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Ⅰ 日本の知財推進計画とその関連の動き 
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わが国の知財による国際競争力強化のモデル 
大学等の研究機関と産学連携・地域連携・人材育成で 

国際競争力の強化 
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出典：知的財産戦略推進事務局から作成 
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発明･創作 

知的財産権 
 

 

事業を発展させる知的創造サイクル 

事業の発展 

⑥新たな創造への再投資 

④特許権による技術独占 

⑤差別化による収益拡大 

③特許権取得 

②差別化技術（発明）創出 

①創造への投資 

プロパテント政策 
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出典 知的財産戦略本部資料 
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事業戦略 

知財戦略 開発戦略 

知的財産を自社の競争力の源泉として経営戦略の中に位置づけ、 

これを事業活動に組み入れ、収益性と企業価値の最大化を図るために、 

事業戦略と研究開発戦略と知財戦略との三位一体が必要。 

三位一体の経営戦略 
第１期・第２期の知財推進計画の流れ 
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第３期 知的財産推進計画の基本方針 
プロパテントからプロイノベーションへ 

     

    第１期・第２期の                              第３期の重点戦略事項  

    重点戦略事項  

   

 知的創造サイクルの活性化                          グローバルな知財競争力の強化 

   

  

   

   

   ・知的財産の創造戦略                 １．イノベーション促進のための知財戦略の強化  

   ・知的財産の保護戦略                 ２．グローバルな知財戦略の強化 

   ・知的財産の活用戦略                 ３．ソフトパワー産業の成長戦略の推進 

   ・コンテンツ戦略                     ４．知的財産権の安定性・予見性の確保 

   ・知財人材育成                      ５．利用者ニーズに対応した知財システムの構築 

 

    

 

   

   

 

 

   

 

       プロパテント                                   プロイノベーション 

     知財制度のインフラ強化                           強化された知財インフラの戦略的活用 
                                    

個々の技術・特許の優位から市場優位へ       
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民主党政権下での知財戦略 
知財推進計画２０１１ 

１．国際標準のステージアップ戦略 
   2010年に決定した7分野の国際標準を確立する。 

 

２．知財イノベーション競争戦略 
   日本の知財システムをグローバルに活用されるものとする。 

 

３．最先端デジタル･ネットワーク戦略 
  世界最先端のデジタル・ネットワークを構築する。 

 

４．クールジャパン戦略 

  日本の魅力（クールジャパン）を活用して経済発展に結びつける。 
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出典 知的財産戦略本部資料 
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Ⅱ 知財をめぐる国際状況 
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知財をめぐる最近の国際動向 

米国 

  2011年２月「イノベーション戦略」を改訂。2011年4月先発明主義から先願主義へ
の移行等の特許法改正。 

欧州 

  全加盟国に効力が及ぶ単一の「EU特許」の成立と特許侵害訴訟制度の統一に
向けた議論がなされている。 

中国 

  2008年4月国家知的財産戦略綱要」を発表。2009年10月第3次特許法改正。
2010年11月「全国専利事業発展戦略」を発表し2015年までに特許・実用新案・
意匠の年間出願件数を250万件とすることを目標とする。 

韓国 

  2009年7月「知的財産強国実現戦略」を発表し知的財産の創出と保護野促進と
行政と司法の体系の整備を目指す。2011年４月知財基本法の成立。 

WIPO 

  特許制度の調和や国際特許出願制度の見直しなどがされているが、先進国と発
展途上国とが対立し議論が進まず。 
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特許制度調和の国際的議論 

WIPO（１９８５－２００４） 

  既存の枠組みで調和を図りたい先進国と新たな枠組みで制度調和を目
指す発展と小国とが対立して議論が停滞。 

特許制度調和の先進国会合（B+会合）（２００５－２０１０） 

  先願主義、グレースピリオド等について一定の共通理解が得られ、 

  先進国の妥協案パッケージに合意。 

（３極の状況） 

米国 IT業界と製薬業界の対立があり先願主義移行への障害があったが
特許法改正が2011年成立。これにより他の先進国制度調和の障害を是
正。 

欧州 2009年12月欧州委員会が全加盟国に効力が及ぶ単一の「EU特許」
を提案するも、イタリア・スペインの反対で 合意見送り。「EU特許」の成
立を優先したい。 

日本 欧米の中間的制度位置にあり、欧米の出方待ち。  
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経済協定（FTA/EPA)による知財保護強化への働きかけ 

経済連携協定により、2カ国間・多数国間での知財の保護強化を目指す。 

日本のEPA締結国 

  シンガポール・メキシコ・マレーシア・チリ・タイ・インドネシア・ブルネイ 

  ・フィリピン・アセアン・スイス 

（提携大筋合意） インド・ペルー 

（交渉中）韓国・湾岸協力会議（GCC)・オーストラリア 

中国 

  アセアン・チリ・香港・マカオ・パキスタン・ペルー・ニュージーランド・タイ・シンガ
ポール・台湾 

韓国 

  アセアン・チリ・EFTA・インド・シンガポール・米国・EU 

米国 

  イスラエル・NAFTA・ヨルダン・チリ・シンガポール・バーレーン・モロッコ 

  オマーン・ペルー 

 

米国を含めたアジア諸国でのTPP(環太平洋経済協定）・日中韓のFTA構想などが
検討されている。 
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2011年に日中の特許審査ハイウェイがスタートした。 
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Ⅲ 日本の知財制度の動向 

 



T.SATO2012(C) 
出典 特許庁国際知財戦略２０１１．２ 
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特許出願件数 

中国に特許出願件数を越された（２０１０） 
日本と韓国が減少傾向 

出典 特許庁行政年次報告書２０１１ 
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企業セクターの研究開発効率の推移 
出典産業構造ビジョン２０１０．６産業経済省 
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出典 特許庁行政年次報告書２０１０ 

家電 

自動車 

特許出願件数の減少の主要因は 

電気機器企業の出願の減少 

選択と集中が進む。 
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Ⅴ 日本の国際競争力強化の課題 
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出典 知的財産による競争力強化・国際標準専門調査会  

技術・特許優位の日本企業が市場優位とならない 
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市場優位のビジネスドメイン 
小川紘一「DVDにみる日本企業の標準化事業戦略」２００６．３．２３ 

日本企業が得意とす
る高機能部材(世界
シェア） 

液晶ディスプレー用
偏光板保護フィル
ム 

富士フィ
ルム（約
80%) 

マスクブランクス 
ＨＯＹＡ 
(約80%) 

ＨＤＤ用精密小型
モーター 

日本電
産（約
80%) 

積層セラミックコン
デンサー 

村田製
作所（約
35%) 

高品質炭素繊維 
東レ   
（約80%） 

出典  日本経済新聞２０１１.５．２６ 
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競争力あるビジネスモデル 
小川紘一「DVDにみる日本企業の標準化事業戦略」２００６．３．２３ 
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グローバル化 

 

高度情報化 

 

デジタル化 

 

 

 

市場の多様化 

生産拠点の多様化 

競業者の多様化 

 

 

 情報の流通の拡大 

 情報の同時共有化 

 

 

技術・技能への代替性拡大 

 

 

複製の容易化 

技術のモジュール化 

  技術の標準化  

   物流の多様化・迅速化 

 

 

ボーダーレス 情報格差レス 

技術格差の縮小 

 

オープン化 

標準化 

技術の複合化 

技術の分業化 

・分散化 

 

コモディティ化 

技術特許より価格競争が優位 
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特許の価値の変質 

アナログ・摺り合わせ型     ←垂直統合型技術 ←模倣の非容易性→収益独占 

     ↓                       ↓ 

技術の複合化→           多くの技術の集積   ←多くの特許     

     ↓                       ↓         ↓ 

デジタル化・オープン標準化   ←技術の分業化・分散化→特許の分散 

  モジュラー型                   ↓         ↓ 

  技術の外部調達可          全ての特許独占不可←参入障壁の崩壊 

     ↓                       ↓         ↓ 

  パテントプール(オープン化）  →クロスライセンス →  収益減少 

     ↓                       ↓ 

非開発型アセンブリ企業優位   ←開発企業の収益確保困難 

 (開発費より実施料低額）             ↑ 

               市場優位の知財マネジメント→市場優位の知財構造の構築 

                                   知財を活用した市場優位 
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http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kyousou/dai4/siryou1.pdf 知的財産戦略本部競争力強化専門調査会 

イノベーションモデルに基づく知的財産戦略の高度化 

プロパテントからプロイノベーションへ 
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クローズド・モデルとオープン・モデル 

＜クローズド・モデルの知財戦略＞ 
•  基本的に自社単独で市場で優位となる新製品を開発し、これにより競争力ある事業を展

開し続けていくための戦略。 

 

• 例えば、自らの事業の防衛や将来の潜在的クロスライセンス交渉に備えてバーゲニング
パワーを確保。また、他社の参入を阻止するための知財ポートフォーリオ形成を推進する
ため、なるべく多くの知的財産権を取得。 

 

＜オープン・モデルの知財戦略＞ 
 外部のリソースの活用、戦略的な仲間づくり、仲介事業者への売却や技術移転による事

業資金確保などを通じ、社内外のリソースを最大限活用し収益の最大化を目指すための
戦略。 

 

 市場づくりを目指した技術的共通基盤の創出手段 

 

 相互接続性が必要な分野における知財活用、例えば、新分野の開拓や新市場の創出を
目指す場合、リスクの低減や市場づくりを目指した仲間づくり、デファクト標準の確立等の
ための知的財産の外部への戦略的な提供。共通基盤的な技術を中心に国際標準化、パ
テントプールの形成やコモンズ的な場を活用。               
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   自ら独自の知的財産を創造し独占的に利用するクローズド・モデ
ルの知財戦略を基本としつつも、これとオープン・モデルの知財戦
略を臨機応変に組み合わせることにより、様々な知的財産の有す
る潜在力を総合的に発揮することが可能になる。 

 

   知財を自己の事業の「守り」に活用するクローズド・モデルの知財
戦略に加えて、知財を外部との積極的なやりとりで「攻め」に活用
するオープン・モデルの知財戦略を取り入れることが必要。   

 

クローズド・オープンハイブリッド・モデル 
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出典 知的財産による競争力強化・国際標準専門調査会  
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知財を通じたイノベーションを創出するための 

６つの提言 

１．「発明の保護」の格差是正のための制度・運用の国際的調和 
  イノベーション促進のため、どの国でも同じように「発明の保護」が適切に行なわれることが必要であり、制

度の違いを一致させることと、制度運用基準を一致させることを促進させる。 

２．ビジネスリスク低減のための特許権の安定化 
  イノベーション促進のため、安定で予見可能性の高い「発明の保護」の実現に向けた制度改革と運用改善

を行う。その結果として、不安定な「発明の保護」に基づくビジネスリスクを低減させる。 

３．イノベーションの変化に対応する改革の推進 
  「発明の保護」がイノベーションの阻害要因とならないように不断の制度改革と運用改善を行なう。 

４．制度利用者の負担軽減の推進 
  イノベーション促進のため、制度活用に起因する制度利用者の負担を軽減するような制度改革、運用の

改善を行い、制度利用を促進する。 

５．制度利用者の制度設計・運用への参加 
  イノベーション促進に特許制度・運用が適合するように、制度設計・運用に制度利用者が積極的に参加す

るシステムを構築する。 

６．イノベーションサイクル創出に向けた戦略の実行 
  イノベーションの成果を収益に繋ぎ、新たなイノベーションへ挑戦する「イノベーションサイクル」を作るため、

独創的な発明の創出に挑戦すると共に、その基本技術を市場に結びつけるための戦略を実行する。  
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