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「特許の活用」と「特許制度の活用」
東和なぎさ国際特許事務所 所長・弁理士
東和なぎさ知的財産研究所 参与
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「特許の活用」と、「特許制度の活用」という観点から、両者はどう異なるのか
考えてみました。
日本の特許法第１条には、
「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、
発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」と規定されて
います。このように、特許法第１条では、発明の奨励、発明の保護、発明の利用
の関係が述べられています。いわゆる、知的財産の創造、保護、活用からなる知
的創造サイクルの活性化を図ることで、産業の発達を進めていくという、我が国
の特許制度の意義ともいえる内容になっています。
特許の活用という狭義の観点からは、排他的独占権を有する個々の特許権の活
用が前提となりますので、出願を行い特許が付与されなければ意味がありません。
すなわち、広くて強い特許権の取得が求められます。
一方、特許制度の活用という点では、必ずしも、特許権の取得だけが求められ
るものではありません。特許制度の制度設計の中で、審査制度、公開制度などが
設けられており、これらの活用が挙げられます。先行技術のサーチは、技術開発
にとって重要ですが、トータルコストを考えた場合、特許庁に出願することが最
も安価にすむ場合があります。審査期間が短縮している現状では、出願内容が公
開される前にサーチ結果を知ることも可能になっていますので、このような制度
の利用は十分考慮に値します。また、公開を行うことで、他社の特許取得を阻止
することも多く行われています。さらに、職務発明の規定の整備とともに、積極
的な出願を行うことで企業内の研究開発者のモチベーションやインセンティブを
高めることも期待できます。
私ども東和なぎさ国際特許事務所は、特許の活用のための権利取得のみならず、
特許制度の活用の観点にも留意しつつ、クライアントの皆様の事業活動のお役に
立てることを願っています。
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Let us consider the difference between the two : "utilizing patent" and
"utilizing patent system."
Article 1 of Japanese Patent Act stipulates "the purpose of this Act is, through
promoting the protection and the utilization of inventions, to encourage inventions, and
thereby to contribute to the development of industry." It explains the relation among the
encouragement of inventions, the protection and the utilization. This shows the
significance of patent system in Japan : it promotes the development of industry by
driving the intellectual creation cycle of IP creation, protection and utilization.
Meanwhile, we must file the patent application and get it granted if we are to
utilize patent as an exclusive right. It is important to take out a broad and strong patent.
However, if we are to utilize patent system, patent grand is not always an absolute end :
we can effectively use examination procedure and publication system in patent system.
Searching prior arts is important in technology development and filing the
application can be the most inexpensive method. As the examination period is fairly short
now and we can know the search results before the publication, this method should be
taken into consideration. Furthermore, the publication itself can prevent others from
obtaining the patent of the invention. The government has recently arranged the system of
employee invention, which can be utilized to create motivation and incentives for
in-house inventors.
We, the Towa Nagisa International Patent Firm, hope to be helpful for our
clients, considering the utilization of patent system as well as obtaining a patent for its
utilization.

