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抄 録

1. はじめに

　日本特許庁（以下、JPO）が「世界最高の特許庁」になる

とユーザーにどのようなメリットがあるのか。また、JPO

が「世界最高の特許庁」となるためには、どのようなこと

が求められるのか、ユーザーの立場から意見を述べさせて

頂く。まず、企業経営と知財戦略の関係について簡単に述

べた上で、知財戦略と「世界最高の特許庁」との関係を述

べていきたい。

　なお、一言に知財戦略といっても、出願戦略、ライセン

ス戦略（どの様な知財をどの様な条件でライセンスする

か）、標準化戦略（どの様な知財をどこまでオープンにす

るのか）、知財管理戦略（M&Aや共同開発等、他社との連

携の中で知財をどう取り扱うか）等、様々なものがあると

考えるが、今回は主に特許の出願戦略に焦点を当てて述べ

ていくこととしたい。　　

　また、JPOのユーザーは日本企業に限られないが、今回

は中心的なユーザーであり最も影響を受ける存在として日

本企業を前提として述べていくこととしたい。

2. 日本企業のグローバル化

　中長期的に見て日本市場は今後縮小していくことが明白

である今、日本企業が永続的に生き残っていくには、世界

の競合を相手に戦い、しかも勝っていくことが必要な時代

となっている。

　更に、昨今の急激な円高の進展・定着化の影響もあって、

海外への設備投資額は増加しており、海外に製造拠点を

持って、そこから日本を含めた全世界に輸出することが今

後益々増加していくのではないかと考えられる。即ち、日

本企業にとって全世界的視点から経営戦略を立案すること

が、当然であり、企業として存続していくためには必然な

時代となっている。

3. 企業活動と知財戦略との関係

　このように企業活動のグローバル化が益々進展していく

中で、知財戦略はどうあるべきか？

　知財戦略は、経営戦略に含まれる機能戦略の一つと位置

付けられるが、知財戦略を一つ間違えば企業の競争力を大

幅に低下させ、企業経営に大きな打撃を与えることにもな

りかねない重要な戦略である。

　従って、企業の知財部は経営戦略を立案する部門と連

携を密に取ることにより、企業活動のグローバル化に合

わせて、知財戦略もグローバル化していくことが求めら

れる。

　企業経営のグローバル化が、今後さらに加速することが予想される今、知財戦略も当然にグローバル
な視点から立案することが求められる。そのような状況の中でJPOが「世界最高の特許庁」であれば、
日本企業は知財戦略を有利に進めることができ、最終的には企業が世界の競合と戦っていく上で有利と
なる等、企業経営にも好影響を与えるはずである。
　そこで、「世界最高の特許庁」はどのようなものであるか、審査面、制度面及び情報発信面から考察す
ると共に、それぞれの切り口から、日本特許庁が「世界最高の特許庁」であった場合のユーザーにおける
メリットと、日本特許庁が「世界最高の特許庁」となるためにユーザーの立場から求めることを述べる。
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5.「世界最高の特許庁」とは

　それでは、「世界最高の特許庁」とはどういうことなの

か、その定義を特許庁の役割をもとに審査面、制度面及び

情報発信面の3つの切り口から考えてみたい。

5.1 審査面

　審査及び審判（以下あわせて審査）の質の観点で優劣を

判断するのであれば、一般的には審査の「スピード」及び

「妥当性」の切り口で判断することができる。

　簡単に言ってしまえば、ユーザー及び利害関係人の立場

から、客観的に見て納得感の高い審査結果が素早く得られ

ることである。それが「世界最高」と言うことは、他国の

どの特許庁に比較しても納得感がより高く、そして審査期

間（例えば、出願審査請求からファーストアクションが出

るまで）がより短いと言うことになるのではないかと思わ

れる。

　また、審査の質を考える上では、審査結果について妥当

性が高いだけでなく、拒絶理由通知や無効審決の理由等、

特許庁から出される公文書の内容も重要な要素となる。言

うまでもなく、的確な内容が簡潔明瞭な文章で記載される

ことが望まれる。

　つまり、審査官及び審判官（以下、あわせて審査官）には、

審査結果を伝達する能力も非常に高いものが要求されてい

る。いくら素晴らしい審査を行っても、それを伝達する能

力が低ければ最終的には質の高い審査とは言えないと考え

るからである。　

　しかも、ある意味相反するこの「スピード」と「妥当性」

は両立が求められる。いくら審査スピードが速くても妥当

性が伴ってなければ何の意味もないし、妥当性がどんなに

高くても審査結果が出るまで何年もかかっては、世界最高

とは言えないからである。　

　但し、審査のスピードと妥当性のどちらをより重視する

かと問われたら、それは誰しもが「妥当性」と答えるので

はないかと思われる。多少時間がかかっても、妥当性の高

い審査をしてもらいたいというのがユーザー側だけでな

く、特許に利害関係を持つ全ての者の本音ではないかと思

われる。

　

5.2 制度面

　JPOが特許法等の制度構築に関わっていることを考えた

ら、制度面の切り口もあるのではないかと思われる。

　制度面で言えば、特許法だけでも、発明者、特許出願人、

特許権者、被疑侵害者、裁判所等、利害関係人の範囲は非

常に幅広い。発明者にとっては、自分の発明に対し適切な

見返りがあり、発明に対するインセンティブが失われない

　具体的には、海外において製品の製造や販売を行うので

あれば、それを見据えた出願戦略を立て、その国に予め特

許網を構築しておく必要がある。特に海外に工場を建てる

となれば、現地における販売規模は、投資回収のために非

常に多くなるのが一般的であるから、なおさら知財戦略の

重要度が増してくる。

　海外に特許権を取得しておかなければ、現地に模倣品が

蔓延してブランド価値や信用力の低下を来たし、現地の販

売に悪影響を及ぼす可能性もあるからである。

　一方で、海外の企業に製品の製造技術のライセンスを売

り込んでライセンスフィー等のリターンを得る場合を考え

れば、「この技術はあなたの国に特許網を構築しており、

競合他社に簡単には真似されない」等を売りにして交渉を

有利に進められる側面もある。

　つまり、企業の知財戦略は国内の垣根を完全に越えて、

全世界的視点から構築していく必要があり、また知的財産

に関する紛争も全世界を舞台に繰り広げられる機会が今後

益々多くなっていくものと考える。

　また、近年、企業を取り巻く外部環境が目まぐるしく変

化する中、企業の経営戦略は3年程度の中期経営計画を立

てるのが一般的となっている。一方、特許権の存続期間が

出願から20年であることを考えれば、知財戦略に関して

は、経営戦略が未確定な5年先、10年先の長期的な戦略

を立てる必要性に迫られることになる。

4. 日本企業の知財戦略とJPOとの関係

　このように、日本企業が長期的視野に立ちグローバルな

視点から知財戦略を立案する必要性がさらに増していく中

で、第一国官庁としてのJPOの役割は言うまでもなく非常

に重要である。今後審査ハイウェイ制度の広がりや、途上

国における修正実体審査の採用を考えれば、JPOにおける

審査が海外出願における権利範囲に直接的な影響を与える

可能性があるからである。

　また、今後更にグローバル化が進むと言っても、日本市

場は日本企業の経営の基盤であり決して軽視はできないた

め、JPOの施策が原因で日本における競争で疲弊していて

は、とても海外市場で全世界の競合を相手に戦って勝って

いくことは困難であるといった側面もある。

　つまり、仮にJPOが「世界最高の特許庁」であれば、日本

企業が知財戦略を立案する上でも、その戦略の妥当性を高

められること等により、海外の企業に比べて有利となり、延

いては企業自体の経営戦略も有利に進められるはずである。

　逆にJPOの舵取り如何によっては、企業の知財戦略は根

本から見直しを迫られ、延いては世界の競合と伍して戦う

ための企業体力の低下、技術競争力の低下にもつながりか

ねない。
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財産動向等の情報発信力が質、スピード等の面で最も優れ

ていることになる。

6. ユーザーに与える影響

　次に、JPOが仮に「世界最高」であれば、ユーザーであ

る日本企業にどのような影響があるかを具体的に考えてい

きたい。

6.1 審査面

　審査の質が高ければユーザーにとっては様々なメリット

がある。審査判断における質（スピード及び妥当性）と、

公文書における質（審査結果の表現力）を分けて検討する。

6.1.（1） 審査判断における質
　審査のスピード面で言えば、的確な審査結果がいち早く

入手できれば、例え結果が拒絶であっても権利化をあきら

めることによる知財戦略の修正が早期にできる。一方、特

許査定であれば、警告書送付の検討等、早期の権利行使へ

とつなげることもできる。

　また、特許紛争を行っている相手があれば、クロスライ

センスの材料候補に含められる可能性もある。クロスライ

センスは自社の特許が権利化されるタイミングが重要であ

り、審査が遅れることにより絶好のチャンスを逃すことも

あり得る。

　つまり、審査のスピードは知財戦略の修正や策定に早期

の自由度を与えるといった大きなメリットにつながる。そ

の結果、独占的地位の早期獲得による事業利益の拡大や、

ライセンス収入の増大など、金銭的利益にも直接つながる

のである。

　一方、第三者の立場では、他社特許の帰趨が早期に確定

すれば、自己の戦略も立て易い。注目していた競合他社の

特許権が登録されたとなれば、早期に回避設計に着手した

り、ライセンス許諾やクロスライセンスの申し入れを検討

できる。また、その特許が拒絶となれば、安心して自己の

事業へ投資が出来る等、企業の経営戦略上の意思決定を速

めることができる。

　つまり、知財戦略が企業の経営戦略に並々ならぬ影響を

与える以上、JPOの審査のスピードが世界最高であれば、

日本企業のいわゆる “スピードの経済（企業経営において

スピードは重要であり、スピードを上げることで付加価値

増加等の経済的メリットが得られるという考え方）” にお

いて、企業活動を有利に進められることになる。

　事業利益の増加は、企業体力の増加につながり、その分

外国出願を増やして全世界的な競争力の更なる強化にも結

びつく。　

　審査の妥当性の面で考えると、JPOの審査の妥当性が

制度である必要があるし、特許出願人にとっては、出願し

てから特許権の設定登録がされるまで、平等で利用し易い

制度である必要がある。　

　特許権者の立場では、権利行使だけでなくライセンスや

権利譲渡等を含めた広い意味での権利活用が円滑に行える

制度である必要があるし、第三者の立場では、無用な争い

に巻き込まれない、巻き込まれたとしても自己の正当性を

主張し易い制度ということになる。

　これら利害関係者にとって、それぞれの場面において、

使い易いユーザーフレンドリーな制度である必要がある。

その制度が「世界最高」ということは、日本の制度が他国

に比較し最も利用しやすい制度であると言うことになる。

　別の面から言えば「ユーザーの声がスピード感を持って

最も反映され易い制度を有する国」という定義になるのか

も知れない。

5.3 情報発信面

　最後に情報発信の切り口で考えてみたい。

　特許庁は出願された最先端の技術情報が集約される場所

であり、その情報を一定期間後に公開するという特許法上

の役割を負っている。また、特許出願の帰趨も全て把握し

ており、それらの情報をいち早く一般に公開する役割も

担っている。

　公開された情報をもとに改良発明が行われたり、代替技

術が発明されたりして日本の産業の発達が図られるため、

特許法上の法目的に照らしても非常に重要な役割である。

また、特許の経過情報をもとに、経営戦略上の重要な意思

決定がなされる場合もある。

　従って、公開された特許情報や、権利状況をユーザーに

検索、閲覧し易くすることも各国特許庁に与えられた使命

と考えられる。

　また、情報発信面で言えば、特許情報の発信だけでなく、

国内や世界各国の知的財産関連情報を発信する役割も含ま

れるのではないかと考える。先ほども述べた通り、今や国

内出願中心から海外出願重視へとシフトしていくのが時代

の流れであり、その場合に世界各国の動向をいち早く把握

したいというニーズが国内のユーザーに存在するからであ

る。

　また、日本企業の中の大部分を占める中小企業にとって

特許権を含めた知的財産権の活用方法が未知数の場合もあ

り、費用面のハードルの高さから権利の取得に消極的とな

る場合がある。従って、特許権等の有効な活用事例などを

容易に知ることが出来れば、積極的に制度を活用する可能

性もあり、日本産業力の底上げにもつながる。

　つまり情報発信面において特許庁が果たす役割もまた重

要であり、この情報発信面における世界最高とは、特許情

報へのアクセスが最も円滑であることや、世界各国の知的
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6.1.（2） 公文書における質
　次に、JPOから出される公文書の質が世界最高であれ

ば、どのようなメリットがあるのかを検討したい。

　拒絶理由通知を一つ例にとっても、その内容は非常に

多くの関係者が目を通すことになる。出願段階だけでも

特許事務所の弁理士、企業の知財部員及び発明者、それ

ぞれが同じ拒絶理由通知に目を通すことも多い。また、公

開された他社の特許に注目している第三者も、拒絶理由

通知を読み特許性の有無や最終的な権利範囲を推定する

こと等に使う。

　権利化された後も、紛争が発生した場合は当事者（権利

者も当然審査状況を再度確認する）が拒絶理由通知を確認

するだけでなく、裁判となれば代理人となる弁理士、弁護

士、更には裁判官も、審査経過の一つとして拒絶理由通知

には目を通すことになる。

　更にこれは日本だけにとどまらず、海外企業との紛争が

発生した場合でも、日本特許の審査経過を気にした海外企

業が、拒絶理由通知を外国語に翻訳して読むことになるか

もしれない。

　つまり、特許庁から出る公文書は、長年にわたり多くの

利害関係者に読まれることになるため、その内容だけでな

く読み易さや理解のし易さの面で品質が高いことにより低

減される労力は無視できないほど大きくなる。

　JPOから出される公文書の質が世界最高であれば、利害

関係人の労力が低減され、このメリットは最終的にはコス

ト低下といった金銭的メリットに置き換えられ、その分外

国出願を増やし、海外における競争力強化に繋げられる

等、好循環に繋がっていく。

　

6.2 制度面

　次に制度面でJPOが世界最高であれば、ユーザーにとっ

てどのような影響があるのであろうか。

　日本の特許制度が、職務発明規定等において発明者に対

し発明するインセンティブをしっかりと与えるようなもの

であれば、発明者の発明意欲が向上し日本の産業発達の原

動力となる。また、出願人や権利者にとって利用し易い制

度であれば、出願、権利化、ライセンス等、業務のあらゆ

る面において利便性向上となって現れる。

　例を挙げれば、以前は第三者から特許ライセンスを受

ける際に通常実施権の登録を検討する必要があったり、ラ

イセンサーの状況如何によっては通常実施権が失われる

可能性があるといったリスクを社内的に説明する必要が

あった。

　これが、平成23年の法改正により通常実施権を登録し

なくても、特許権等を譲り受けた者に対抗できるよう法改

正された。

　これにより、通常実施権の登録が不要になり社内的な説

世界最高であり、それが全世界に浸透して行けば「日本で

特許になれば海外でも特許になる可能性が高い」といった

安心感にもつながり、全世界的な知財戦略も立てやすく

なる。

　また、前述した通り、途上国において修正実体審査が行

われ、日本の審査結果がそのまま活用されていることを考

慮すれば、日本における権利範囲がそのままそれらの国に

おける権利範囲となり得る。このため、JPOの審査の妥当

性が世界最高であれば、途上国における特許紛争で、日本

企業は安定的且つ適切な範囲の権利を保有し得ることにな

り、競合に対し有利な立場に立てることになる。

　また、審査ハイウェイを利用する場合でも、日本におけ

る審査の妥当性が世界最高であるとの認識が各国特許庁に

広がれば、海外における審査官の心証に大きな影響を与

え、日本の審査結果がそのまま海外でも受け入れられる可

能性が更に高まることにもなる。

　仮に審査の妥当性が低いことが原因で、必要以上に権利

範囲を狭くしなければならなかった場合、海外における競

合との特許紛争において不利な立場に置かれることは間違

いない。更に、海外では登録になったものの、日本だけ不

当に拒絶になっている場合では、権利に傷がつき権利行使

に持ち込みにくいといった面もある。つまり仮に権利行使

しても、相手に「日本で拒絶になっているのなら外国の特

許も無効になるだろう」といった推定が働き、権利無効を

強く主張されるなど交渉の場面で不利な状況に置かれる可

能性が高い。

　権利者以外の第三者の立場から考えても、JPOの審査の

妥当性が高ければ、他社の不当に広い権利に悩まされるこ

とがなくなり、自己の事業を計画的に進めやすいといった

メリットがある。

　総括すれば、審査の妥当性が低く、不当に権利範囲が広

ければ第三者に不利な状況となり、不当に権利範囲が狭け

れば権利者が不利な状況に置かれる。従って、審査の妥当

性が高ければ、両者のバランスが図られ、特許紛争の発生

を抑制して企業活動をより円滑にすることができる。

妥当な権利範囲

狭すぎる権利範囲

広すぎる権利範囲 第三者に不利

権利者に不利

両者のバランス

特許紛争の減少

企業活動の円滑化
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　さらに、海外における知財関連動向や、「特許を活用し

て海外に進出し成功した例」等の発信など、単に特許情報

を公開するだけでなく、＋αの付加価値を付け情報発信し

ていけば、「今後海外と戦って勝ち続けなければならない」

という命題が課せられた日本企業にとって非常に大きな武

器になるのではないかと思われる。

7. JPOに望むこと

　上記を踏まえて、「世界最高の特許庁」という理想形に近

づくためにJPOに望むことを最後に述べたい。

7.1 審査面

　当然ながら、JPOの審査が他国特許庁の審査から見てど

うなのかを一概に述べることは非常に困難である。

　審査の質を統計的に表そうとするなら、例えば拒絶査定

が覆って最終的に特許された割合や、特許無効が確定した

割合など、JPOの出した一次的な結論が後になって覆った

割合で、他国特許庁と比較することも一つの指標となると

思われる。また、審査のスピードを統計的に表そうとする

なら、ファーストアクションまでの期間を各国毎に比較す

ることも考えられる。

　但し、これも個々案件の事情があるし、前述した通りス

ピードのみ比較しても質が全く伴っていなければ何の意味

もないため、数字から判断して一概に質が高いと言いきれ

ない面もあると考える。　

　従って、あくまで感覚的なものに頼らざるを得ない面も

あるが、総じて言えばJPOの審査の質は他国と比較して決

して低いものではないと考える。あとは審査の質における

ばらつきが問題である。

　以前、「拒絶理由通知に100件近くの引例が引かれた」と

の話を聞いたことがある。その案件を実際に見なければ正

確なことは言えないが、論理的に100件もの引用例を組

み合わせることが可能なのか非常に疑問に思う。企業の担

当者としては、念のため全ての引用例に目を通さなければ

ならないから、それが不当に100件もあればまさに地獄

であり、ストレスは計り知れない。前述の通り、拒絶理由

通知を見るのは何も出願人に限られないから、その引用例

が不適切に多ければ、その被害は甚大となる。

　また、外国出願人の特許で、何度読んでも権利範囲が理

解できない粗悪な日本語訳のまま登録されており、途方に

暮れた経験もある。

　それ以外にも、拒絶理由通知の内容が、必要以上に冗長

であり、何を言いたいのか分からない例や、明細書の誤解

に基づき間違った拒絶理由が送られてくる例も少ないなが

らある。

　つまり、ごく一部であるが、質が相当低い審査が全体と

明も不要になるといった実務上のメリットがあることに加

えて、正規のライセンシーがライセンサーの動向如何によ

り、差止請求や高い実施料の要求を受ける可能性があると

いったリスクがなくなる点で企業経営面でのメリットも大

きい。

　特に近年はM&A等により自社に足りない技術を金銭で

補う動きが活発化している中で、ユーザー側の意見を取り

入れた法改正として評価できる。

　このように、制度面でJPOが世界最高であれば、それは

日本の産業力の向上だけでなく、知財実務上や経営上等の

メリットとなって跳ね返ってくることになる。

6.3 情報発信面

　最後に情報発信面ではどうか。知財戦略を立てる上で、

知的財産に関する世界動向をいち早く知ることは非常に重

要である。　

　前述した通り、経営戦略は3年間の中期経営計画でも、

知財戦略はさらにその先の5年先、10年先を見据えて立

案し、適宜修正していく必要がある。従って、世界の動向

を知った上で戦略を立案することは、戦略の正しい方向を

指向する上では非常に重要な要素となる。

　また、一般的に日常業務の中で特許等の情報検索は欠か

せないものであり、それは知財部の業務だけでなく、研究

開発部門でも他社動向を探る意味で日常的によく行われて

いる。

　特許から意匠、商標まで全ての検索システムを自前で用

意できれば良いが、用意できない場合は特許電子図書館

（以下、IPDL）を使用して検索することになるため、IPDL

が使い易ければその分業務効率の向上につながる。

　なお、近隣諸国が日本の特許情報検索を行う専用の部門

を設けて大量の情報収集をしているとの話もあり、「使い

易すぎる」ことのデメリットもあるかも知れないが、今回

は使い易い場合のメリットを強調しておきたい。

　経営資源に乏しい中小企業では、やはりIPDLに頼らざ

るを得ない部分が多いため、日本産業力の底上げの点で

は、そのような中小企業に特許情報を有効活用してもらう

ことが得策と考えるからである。

海外知財動向 特許関連情報 知財活用情報

競争力強化
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世界最高の特許庁を目指して

なく、出願時に発明の重要度に基づき請求項の順番を決め

る必要があり業務上の負担が大きい（重要度は時と共に変

化していく可能性もある）。

　また、サブクレームの順番次第で本来不必要なものまで

限定せざるを得ないケース（クレーム1＋5で特許性が

あっても、クレーム1に特別な技術的特徴（STF）なし、ク

レーム1＋2はSTFありと認定されると、1＋5への補正

は不可で、1＋2＋5に限定せざるを得なくなるような

ケース）がしばしば発生している。

　分割出願で対応すれば良いとの制度設計と思われるが、

分割出願はコスト的なハードルが高く、資金的に余裕がな

い企業にとっては、気軽に「分割出願で対応すれば良い」

とはいかないものである。外国にも出願している案件の場

合、外国に比べて権利範囲が狭くなり易く、前述したとお

り権利行使がしづらくなるし、審査ハイウェイも利用しづ

らくなる事態を招く。

　主に審査のスピードの観点を重視し、導入された制度

と理解するが、出願人にとっては非常に利用しづらい結

果を招いている例であり、例えば少なくとも対応の外国

出願がある場合には適用しない等、改善が望まれる部分

である。

　総括すれば、制度面についてはユーザーの意見をバラン

ス良く取り入れて改正を図りながらも、あまりに不評であ

れば見直す等の仕組みの構築が望まれるところである。

7.3 情報発信面

　最後に情報発信面としては、やはりIPDLの更なる充実

が望まれる。実感としてIPDLは年々メニューも充実され

使いやすくなっていると感じているところであるが、例え

ば経過情報については素早い反映が望まれる。

　前述したとおり、競合他社の特許の状況には常に注目

している場合が多く、その状況如何によって事業を継続

するか否か等の、経営上の重要な意思決定がなされる場

合がある。

　従って、例えば拒絶査定が出されてから3ヶ月経過した

ら拒絶査定が確定したのか、拒絶査定不服審判が請求され

たのかは、利害関係者としては出来る限り早く知りたい非

常に重要な情報である。つまり、審査のスピードと経過情

報の一般への公開はセットであり、いくら実際の審査ス

ピードが早くても、その結果の公開が遅れれば、第三者の

立場で言えば全く評価できない。　

　現在のように、法的期限を過ぎてもIPDL上の経過情報

に何の変化もなければ、特許出願の帰趨が分からず、当然

ながら経営上の意思決定も遅滞する結果となるため、早期

の改善が望まれる。

　審査官にとっても、自らの能力と努力によって適切な審

査・審判結果を早期に出したとしても、その結果のIPDL

してのJPOの審査の質を押し下げる要因にもなり得るので

はないかと考える。

　これらに対してしっかりとチェック機能が働き、JPO全

体としての審査の質を審査官毎のばらつきなく押し上げて

いくことが重要であり、ユーザーの立場からは強く望むと

ころである。具体的に言えば、2007年に設置された品質

監理室を中心に、ユーザーの満足度調査や担当審査官への

フィードバックが、審査の妥当性と表現力の両面から綿密

に行われることになれば、審査の質は更に向上すると思わ

れる。

　また、ユーザーからの満足度の高い審査官に関する情報

を共有したり、そのような高満足度を有する審査官を基準

として、審査官の評価が行われるコンピテンシー評価を一

部取り入れたりすること等も、JPO全体の審査の質を押し

上げることに有効なのではないかと考える。

　また、他国に負けない審査という点では、コミュニケー

ションをより密にしてはどうかと思う。出願人にとって

は、内容を理解されないまま拒絶されるよりも、もう少し

時間をかけてでも正確な審査結果を受け取りたいと考え

る。従って出願人と審査官とのコミュニケーションが更に

取り易くなるシステムの構築が望まれる。それがメールや

電話であっても面談であっても構わないが、意思疎通した

上での結論であれば、出願人側としても高い満足感、納得

感が得られるのではないかと思われる。

　審査のスピードという意味では、矛盾しており悩ましい

ところではあるが、前述した通り、やはりスピードよりも

妥当性が重要であり、審査滞貨が減少している今、妥当性

向上へもう一歩踏み出してみてはどうかと考える。

7.2 制度面

　次に制度面であるが、これに関しても慣れ親しんでいる

制度であることもあり、全体的に見れば特に他国に比べて

特別利用しづらいと言う面はないと考える。

　前述した平成23年の法改正もユーザーの要望が反映さ

れた形であり、ユーザー側の利便性向上に寄与している。

　但し、出願から権利行使に至るまで、様々な利害関係人

が登場し知的財産制度に関わってくるため、一部のユー

ザーの意見が反映される等、一方に偏った制度設計がなさ

れるのは不適切であり、特許法であれば「産業の発達」、

商標法であればそれに加えて「需要者の利益保護」といっ

た各法目的に照らして全ユーザーにとって納得感のある制

度設計が必要となる。例えば、審査側の論理に偏った法改

正であると、ユーザー側から見れば非常に使いづらい制度

となる恐れもある。

　一つを例にとると、「発明の特別な技術的特徴を変更す

る補正の禁止」に関して、ユーザーの立場としては問題が

多いと考える。その審査基準が複雑で理解しづらいだけで
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　要するに、「世界最高の特許庁」とは本来JPOとユーザー

の両者で努力し、作り上げていくものであり、一方の努力

のみでは成し得ないものであることを、最後に強く述べて

おきたい。

への反映が遅れれば、企業活動がその分遅滞し、審査官

や審判官のスピードに対する努力が無に帰することは、モ

チベーションの面で納得がいかないのではないかと推測

する。

　その他の情報発信面で言えば、'07年4月に発行された

「知財戦略事例集」は、単に特許等を取得するだけでなく、

どう活用するかの具体例が示されて分かり易く、且つ網羅

的に記載されており、知財に関するノウハウを多く持たな

い企業にとっては有用な情報となる。このような情報発信

を更に充実して頂くことが、日本企業の知財力を底上げす

る意味で強く望まれる。

　具体的には、知財戦略事例集は特許事例中心であるが、

意匠権、商標権事例の更なる充実や、ノウハウ事例の追加

が望まれる。

　特に、技術導入・技術供与といった大型のノウハウ＋特

許権等の受諾・許諾案件は企業経営にそのまま直結する場

合が多く、またM&Aに絡んで知的財産権がどのように取

り扱われたのかといった事例は、企業の知財部員だけでな

く経営者も注目するところであるため、このような事例の

追加も検討してはどうかと思う。

　また、知財戦略は各企業の立場等で変わってくるはずで

あり、それぞれの立場から最適な戦略はどのようなものか

といった切り口で分析してみる等、更に付加価値を向上さ

せた情報提供も望まれるところである。

　例えば、業界内地位でシェアトップのリーダー企業と、

それを追うフォロワー、更に同じ業界内でもニッチな市場

を狙うニッチャーでは、経営の基本となる方針が違う以

上、それに合わせた最適な知財戦略があるはずである。ま

た、一つの企業においても、製品毎にそのライフサイクル

（製品導入期、成長期、成熟期、衰退期）に応じて、知財

戦略は変わってくるはずである。

　このように、様々な視点や切り口から、最適な知財戦略

を整理して開示することで、その利便性は更に向上するこ

とが予想される。

8. 最後に

　今回は、「世界最高の特許庁」が企業の知財戦略に与える

影響をテーマとしたため、ユーザーの立場からあえて一方

的に述べさせて頂いた。JPOの立場からすれば、当然に

ユーザー側の明細書等の質が、審査の質向上を阻害してい

る面があることを訴えたいと思うし、ユーザー側の立場と

しても明細書や意見書等の質の向上なしには、審査の質向

上はあり得ないことを決して忘れてはならない。また、

ユーザーとしても審査の質を図るものさしを常に磨き、自

己に不利な結論であっても、客観的に妥当であれば謙虚に

受け入れる必要があり、自己の有利な結論だけを求める独

りよがりな主張をしてはならないと考える。
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