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工業所有権の有効活用～中小企業の特許戦略について
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■ 工業所有権には、主として特許権、実用新案権、意匠権、商標権の４つが
含まれる（ＩＣの回路配置権を含む場合もある）。各権利ごとに保護対象、保護を
受けるための手続き、権利期間について相違がある。アイディアを保護するため
には、これらの特徴を把握して、適切な権利を取得することが重要となる。

■ 特許権…技術的なアイディアを強力に保護することができる。権利は、物、

方法、物の製造方法のいずれかのカテゴリーで取ることができる。近年では、ソ
フトウェア特許やビジネスモデル特許など活用範囲が広がる傾向にある。

■ 実用新案権…技術的なアイディアを保護する。無審査制度を採用しており、

短期間で比較的容易に権利を取得できる利点がある。その一方、権利行使時
の制約が多いため、近年では、以前ほど活用されなってきた。

■ 意匠権…物のデザインを保護することができる。消耗品（例：インクカートリッ

ジ）の模造品を効果的に排除するために活用する方法もある。部分意匠、関連
意匠を活用して幅広い権利取得を狙うことが効果的である。

■ 商標権…商品、サービスの標章（立体的形状を含む）を保護する。権利行
使は、原則として登録時に指定した商品等の類似範囲に限られる。
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■ 特許権は、主に上述の４点で活用することができる。通常、「権利効力」とい
うときは、差止請求権と損害賠償請求権を意味する。

■ 差止請求権、損害賠償請求権ともに、「知らなかった」、「独自に開発したも
のであり、特許の盗用ではない」などの抗弁は許されない。このことは、逆に、他
社の特許をよく調査した上で製品開発、販売等を行わないと、不意に、これらの
権利行使を受けるおそれがあることを意味する。

■ 権利行使には、次の条件が満たされる必要がある。

・ 侵害品が「特許請求の範囲」の記載事項全てに適合すること（特７０条）。

例えば、「特許請求の範囲」に、「断面が六角形の鉛筆」と記載した場合、
「断面が三角形の鉛筆」、「断面が六角形のはし」に対しては権利行使をするこ
とができない。

・ 相手の行為が、「業として」の行為であること

個人的家庭的に製造等されている場合は、権利行使できない。

・ 相手が特許発明の実施について権原を有していないこと

特許権者から許諾を受けている場合（専用／通常実施権者）、出願前か
ら特許発明に相当する製品を製造等している場合（先使用権者）。
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■ 技術的アイディアは、「特許権」の他、「営業秘密」でも保護することができる。
それぞれの長所、短所を踏まえて、保護方法を選択する必要がある。

■ 特許権は、出願、審査等の手続きを経て与えられる権利である。従って、
「請求項に記載された範囲に独占権が発生していることが明確」である。（但し、
請求項の解釈については、当事者間で争いが生じることが多い。）

その一方、特許権の取得には、その技術を出願書類に明示しなければなら
ないというデメリットがある。侵害の発見が困難である場合（工場内でしか実施さ
れないような技術、侵害の発見および対処する資力がない企業）には、他社に
重要なノウハウを知らせただけで終わってしまう危険性がある。

■ アイディアが、営業秘密に該当する場合には、不正競争防止法に基づいて
差止請求権、損害賠償請求権が認められる。

営業秘密は、 （「秘密」だから当然であるが）他社にノウハウを開示せず保護

を受けられる利点がある。その一方、営業秘密として認められるためには、秘密
としての管理体制が必要である。例えば、閲覧が関係者に限定されるなどの取
り扱いが必要で、資料に「部外秘」等の印を押した程度では足りない。

■ 著作権では、「表現」しか保護対象とならないため、技術的アイディアについ
て著作権で保護を受けようとはしないことが望ましい。
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■ 特許要件は、主として上記の４つである。その他、不特許事由（特３２条）、先
願（特３９条）、拡大先願（特２９条の２）等があるが、ここでは割愛する。

■ 発明・・・法上の定義に該当する必要がある。ビジネス方法自体はこの定義
に該当しないとされる。（第４部３９頁参照）

■ 産業上利用可能性・・・企業内でなされた発明であれば、通常は満足すると
考えて良い。ビジネスとして成功するか否かは利用可能性には無関係である。
例えば、性能的に優れているが、製造コストが高くて商品にならないような発明
でも、産業上利用可能と判断される。

■ 新規性・・・上述の行為が日本国内、外国のいずれで行われたかに依らず
新規性は失われる。自己の行為か、他人の行為かも無関係である。わずか一人
でも、他人に知られれば、新規性が失われるため、試作品の製造を業者に依頼
する場合には、守秘義務の確認をしておく必要がある。

■ 進歩性・・・最も判断が困難な要件である。但し、技術者が一般に想像する
より、ハードルは低いと考えて良い。簡単に諦めないことが重要である。
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■ 実用新案登録の要件は、特許の要件と同様である（新規性、進歩性、不登
録事由、先願、拡大先願）。

■ 考案・・・実用新案法は、技術的水準がそれほど高くないアイディアを保護
対象としている。従って、進歩性の判断基準も特許よりは緩いとされている。

但し、実務上は、高度性をそれほど意識する必要はない。つまり、アイディア
の技術的水準が低いから、実用新案登録しか受けられない（特許を受けるのは
無理）と考える必要はない。

■ 物品の形状等・・・実務上、この要件については、十分考慮する必要がある。
この要件によって、実用新案登録の方が特許よりも保護対象が狭くなっている。
短期に権利取得が可能という実用新案登録のメリットを活かそうとすれば、アイ
ディアを物品の形状等に帰着させて出願する必要がある。

例えば、医薬品であっても「錠剤、カプセル」として特徴を持たせられれば、実
用新案登録を受けることが可能である。

物品の形状等の判断は、一般には困難である。企業担当者としては、アイディ
アが「物品」に絡んでいれば、概ね形状等の要件は満足するという程度の認識
で足りると思われる。
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■ 意匠登録の要件は、主として上記の４つである。その他、不登録事由（意５

条）、先願（意９条）等があるが、ここでは割愛する。

■ 意匠・・・法上の定義に該当する必要がある。

・「物品」には、不動産は含まれない（例：建物のデザインは保護対象外）

・「形状等」には、一定の動きが含まれても良い（例：傘の開閉など）

・「視覚」で認識できないものは不可（例：装置の内部形状など）

・「美感」には、装飾美、機能美の双方が含まれる。

・物品の一部のみを取り出して「部分意匠」として保護を受けることも可能

・複数の製品をまとめて「組物」として保護を受けることも可能

（例：コーヒーセット、ディナーセットなど）

■ 工業上利用可能性・・・量産性と考えて良い。従って、一品制作を目的とし
た美術品は保護対象外となる。

■ 新規性、創作非容易性・・・特許と同様の趣旨による要件である。新規性に
ついては、世の中に知られた意匠（公知意匠）のみならず、それに類似する意
匠も新規性なしと判断される点に注意を要する。
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■ 商標法では、商標を文字、図形、記号若しくは立体的形状等と規定してい
る（商２条１項）。従って、におい、音など（例：Windowsの起動時の音）は、商標登

録を受けることはできない。また、動きのあるもの（例：かに道楽のかに）なども登
録を受けることはできない。

■ 商標は、自己の商品、サービスを他者と区別するために使用するものだから、
識別力のない商標（消費者が誰の商品等であるかを判断するのに役立たない
商標）は、登録を受けることができない。但し、長年使用することにより、識別力
が生じたと認められる場合には、登録を受けることができる。

■ 不登録事由は、公序良俗違反など多数が具体的に列挙されている。例え
ば、既に登録済みの他人の商標と同一または類似の商標は登録を受けることが
できない（４条１項１１号）。

但し、商標登録の指定商品および指定役務（サービス）が非類似であれば、こ
れに該当しない。例えば、ヘッドフォンステレオについて「ウォークマン」が登録
されていても、ヘッドフォンステレオと非類似の商品、「靴」であれば、 「ウォーク
マン」は登録を受けられる。

（注）実際には、ソニーは、くつについても「ウォークマン」を登録済みである。



10

■ 工業所有権を活用していくために、少なくとも次の３点についての認識が重
要である。

１） 保護すべきアイディアに応じた権利の使い分けが重要である。つまり、企業
内で生まれたアイディアについて、どのような権利を活用すれば保護を受けられ
るのかについての認識が必要である。権利取得の手続き時には、特許事務所
等を利用する場合であっても、「保護して欲しいアイディアは何なのか」は、経営
戦略の一環として、企業側で明確にしておく必要がある。これを明確にするため
には、各権利と保護対象との関係を理解しておく必要がある。

２） アイディアの保護には、権利取得に限らず、種々の方法を採りうる。一般に
は、権利取得が最も効果的な保護方法であるが、例外的に権利取得があまり有
効でない場合もある。企業戦略として、各方法の利点を十分に考慮した上で、
保護方法を選択していく必要がある。

３） 権利取得には、それぞれ法定の要件がある。出願前に不用意な行為を採
ると、この要件を満足できなくなり、権利を取得できなくなる可能性がある。また、
商標を決め、パンフレット等を印刷した後で、権利取得できないことが発覚する
と、商標を変更せざるを得なくなり、大きな損失を招く可能性もある。このような事
態を招かないために、基本的な要件について、一通り把握しておく必要がある。
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■ 特許権は、所定の手続きを経て、取得することができる。

上図には、シンプル化して手続きフローを示した。出願人が行うべき手続きとし
て最低限、「出願」、「審査請求」、「応答」、「特許料納付」の４つは知っておく必
要がある。これらのいずれが欠けても特許を受けることはできない（特許庁から
拒絶理由が来ない場合、「応答」が不要になることはある。）

審査請求は、「出願と同時～７年（１０月から３年に短縮）」のいずれか適当な時
期に行う。

■ 審査請求時期は、次の２つの観点を考慮して、戦略的に決定する必要があ
る。

・ 審査請求費用は高額（１件当たり１０万円前後）である。全出願について一律
に審査請求するのではなく、真に権利化が必要なものに絞り込むことが望ましい。

例えば、出願時に重要と思われる技術でも、その後の技術動向によって陳腐
化してしまうものがある。審査請求可能な間に技術動向、権利化の必要性を見
極める。

・ 一方、権利化までには、審査請求後、通常１～２年かかる。従って、早期に権
利化が必要な出願（製品の発売時期が決まっている出願など）は、早めに審査
請求することが望ましい。
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■ 実用新案権は、無審査で与えられる点で、特許権と大きく異なる。

無審査制度の長所

・早期に権利化を図ることができる

・手続きが比較的簡略

無審査制度の短所

・権利行使には技術評価書（特許庁が権利の有効性を評価した書面）が必
要（実２９条の２）

・不当な権利行使に対しては、逆に損害賠償を請求される可能性がある（実２
９条の３）

■ 不当な権利行使とは

・ 訴訟を提起しなくても、警告書を送付しただけで該当する可能性あり

・ 権利行使後に実用新案登録が無効となること

→無審査で登録されているため、無効となる可能性は比較的高い

・ 権利の有効性について、十分な注意義務を果たしていないこと

→技術評価書の内容が否定的である場合、過去の業界紙（誌）に記載され

ている公知技術の見落としがある場合などは注意義務を果たしていないと判断
される可能性が高い
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■ 出願は全件審査されるため、審査請求は必要ない。

■ 出願時に権利化の戦略を十分に練っておく必要がある。

１） 小さい物から出願を！

・先：全体意匠→後：部分意匠・・・部分意匠は登録不可

・先：部分意匠→後：全体意匠・・・双方登録可能

・先：組物の意匠→後：構成物品・・・構成物品は登録不可

・先：構成物品→後：組物の意匠・・・双方登録可能

２） 類似していると思われる意匠は同日に出願を！

・類似している意匠は、関連意匠でなければ登録不可

・関連意匠は全て同日に出願しなければならない

・類似していない意匠を関連意匠として出願した場合は、後で補正が可
能

→類似しているかどうか判断がつかないものは、とにかく「同日」にまとめて
出願しておくべき
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■ 出願は全件審査されるため、審査請求は必要ない

■ 出願時には、指定商品、役務を吟味する必要がある

出願時に指定した商品および役務の類似範囲が商標権の権利範
囲となる。指定商品および役務は、将来の事業拡張等も考慮して、選択
することが望ましい。

例えば、ラーメン屋の場合、「ラーメンの提供」という役務だ
けでなく、将来的にラーメンのテイクアウトを行う可能性を考慮して
「ラーメン」という商品自体も選択しておくことが望ましい。

■ 商標権は、更新により永続的に維持することができる。商標は長く
使用することにより、財産価値が増大するのが通常であるから、更新の
期限管理が重要となる。

権利の更新は、９年６ヶ月～１０年の間に行うこととなっているた
め、１０年× 回分という「まとめ更新」を行うことはできない。

■ 商標権を取得した後、登録商標を使用していない期間が３年以上に
なると、第三者から登録取消の審判を請求される可能性がある（商５０

条）。登録商標は使用するよう努めることが望ましい。
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■ 発明者の記載には、特許法上、次の意味がある。

・共同発明の場合、共同出願することが必要（特３８条）

・発明者に無断で出願（他人の発明を盗用）は、冒認出願となる（特３９条）

これらに違反した時は、特許が拒絶、無効とされるから、発明者は、漏れなく適
正に記載する必要がある。

■ 企業の場合、発明者の記載は、後述する職務発明制度との関係でも重要と
なる。

■ 出願人は、権利者となる者であり、企業名（法人）とすることが多い。

法人の役員（社長等）を出願人とすることもできるが、社長の個人資産となる
点に注意を要する。

例えば、出願および権利維持に関する費用は、会社の経費とすることはでき
ない。また、社長の死亡時に、権利の相続先によっては、会社に不利益に働く
可能性もある。
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■ 企業内で生まれた発明は、大きく３種類に分けられる。

・職務発明・・・会社の業務範囲に属する発明、かつ従業者の現在又は過去の
職務によってなされた発明（特３５条１項）

・業務発明・・・会社の業務範囲に属する発明、かつ職務と無関係になされた発
明

・自由発明・・・会社の業務範囲と無関係の発明

■ 業務発明、自由発明については、就業規則等で会社への権利譲渡を規定
（権利の予約承継）することはできない（特３５条２項）

■ 職務発明については、権利の予約承継が可能。但し、これに対しては対価
を支払う必要がある。就業規則に職務発明規定を設け、これらの事項を規定す
るのが通常である。（特許庁が作成した職務発明規定の例を次ページ、次々
ページに示す。・・・平成１０年度「中小企業と特許」より引用）

■ 対価の算定は、発明の価値、各発明者の寄与度等を考慮して行われる。発
明の価値は、発明者側の意見を踏まえて特許部でランク付けすることが多い。
寄与度は、発明者間で協議して決めることが多い。

金額は、出願時、登録時にランク付けを考慮して一定額を支払い、ライセンス
等で実績があった場合には、別途それを評価して支払う方法がある。
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職務発明規定

第１章 総則

（規定の目的）

第１条 この規定は、会社の従業者に発明を奨励するとともに、その発明者としての権利を保障し、併せて
発明によって得た特許権の管理及び実施の合理的運用を図ることを目的とする。

（用語の定義）

第２条 発明を分けて職務発明及びその他の発明とする。

２． 「職務発明」とは、発明がその性質上会社の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為が
会社における従業員の現在または過去の職務に属する発明をいう。

３． 「その他の発明」とは、職務発明以外の発明をいう。

（権利の帰属）

第３条 職務発明は会社がその権利を承継する。ただし、会社がその権利を承継する必要がないと認めた
ときは、この限りではない。なお、会社が承継するにあたってはこれを有償とする。

２． 従業員が社外の個人、または団体と共同して職務発明をしたときは、その従業員の発明に関する持分
の承継は前項の規定によるものとする。

第２章 届出および出願

（届出）

第４条 発明をした従業者は、すみやかにその発明の内容を自己の所属する長に届出なければならない。

２． 所属の長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出にかかわる内容に権利の帰属等に関
する意見書を添えて会社に送付しなければならない。

（出願）

第５条 会社は、前条第２項の規定による届出があったときは、職務発明審査会（以下、審査会という）の審
議を経て、当該届出にかかわる発明が職務発明であるかどうかの認定をし、職務発明であると認定したとき
は、当該発明について特許を受ける権利を会社が承継するかどうかの決定をするものとする。

２． 会社は、前項の規定により特許を受ける権利を会社が承継すると決定したときは、ただちに特許出願
を行うものとする。

（発明者への通知）

第６条 会社は、第５条第１項の認定及び決定を行ったときは、その旨を、すみやかに発明者に、所属の長
を経由して、文書で通知しなければならない。

（特許を受ける権利の譲渡義務）

第７条 発明者は、会社が第５条第１項の規定により、当該発明者について、特許を受ける権利を会社が
承継すると決定したときは、その権利を会社に譲渡しなければならない。

（異議の申立および再認定の通知）

第８条 発明者は、会社が第５条第１項の認定に対し社長に異議の申立をすることができる。

２． 会社は前項の異議の申立につき審査会の審議を経て、職務発明であると再認し、またはその他の発
明であると異議を認めたときは理由を附して当該発明者に通知するものとする。

（制限行為）

第９条 発明者は、会社が当該発明者の発明について、職務発明でないと認定をし、または職務発明であ
るがその特許を受ける権利を会社が承継しないと決定した後でなければ、特許出願をし、または特許を受
ける権利を第三者に譲渡してはならない。

第３章 補償

（補償金の支払い）

第１０条 会社は、会社が次ぎの各号に掲げる場合において特許を受ける権利または特許権を取得したと
きは、当該特許権にかかわる発明を発明者に対し、審査会の議を経て、別に定める補償金を支払うものと
する。

（１） 会社が特許を受ける権利を承継し、これを特許出願したとき。

（２） 会社が特許を受ける権利を承継し、これが登録になったとき。

（３） 会社が特許権を譲り受けたとき。
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第１１条 会社は、会社が職務発明に基づく特許権の実施または処分により収益（収入）を得たときは、当
該特許権にかかわる発明をした発明者に対し、審査会の議を経て、別に定める補償金を支払うものとする。

（共願発明者に対する補償）

第１２条 前２条の補償金は、当該補償金を受ける権利を有する発明者が２名以上あるときは、それぞれの
持分に応じて支払うものとする。

（転退職または死亡したときの補償）

第１３条 第１０条および第１１条の補償金を受ける権利は、当該権利にかかわる発明者が転職し、または
退職した後も存続する。

２． 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継する。

第４章 職務発明審査会

（職務発明審査会の設置）

第１４条 この規定を実施するため、職務発明審査会を置き、その事務は特許部（課）においてつかさどる。

（審議事項）

第１５条 職務発明審査会は、社長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議する。

（１） 第５条第１項の規定による届出にかかわる職務発明の認定および特許を受ける権利の承継に関する
こと。

（２） 補償金に関すること。

（３） 発明者の異議申立に関すること。

（４） 職務発明規定の改正および運用に関すること。

（５） その他社長が必要と認めること。

（職務発明審査会の組織）

第１６条 職務発明審査会は、会長、副会長および委員若干名をもって組織する。

２．会長は、特許担当役員がこれに当たり、会務を総理する。

３．副会長は、特許部（課）長とし、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

４．委員は、会社の職員のうちから社長が任命する。

５．発明者は、会長の許可を受けて職務発明審査会に出席し、その発明について意見を申し述べることが
できる。

第５章 雑則

（異議の申立）

第１７条 発明者は、その発明にかかわる第５条第１項の通知を受けた日から○ヶ月以内に社長に対し、文
書をもって、異議の申立てをすることができる。

２． 社長は、前項の申立てを受けたときは、職務発明審査会の議を経て、事実の決定を行い、その結果を
申立人に対し、○ヶ月以内に通知しなければならない。

（秘密の保持）

第１８条 発明者および職務発明審査会の関係者は、発明の内容その他、発明者および全社の利害に関
係ある事項について必要な期間中その秘密をまもらなければならない。

（職務発明でない発明）

第１９条 会社は第５条第１項の規定により、職務発明でないと認定した発明について、発明者から特許を
受ける権利または特許権を譲渡したい旨の申出があったときは、当該発明について、特許を受ける権利ま
たは特許権を会社が承継するかどうかの決定をしなければならない。

２． 第３条、第７条、第９条から第１３条までおよび前条の規定は、前項の発明について準用する。

（嘱託および臨時雇の取り扱い）

第２０条 常時嘱託、または臨時雇がその職務に関してなした発明については、それが嘱託または臨時に
従事する職務に関係するものは従業員の発明とみなして本規定を適用する。

２． 非常勤の嘱託または顧問が会社の業務に関係ある発明をなした場合、会社が必要と認めたときは、
本人の承諾を得て本規定を適用する。

（実用新案権および意匠権に関する準用）

第２１条 この規定は、実用新案権および意匠権について準用する。

（外国出願の取扱）

第２２条 この規定は、外国の工業所有権を対象とする発明に関してもこれを準用する。
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■ 特許情報調査には、次の３つの意義がある。

１）効率的出願

特許出願をしても、同じ内容を他社が先に出願していれば（＝先願）、特許を受
けることはできない。また、既に公開されている技術から容易に想到し得る発明
も特許を受けることはできない。特許情報を調査することにより、こうした無駄な
出願を抑制し、費用対効果の高い出願を行うことができる。

２）他社権利の把握

他社権利を把握せずに研究・開発を進めれば、権利行使を受け、投資が水泡
と帰すおそれがある。「知らなかった」という抗弁は、成り立たない。特許情報調
査により、他社権利を把握した上での開発が必要である。

３）技術情報の活用

特許で公開された技術情報を活用することにより、自社の研究・開発を効率的
に進めることができる。

■ 特許情報の調査は、インターネットを介して比較的容易に行うことができる。
各種データベースの特色を把握した上での使い分けが必要である。
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■ 企業内で出願書類を作成するところもあるが、特許事務所を活用するところ
が多い。事務所を活用した場合でも、自己のアイディアがきちんと保護されるか
否かの最終確認をする姿勢が必要である。

■ チェック時の最重要ポイントは、特許請求の範囲の記載である。権利範囲は、
この記載内容によって決まるものであり、わずかな記載で権利範囲が縮小してし
まう可能性があるからである。

例えば、２４頁記載の例では、請求項１に「紙パック挿着筐体と、紙パック底
面を切断する第一切断手段と、紙パック長手方向を切断する第二切断手段とを
備えた紙パック切り開き器。」と記載されている。

・「紙パック」とあるから、その他の容器は権利範囲外となる。

・「第一切断手段、第二切断手段」とあるから、一つの切断手段で両者を兼
ねる構成は権利範囲外となる。

・「紙パック長手方向を切断」とあるから、輪切りにするものは権利範囲外とな
る。

これらの観点から、保護したいアイディアと記載事項の妥当性を検討する。
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発明協会「工業所有権標準テキスト（特許編）」より
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発明協会「工業所有権標準テキスト（特許編）」より
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発明協会「工業所有権標準テキスト（特許編）」より
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発明協会「工業所有権標準テキスト（特許編）」より
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発明協会「工業所有権標準テキスト（特許編）」より
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発明協会「工業所有権標準テキスト（特許編）」より
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■ 実体審査で拒絶理由が見つかると、拒絶理由通知が出され、応答の機会
が与えられる。応答期限は、通常６０日なので、速やかな対応が必要である。応
答期限を過ぎると、拒絶査定が出される。

■ 通常の応答では、補正書により明細書の内容を補正するとともに、意見書に
より反論する。

補正は、拒絶理由で提示された先行技術と自己の出願との差違を明確にす
るために行われる。この際、差違の明確化を意識し、請求項の記載に不要な限
定を付けてしまうことがあるので、注意を要する。

補正をすると、その内容で出願していたものとみなされるから、不用意な補正
をすると、広い権利を確保するためにした出願時の努力が水泡と帰してしまうの
である。

■ 拒絶理由は、一度だけとは限らない。二度以上の応答が必要となる出願も
ある。

拒絶査定が確定した後、その結果に不服がある場合には、「審判」で争うこと
も可能である。
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■ 特許権の効力範囲は、各国ごとに限られる。他国で保護を受けるには、各
国に特許出願する必要がある。外国への出願は、高額な費用がかかるため、必
要性について十分な検討を要する。

■ 外国への出願には、２通りの方法がある。

１）各国ごとに個別に出願する方法（パリルート）

・各国ごとに翻訳文を用意する必要がある

・優先権の利益を受けるためには、日本の出願から１年以内に出願すること
が必要

２）一つの手続きでまとめて出願する方法（国際出願）

・日本の特許庁への手続で出願が可能

・翻訳文用意の期限がパリルートよりも長い

・指定国が少ない場合には、費用面で不利と言われている

いずれを選択するかは、出願する国、費用、出願時期等を考慮して決定する。



30

■ 工業所有権の取得手続に関し、少なくとも次の３点についての知識が必要
である。

１）出願人が行うべき手続に関する知識

出願人が行うべき手続は、比較的少ないため、少なくともこれらの手続につ
いては、きちんと理解しておくことが望まれる。

特に、特許出願における審査請求など、企業の特許戦略、開発戦略と密接
に絡んだ部分についての知識が重要である。

２）企業側で押さえるべきツボの把握

出願に際し、企業側で決めるべき事項（発明者、出願人など）について、きち
んと理解しておくことが望まれる。また、職務発明制度など、企業で整えておくべ
き制度についても理解しておく必要がある。

３）出願後にしておくべきフォロー

審査請求、中間処理、外国出願の検討について、時期を逃すと権利化が不
能となることがある。自社の出願について、出願後の期間管理を行う体勢を整え
ておくことが望ましい。
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■ 特許出願するためには、企業内で生まれたアイディアを見落とさずに発掘
する体勢作りが必要である。

通常、アイディアの発掘活動は、特許部が中心的役割を果たすとともに、各
部署ごとに特許担当（特許部への窓口、各部署の啓蒙活動役）を設けることが
多い。

最終的には、従業員全員に「生まれたアイディアはまず特許出願を検討す
る」という意識を根付かせることが望ましい。

■ アイディアの発掘方法は、提案型と抽出型とがある。

特許活動を始めて間がない企業では、各従業員は、「どのようなアイディアが
特許になるのか分からない」状況にあるため、教育も兼ねて抽出型で進めること
が望ましいと思われる。

ある程度活動が活発になると、提案型によって効率的にアイディア発掘を行
うことが可能となる。

提案型、抽出型のいずれかに絞る必要はなく、重要と思われる開発テーマ
は抽出型、その他のテーマは提案型という使い分けを行うことも可能である。
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■ 発明者からのアイディアの届出には、アイディアシートが使用され
ることが多い。アイディアシートのフォームには、決まりはないが、明
細書の記載内容に沿った項目とすることが効率的である。

■ アイディアシートの提出には、会社によって以下の２通りがある。

・最初から、特許事務所への依頼に使用できる程度に発明をきちん
と説明する資料を作成するパターン

・最初は、１枚程度のメモを作成し、特許部が出願の可否を判断し
た上で、更に詳細な資料を作成するパターン

■ 発明の概要には、実験データ、図面（製造図面である必要はない。手書き
の図面でもよい）等を適宜添付することが好ましい。

発明の概要には、必ずしも理論は記載する必要はない。理論が不明、また
は誤っていても、特許の取得には支障ないからである。原理はよく分からないが、
ある形状にすることで格別の効果が得られたというような場合には、その形状が
はっきりとわかるよう、図面等で示せばよい。もちろん、原理等が（例え、推測で
あっても）分かっている場合には、併せて原理を記載しておくことが望ましい。
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分野

従来技術

課題

発明の
概要

効果

実施化 ＿月頃製品化 アイディア段階 実施予定なし

アイディア・シート
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■ 権利を取得した後は、併せてその活用を図っていくことが望ましい。
従来、特許権は、自己の実施技術を防衛する意味での取得が多かったが、
最近では、権利活用によって積極的に利益を上げる動きが強まっている。

■ 侵害品を発見した場合には、権利行使をすることができる。但し、
権利行使は、その得失を十分考慮した上で、慎重に行う必要がある。

侵害との確信が不十分なまま、警告書の送付等を行えば、営業妨害な
どの責めに合う可能性がある。

■ 侵害を発見した場合、いきなり訴訟を提起するのではなく、内容証
明郵便にて警告書を送付するのが通常である。相手が侵害を認め、速や
かに和解できる可能性もある。

近年、工業所有権仲裁センターが設立された。弁護士、弁理士を中
心とする調停、仲裁を受けることができ、紛争の速やかな解決を図るこ
とができる。

訴訟は、費用、期間がかかるため、「最後の手段」くらいに考えて
置いた方が無難である。
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■ 他人からの警告書等には、早期に対応する必要がある。遅くなる程、
損害賠償の額がかさみ自社にとっての不利益が拡大するおそれがある。

但し、警告書が送付されてきたからといって、侵害に該当していると
は限らない。まずは侵害の成否等について、慎重な検討が必要である。

■ 同業他社との間では、自社特許と互いにライセンスを認め合う（ク
ロスライセンス）ことにより、和解に持ち込むことができる可能性が高
い。クロスライセンス戦略を有効に行うためには、自社も有用性の高い
特許権を保有していることが必要である。

■ いわゆる個人発明家は、ライセンス料を目的としていることが多い。
個人発明家に対しては、クロスライセンス戦略は使えない。自社の実施
技術を防衛的に出願しておく必要がある。
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■ 特許権は、１件取得すれば大丈夫という宝くじ的なものではない。企業を支
えるためには、地道な活動が必要である。

■ 特許活動は、「アイディアの抽出」→「管理」→「活用」の３段階からなる。企

業の規模、体質等を考慮して、それぞれの活動を効率的に行う工夫を常に図っ
ておくことが望ましい。

通常、自己の権利活用、他人の権利への対処を図っていくためには、ある程
度の特許権（「持ち玉」と表現されることが多い）を保有しておく必要がある。従っ
て、アイディアの抽出（出願戦略）は、権利の活用とも密接に関連してくる。

特許活動には、上述の３つの活動全体を通じた出願戦略を立てておくことが
望ましい。
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■ アイディア抽出においては、「発明」に該当するか否かが壁となる
ことが多い。つまり、「こんな内容で出願できるの？」という壁である。

従って、特許の担当者は、具体的に提示されたアイディアが、特許法
の保護対象になるか否かを見極める力をある程度は備えている必要があ
る。

「発明」の判断については、審査基準を参考にすると良い。ここでは、
代表的な判断基準のみを示した。

■ 発明とは、「思想」である点にも留意を要する。具体的に提示され
たアイディアから、その本質的な部分は何かを抽出する意識を持つこと
が好ましい。発明が解決しようとする課題、その課題を解決するための
原理を考えることにより、本質を掴みやすい。この作業により、広い権
利を確保することが可能となる。
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■ 上述のアイディアは特許または意匠で保護を受けることができるか？

ゼリーを押しだし易くするための形状は技術的思想に当たり、特許で保護を
受けることができる。

容器の形状自体は、意匠でも保護を受けることができる。

■ 特許で保護を受ける場合のアイディアのポイントはどこか？

「つまむ」という行為によって、「押し出し」という作用を生み出すように容器が
変形する点がポイントとなる。

この容器は、実際に出願、登録されている。

実用新案登録第３０３６９２２号

「ゼリー用容器およびゼリー入り容器」

権利者 鶴田食品工業株式会社

【請求項１】可撓性を有し、向かい合う側面の下部が容器内側で互
いに合わさるよう圧縮可能に構成されたことを特徴とするゼリー用容器。
他
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■ 上述のアイディアは特許または意匠で保護を受けることができるか？

いわゆる技能に相当するものであり、特許の保護対象とはなり得ない。

しかしながら、米国では特許されている。

USP 5,616,089(1997.4.1) METHOD  OF  PUTTING

Inventor: Dale D.Miller

米国と日本の保護対象の相違を示す典型的な例である。
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■ 上述のアイディアは特許または意匠で保護を受けることができるか？

いずれの保護対象ともなり得ると考えられる。

■ アイディアのポイントはどこか？

このアイディアについては、実際に実用新案登録されている。

実用新案登録第３００９５８９号

「格闘技用リング」

権利者 大仁田 厚 （そう、あのプロレスラーの方です！）

有刺鉄線ファイトという興業自体は、特許の保護対象とはなり得ない。

しかし、この興業に必須の物に着目し、権利を取得することで、

実質的に興業自体に権利を取得したに等しい状態となった。
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■ 上述のアイディアは特許または意匠で保護を受けることができるか？

ソフトウェア的なものであっても、装置の制御（表示）は特許の保護対象となり
得る。

コンピュータのアイコンと異なり、装置に固定的な表示は、意匠の対象ともな
り得る。

■ アイディアのポイントはどこか？

十字型の配置によりメニューへの移動を容易にした点。

配置をポインタの可動方向に一致させ、操作性を向上した点。

頻繁に使用するメニューを中央に配置することで、操作性を向上した点。 な
ど
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■ 入金照合サービス「パーフェクト」

課題：

振込者を氏名で特定しており、同姓同名の者からの振り込みがあった場合など、振り込み者の
特定が困難なことがあった。

概要：

①口座を持つ顧客に、口座番号とは別に一定数の「振込口座」を与える。

②顧客は、振り込みをしてくる相手に対し、振込先として、それぞれ異なる「振込口座」を知らせ
る。

③振込口座に振り込まれた金額は、自動的に自分の口座に移される。

効果：

振込専用口座番号により、振り込み者を、容易かつ確実に特定できる。

■ 上述のアイディアは特許または意匠で保護を受けることができるか？

特許の保護対象となる。意匠の保護対象とはなり得ない。

このアイディアは、実際に特許されている。

特許第3029421号

「振込処理システム 」

権利者 住友銀行

■ アイディアのポイントはどこか？

本人の現実の口座と関連付けられた振込専用の口座を設けた点。



こうした口座を提供するというサービス自体は、日本では、保護対象とはならない。

保護を受けるためには、こうした口座を用いた振込処理を行うためのシステムとする
必要がある。
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■ 上述のアイディアは特許または意匠で保護を受けることができるか？

サービス自体は、特許、意匠の保護対象とはなり得ない。

但し、ゴルフバッグ固定具（付きトラック）という観点では、保護を受けられる可
能性がある。

■ アイディアのポイントはどこか？

ゴルフバッグ固定具（付きトラック）の技術的思想がポイントとなる。

サービス自体は、保護対象とならないが、そのサービスに必須の物に着目し
て、実質的にサービスを保護することができる可能性を秘めている。


