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抄 録

米国の知的財産制度

　建国とともに歩む米国知的財産制度、その価値をGDPの4割を超す5兆ドル超と見積もる米国にあっ
て、特許制度改革法案の議会審議や相次ぐ連邦最高裁判決に見られるように、今日、制度の大幅な変革
期を迎えている。こうした時期にあたる2005年から2008年に米国に赴任した筆者の雑感をまとめる。
特に、米国の豊かさと現実、イノベーションの上流に位置する発明の役割、徹底的に知を守る企業風土、
議会構成と特許改革法案の動き、日本版知財立国に対する懸念など、ワシントンD.C.とニューヨークと
の間を行き来する中で感じた日々の思いを記す。

る専門的な質問にも正確に応える姿に、同じ特許ピープル

の一人として感銘を受けたものだ。

　米法曹界の立場からは、2万人規模の知的財産専門の弁

護士（特許弁護士）のリーダーである、米国知的財産権法協

会（AIPLA）2）のアラン・キャスパー会長に、法曹界やユーザー

の立場から、米国特許制度を概観していただいた。キャス

パー会長は、自身が日本駐在の経験もあることから、親日

家の一人として、大変によくしていただいた。僭越ながら、

友人として接していただいたと言っても、氏は許してくれ

るかもしれない。特許改革法案の議会審議の動向、連邦最

高裁や連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）における主要訴訟の

見通し、米各業界のスタンス、USPTOや議会への法曹界の

対処方針など、貴重な情報を日々頂戴した。また、AIPLA

幹部等の私的な集まりにも多く御案内をいただき、多くの

有力者と知己を得る機会を頂戴したことに感謝したい。温

厚なご性格の中、時に厳しい意見も頂戴した。本特集にお

いても、特許制度に対する忌憚の無い意見が期待できる。

　米産業界の立場からは、日本の経団連に相当する米国商

工会議所の模倣品海賊版対策部長であるブラッド・ヒュー

ザー氏に依頼し、ロブ・カリア氏にご執筆をいただいた。

ヒューザー氏は、USPTO准長官、同庁顧問、世界知的所

はじめに

　「特技懇誌」60周年を記念し、我が国と最も結びつきの

深い米国特集を企画した。執筆は、筆者が米国東海岸に赴

任していた2005年から08年にかけて、特にお世話になっ

た方々にお願いし、ご快諾を頂戴した。

　米政府・議会の立場からは、2004年1月から09年1月

の五年間、米国特許商標庁（USPTO） 長官であったジョン・

デュダス氏に、往時を振り返っていただいた。デュダス前

長官は、商務次官（知的財産担当）を兼務し、また、前職

として下院司法委員会顧問として、知財制度の立法にも関

与された方である。特に、毎年の審査官 1200 名の採用、

一般会計への流用（ダイバージョン）を制限し実質的な特

許特別会計への道筋をつけつつ、緊縮財政を背景に非安全

保障予算がマイナスとなる中での毎年10％増の予算確保、

特許の質への転換に向けた日米協力・五庁協力の推進、特

許改革法案への関与、模倣品海賊版対策に向けた7府省の

次官級で構成される知的財産法執行調整会議（NIPLECC）1）

の共同議長など、氏の功績には枚挙にいとまがない。本人

をして、「記録的」とも述べる、こうしたアグレッシブで

ポジティブな功績に加え、議会公聴会での議員からなされ

審査第二部審査監理官（動力機械）
前日本貿易振興機構（JETRO）ニューヨークセンター知財部長
前知的財産研究所（IIP）ワシントン事務所長　　　　　　　　　　澤井  智毅

米国雑感

1）�NIPLECCは、知的財産エンフォースメントに関する海外及び国内関係省庁との連携及び調整を図ることを目的として99年の立法措置により設
立された会議。構成メンバーは、当初、特許商標庁長官、司法次官補（以上が共同議長）、国務次官、米通商次席代表、税関及び国境保護局長、
出入国税関取締局長、商務省国際貿易局長の計7名。

2）�知的財産権法協会（AIPLA:�American�Intellectual�Property�Law�Association）：知的財産関連法の改善、裁判における適正な法解釈、公衆及び会
員へのIPの啓発活動を目的として、1897年に設立された弁護士協会。会員は、16000人以上に上り、法律事務所、企業、政府関係機関、大学等
の弁護士で構成される。
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有権機関（WIPO）顧問、NPOである国際知的財産研究所

（IIPI）CEO等の知財分野での豊富なご経験があり、米国内

で屈指の国際通のお一人でもある。WIPO事務局長選や模

倣品海賊版問題など、紙面では明かしえない、いわゆる内

話を多く拝聴させていただいた。後に、こうした内話の内

容が明らかになるにつれ、同氏の人脈と情報の確度の高さ

を知ることとなる。

　また、特許庁の大先輩でもあり、米国弁護士としてのフ

ロンティアでもある服部健一弁護士、山口洋一郎弁護士に

は、日本の特許制度にも精通するお立場から、耳目を集め

る特許改革法案の動きと知財訴訟の現状について解説をお

願いした。筆者が、米国に赴任した2005年に特許改革法

案が連邦議会に提出され、同年以降、裁判所による差止命

令を制限するe-Bay最高裁判決（2006年）や自明性（進歩性）

の判断基準を厳格にする KSR 最高裁判決（2007 年）など

が相次いで示された。立法、司法において、19世紀以来

の大きな動きがある中、お二人には、駐在員時代、多くの

点でご指導を頂戴した。日本国内においても、多くの講演

を求められる著名なお二人である。お二人の事務所に、そ

れぞれ徒歩圏内にあるワシントン D.C. の小事務所の立地

と、特許庁の後輩の一人である自らの境遇に日々幸運を感

じたものだ。

　このように、知財分野で米国を代表する有識者の方々に、

ご多忙の中、ご執筆をお願いし、ご快諾いただいた。既に

米国を離れ、二年以上を経過した私が語れるところは少な

いが、米国駐在員の業務を知っていただくためにも、特に

米国で感じた雑多な思いを、「米国雑感」として思いつく

ままに記してみたい。

シャトルライフ

　シャトルライフ、特許庁米国駐在員が他国への駐在員と

異なる赴任スタイルだ。本籍を日本貿易振興機構（JETRO）

ニューヨークセンターに置きつつ、週の大半をワシントン

D.C.で過ごすこととなる。

　米国駐在員の任務が、米国特許商標庁（USPTO）との調整、

連邦議会動向の把握、米国知的財産法律家協会（AIPLA）を

はじめとした知財法曹界や米国知的財産権者協会（IPO）3）

をはじめとした米産業界からの情報収集、日系企業ワシン

トン駐在員との連携など、専らワシントンD.C.をホームグ

ラウンドにする必要があるからだ。

　ワシントンD.C.では、ベースを弁護士やロビーストで賑

わうKストリートに位置する知的財産研究所（IIP）ワシン

トン事務所においた。同じビル内には、日本の報道でも良

く知られる、米国の保守系シンクタンクである戦略国際問

題研究所（CSIS）などがある。場所柄からか、知財研ワシ

ントン事務所が設置された93年に、特許庁の諜報活動の

拠点ができたと報道されたほどだ。

　こうした二足のわらじ、シャトルライフは、経済産業省

（METI）のニューヨーク産業調査員（産調）制度にならい、

特許庁も 1999 年より採用している。名刺には、JETRO

ニューヨークセンター知財部長、IIPワシントン所長に加え、

Special Advisor to JPO を 冠 し た。METI 産 調（Special 

Advisor to METI）にならうものであり、JPOひいては日本

のために働いているとの思いを込めた。総じて、USPTO

やAIPLA等のカウンターパーソンは、赴任以前からの知人

も多かったこともあり、このSpecial Advisor to JPOとして、

遇していただいた。

　基本的には、月又は火曜日の朝、グリニッジ（コネチカッ

ト州）の自宅からニューヨークのラガーディア空港に向か

い、ワシントンD.C.のレーガン・ナショナル空港間のシャ

トル便にて、ワシントン事務所に出勤し、木曜日又は金曜

日の夜、シャトル便にて自宅に帰宅するという生活を繰り

返 し た。 そ れ 以 外 の 日 は、 自 宅 か ら マ ン ハ ッ タ ン の

JETROニューヨークセンターまで、日本の東海道線のご

ときメトロノース線で出勤し、ニューヨークサイドの同僚

とのミーティングに費やす日々であった。家族をニューヨー

3）�知的財産権者協会（IPO:� Intellectual�Property�Owners�Association）：知的財産権者の利益のために、知的財産の保護を推進することを目的とし
て1972年に設立された団体。会員は100の大規模・中堅企業と250の小規模企業、大学、個人発明家、弁護士等を含むIP関係者で構成されており、
全会員数は約9000人。米国知的財産法律者協会（AIPLA）、日本知的財産協会（JIPA）、欧州産業連盟（UNICE）とともに、日米欧三極ユーザー
団体を構成。

知財研ワシントン事務所執務室。狭く、小さいながらも出
城を任された思いであった。
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米国の光と陰

○誠実と過剰

　移動の多い毎日は、米国を知る上でも有益であった。シャ

トル便や電車の遅延に対する米国ビジネスマンの振る舞い

について、前項で触れた。個人主義の米国と言うが、こう

した局面では、我を通す米国人はなく整然としている。帰

国後、電車の遅延に対し、運行責任を負わないであろう駅

員に食って掛かる輩を見るに、現代日本人には惻隠の情が

失われたのかと少し寂しい思いもした。

　感心すると言えば、徹底した弱者優先の姿勢、ストロー

ラー（乳母車）を押す母親には、皆が競って手を差しのべる。

階段にさしかかった我が娘のストローラーに、父親である

自分より早く、多くの米国人紳士が手を貸そうとする姿に

恥ずかしい思いもした。レディーファーストは、良く知ら

れるところだ。男子たるもの、エレベータを我先に降りる

ことは御法度であり、ドアを押さえ可能な限り先を譲り、

後の人のためにもドアを押さえておく気配りが必要とな

る。老若男女問わず、後ろ手でドアを閉める前に、かしげ

る程度に振り向きつつ、背後を確認していることに気付か

される。レディーファーストの文化は、欧州の騎士道を起

源にしているのだろうが、欧州以上に徹底する米国には、

歴史的な背景もあるのではないか。1620年に新天地アメ

リカを目指したメイフラワー号の船客 102 名のうち、成

人女性はほんの18名とされる。そして、その多くが厳し

い冬を越すことができず、翌年のサンクスギビングデー

（1620年11月）を祝えた成人女性は4名に過ぎなかった 4）。

クサイドに残しつつ、ワシントンをベースとした、いわゆ

る金帰火来の生活を続けたといえばわかりやすいだろう。

　毎週の飛行機通勤、電車通勤、ワシントンD.C.でのホテ

ル連泊の米国内単身赴任生活は、正直、楽ではなく、週末

のほとんどをごろ寝で過ごすことも少なくなかった。シャ

トル便の遅延は日常茶飯事であり、天候を理由に深夜の

D.C.に引き返すこともあり、粛々と受け入れる他の米国人

ビジネスマンと同様、忍耐力を養う上では格好であった。

　今思えば、それなりに過酷ともいえる生活ではあったが、

ワシントンD.C.には毎週の飛行機通勤をしてでも、惹きつ

けるものが多くあった。確度の高い情報、知財分野におけ

る多くの著名人、映画で見ると同様の議会公聴会、庁のみ

ならず日本の法曹界・学界・産業界からの多くの出張者、

整然とした D.C. の景観、古都アレキサンドリアに立つカ

レッジと見紛うUSPTO新庁舎群、狭いながらも知財研か

ら預かる出城（ワシントン事務所）、時差無関係の庁から

の温かい励ましと発注、何れもシャトルライフのインセン

ティブとなった。

　駐在員の本務として、こうした魅力的な情報を特許庁と

共有すべく、3年間の赴任期間中に同僚とともに約360本

の報告書を起案し、庁に送付した。このうち公開可能であ

り我が国産業界・法曹界にも有益と思われる情報について

は、06年よりJETROのホームページを通じ、公表するこ

ととした。「米国、知財」でグーグルして欲しい。最先でヒッ

トするはずだ。多くの日本の知財関係者の方より、大変に

役立っているとの言葉をいただき、世辞とは承知しつつ、

こうした言葉や報告書が、私たちにとって、かけがいのな

い米国駐在の証となった。

NYとDCを結ぶシャトル便から、ワシントンD.C.の全景を写
す。写真手前（東端）にあるロバート・ケネディ・メモリア
ル・スタジアムから写真上方（西方）のポトマック川に向か
い、キャピトル・ヒル（連邦議会議事堂）、スミソニアン博
物館群に囲まれるナショナル・モール、ワシントン記念塔
が見える。この日は、珍しく揺れの少ないフライトであった。

紅葉と初冠雪のミスマッチの中でのワシン
トン記念塔。青と赤と白は星条旗に通じる。

4）http://www.mayflowerhistory.com/History/women.php
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女性を大事にすることが、新天地での米国の今日の繁栄に

繋がってきたのだと思うとうなずける。ただし、何かの記

事で読み、多くの知人にも確認したが、米国では財布と通

帳は男子が持つものとされる。日米何れが真のレディー

ファーストであるのか考えさせられる。

　勝ち組、或いは、勝ち組になろうとする者には、一言で

言えば、candor（誠実さ、公正さ）が求められる。弱い者

いじめをしない。ゆえに交通機関の遅延に対し駅員やフラ

イトアテンダント自身に文句は言わない。言うとすれば、

航空会社やアムトラック（全米鉄道旅客輸送公社）の経営

陣を議会に召還して質すこととなる。弱者を徹底して保護

する。ゆえに、小学生を一人、車内に残すことも、自宅で

留守番をさせることも条例は許さない。

　Candor は、我らが特許法にも求められる。米国では、

判例上、出願人は誠実義務（duty of candor）を負う。特許

規則（CFR1.56（a））にも「特許出願及びその手続の遂行に

関与する各個人は，特許商標庁に対する手続において率直

かつ誠実であることの義務（duty of candor and good 

faith）を負い」と記される。本規定により、我が国ユーザー

からは、あまり評判の宜しくない先行技術開示義務が求め

られている。そして、特許権者（原告）として、特許権の

侵害を主張した場合、侵害者（被告）側からは、そもそも

権利取得に際し、USPTOに対し不誠実があったのではな

いか、開示義務を怠っていたのではないか、と問われる。

すなわち庁に対する不公正行為（inequitable conduct）が

あり、権利行使は不能であるとの抗弁がなされるのである。

現在も審議が続く特許改革法案の審議においても、この不

公正行為の取り扱いが主要な論点の一つとなっている。誠

実義務規定は正しい、しかし、権利行使に際し、侵害者か

らは常に言いがかりともいえる不公正行為が問われ、これ

を反証するためには、莫大な訴訟費用がかかる。ベンチャー

や中小企業には手に負えない、こうした「言いがかり」が、

はたしてcandorなのかとの論点である。光と陰が常につ

きまとう。

○豊かさと格差

　道路の拡張もパブリックゴルフ場の建設もNBAの誘致

も、市民の直接の選挙により決する徹底した地方自治の米

国を羨ましく思う反面、そこにも大きな陰がある。貧富の

差が隣接する市の境界で生まれるのである。緑豊かな風景、

小綺麗な街並みが、市境を境に突然に落書きと土埃の風景

に変わることが日本で想像できるであろうか。格差は、公

共サービスのみならず、治安にも直結する。

　豊かな都市を簡単に見分ける方法がある。公表されてい

る公立小学校のレーティングを見ればよい。ウェブでも容

易に調べられる。ある程度所得に余裕のある層は、自ずと

子弟の教育にも力を入れる。よってレーティングの高い小

学校に入れようとする。公立学校ゆえに、そこに住めば良

い。結果として、高所得者層が、たとえ固定資産税や市民

税が高くとも、高いレーティングの学区に越してくる。公

共サービスや治安が良くなる。更に好循環を生むという構

図だ。治安と自らの資産価値のため、子弟のいない住民も

含めて、市民全てが学区の教育（レーティング）に関心を

持ち、更に加速度的に格差が生じるのである。

　駐在員ゆえに、東海岸の中でも、治安の良い、一定の水

準にあるグリニッジと言う街に家を借りることができた。

民間･政府系職員を問わず、ニューヨーク駐在の日本人家

族持ちの多くは、マンハッタンから60キロほど離れた隣

州にあるこの街に暮らす。このため、ニューヨーク日本人

学校グリニッジ校もあるほどだ。グレート・キャプテン・

アイランドなる洒落た名前の市所有の無人島もあり、夏期

は市民用の格安なフェリーも運行している。

　不動産屋に連れられて20数件の家を梯子して見つけた

甲斐もあり、こうした街にある築 100 年の入り江に面し

た石造りの家を、相場から見て格安な賃料で借りることが

できた。ニュー・イングランドの趣とともに、海鳥や小動

物との触れ合いや季節の移り変わりを感じ、平日のシャト

ルライフの疲れを癒すには良い環境であった。

　米国は、豊かさという光だけを見ると外国人をとりこに

する。多くの米駐在員が米国シンパとなって帰国するのは

当然である。筆者も、その豊かさや誠実さを重んじる米国

を更に好きになった。その一方で、土埃と落書きにまみえ

る隣町の風景や、ホームレスとパトカーの青い閃光のみが

ニュー・イングランドの趣を感じる、入り江に面した築百年の石造り
の我が家の庭にて。大半は母子家庭であった。
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といわれて久しいが、そのためにも、「死の谷」の上流に

ある発明に、より目を向ける必要があろう。イノベーショ

ン政策のみならず、特許政策、特許要件、審査基準を論ず

る上でも、こうした視点が求められるのではないか。

　例えば、特許出願を急ぐ必要のない先発明主義（多くが

急ぐべきではあるが）を採用する米国にあってさえ、我が

国 審 査 請 求 制 度 に 相 当 す る 審 査 繰 延 制 度（deferred 

examination）の検討に着手している。発明後の谷向こう

の応用段階を視野に入れつつ、適時に特許化することを望

む出願人の要請に応えようとするものともとれる。

　また、米国特許法 112 条は、特許請求の範囲の記載要

件として、抽象的ともいえる機能的な表現（Means Plus 

Function）を積極的に許容している 7）。勿論、独占権が行

使される社会との均衡を踏まえ、その権利範囲が過度に広

い発明とならないように、「明細書に記載された対応する

構造、材料又は作用，及びそれらの均等物を対象」との限

定解釈を忘れていない。何れにせよ、こうした機能的表現

の積極的な許容は、発明が基本研究の成果であり、実利的

実施たるイノベーションの上流に位置すると考えれば自ず

と首肯できる。

　米国の小学校では、良くプレゼンテーションの宿題が出

る。低学年の娘にも、「歴史上の米国人で最も関心のある

者について説明せよ。その際、その歴史上の人物の功績（発

街を闊歩する未明のワシントンD.C.の風景など、陰のある

ことも忘れることはできない。

発明とイノベーション

  「発明（invention）」の語感が、日米において、大きく異

なることを感じた。日本では、広辞苑でも「発明は、機械・

器具類、あるいは方法・技術などをはじめて考案すること」

と記され、ともすれば「考案」すなわち「工夫」された身近

な製品や応用技術をイメージすることが多いのではないだ

ろうか。

　一方で、「技術革新（innovation）」には、「発明」の遙か

上流にある、高邁で格式の高い言葉の印象さえ持つ。ひと

えに「考案」と「革新」との語義の差に通じるものなのかも

しれない。

　では、米国ではどうだろうか。イノベーション論をひも

とくと、イノベーションは、発明の実利的な実施（the 

economic implementation of an invention5））と定義づけら

れることが多い。ここでは、基本研究が「発明」に繋がり、

そのビジネスへの応用が「イノベーション」とされている5）。

すなわち、発明は、イノベーションの上流にあり、社会に

影響を与える基本的なものと考えられている。日本の一般

的なイメージと異なるのではないか。

　イノベーション政策で知られるバーン・エラーズ下院議

員（共和、ミシガン）が指摘するように、基本研究の成果

たる発明を、如何に「死の谷」を超えて、応用研究、すな

わちイノベーションに繋げるかが、イノベーション政策の

課題となっている。（図1）

　残念ながら、日本のイノベーション政策では、敢えて発

明を上位にとらえて論ずるものは、それほど多くはない。

最近の産業構造審議会における「イノベーション力を強化

する産業技術政策の在り方（中間報告）」においても、知的

財産権の円滑な利用に向けた取組について触れるのみで、

発明を論ずる箇所はほとんどない。

　我が国のかつての成長が、長くキャッチアップ型であっ

たことに論を俟たない。すなわち、「死の谷」の下流、応

用研究（イノベーション）で勝負すれば足りてきた。フロ

ントランナー型への転換、技術革新の推進、競争力の確保

5）「The�Economics�of�Industrial�Innovation,�3rd�reprint」P.6,�Christopher�Freeman,�MIT�Press,�Cambridge,�1997
6）�「Between�Invention�and�Innovation」P.32-34�U.S.�Department�of�Commerce編,�Harvard�University��Lewis�M.�Branscomb,�Philip�E.�Auerswald共
著,�2002

7）米国特許法第112条�明細書�
　��（略）組合せに係るクレームの要素は，その構造，材料又はそれを支える作用を詳述することなく，特定の機能を遂行するための手段又は工程と
して記載することができ，当該クレームは，明細書に記載された対応する構造，材料又は作用，及びそれらの均等物を対象としているものと解
釈される。

図1　発明とイノベーションの間の「死の谷」
出典：�「Between� Invention� and� Innovation」U.S.�Department�of�

Commerce��P.36
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外部関係者からアイデアを取り入れ、自社の業務に取り込

んでいる。その結果、知財部門も、他社との提携・交渉・

契約といったトランザクショナルな業務の比重が増してい

ることも伺われた。

  「発明の保護」の視点からは、業種間でその対応に大きな

開きが見られた。「量でなく質」と考える企業もあれば、「数」

にこだわる企業もある。前者は製造業界や医薬品業界、後

者はIT業界に顕著だった。「量でなく質」と主張する企業は、

「出願や権利取得件数でイノベーション活動を測る時代は

終わった」と考えており、発明が生まれた時点で初めて「特

許取得か否か」という決定を下すのではなく、発明された

ものは原則特許を取る、むしろ特許を取得するに値するよ

うな研究開発しか企画せず、投資も行わないとの姿勢であ

る。USPTOが長く続けていた企業別特許件数取得ランキ

ングの公表を廃止したのも同じ理由だ。一方、ライセンス

や標準化などに着目し、「自社で使うか否かは特許出願の

基準ではない」と断言する大手IT企業もあった。なお、各

業界に共通するのは、積極的なグローバル戦略であった。

自動車業界を除く、多くの企業は日本及び欧州への国際出

願を第一とし、次善として、中国やインドと言った新興国

への出願を検討するとしていた。ただ、何れの企業も、侵

害実態や市場規模、生産拠点の観点から、これら次善とし

てきた新興国への知財保護戦略の見直しを強調していたこ

とも忘れてはならない。

  「発明の活用」では、医薬品業界を中心に、ただ一つの特

許権による独占により、総研究開発費に相当する年間数

十億ドル（数千億円）の収益を得るケースも紹介され、排

他的独占という本来の制度の重要性を踏まえた米国的な制

度活用の実態を知った。一方で、「オープンイノベーション」

時代の到来を踏まえ、インフラ技術、プラットフォーム技

術、安全や環境など業界が共通認識を持って取り組んでい

かなければならない分野や、標準化を通じ利益を共有でき

る分野においては、よりリベラルな特許の利用方法を模索

していることも読み取れた。特許をウィンウィンの関係を

構築するための企業間連携の主要なツールとしての活用方

法である。日本的な制度の利用とも言える。

　今回のヒアリングでは、米国企業の知財部門は、知財を

めぐる一連の流れの中で、これまで以上に事業・研究部門

と密接に連携し、企業活動に重要な役割を果たしているこ

とが再確認できた。GE社のディッキンソン副社長（当時、

元USPTO長官、現AIPLA事務局長）は「自社総資産の9割

がブランドやアイデア、ソフトウェアといった無形資産」、

Eli Lilly and Company社のノーマン特許顧問（現IPO会長）

は「製薬メジャーでもある我々は、IP企業にほかならない」

明など）と、その功績が現代の人類やアメリカに与えた影

響や貢献を述べよ」というものがあった。功績の例示とし

て発明が挙げられるところが米国らしい。現代にもたらさ

れた影響や貢献は、いわばイノベーションともとれる。娘

はライト兄弟を選んでいたが、同様に同級生の多くがエジ

ソ ン や ベ ル、 フ ラ ン ク リ ン、 フ ォ ー ド な ど の Great 

Inventors（偉大なる発明家）を挙げていたようだ。何れも、

現代のアメリカを支える航空機産業、IT 産業、自動車産

業に繋がっている。特許庁のロビーに飾られる我が国の偉

大なる発明家達を語れる日本の小学生がどれほどいるので

あろうか。

知を守る企業風土

  「積極的な知的財産管理に向けて」（07年4月経済産業省

特許庁）の策定に向け、全米の主要企業を訪ね、知的財産

戦略の現状を聴取せよとの命を特許庁より受けた。東海岸、

西海岸、五大湖周辺等に散らばる IBM、GE、Eli Lilly、

Ford、Microsoft、SAP等、米国を代表する11社を短期間

で訪ねた。真冬の北米ゆえに暇をもてあましていたのか、

極東の特許庁職員に関心を持っていただいたのか、何れの

社 も、 知 財 担 当 副 社 長 や 法 律 部 門 ト ッ プ（General 

Counsel）クラスの知財管理の責任者との面会が叶った。

ヒアリングを実施した企業は医薬品、化学・素材、自動車・

機械、電気、ソフトウェアと多様な業種にまたがっている。

その知財戦略や管理手法は、業界を越えて共通するものも

あれば、各業界特有のビジネス環境を背景に、業種によっ

て大きく異なるものもある。

　何れの企業も特許に対する問題意識は極めて高く、排他

的独占権による権利行使を念頭に知財戦略を構築している

ことが、我が国企業と異なる点と感じた。すなわち、発明

の創造、保護、活用の知財創造サイクル全体を通じた、文

字通りの一環としての戦略といえる。

  「発明の創造」の視点からは、知財部門自らがアイデアや

技術を掘り起こすべく積極的な施策を講じている。事業戦

略、競合他社の動向、先行技術の調査などを基に研究開発

の方向付けを行い、研究者やエンジニアからアイデアを導

き出し、特許化を図る役割を企業内の特許弁護士が担って

いた。また、外部から積極的にアイデアや技術を取り入れ

る「オープンイノベーション」が「発明の創造」における大

きな潮流として感じられた。「発明は自社からしか生み出

さない」という自前主義、NIH症候群（Not Invented Here 

syndrome）は、業界によっては終焉しつつあり、顧客、

取引先、競合他社、大学、ベンチャー企業など、あらゆる
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あった。赴任中の第 109、110 議会（議会は 2 年会期）に

おいて、特許改革法案の公聴会は上下両院で30回近くも

開かれ、その条文解析や審議動向の把握は、筆者にとって、

D.C.での最大の関心事であった。

　既に法案が上程されて、三会期目（六年目）を迎えるが

依然として審議が続いている。両院司法委員会の委員長経

験者等がスポンサー（法案提出者）になりつつ、これほど

の回数の公聴会を開きながらも、未だ法案が成立しないこ

とは異例だ。特許制度が、米国にとって利害調整に時間と

神経を使う重要な制度であることが解る。USPTOや商務

省、司法省なども、積極的に司法委員長宛に書簡を提出す

るなど、議会を牽制している。また、最高裁も積極的に特

許訴訟を受理し、主要な争点について判例を通じた解決を

図っていることも議会審議に影響を与えている。

　現状の法案の内容については今回の特集において服部先

生に、また、審議に影響を与える主要な最高裁判決、例え

ば裁判所による差止命令を制限するe-Bay最高裁判決や自

明性（進歩性）の判断基準を厳格にするKSR最高裁判決等々

については山口先生に執筆をお願いしており、詳細は譲る

が、特許改革法案の背景について、法案ウォッチャーであっ

た立場から簡単に解説したい。

　一言で言えば、特許改革法案は、特許制度の近代化を目

指すものである。その背景には、1980年代のレーガン政

権以降のプロパテント政策（知的財産重視政策）を通じ、

米国の技術力や国際競争力が回復するという光明の中、陰

の部分として、強い特許権には相応しくない質の低い特許

が一部で付与され、濫訴と訴訟コストの高騰を招いてきた

ことにある。

　特許権付与の前後の過程（プロセス）に分けて、そのバ

ランスを見ると解りやすい。上流において、比較的容易に

「質の低い特許」がUSPTOにおいて付与されながら、下流

において、発明者が流した汗以上に強い権利行使がされた

ら、自ずと摩擦、すなわち「過度な訴訟」を生む。

　特に、進歩性の乏しい特許権により、既存の企業を攻め

る、いわゆる特許トロール 9）の存在が問題となった。陳腐

な技術で6億ドルもの和解金が動いたブラックベリー事件

（2006）などは好例であろう。米国の復興を支えてきたプ

ロパテント政策を堅持する以上、特許トロールであっても、

権利行使は是である。ならば、特許の質を高め、訴訟を減

らす途を探すしかない。これこそが制度の近代化とも称さ

と知財の重要性を力説したように、米企業の何れの知財の

リーダーたちからも、「知を守る」ことへの強い使命感を

感じさせられた。8）

米国議会と特許改革法案

　公聴会を傍聴するため、連邦議会議事堂に向かうべくタ

クシーを拾おうとした。私が手を挙げた直ぐ横で、女性二

人組も手を挙げたので先を譲ったところ、当の女性達から

「どちらに行くの」と聞かれた。「ハウスのレイバーンです」

とこたえると、「特許改革法案ね。私たちもよ。ご一緒に

いかが。」となった。

　レイバーン、連邦議会議事堂の南側に立つ下院の建物だ。

議事堂北側に立つ上院のダークセンと同様、司法委員会等

の議会委員会が開催される場所である。D.C.の法曹界、議

会・政府関係者にとってはなじみの場所ともいえる。件の

女性達からは、セキュリティチェックの長い列を避けるた

めに、隣のビルからの地下道を使う裏技も教わった。

　広いワシントンD.C.で偶然にも同じ目的地に向かう人と

出会うほど、特許改革法案に対する関心は米国で高い。当

初は、余裕で入室できた特許改革法案に対する公聴会も、

議論が成熟するに従い、席取りのための並び屋が前日から

列を作り、別室でのビデオ傍聴を余儀なくされるほどで

8）「米国企業における知財管理及び戦略の検証」（2007年2月）澤井、小林、洪　共著
9）�Intel社Peter�Detkin副社長（01年当時）により命名。自らは事業（製品化等）を実施せず、他者が事業を実施した際に、自らの保有特許を根拠に、
損害賠償や差し止め、高額な和解金を求める者（トロールとは、地下や洞窟に潜む魔物、北欧の伝説）。レメルソン特許（特許サブマリン問題）が
端緒。

公聴会帰りの筆者、連邦議事堂前にて。
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内容と言える。

　既に三会期を迎えながら、依然として、法案の成立が見

られないことは上で述べた。特許の質を高めることには、

米国の何れの業界からも異論はない。それを担うUSPTO

には、定員や予算について、強い追い風が吹いているとも

いえる。

　議論紛糾の論点は、図で示す下流（権利行使プロセス）

にあると考えれば良い。一つの特許権による独占により、

一企業の総研究開発費に相当する年間数十億ドルの収益を

得るメジャーな医薬品業界と、一の製品に千を超える特許

権が内在し、常にトロールの影におびえるIT業界との立

場の違いだ。医薬品業界は、図の下向きの矢印が権利全体

の強さを弱めることがないようにしたいと考えている。端

的に言えば、下向き矢印を可能な限り小さくしたいとの思

いだ。一方で、IT 業界は、下向きの矢印を大きくしたい

との思惑の相違といえる。

　2006年11月の米国中間選挙において、12年ぶりに民

主党が上下両院の過半数を制した。これを契機に、当時の

法案の内容は様変わりした。当時の法案を推進していた有

力者は、新体制となった第 110 議会において、繰り返し

修正される法案内容に、法案がハイジャックされたとも

語っていた 10）。

　その背景は、業界毎の党派別献金額を見れば明らかだ。

長く医薬品業界は共和党を支持し、IT 業界は民主党を支

持してきた（図3）。議会構成の変遷は、当然に、特許改革

法案における上述の医薬品業界対IT業界との勢力図にも

れる改革のテーマである（図2）。低質な特許と過度な訴訟

による弊害は、特許審査制度の導入と特許庁の設置を定め

た1836年の特許法改正の議論に今なお通じるものである。

　併せて、本法案は、企業活動がグローバル化する中、制

度の国際調和に向け、米国特有の制度の是正も視野に入れ

ている。かねてより日本としても関心の高い「先願主義の

導入」、「ヒルマードクトリンの廃止」、「全件公開制度の導

入」、「付与後異議申立制度の導入」などの制度調和関連規

定がこれにあたる。加えて、本法案は、「損害賠償額算定

規定の改正」、「懲罰的賠償規定の見直し」、「裁判管轄の見

直し」、「先使用権の拡大」等も明記されるなど、19 世紀

以来とも称される制度全般にわたる包括的・抜本的な改正

特許の質向上を担う米国特許商標庁。10000人の職員を収容する。ま
るで大学キャンパスのようだ。

10）知財研フォーラムVol.71拙稿「ワシントン便り」

図2　米特許制度のアンバランスと近代化に向けた要請
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り、両国政府及び首脳の良好な関係から、蜜月となった時

期に米国に赴任した筆者は、大変に仕事がしやすい環境に

いたと思う。

　立すいの余地のないスミソニアン博物館での葛飾北斎展

−Hokusai−や、野球殿堂博物館で特別のブースに飾られ

ているイチロー関連グッヅ、半数以上の米国の大学生達が

台頭著しいHyundai、Samsung、Nokiaを日本ブランドと勘

違いするほどの日本の技術力への信頼 11）など、蜜月ゆえに、

あらゆる分野での日本や日本人への敬意と信任を感じた。

　信頼関係の構築こそ、相互に尊重し、自ずと対等な二国

間関係を生むものといえる。ここ数年で積極的な議論と具

体的な成果が見られる日米欧中韓五庁会合の発足や参加国

が拡大する特許審査ハイウェイ（PPH）の採用も、日米二

国間の両長官同士の議論を端緒としたものであることなど

が好例である。

　こうした蜜月ゆえに、米国から寄せられるネガティブな

意見には、真理や本音が隠されていると考えたい。2007

年以降、米国実務者から、「日本は、本当に知財立国を目

指しているのか」との懸念を聞かされることが多くなった。

いわく「日本は知財立国を標榜し、知財基本法の制定や知

的財産高等裁判所の設置が成されたが、その後、裁判所に

おける無効の抗弁が許され、結果として、権利行使を行う

と特許無効になるケースが急増した。これでは、日本では

権利行使は行えず、特許権侵害を放置せざるを得ず、特許

制度の利用の価値がない」との声である。

　事実、こうした懸念が顕在化した2007年当時の我が国

における特許侵害訴訟を見るに、特許権者敗訴における無

効判断の判決の割合は6割を超え、2000年の11％から大

きく、その割合が上昇しているとの報告もある 12）。

影響を与える。本稿が、発行される頃には、米国の中間選

挙（11 月 2 日）も済んだ頃であろう。08 年以来、多数派

であった民主党の苦戦も予想されている。選挙結果が自ず

と法案の行方にも影響を与えることとなる。中間選挙後の

法案の動きを注視する必要があろう。

　なお、特許トロールについて、上で触れたが、90年代

のUSPTO長官経験者であり、知財分野で今なお影響力の

ある方と面談をさせていただいた際、「特許トロールは日

本が生んだことを忘れてはならない」とのお叱りを受けた

ことが忘れられない。同氏によれば、「レメルソン特許に

関し、侵害警告を受けた日本の主要企業が、相次いで高額

な和解金を支払ったことが、トロールを生んだ原因。日本

企業は、もっと毅然とすべきであった。」というもの。サ

ブマリン特許問題とはいえ、既に陳腐化していた画像処理

技術であるレメルソン特許に莫大な和解金を世界の企業に

先駆けて支払ったことが、トロールに旨みを与え、今日の

混乱を招いたとの批判である。日本も「知の価値を知り、

時に毅然と戦え」との鞭撻と理解した。

日本版知財立国への疑念

　かつて日米貿易摩擦が叫ばれて久しい。特許制度に対し

ても、80年代後半から90年代前半にかけて、日米構造協

議や日米包括経済協議等を通じ、周辺特許を埋める特許洪

水（patent flood）や米国人出願への特許付与前の異議申立

の乱発等、ともすれば我が国への誤解ともとれる特許制度

への注文が米国から示された。バッシングの時代には、何

でもありかとさえ感じた。その後、90年代後半のパッシ

ングと揶揄される更に寂しい時代を乗り越え、今世紀に入

11）Anderson�Analytics調査（2007）
12）「イノベーションの観点から最近の特許権侵害訴訟の動向について考える」高倉成男（経済産業研究所、2008.9.3）

製薬業界による献金額

図3　製薬業界、IT業界による民主（Dems）、共和（Repub）両党への献金額推移

IT業界による献金額

（出典）http://www.opensecrets.org/industries/indus.php?ind=H04
（出典）http://www.opensecrets.org/industries/indus.php?ind=B12
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業が展開できる環境を構築する必要があろう。

さいごに

　米国の歴史は、知的財産制度とともにある。よく知られ

ているように、1788年に発効した合衆国憲法の第一条第

八節 15）には、連邦議会の権限が定められている。そこに

は租税の賦課徴収や戦争の宣言などと並び、発明や著作、

すなわち知的財産の独占的権利の保障を定め、科学及び有

用な技術の進歩を促している。

　憲法発効の翌年、初代大統領に就任したジョージ・ワシ

ントンは、1790年1月8日にニューヨークのフェデラルホー

ルにおいて、後に一般教書演説として慣習化される議会に

対する年頭挨拶を行っている。17段落からなる比較的短

い演説である。この中の一つの段落において、農業や商業、

製造業の発展に触れつつ、新しく有用な発明の技術導入を

奨励するよう求めている 16）。　　　

　こうした憲法の規定やワシントン大統領の一般教書演説

に従い、米国最初の特許法が 1790 年 4 月 10 日に制定さ

れた。本法に従い、独立宣言起草者であり、後の第三代米

国大統領となるトーマス・ジェファーソンが、国務長官と

して、米国初の特許審査官となった。

　現在の米国商務省の数あるエントランスの上には、著名

な大統領等の言葉がいくつか刻まれている。特に15番ス

トリートに面した最もホワイトハウスに近いエントランス

の上には、我々特許ピープルには馴染み深い、エイブラハ

ム・リンカーンの「特許制度は天才という炎に利益という

油を注ぐもの」17）との言葉が刻まれている。

　今でも米国民に親しまれ、敬意を払われる建国の父たち

（Founding fathers）が何れも知財制度に関与してきた米

国、その思いは偉大な発明家たち（Great inventors）や

200 名を超すノーベル賞受賞者を生み、現在の米国の繁

栄に繋がっている。今や米国の知的財産の価値をGDPの4

割を超す5兆ドル超（約500兆円）と大統領経済報告にお

  「特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、

その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の

事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解する

のが相当である」とした我が国のキルビー最高裁判決

（2000年4月）の「明らか要件」を、2004年の特許法改正

により削除したことが、たがを外したと見ることもできる。

少なくとも、上記の懸念を表明する内外のユーザーは、そ

う感じている。

　2008年に帰国し、同様の懸念を示す国内ユーザーからも、

米国制度と何が違うのかと問われた。一言でいえば、米国

特許法282条には、「特許は有効なものと推定される」との

規定があるため、米国における無効の抗弁には、「明白かつ

確信的な証拠」（Clear and Convincing Evidence）が求められ

ており13）、ここに彼我の差があるのではないかと答えてきた。

　レーダーCAFC判事（現首席判事）にお話を聞いたとき、

「我々は、その証拠により6対4程度で特許が疑わしいと

感じても、特許を無効とは決してしない。あくまで専門官

庁であるUSPTOの判断を尊重する」との大変に分かり易

い説明をいただいた。「9対1程度の疑わしさが必要か」と

筆者が問うた際、「そんなところか」と笑っていた。これ

こそが、「明らか要件」なのであろう。

　この9月の米国知的財産権者協会（IPO）総会において、

くだんのレーダー首席判事が、「日本との技術競争に米国

は勝てないのではないかとの70年代後半から80年代初頭

にかけての懸念がCAFC設置の背景であり、米国の特許法

に一貫性と確実性（uniformity and certainty）をもたらす

ためのもの。CAFCは米国の復興（resurgence）に寄与した。」

と述べている 14）。一貫性と確実性の意を良く理解したい。

　我が国の国際競争力が低下する中にあって、日本初の技

術力には未だ力がある。この虎の子たる技術力が真の武器

となるためには、容易には刃こぼれしない安定的な特許権

として保護されなければならない。特許が真に尊重される

よう、特許の質を高めつつ、ひとたび付与された特許権は

「有効なもの」として、安心して、新たな技術に基づく事

13）「米国特許法逐条解説（第4版）」329頁、ヘンリー幸田著
14）IPO�Daily�News（2010年9月14日号）
15）合衆国憲法の第一条第八節（八）
　　�To�promote�the�progress�of�science�and�useful�arts,�by�securing�for�limited�times�to�authors�and�inventors�the�exclusive�right�to�their�respective�

writings�and�discoveries;�-United�States�Constitution,�Article�I,�Section�8
16）ワシントン大統領First�Annual�Message（抜粋）
　　�The�advancement�of�agriculture,�commerce,�and�manufactures�by�all�proper�means�will�not,�I�trust,�need�recommendation;�but�I�can�not�forbear�

intimating�to�you�the�expediency�of�giving�effectual�encouragement�as�well�to�the�introduction�of�new�and�useful�inventions�from�abroad�as�to�
the�exertions�of�skill�and�genius�in�producing�them�at�home...-�George�Washington,�01/08/1790

17）�The�patent�system...�added�the�fuel�of�interest�to�the�fire�of�genius,�in�the�discovery�and�production�of�new�and�useful�things."�Abraham�Lincoln,�
Second�Lecture�on�Discoveries�and�Inventions�（2/11/1859）.

18）大統領経済報告（2006年版）「第10章　経済における知的財産の役割」P.219“U.S.�intellectual�property�may�be�worth�more�than�$5�trillion"
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北岡浩室長等の米国駐在員先任の皆様には、日々、ご助言

や励ましを頂戴した。また、当時の在米日本国大使館の公

使であった石井裕晶さん、五嶋賢二さんをはじめとした

METIから東海岸に出向されていた米国駐在員の皆様には、

知財分野以外の多くの内外の有識者をご紹介いただいた。

　そして何より、今回の特集にご協力いただいた米有力者

をはじめとした、多くの米国の知財関係者の皆様なくして、

駐在員としての任務は遂行できなかったと深く感謝した

い。今回の執筆依頼にも、多忙の中、直ちにご快諾を頂戴

したことなど、得難い宝物であることに気付かされる。

　最後に、筆者のシャトルライフのため、異国での母子家

庭の中、大過なく過ごしてくれた家族にも感謝したい。キ

ンダーへの登校初日にただ一言憶えた「レストルーム？」

さえ通じなかったと号泣した長女美里、着任時には寝返り

も打てない乳飲み子であった次女佳織、そして育児、教育、

近隣との折衝諸々全てを任せた妻郁子に、有り難うと言い

たい。

いても見積もる中 18）、上述のように、発明とイノベーショ

ンの関係を踏まえつつ、国内におけるプロパテント政策の

みならず、世界的な知的財産保護水準の強化や模倣品海賊

版対策などの積極的なグローバル戦略など、官民を挙げて

注力することは当然であろう。

　2005年以降、特許改革法案審議や相次ぐ最高裁判決な

ど、近代化に向けた更に一段高い特許制度の誕生に向けた

胎動を感じる。1世紀以上前、ドイツや米国から特許制度

を学んだように、今世紀の米国の新たな胎動からも、我々

は更に多くのことを学ぶことができる。

　このような変革期に赴任できたことを幸運に思いつつ、

貴重な機会を与えていただいた特許庁に深く感謝したい。

　米国雑感、文字通り、とりとめのない話となったが、ま

だまだ書き足らない多くの経験をさせていただいた。これ

も偏えに多くの方々の支援を頂戴したからに他ならない。

　ニューヨーク及びワシントンD.C.の同僚であった中山義

弘さん、横田之俊さん、フォルスバーグ由美さん、太田友

子さん、矢島晴子さんに感謝したい。彼らのサポート無し

には、毎週のシャトルライフによる駐在員としての任は果

たせなかったと思う。

　また、当時の特許庁国際課長であった米津潔部長、小林

昭寬首席審査長、小柳正之上席審査長をはじめとした国際

課や関係課の皆様、大森陽一専務理事をはじめとした知的

財産研究所の皆様、そして、木原美武部長、小柳正之上席、

profile
澤井 智毅（さわい  ともき）

1987　特許庁入庁
1991　審査官昇任
1997　国際課課長補佐（国際調整班長）
1999　電子計算機業務課機械化企画室課長補佐（調査班長）
2000　審判部審判官
2001　調整課課長補佐（調査班長、企画調査班長）
2003　特許審査第二部動力機械上席審査官
2005　 日本貿易振興機構ニューヨークセンター知的財産部長、

知的財産研究所ワシントン事務所長
2008　総務課情報技術企画室長
　　　 経済産業研究所（RIETI）コンサルティング・フェロー
2010　特許審査第二部審査監理官（動力機械）

在ニューヨーク特許庁関係者と我が家でホームパーティ

タイダルベイスンの桜とジェファーソン・メモリアル

商務省エントランスに刻まれるリンカーンの言葉
「特許制度は天才という炎に利益という油を注ぐ
もの」


