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抄 録

1.はじめに

　筆者は 2011年7月から、独立行政法人情報通信研究機

構（National Institute of Information and Communications 

Technology、以下NICT）に勤務する機会を頂きました。

特許庁からNICTへの出向者は初となるため、多くの会員

の皆様方から、NICTはどういうところなのか、筆者がど

のような仕事をしているのか、と質問を頂いています。

　NICTの業務の中で最も知られているものとしては、日

本標準時の決定とその通報があります。皆様の中には電波

時計をお持ちの方も多くいらっしゃると思います。これら

の時計は、NICTが発射している電波を受けて時刻を校正

していますし、電波時計を持っていなくても、パソコンに

内蔵されている時計は標準時を知らせるサーバーによって

正しく保たれており、この標準時はやはりNICTが決定し

ています。このようにNICTの名前は知らなくとも、その

サービスを使ったことがない人を探すのが難しいほど、実

はNICTは身近な存在です。

　標準時の提供は NICTの役割のほんの一端で、他にも

NICTは多くの役割を果たしています。今回、特技懇誌の

紙面を頂戴する機会を得ましたので、この場をお借りして

NICTの果たしている役割、そして私の仕事と深く関係し

ている知的財産に関する取組についてご紹介します。

　なお、本稿に述べる見解は、筆者の個人的な見解であり、

NICT、特許庁、その他の機関の公式見解ではないことを

ご承知おきください。

2.情報通信研究機構（NICT）とは

（1）NICTの沿革

　NICTは図1に示すように旧逓信省電気試験所の流れを

汲む、歴史の長い研究所です。1896年に無線電信の研究

を開始して以来、百年以上の長きに亘って電波及びICT（情
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図1　NICTの沿革

独立行政法人情報通信研究機構（NICT）
2004（平成16）年4月1日

独立行政法人通信総合研究所（CRL） 通信・放送機構（TAO）

1896（明治29）年10月 逓信省電気試験所において無線電信の研究を開始
1915（大正 4）年 1月 逓信省電気試験所平磯出張所を設立
1935（昭和10）年 5月 型式検定制度を制定
1940（昭和15）年 1月 標準電波（JJY）発射業務を開始（検見川）
1948（昭和23）年 6月 文部省電波物理研究所を統合
1952（昭和27）年 8月 郵政省電波研究所の発足
1964（昭和39）年 5月 鹿島支所を開設
 （直径30mパラボラアンテナ施設を完成）
1988（昭和63）年 4月 電波研究所を通信総合研究所に名称変更
 （郵政省通信総合研究所）
1997（平成 9）年 7月 横須賀無線通信研究センターの発足
2000（平成12）年 7月 けいはんな情報通信融合研究センターの開設
2001（平成13）年 1月 郵政省が総務省に再編（総務省通信総合研究所）
2001（平成13）年 4月 独立行政法人通信総合研究所の発足
2002（平成14）年 8月 アジア研究連携センターの開設

1979（昭和54）年 8月 通信・放送衛星機構を設立
1982（昭和57）年 8月 君津衛星管制センターを開所

1992（平成 4）年10月 通信・放送機構に名称変更

2000（平成12）年12月 衛星所有業務を終了
2001（平成13）年 7月 民間基盤技術研究促進業務を開始
2002（平成14）年 3月 衛星管制業務を終了
2003（平成15）年 4月 基盤技術研究促進センターの権利業務の一部を承継
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クを実現する「ネットワーク基盤技術」（例：高速大容

量・省エネで世界中とつながる光通信・ネットワーク技

術、災害時など様々な場面に利用可能な無線通信技術、

巧妙化するサイバー攻撃などの不安を解消する情報セ

キュリティ技術）

② 人に優しいコミュニケーションを実現する「ユニバーサ

ルコミュニケーション基盤技術」（例：多言語間翻訳を特

定分野で実用可能にする技術、ネット上の膨大なサービ

スを組み合わせて新たな有用サービスを構築する技術、

立体映像等を活用した臨場感あふれるコミュニケーショ

ンの実現技術）

③ 未来の情報通信に向けたパラダイムシフトをもたらす

「未来ICT基盤技術」（例：脳や生物のメカニズムを応用

して柔軟で効率的な情報通信を実現する技術、量子力学

などを応用して究極の安全性と効率性を有する情報通信

を実現する技術、テラヘルツ帯の利用を広げる技術）

④ 高精度な時刻情報や環境情報等を誰もが便利で安全に利

用できるようにするための「電磁波センシング基盤技術」

（例：電波時計等に用いられる時刻標準を高度に支える

技術、災害状況などをレーダで瞬時に把握する技術、電

磁波の人体への影響を評価する技術）

の4つの技術領域を基本とする研究開発体制を目指してお

り、今中期計画が開始されるのに合わせ、NICTは以下の

ように 6研究所、1研究開発センター、1研究開発室、1

研究開発推進室、4部門、4部に再編されました（図2）。

中でも私の所属している社会還元促進部門は、その名のと

おりNICTの研究成果の社会還元をより一層促進するため、

2011年4月に新設されました。

　また、NICTの研究開発拠点は、東京都小金井市の本部

をはじめ、横須賀市、神戸市、京都府相楽郡精華町（けい

はんな学研都市）など、全国各地に点在しています。

報通信技術）の研究を続けており、我が国の中で常に先導的

な役割を果たしています。2001年までは国の研究機関でし

たが、2001年の中央省庁再編とそれに続く独立行政法人化

の流れで、同年4月に独立行政法人通信総合研究所となり

ました。その後、高度通信・放送研究開発の支援等を行う旧

通信・放送機構との統合により、2004年4月に独立行政法

人情報通信研究機構（NICT）となり、現在に至ります。昭和

の終わり頃（昭和63年）から16年間に亘って、通信総合研

究所という名前でしたので、今でもその名前、あるいは省略

形の通総研としてご記憶の方も多いかも知れません。

（2）NICTの業務と組織

　独立行政法人は「国民生活及び社会経済の安定等の公共

上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業

であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のな

いもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施

されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせ

ることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせるこ

とを目的として、この法律及び個別法の定めるところによ

り設立される法人」（独立行政法人通則法第2条）であり、

NICTは、情報通信分野における唯一の公的研究機関とし

て、ユビキタスネット社会を支える情報通信技術の研究開

発を基礎から応用まで一貫した統合的な視点で行うととも

に、情報通信分野の事業支援等を総合的に行っています。

　独立行政法人は 3〜5ヵ年の中期計画の策定・実施が義

務付けられており（NICTでは 5ヵ年）、今年度は NICTに

とって 2001年の独立行政法人化から 2期が終わり、第3

期中期計画が始まる節目の年度となります。第3期中期計

画においては、

① より便利で高品質・高効率かつ安心・安全なネットワー

図2　NICTの組織
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得し、それを実施しようとする企業にライセンスすること

で、その企業は特許に守られて独占的に収益を上げること

ができます。この場合、企業に特許を無償でライセンスす

ることが企業のインセンティブを最も高める良い選択のよ

うに思われるかも知れませんが、NICTは国の研究機関で

すので、一私企業のみを利するのは公平性の観点から問題

があります。したがって、企業のインセンティブを削がな

い範囲で適切なライセンス料を頂くことで、企業に対する

インセンティブを保つ一方で、公的機関に求められる公平

性も担保できることになります。

（3）NICTに求められる特許マネジメント

　このような目的を達成するためには、非常に高度な特許

マネジメントが必要となります。なぜなら、全ての特許に

出口が求められるためです。民間企業であれば、いわゆる

防衛目的の特許を保有していたとしても、自社の事業の自

由度を確保したり、他社から特許侵害で訴訟を起こされた

場合のカウンター攻撃の材料としたりするなど、一定の役

割を果たしますが、NICTのような公的研究機関にとって

は意味がありません。そればかりか、例えばNICTが国内

にのみ防衛的な特許を出願し、海外に対応特許を出願しな

かった場合、日本では当該技術を誰も使用できない一方、

特許の公開を通じて、外国企業はこの技術を使い放題とな

ります。加えて、特許は出願、権利化、権利維持の各プロ

セスで多額の費用がかかります。もし、その中に活用の見

込みのない特許が含まれているとすれば、税金の無駄遣い

との批判を受けるでしょう。したがって、究極的には無駄

弾ゼロが求められます。

　一方で、前述したようにNICTの研究開発はリスクの高

い先導的なものが多く、特許を出願する段階では、その特

許が将来どうなるかを見通すことが極めて困難であること

も事実です。結果として無駄となる特許を出願することを

恐れるあまり、将来大化けする宝石の原石を摘み取ること

は、厳に避けなければなりません。

　NICTの特許マネジメントには、このように相反する要

請を同時に満たすことが求められます。

（4）特許活用のバリエーション

　先ほど、特許を民間企業にライセンスすることについて

述べました。これは、NICTが単独で研究開発を行って特

許を取得することを想定していましたが、特許の取得、活

用方法はこれだけではありません。研究開発がある程度完

了してから技術移転を考えるのではなく、最初から民間企

業と共同研究を実施する方法は、特許活用の出口が最初か

ら確保されているという点において、非常に魅力的です。

NICTと民間企業とが、一緒に研究開発活動を実施し、そ

3.NICTの知財の取組

（1）NICTの知財担当部署

　NICTの知財の担当部署は私の所属する社会還元促進部

門です。同部門は論文、特許、プログラム等の著作権等の

知的財産全般の企画立案と管理を行っており、①NICT自

らの研究に基づいた知財、②他者との共同研究の成果であ

る知財、③他機関からの受託研究の成果である知財を一手

に扱っています。他機関への委託研究の成果として生まれ

た知財については、原則として日本版バイドール法（産業

技術力強化法第19条）を適用して受託者に譲渡するため、

同部門で管理することはありません。同部門の他、産学連

携部門ではNICTと民間企業、他研究機関との共同研究の

実施、受託研究のハンドリング、他機関への委託研究を実

施しており、これらの活動によって発生する知的財産に関

し、他機関との調整を担当しています。

　本稿では、主に社会還元促進部門で管理を行っている特

許について述べることとします。

（2）NICTが特許権を保有する目的

　NICTは特許、ノウハウ、プログラムなど、様々な知的財

産を保有していますが、この中でも特許は独占排他的な強

い権利を有しており、これら知的財産の中でも筆頭格です。

　一般に特許権を保有する目的としては、①特許に係る発

明を独占的に実施することを可能とすることで、事業の収

益性を高める、②クロスライセンスの材料を確保すること

で、事業の自由度を確保する、③他社に特許をライセン

ス・売却することで収益を得る、④特許を保有しているこ

とを宣伝することでブランドイメージを高める、等があり

ます。しかしながら、NICTは公的研究機関であり、営利

を目的としていませんし、製品の製造・販売を原則として

行わない不実施機関ですので、事業の自由度を確保する必

要もありません。上記いずれの目的もNICTに直接は当て

はまらない訳です。

　では、NICTは特許を保有する必要がないのでしょうか。

答えは否です。NICTは民間企業が手がけるのが難しいリ

スクの高い先導的な研究活動を実施し、その研究成果を広

く国民に還元することが求められています。研究成果を社

会に還元するには、例えば論文として公表することが考え

られますが、優れた研究成果が社会に公表されたとして、

果たしてどれだけ多くの企業がこれを実施しようとするで

しょう。優れた技術であればあるほど、多くの企業が参入

することによって過当競争に陥ることが容易に想定されま

す。結果として、その成果を誰も使おうとせず、研究成果

は社会に円滑に還元されないこととなります。

　そこで特許が必要になります。例えばNICTが特許を取
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庁外で活躍する審査官

囲が必要以上に狭く、活用しづらい特許がないか確認する

必要があります。

　グローバル率に関しては、日本企業の海外事業を支援す

る観点から、真に日本の産業力強化につながる特許につい

ては海外へも出願することを通じて、引き上げていくこと

が望まれます。

（6）具体的な取組

　NICTでは、従来から研究開発活動の成果として新しい

アイデアが生まれた場合、研究者は特許出願するか否かを

検討し、特許出願することを決めた場合には、発明届を作

成して、研究所長の了解を経て特許出願を行う仕組みと

なっています。一旦出願がなされた後は、審査請求、中間

処理、特許年金支払いの各タイミングで、発明者自身と知

財担当者とが協議の上で見直しを行っていました。このよ

うな体制の元では、特許出願時には研究所が組織として特

許の利活用を判断することができる反面、 その後の各

フェーズにおいては、必ずしも研究所の組織としての特許

取得、維持に対する考え方が反映されない恐れがありま

した。

　そこで 2011年7月から、 研究系3理事、6研究所長、

知財を所管する社会還元促進部門長からなる検討会を開催

し、特許の外国出願（パリルート、PCTルート）、審査請求、

中間処理（特許庁からの拒絶理由通知等への対応）、特許

権維持の各段階において、特許の権利化、維持を進めるか

否かを議論して決定することとなりました。

　毎回の検討会前には、まず特許1件につき1葉の審査請

求連絡票、中間処理連絡票、特許権維持連絡票といった連

絡票を社会還元促進部門から担当の研究所に送付し、研究

所では発明者の意見を参考にしつつ、なぜこの特許が必要

なのか、拒絶理由が通知されている場合にはその理由に対

して反論可能なのかといった観点から、連絡票に記入しま

す。研究所は記入が終わるとその連絡票を社会還元促進部

門に返送し、同部門では記入内容を見て、検討会の審議の

ために必要な情報が揃っているかどうかを検討します。

　検討会では、同部門から案件の概要説明と議論の論点説

明を行い、これに基づいて検討会メンバーで審議します。

最終結論は研究系3理事によって決せられます。図4に中

間処理の場合のフローを示します。

　このようなプロセスを踏むことによって、発明者は検討

対象の特許を取得あるいは維持する必要があるか否かにつ

いて、出願から年月が経過したタイミングで改めて考える

ことができますし、研究所も特許の取得と活用方針につい

てレビューする契機となります。

　本検討会の対象は、前述のとおり、外国出願、審査請求、

中間処理対応、特許権維持の要否であり、特許出願の可否

については、（ⅰ）既に研究所長が研究所の方針を考慮しつ

の成果を特許として出願、権利化するとともに、共同研究

相手の民間企業がこの特許に係る製品を製造販売すること

によって、NICTの研究成果が社会に確実に還元されると

ともに、この民間企業は高い収益を上げることができ、

Win-Winの関係が築けます。この際、先ほどのNICTが単

独保有する特許のライセンスの場合と同様、公平性を確保

する必要があります。そのための方法としては、NICTが

民間企業からいわゆる不実施補償を受けることも一つの解

決法ですが、不実施補償に代わる措置を共同研究相手と協

議して採用することで、双方のインセンティブを高めるこ

ともできます。

　また、特許単独での活用だけでなく、ノウハウやプログ

ラム（著作権で保護）といった、異なる種類の知的財産と

組み合わせて、民間企業に対してライセンスを行うのも有

効な方法です。特許情報は公開されるため、他の企業、特

に外国企業がこの情報をヒントにキャッチアップをしてく

る可能性があります。これを避けるため、技術の核となる

部分を特許で保護しつつも、市場で覇権を握るために必要

な関連技術情報については、あえて特許出願をせずに秘匿

し、ライセンス先企業にのみ提供するという戦略もとり得

るのです。

（5）NICTの特許出願

　NICTは、単独出願、共同出願を含め、年間200件前後

の特許を国内外に出願しています。図3に示す最近5年間

の動向を見ると、出願件数は横ばいかやや減少傾向、特許

率は上昇傾向、グローバル率（海外出願率）は微減傾向に

あります。

　2010年の特許率は 66.8%と、全出願人の平均54.9%と

比べると 10%以上高い水準にあり、特許出願のレベルを

高めてこの水準を維持するよう努める一方、特許請求の範

図3　NICTの特許出願
（特許率、グローバル率は特許庁調べ）
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請求の範囲で取得するのか、また、プログラムやデータ

ベースのような著作物、そしてノウハウを特許とどのよう

に絡めて利活用を図っていくのか、すなわち知的財産戦略

は必ずしも明確に打ち出せていませんでした。 今後は

NICT全体の指針である知的財産ポリシーの下に研究分野

毎に知的財産戦略を策定し、これを着実に実行に移してい

く必要があります。その際、社会還元促進部門と研究所と

がタッグを組んで、研究所毎の知的財産戦略を練りあげて

いくとともに、これと並行して研究者及び研究所で知財を

担当するスタッフに対して、知的財産研修を積極的に実施

していくことが肝要です。

④明細書作成の際の知財部門関与
　これまで、特許出願時の明細書作成、拒絶理由通知時の

応答案作成等は、基本的に発明者と特許事務所との間の調

整によって作成されていましたが、今後は体制を充実させ

て、明細書、応答案の作成に社会還元促進部門が関与する

ことにより、より効果的な特許取得を目指す必要があります。

⑤外国出願の強化
　上記（5）の統計にも表れているように、 このところ

NICTの海外出願比率は微減傾向にあります。これは予算

上の制約から海外出願の件数を伸ばすのが困難な一方で、

つ組織的な判断をしている、（ⅱ）出願段階ではその発明が

どのような活用されるか予測がしづらい、（ⅲ）検討会に

諮っていては出願日の確保に支障が出る可能性があるとの

理由から、現在のところ検討対象とはしていません。

（7）今後の課題

　NICTでは、上記のような知財の取組を実施してきました

が、今後さらに取組を深化させる予定であり、例えば以下

に示すような改善策を講ずる必要があると考えています。

①出願時のスクリーニング
　前述のように、現在NICTでは特許出願は研究所長の判

断事項です。すなわち、実際に出願すべきかノウハウとし

て秘匿すべきか等の判断は研究所に任せています。これ

は、出願日をできるだけ早く確保するという観点からは正

しいのですが、発明の内容によっては別のスキームに乗せ

る方が適切と思われるものもあります。今後は、社会還元

促進部門が特許出願前から研究所と連携して、上記判断の

アドバイスなどを行う予定です。

②発明の発掘
　NICTの特許出願の傾向を見ていると、特許出願が特定の

技術分野に偏っていることが分かりました。分野によって、

特許出願に向く分野と不向きな分野があるのは事実です

が、今後は特許出願時のスクリーニングを行うだけでなく、

本来出願すべきであるのに出願していなかった発明の種を

見つけ、特許出願につなげていく活動も求められます。

③研究開発と一体となった知財戦略策定
　これまで、どの技術分野で何件の特許をどのような特許

図4　中間処理対応要否判断の流れ
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図5　出口戦略、知的財産戦略の明確化
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庁外で活躍する審査官

日本国内の出願が増加したためです。しかしながら、もは

やICTは一国の中だけで閉じたものではなく、民間企業に

とって海外での事業展開と国際的シェアの拡大は、適正な

利益の確保のために不可欠となっています。

　このような観点に立てば、NICTとしても予算の制約が

ありつつも、外国出願を積極的に取得していく必要がある

のは明らかです。今後は海外出願比率を上昇に転じさせる

一方で、出願国については費用対効果の面から絞込みをか

けることが重要です。

⑥知財管理の継続性確保
　NICTの研究者は、長きにわたってNICTで研究活動を行

う、いわゆるパーマネント職員と、それとほぼ同数の有期

雇用職員とに別れています。この体制は、研究開発体制の

継続性を担保しつつ、絶えず外部の血を入れて研究開発を

活性化させるという点で優れた手法ですが、知財管理の面

からは難しさがあります。すなわち生まれた発明が特許出

願され、権利化されてもいざ活用の段になると発明者が

NICTを去っている場合があるのです。これでは特許に関

連するノウハウ等の技術移転が難しくなりますし、権利活

用のインセンティブ低下にも繋がります。今後いかにして

知財管理の継続性を担保するか、検討が必要です。

　以上のような改善策を通じ、NICTの知財マネジメント

のさらなる深化を目指します。

4.おわりに

　NICTでは従来から積極的に知財の活用を目指してきま

したが、課題が残っているのも事実です。NICTの知財の

取組の深化を通じ、NICTの研究成果がより一層国民に還

元され、NICTが国民により親しまれ必要とされるよう、

筆者としては微力ながら全力を尽くす所存です。
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図6　NICTの特許マネジメント深化に向けた行程（現在NICTはフェーズ2の段階です）

【フェーズ0（検討会開始前）】
・特許の権利化／維持要否判断
　は発明者と知財担当者とが調
　整して行う
・特許は個別管理

【フェーズ1（検討会開始）】
・特許の権利化／維持要否判断
　は研究所で一時判断を行い、
　最終的には理事レベルの検討
　会で方針を決定
・出口戦略の明確化
・特許は個別管理

【フェーズ2（特許の群管理）】
・特許の群管理（ファミリー・
　特許群としての管理、特許マ
　ップの活用）
・その他検討会の運用改善

【フェーズ3（中長期の課題）】
・研究開発戦略の中で出口戦略
　及び知財戦略を明確化し、
　着実に実行する


