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特許制度と SDGs
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　グローバル社会における共通の目標として「SDGs」が注目される中、本稿で

は特許制度の利用に際しての SDGs について、弁理士の目線から考察する。

　「8. 働きがいも経済成長も」：発明者に利益を分配する特許制度は、発明者の権

利を明確に謳っている。よい発明は産業の発展に寄与し、持続的な経済成長を促

す。

　「9. 産業と技術革新の基盤をつくろう」：各企業は自社の特許ポートフォーリオ

の構築を基盤として、技術革新を達成し、市場での有意性を確保する。ベンチャー

企業にとって、初めはニッチな市場への参入からのスタートであるかもしれない

が、特許に基づく技術革新により、新たな市場の開拓も可能である。

　「10. 人や国の不平等をなくそう」：TRIPS 協定を初めとする知財の国際ルール

が標準化されてきている。国や地域を問わず、全ての国民に対して平等に知財制

度が確保されてきている。企業がグローバル市場で優位性を確保するためには、

共通の知財制度が不可欠である。この共通のルールの下で優れた発明がグローバ

ル社会での優位性を確保していく、平等な世界を実現できる。

　「12. つくる責任　つかう責任」：発明が特許登録されるためには、有意な技術

であること、すなわち新規性・進歩性が要件となっている。優れた発明に基づく

製品が製造され、利用されることは、製品を製造する企業、その製品を使用する

企業の責任の担保に繋がる。

　「17. パートナーシップで目標を達成しよう」：特許制度では属地主義が採用さ

れているため、グローバル市場での特許制度の活用のためには、各国での特許権

の確保と、その活用のための国際的な知財人材のネットワークが必要である。弁

理士にとっても、グローバルな知財人材のネットワークが求められる。

　SDGs という目標を意識しながら、グローバルな視点で知財サービスを提供す

ることが弁理士に求められている。なお、ここで紹介しきれなかった内容につい

ては、また別の機会で述べたい。
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 While "SDGs" are attracting attention as a common goal in the global society, this 
paper considers SDGs when using the patent system from the perspective of a patent attorney.
 8. Decent Work and Economic Growth ;  The patent system, which distributes profits 
to the inventor, clearly stipulates the rights of the inventor. Good inventions contribute to the 
development of industry and promote sustainable economic growth.
 9. Industry, Innovation and Infrastructure ;  Each company will achieve technological 
innovation and ensure market significance based on the construction of its own patent portfolio. 
Venture companies may start by entering a niche market, but they can open up new markets by 
their patent-based technological innovation.
 10. Reduced Inequality ;  International rules for intellectual property, including the 
TRIPS Agreement, have been standardized. The intellectual property system has been secured 
equally for all people regardless of country or region. Under this common rule, an equal world 
can be realized in which excellent inventions secure superiority in the global society.
 12. Responsible Consumption and Production ;  In order for an invention to be 
registered as a patent, novelty and inventive step are requirements. The manufacture and use of 
products based on excellent inventions leads to the guarantee of liability of manufacturers and 
users.
 17. Partnerships to achieve the Goal ;  It is important for each company to secure 
patent rights in each country in order to utilize the patent system in the global market. Therefore, 
patent attorneys need a global network of IP talent.
 Patent attorneys are required to provide intellectual property services from a global 
perspective while being aware of the goals of the SDGs.
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