提供した。グロックスターも、ナップ

ジョブズ氏）は、レコード業界に、購入前の試

スターとは異なる技術で無料交換を可能にした。

聴やアルバム単位ではなく1曲ごとのアラカル

デジタルデータは何度複製しても音質や画質

ト販売などさまざま提案を持ちかける。レコー

の劣化はない。これを放置すればコンテンツ業

ド業界は当初、提案に腰が退けていたが、ジョ

界は壊滅的な打撃を受ける。両社は、全米レコ

ブズ氏の「iTunes Store はまず Mac のみで展

ード協会や MGM から提訴されるが、そのとき

開する。Mac のパソコン市場でのシェアは3%

＊3 ネットでサーバーなどを介さずに、ユーザー同士の PC が直接つながること。
＊4 ナップスターは1999年に提訴され、2001年に敗訴。グロックスターは2003年に提訴され、サービス中止に同意した。
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●ストリーミングが牽引する世界の音楽市場（2001年 -2018年）
（十億ドル）
25

■ストリーミング ■デジタル
（ダウンロード含む） ■︎ CDなど
■パフォーマンス・ライツ
（楽曲使用料） ■シンクロナイゼーション
（楽曲使用で発生する売上）

20
15
10
5
0
売上規模

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018（年）

23.9

22.4

20.8

20.8

20.2

19.6

18.4

17.1

16.0

15.1

15.0

15.1

14.8

14.3

14.8

16.2

17.4

19.1

出所：IFPI
（国際レコード連盟）
「Global Music Report 2019」

ほどで、失敗しても取り返しはきく」という説

ジタル・トランスフォーメーション」（DX）で

得を受け入れ、iTunes Store への協力を決断

ある。半導体から始まったデジタルの歴史は、

す る。iTunes Store は2003年4月28日 に サ

CD やビデオに複製防止の技術が取り入れられ

ービスが開始された。

るようになったように、やっと新技術と知的財

その結果は、サービス開始１週間で100万

産権保護の対立軸から「共存の軸」へと移行し

曲ダウンロード。以後、スマホの登場もあり、

よ う と し て い る。実 際、GAFA（Google、

音楽配信サービスは当たり前のものとして定着

Apple、Facebook、Amazon）な ど グ ロ ー

した。現在は、定額制による聴き放題にまでサ

バル企業戦略は DX が前提であるし、DX を実

ービスは“拡充”した（上のグラフ参照）。

現するスタートアップも増えている。
音楽の有料ネット配信という新たなビジネス

法ダウンロードサイト」と批判されたが、楽曲

モデルを構築したジョブズ氏が、「アップルは

の有料販売や、映画などの違法投稿を監視する

コンピュータ業界のソニーになることをめざし

仕組みを備えることで、プロモーションサイト

ている」と畏敬の念を抱いているのを語ったの

として活用されるビジネスモデルを確立した。

は99年の新製品発表会でのことだ。そのジョ

革新的な新技術は、古い既成の市場に衝撃を

ブズ氏がのちに、盛田氏が提起した新技術と知

もたらし、著作権者に壊滅的なダメージを与え

的財産権保護の課題に一つの解を示したのは、

るものと考えられていた。しかし、それを理由

歴史の偶然であったのだろうか、必然であった

に新技術の開発を阻害してはならない。ベータ

のだろうか。

マックス訴訟でソニーと盛田氏が挑み、最高裁
が示そうとしたのは新技術に呼応できる社会の
あり方だった。
それから30年を経ていま進むのは、新技術
を積極的に取り入れ、活用することで著作権を
保護し、ビジネスとしても持続性を確保する「デ

第９章

動画投稿サイトの「YouTube」も当初は「違

（構成・文／船木春仁）

※このコラムで紹介しているエピソードや判決文などは、
以下の資料を参考にしています。
ソニーHP「Sony History」
文部科学省審議会資料「ベータマックス事件の概要」
森健二『ソニー 盛田昭夫“時代の才能”を本気にさ
せたリーダー』ダイヤモンド社、2016年
三浦基・小林憲一「フェアユースをめぐる20年」『放
送研究と調査』NHK 放送文化研究所、2005年11月号
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産業財産権制度の見直しについて

昨今、デジタル革命により業種の垣根が崩れ、オープンイノベーションが進む中、中小・ベンチャー
企業等が優れた技術を活かして飛躍するチャンスが拡大するとともに、優良な顧客体験が競争力の源
泉となってきている。このような産業構造の変化や、企業の特許戦略の変化などの動向を踏まえ、知
財制度・運用の在り方について検討を行う必要が生じている。
本章では、近年の産業財産権制度の見直しについて紹介する。

1．新たな産業財産権制度の見直し
日本では、これまでも、 知財権をしっかりと行使できるよう、 知財訴訟制度の充実に向けた取組が累次に
わたって行われてきたところであるが、 特に証拠収集手続の実効性は欧米の水準に比べて十分とは言えず、
訴訟のハードルは依然高い現状にある。さらに、 近年、 諸外国では、 更なる実効的な権利保護に向け、 訴
訟制度の強化が行われている。日本としても、 そうした諸外国の動向も見据えつつ、 知財訴訟制度の不断
の見直しを行う必要がある。
また、 近年、 AI や IoT といった技術が浸透する中、 日本企業が生き残っていくためには、 デザインを中
心に据えた戦略の重要性が益々高まっている。デザインは、 企業が顧客のニーズを利用者視点で見極めて
新しい価値を創造するという、イノベーション創出のための極めて重要な手段である。 今後、 競争が激化す
る世界市場において優位に立つためには、 多額の投資を行って技術力を高めることばかりに注力するのでな
く、 製品やサービスのブランドを構築して自社の 「稼ぐ力」を高めることが非常に重要となっている。
こうした状況を受け、 産業構造審議会特許制度小委員会において、 2019 年 2 月に法改正に関する内
容を含む報告書 「実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方」 を、また、 産業構造審議
会意匠制度小委員会において、 2019 年 2 月に法改正に関する内容を含む報告書 「産業競争力の強化に
資する意匠制度の見直しについて」 を取りまとめた。これらの内容を含む、 特許法等の一部を改正する法
律案は、 2019 年 3 月 1 日に閣議決定、 第 198 回通常国会へ提出され、 衆・参両院での審議を経て、
2019 年 5 月 17 日に令和元年法律第 3 号として公布された。
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（1）特許法の一部改正

②損害賠償額算定方法の見直し

①中立な技術専門家が現地調査を行う制度（査
証）
の創設

a. 侵 害者が得た利益のうち、特許権者の生産能
力等を超えるとして賠償が否定されていた部分

特許権の侵害の可能性がある場合、中立な技

について、侵害者にライセンスしたとみなして、

術専門家である査証人が、被疑侵害者の工場等

当該ライセンス料相当額についても損害賠償を

に立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を

請求できることとした［2-10-2 図］。

行い、裁判所に報告書を提出する制度を創設した

b. ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に
当たり、特許権侵害があったことを前提として交

［2-10-1 図］。

渉した場合に決まるであろう額を考慮できる旨を
2-10-2図   ライセンス料相当額のイメージ

個当たり
利益

明記した。
※②については実用新案法、意匠法及び商標法

現行の
損害額

において同旨の改正を実施。

ライセンス料相当額
侵害品の販売数量

権利者の
生産・販売能力
2-10-1図   査証制度のイメージ

秘密保護の仕組み
⑨ 裁判所のみが
インカメラにより内容を確認

原告

権利者

裁判所

①
申立て

③

⑤

査証決定

査証実施

被告

②
意見陳述

⑩
秘密情報の
黒塗りの判断

⑫
報告書
開示

「侵害立証の必要性」と
「秘密保護の必要性」との
比較衡量

・専門家 執行官）
・不動産への立入り、
質問、文書提示要求、
装置の作動、計測、実験

証
拠
採
用

10

章

異議申立て

⑥
報告書
作成

⑪
即時抗告

第

裁判所が
第三者 専門家
を指定

被疑侵害者

その例外として、
裁判所が必要と認める時に限り、
原告側の限られた者に意見聴取
ただし、原告本人への開示は
被告の同意が必要

④
即時抗告

・原告側の立会は不可

④
即時抗告

⑦
報告書送付

⑧ 秘密情報の
黒塗りの申立て

⑪
即時抗告
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（2）意匠法の一部改正
①保護対象の拡充
物品に記録・表示されていない画像や、建築
物の外観・内装のデザインを、新たに意匠法の保
護対象とした
［2-10-3 図、2-10-4 図、2-10-5 図］。
2-10-3図   クラウド上に保存され、ネットワーク

を通じて提供される画像

②関連意匠制度 1 の見直し
一貫したコンセプトに基づき開発されたデザイン
を保護可能とするため、
a.関連意匠の出願可能期間を、本意匠の登録の
公表日まで（8 か月程度）から、本意匠の出願
日から 10 年以内までに延長した。
b. 関 連意匠にのみ類似する意匠の登録を認めた
［2-10-6 図］。
2-10-6図   一貫したコンセプトに基づき開発され

たデザイン

関連意匠
本意匠

2-10-4図   道路に投影された画像

新たに登録可

③意匠権の存続期間の変更
「登録日から 20 年」 から「出願日から 25 年」
に変更した。
④意匠登録出願手続の簡素化
a. 複 数の意匠の一括出願を認めた。
b. 物 品の名称を柔軟に記載できることとするため、
物品の区分を廃止した。

2-10-5図   内装デザインによるブランド構築

⑤間接侵害 2 規定の拡充
「その物品等がその意匠の実施に用いられるこ
とを知っていること」 等の主観的要素を規定するこ
とにより、取り締まりを回避する目的で侵害品を構
成部品に分割して製造・輸入等する行為を取り締
まれるようにした。

（3）その他
①公 益団体等における商標権の通常使用権の許
諾について
公益団体等（自治体、大学等）が自身を表示
する著名な商標権の通常使用権の許諾を認める
等の措置を講じた。

１ 自己の出願した意匠又は自己の登録意匠（本意匠）に類似する意匠の登録を認める制度
２ 侵害を誘発する蓋然性が極めて高い予備的・幇助的行為を侵害とみなす制度
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事実は小説より奇なり
巨象アップルをひれ伏せさせた
〝町の発明家〟
個人発明家

齋藤憲彦氏
自分の発明が無断で、携帯音楽プレーヤー「iPod」に使われている。
齋藤憲彦氏がこの事実に気づいた時、すでにiPodは世界中で大ヒット。
グローバルメーカーが相手では泣き寝入りをするところだが、齋藤氏は諦めなかった。

形勢不利な状況のなか、8年に及ぶアップルとの裁判を戦い抜き、逆転勝利を手にした。
まさに、事実は小説よりも奇なり。何が、この快挙を可能にしたのか。
運命の分岐点となった四つのエピソードとともに、齋藤氏が当時を振り返る。

ニーのウォークマンに使われていたジョグダイ

人生の一発逆転をめざし
アップルとの闘い開始

ヤルをヒントに、それまでにない新しい発想の
クリックホイールを考案した。

主文「アップルジャパン株式会社は3億366
4万1920円を支払わなければならない」

特許について勉強していた齋藤氏は、躊躇な
く特許取得に動き出した。まずは「特許出願」
。

2013年9月26日、東京地裁は個人発明家・

東京都にある発明協会（現・一般社団法人発明

齋藤憲彦氏に対するアップルジャパン（以下ア

推進協会）と日本弁理士会の無料相談を利用す

ップル）の特許権侵害を認め、賠償金の支払い

るなど、専門家に相談しながら、なんと書類の

を命じた。15年9月9日、最高裁もこの判断を

9割を自作。1998年に出願を終え、日本企業

支持し、判決は確定。ドラマ『下町ロケット』

にライセンス供与を働きかけるも、すべて不発。

を地で行く奇跡のような結末は、携帯音楽プレ

03年、後輩がたまたま見せてくれたアップル

＊1

ーヤーiPod 搭載のクリックホイール （入力

の iPod が自分の発明を利用していることに気

装置）が齋藤氏の特許権を侵害した事件（通称

がついた齋藤氏は、同社とのライセンス交渉を

「アップル事件」）での出来事だ。

開始。04年8月、アップルに単身で乗り込んだ。

「巨象アップル、個人発明家に敗れる」。この
ニュースは世界を驚かせたのはもちろん、多く

齋藤

の個人発明家、ベンチャー、中小企業に勇気を

人が待ち構え、法務部長から次のように言われ

与えた。形勢不利ななか、8年に及ぶアップル

ました。「ライセンス契約をお望みとのことで

との戦いを制した齋藤氏とはいかなる人物か。

すが、そのような申し出は受けられません。ま

齋藤氏はバブル経済下にソフト会社を起業し、

だ特許も成立してないですし。代わりに、今日

一応の成功を収めたが、バブル崩壊とともに会

まで齋藤さんがかけた経費と同額で、関連する

社は倒産。人生の一発逆転を目指し、志したの

特許をすべて買い取りましょう」
。

が「無」から「有」を生み出す発明であり、そ
の知財をお金に換えることだった。そして、ソ

＊1
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先方は法務部長と顧問弁護士、弁理士2

カチンと来ましてね、即答してやりましたよ。
「お断りします。おかしいでしょ。もし私の特

表面を指でなぞったり押したりすることで、機能の選択や調節ができる円形の操作盤。
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ルがそれを買ってもいいと言うのです」と切り

ころか1銭も払う必要はないんじゃないですか」

出すと、
「それは良い話ですね」とすぐに会っ

ってね。起死回生のための唯一の切り札ですか

てもらえました。そして「お金がない」と言う

ら、そんな少額では譲れませんよ。

と、
「成功報酬」で引き受けてくれたのです。

「すごい発明ですね」
発明協会の支援を受ける
アップルと交渉を開始した時点ではまだ、
「齋
藤特許」は成立していなかった。審査請求に必
要な何十万円もの「請求料」を支払う余裕がな
かったからだ。だが裁判を起こすには、特許取
得は外せない。乾いた雑巾を絞るようにして印

特許庁における取組

許が御社の製品と関わりがないのなら、経費ど

上山先生によれば、自分で特許明細書を作成
してアップルと交渉するなどの私のずば抜けた
行動力、私の発明に筋の良さを感じたことに加
え、「アップルが相手というのが、大きな動機
づけになった」とのことでした。

特許庁の異例の対応で
「齋藤特許」成立

紙代を捻出し、審査請求書を提出したが、2カ

06年8月、齋藤氏の自宅に特許庁の審査官か

月後、
「拒絶」の通知が届く。困り果てた齋藤

ら電話がかかってきた。この日にいたるまで齋

氏は、住居がある山梨県の発明協会を頼った。

藤氏は、上山弁護士や二人の弁理士の力を借り
て、再三の「拒絶」にもめげず手続きを継続し、

齋藤 発明協会の皆さんは、
「世界のアップル

運命の結果を待っていたのだった。

が訴訟の相手」ということで驚いていましたが、
一致団結して協力してくれました。私一人だっ
たら登山ルートさえ見つけられなかったでしょ
う。本当は出願前に調査報告書をつくらなけれ
ば申請できないのですが、私の窮状を考慮して
くれて協会の予算で手続きをしてくれたのです。
山梨県の発明協会だったのがよかったと思い
ます。東京へ行っていたら、あのように心を砕
いてもらうのは無理だったでしょう。なにせ大
勢の相談者が押し寄せていると思いますので。
アップルとの交渉決裂直後、齋藤氏は、特許
第

訴訟に強い弁護士を探し求め、上山浩一弁護士
にたどり着く。上山弁護士は、京都大学で素粒
ライバルであるマイクロソフトの特許侵害訴訟
で勝訴判決を得た経験もあった。
齋藤 「iPod のクリックホイールの特許を私が
持っていて、まだ成立していないのに、アップ

10

章

子物理学を専攻した元エンジニア。アップルの

齋藤憲彦（さいとう・のりひこ）
1957年東京都生まれ。高校時代に豊沢豊雄著『落第発明』
（ダ
イヤモンド社）に出会ったことから、発明や特許に関する書
籍、特許法、判例集等を読み知識を蓄えていく。東海大学海
洋学部卒業後、富士通 SBC、米ビジネススクール留学等を
経て、1984年にポセイドンテクニカルシステムを創業する
が数年後に倒産。一時はどん底の生活だったが、発明ノート
にアイデアを書き溜め、
「接触操作型入力装置」の特許を取得。
2013年9月、アップルとの特許訴訟に勝利した。
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拒絶を覚悟していたのですが、「本件に

＊3
「提
害の有無を判断した結果、不受理でした。

は特許性がある発明が存在している、という特

出証拠だけでは判断できない」
「責任を負えな

許庁の基本見解をお伝えします。特許が成立す

いから判断しなかった」という、特許庁の判断

齋藤

＊2

ることが決定しました。 本件はあまりにも社

を無視した見解には納得できませんでしたね。

会的影響が大きく、内容が難しすぎました。本

あの時、
「水際の取り締まり」を実施してもら

来、審査は私一人で行うところなのですが、特

えれば、良い条件で和解できたのに、悔しくて

別に、合議制により複数の審査官と相談して結

なりません。

論を出しました」と言われ、ジーンと来ました。

―― 裁判を起こすのに必要な印紙代も大きな障

審査官が電話を直接してくることも、合議制

壁になったそうですね。

で審査を行うことも異例なことのようです。
「社

齋藤 私は最終的に100億円の損害賠償を求め

会的影響が大きい」というのは、私の特許権の

たので、約1600万円の印紙代を工面しなけれ

範囲が iPod のクリックホイールを包含してい

ばなりませんでした。当時の私は、とてもそん

ることと、日本にある携帯電話のほぼすべてに

なお金は払えません。それで、訴訟費用の後払

使用できることを意味するものと

いを認める「訴訟救助」という制

思いました。それから、私の入力

度を使いました。

装置は構造的には単純なので、コ

でも、裁判に勝てば賠償金で支

ンセプトをとらえることが難しか

払えますが、負けた場合は大変な

ったのでしょう。

負担です。特許を取ったとしても、

最後に「最善を尽くして判断し

裁判で勝つとは限らない。つまり、

ました。あとは齋藤さんの番です。

侵害した者勝ち。被害を被ったと

頑張ってください」と言われまし

しても、印紙代が工面できなかっ

てね。それまで手を貸してくださ

た時点で、裁判もできず負けが決

った方々に対する感謝の念が込み

まる。道理に合いませんよ。

上げてきました。

―― 裁判中に理不尽なことはありましたか。
齋藤

こうして、巨象アップルと戦う準備は整い、
本格的な闘争の幕が切って落とされたのである。

裁判を始める前に
司法の壁があった
―― 当時、齋藤さんは、日本の発明家のために
戦ったヒーローのように報道されましたね。

はい。私の被害額を算定するための売上

情報等の資料提出をアップルに求めたのですが、
いっこうに出てこない。強く抗議すると「アメ
リカ本社が管理しているので日本にはない」と
いう不可解な回答をしてきました。アップルの
訴訟引き延ばし戦略なのに、裁判所はそれをす
んなり許してしまいました。

企業の味方だと感じることが多かったので、私

発明家よ、自分の発明の
世界一のスペシャリストたれ

のことより、そのことに注目してほしいと思っ

―― 大変な苦労をして、勝訴されたのですね。

ていました。実は裁判の前に、税関に「輸入差

齋藤 クリックホイールは私の発明です。アップ

止申立」をしたのですが、学識経験者3人が侵

ルは特許無効を訴えてきましたが、東京地裁も

齋藤

いえいえ、国も司法も、個人ではなく大

＊2
＊3

齋藤氏の特許第3852854号「接触操作型入力装置およびその電子部品」
。
知的財産の侵害物品は、関税法第69条の2及び第69条の11により「輸出及び輸入してはならない貨物」と定められており、
税関で取締りを行っている（財務省 HP「知的財産侵害物品の取締り」参照）
。
＊4 知的財産高等裁判所。特許権や著作権などの知的財産に関する争いを専門に扱う日本で唯一の専門裁判所。2005年4月、
東京高裁の中に創設された特別の支部で、独立性が高い。
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ている技術が一致すると判決し、最高裁が特許
＊5
＊6
ただ、金額は残念です。
侵害を認めました。

―― 勝因はなんだと思いますか。
齋藤 この事件について『iPod 特許侵害訴訟』
を書いた新井信昭先生が、「勝つための3要件」
として、次の三つをあげています。

齋藤憲彦氏の特許出願・審決（16年）
ならびにアップル事件（11年）の経緯
1998. 1.6
2月〜
1999. 7.21
2003. 10月〜
2005. 2.17
5.2

1. 筋の良い特許であること
2.権利者が特許という武器の使い方を知ってい
ること
3.最後まで戦い抜く信念と戦い続けるための資

2006. 9.15
2007. 1.24

金を調達できること

2.6

最も重要なのは、筋の良い特許であることだ

3.13

と思います。筋が良かったからこそ、発明協会
が協力してくれたし、上山先生は成功報酬で引
き受けてくれた。特許という武器を手に入れる
こともできたのです。
―― 特許庁に対して、要望はありませんか。
齋藤

特許のアーカイブがありますが、あれが

専門家や頼れる組織に紐づいているといいと思
います。それから、現在、私は新たな発明で世
界特許を取得しようと動いているのですが、相

2008. 2.7

9.4
2009. 3.5
3.13
3.17
3.31

変わらず大変で、特許権のシステムは発明家へ
の負担が大きすぎます。先進国と後進国の綱引
きに、人々に有益な研究に追われる世界中の発
明家を巻き込まないでほしい。ですから特許庁
には、世界の発明家がスムーズに活躍できる仕
組みづくりをリードしてもらいたいです。
―― 最後に、日本の発明家にメッセージをお願

2011. 6.23
10.19
2012. 12.18
2013. 2.20

私は発明と特許について懸命に勉強して

きました。アップル事件は一人では戦えなかっ
たし、専門家の手を借りることも必要でしたが、
たとえそうであっても、特許の勉強はするべき
です。自分で考えた発明の、世界一のスペシャ
リストは自分だからです。
（構成・文／木原洋美）

9.26
9.26
10.9
2014. 4.24
2015. 9.9

10

章

齋藤

2010. 11.4

齋藤特許出願
（特願平10-12010）
齋藤と日本企業のライセンス交渉
齋藤特許出願公開
（特開平11-194872）
齋藤とアップルのライセンス交渉
齋藤が上山浩弁護士と出会う
齋藤特許分割出願
（特願2005-133824後の齋藤特許）
●訴訟前交渉
齋藤特許登録
（特許3852854）
●訴訟前交渉
齋藤→税関
輸入差止申立 ※5.16不受理
アップル→斎藤
訴訟提起：債務不存在確認訴訟
齋藤→アップル 反訴提起：損害賠償請求
訴額1億円
（一部請求）
●侵害論の主張立証
東京地裁→双方 和解の打診
（心証=本件特許に無効理由あり）
●和解協議
東京地裁 口頭弁論終結宣言
●和解協議
齋藤→特許庁 訂正審判請求
齋藤→東京地裁 口頭弁論再開申立
アップル→特許庁 無効審判請求
※5.18請求取り下げ
特許庁 訂正を認める審決
※4.11確定
●侵害論の主張立証
東京地裁→双方 心証開示（心証＝侵害）
●損害論の主張立証
齋藤→東京地裁 計算鑑定申立書
●損害論の主張立証
東京地裁 計算鑑定決定
●損害論の主張立証
東京地裁 計算鑑定意見書
●和解協議
齋藤→東京地裁 請求額増額
1億円→100億円
（一部請求）
東京地裁 判決言渡し
3億3664万1920円を認容
アップル→知的財産高等裁判所へ控訴
齋藤→知的財産高等裁判所へ控訴
知的財産高等裁判所 判決言渡し
最高裁判所 確定

第

いします。

特許庁における取組

＊4
知財高裁も、
私の特許内容と iPod に搭載され

出所：新井信昭『iPod特許侵害訴訟 アップルから3.3億円を勝ち取
った個人発明家』
日本経済新聞出版社、2018年
＊■は出願特許関連、
■はアップル事件関連の重要事項。

＊5

1審2審とも、
「本件特許権は無効である」「そうでなくても権利侵害に当らない」というアップルの反論をすべて排斥して、
齋藤氏の特許に対するアップルによる侵害を認め、齋藤憲彦氏への賠償を認める判決。最高裁で確定した。
＊6 齋藤氏の100億請求に対し、裁判所は「平成18年11月16日時点におけるデジタルミュージックプレーヤー市場における
iPod の国内シェアは約60% に達しているが , それには原告の販売努力が相当程度貢献していることが認められる」として、
3億3664万1921円と算出した。
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