
日本の知財戦略と問題点

青　山　紘　一

序

2002年（平成14年）の総理施政方針演説で、「知財立国」を国家目標

とすることが表明されて以来、この 6 年余の間に数多くの改革が急ピッ

チに行われてきた。

政府の知的財産戦略本部は、「知的財産推進計画2007」において、「知

的財産戦略本部は、知財戦略を策定・実施することによって、これまで

様々な成果を上げてきた。」と、自画自賛している（1）。これまで、「知的

財産戦略大綱」の決定、「知的財産基本法」の制定、知的財産高等裁判

所の設立、知的財産の保護強化、職務発明制度の改革、営業秘密の保護

強化、水際措置の強化、知的財産権侵害の重罰化、弁理士制度の拡充整

備、大学知的財産本部・TLOの整備など、数多くの改革がかつてない急

ピッチで行われてきたことは事実である。

しかし、これまで行われてきた知財改革の中には、産業界の意向に偏

した改革が多く、手続きにおいても、審議会、パブリックコメント、国

会審議等において問題があり、拙速、不適切な改革も含まれている。に

もかかわらず、これまでの知財改革に対して公平な立場での評価がほと

んど見られない。そして、いまなお、「知財立国」とか「プロパテント」

などといったスローガンを振りまき、知財がすべてバラ色であるかのよ

うな錯覚も与えている。そのため、知財問題の本質が正しく理解されて

おらず、わが国がすでに直面している深刻な危機への意識も希薄である。
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知財制度は、いうまでもなく産業界だけのものではなく、学問・研究

活動や、研究者・技術者の権利・インセンティブにも大きく関わってお

り、近年のインターネットの普及下において、新サービスの展開・規制、

一般市民に対する表現の自由などにも、大きな影響を及ぼすものであり、

誤った知財改革によって、社会の活力も公平な社会も損なわれることに

なる。

そこで、本稿では、これまでの知財改革の問題点について検証を試み

た。

1．政府の知財戦略

（1）沿革：

2002年 2 月 4 日の通常国会における総理大臣の施政方針演説におい

て、今後「知的財産立国」を国家目標とすることが表明された。その後、

概要、以下の経緯を経て今日に至っている。

2002年 2 月25日 「知的財産戦略会議」設置（総理大臣決裁）

7 月 3 日 「知的財産戦略大綱」決定

11月27日 「知的財産基本法」成立

12月 4 日 「知的財産基本法」公布

2003年 3 月 1 日 「知的財産戦略本部」設置

7 月 8 日 「知的財産推進計画2003」決定

2004年 5 月27日 「知的財産推進計画2004」決定

2005年 4 月 1 日 知的財産高等裁判所設立

2005年 6 月10日 「知的財産推進計画2005」決定

11月30日 「知的財産人材育成総合戦略」提言

2006年 1 月30日 「知的財産人材育成総合戦略」案

2006年 6 月 8 日 「知的財産推進計画2006」決定

2007年 5 月31日 「知的財産推進計画2007」決定
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2008年 6 月18日 「知的財産推進計画2008」決定

以上の知財戦略の方向性は、後の内閣知的財産戦略推進事務局長（初

代）らが中心メンバーである「知的財産国家戦略フォーラム」（2）の提言（3）

大きなが影響を与えてきた。

（2）知的財産戦略大綱

知的財産戦略大綱は、2002年 7 月に内閣の知的財産戦略会議において

決定された知的財産立国の実現に向けた基本戦略であり、日本の産業競

争力の低下に対抗し、知的創造サイクルを確立するため、知的財産の創

造、保護、活用及び人材基盤の充実の実現に向けた戦略を打ち立てるこ

とにより、知的財産による製品・サービスの充実化と経済・社会の活性

化を目指すことを定めている。

（3）知的財産推進計画

知的財産基本法（平14法122）に基づく「知的財産推進計画」（以下

「推進計画」という。）が、2003年以来、毎年作成・公表されている。

「知的財産推進計画」は、①知的財産の創造、保護及び活用のために

政府が集中的かつ計画的に実施すべき施策に関する基本的な方針、②知

的財産の創造、保護及び活用に関し政府が集中的かつ計画的に講ずべき

施策、③知的財産に関する教育の振興及び人材の確保等に関し政府が集

中的かつ計画的に講ずべき施策、④以上のほか、知的財産の創造、保護

及び活用に関する施策を政府が集中的かつ計画的に推進するために必要

な事項について定めることとされている。

これまでの推進計画では、毎回数百項目という多岐にわたる提言が盛

り込まれており、総花的で焦点がぼけて、国家戦略がはっきり見えてこ

ないという批判があった（4）。
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（4）これまでに成立した主な知財関連法

総理施政方針演説以降これまでに成立した主な知財関連法としては、

以下のものがある（カッコ内は公布日）

2002年・知的財産基本法（2002. 12. 4）

2004年・コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律

（2004. 6. 4）

・特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律

（2004. 6. 4）

（特許法35条職務発明制度の見直しほか）

・裁判所法等の一部を改正する法律（2004. 6. 18）

（特許法104条の 3 の導入ほか）

・知的財産高等裁判所設置法（2004. 6. 18）

・種苗法の一部を改正する法律（2004. 12. 1）

・民事訴訟法等の一部を改正する法律（2004. 12. 3）

2005年・不正競争防止法等の一部を改正する法律（2005. 5. 23）

（退職者の営業秘密漏洩に対する刑事罰導入ほか）

2006年・関税定率法等の一部を改正する法律（関税法）（2006. 3. 31）

・意匠法等の一部を改正する法律（意匠法、特許法、商標法、

不正競争防止法）（2006. 6. 7）

・信託法案（2006. 6. 9）

・著作権法（2006. 12. 22）

2007年・産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律（2007. 5.

11）

（特定通常実施権登録制度の創設ほか）

・種苗法の一部を改正する法律（2007. 5. 18）

・弁理士法の一部を改正する法律（2007. 6. 20）

（知財大学院修了者に対する弁理士試験一部免除制度の導入

ほか）
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2008年

特許法等の一部を改正する法律（特許法、実用新案法、意匠法、商

標法）

2．特許法35条（職務発明制度）の改正

（1）経緯

職務発明制度は、大正10年（1921年）法において導入された古くか

らの制度ではあるが、10年ほど前まではそれほど注目されることはな

かった。2001年の東京高裁判決（2001. 5. 22、オリンパス光学職務発明

事件、山下和明裁判長）において、「〔勤務規則その他の定め〕により算

出された対価の額が、特許法35条 3 項、4 項にいう相当の対価に足りな

いと認められる場合には、従業者等が対価請求権を有効に放棄するなど、

特段の事情のない限り、従業者等は、上記定めに基づき使用者等の算出

した額に拘束されることなく、同項による『相当な対価』を使用者等に

請求することができるものと解すべきである。…日本企業の多くがこれ

まで社内規定により相当の対価の額を一方的に定め、どのような場合に

もそれ以上の請求はできないとしていた実態があるとしても、それは、

強行法規に違反する取扱いが事実上行われてきたことを示すにすぎず、

そのことは、何ら、上記解釈を採ることの妨げとなるものではない。…」

とされた。

その後、産業界を中心として、その撤廃ないし改訂の議論が巻きあ

がった（5）。

2004年 1 月30日には、一特許発明における一発明者の「相当の対価」

を604億3,006万円とした判決（東京地裁、日亜化学工業職務発明事件、

三村量一裁判長）があり、一段と注目を浴びることになった。

職務発明規定は、相当対価額の基準について定めた35条 4 項を中心

として、2004年の法改正（特許審査の迅速化等のための特許法等の一部
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を改正する法律）において改正された（平成16年 6 月 4 日法律第79

号）。

その後、同年 9 月に、「新職務発明制度における手続事例集」が公表

された。これは、法案立案者である特許庁が新職務発明制度の立法趣旨

を明確にするとともに、関係者が実際に手続を行う上で参考となる事例

を提供することで新制度に沿った手続が円滑に行われることを意図して

作成されたものである。産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委

員会において審議がされたうえでとりまとめられたものではあるが、法

的な拘束力を有するものではない。また、改正法は、改正法の施行後に

した特許を受ける権利（若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定）

に係る対価について適用されるものであり、改正法の施行前にした特許

を受ける権利等に係る対価については改正前の法令が適用される。

（2）職務発明制度の趣旨

発明について特許を受けることができるのは発明者であり（特許法29

条 1 項はしら書）、この点は職務発明であっても変わらない。しかし、

職務発明については、その発明がされるまでには、使用者も研究費の支

出や研究資材の提供等、直接間接にその完成に貢献していることを考慮

して、職務発明について従業者等が特許を受けたときには、使用者に当

該特許権についての「通常実施権」を付与し（同35条 1 項）、両者の利

害の調整を図っている。また、職務発明については、予約承継を認め

（同条 2 項）、その一方で、職務発明について契約、勤務規則その他の定

めによって、従業者が特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は

使用者のため専用実施権を設定したときは、従業者は相当の対価の支払

を受ける権利を有する旨定め（35条 3 項）、発明者の保護を図るもので

ある（下記の判例①②）。

①最高裁（三小）判平15. 4. 22（オリンパス光学職務発明事件）

特許法35条は、職務発明について特許を受ける権利が当該発明をした
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従業者等に原始的に帰属することを前提に（同法29条 1 項参照）、職務

発明について特許を受ける権利及び特許権（以下「特許を受ける権利等」

という。）の帰属及びその利用に関して、使用者等と従業者等のそれぞ

れの利益を保護するとともに、両者間の利害を調整することを図った規

定である。

②最高裁（三小）判平18. 10. 17（日立製作所職務発明事件）

…同条〔旧35条〕3 項及び 4 項の規定は、職務発明の独占的な実施に

係る権利が処分される場合において、職務発明が雇用関係や使用関係に

基づいてされたものであるために、当該発明をした従業者等と使用者等

とが対等の立場で取引をすることが困難であることにかんがみ、その処

分時において、当該権利を取得した使用者等が当該発明の実施を独占す

ることによって得られると客観的に見込まれる利益のうち、同条 4 項所

定の基準に従って定められる一定範囲の金額について、これを当該発明

をした従業者等において確保できるようにして当該発明をした従業者等

を保護し、もって発明を奨励し、産業の発展に寄与するという特許法の

目的を実現することを趣旨とするものであると解するのが相当である

〔。〕

ほかに、職務発明訴訟を経験した日立金属の元研究者である岩田雅夫

氏は、わが国の職務発明制度は「逸失利益の回収」機能にあると指摘し

ている（6）。「独創的」な発明者を生み出すような技術研究者は、日本で

は往々にして社内では低い評価が下される傾向にあり、職務発明制度は

発明者の逸失利益の救済機能をも有している。

（3）主要職務発明訴訟事件における相当の対価

これまでの裁判例では、相当対価額について使用者等（企業）の算定

額は判決で認定された相当対価額に比してきわめて少額（10分の 1 ～数

千分の 1、表 1 参照）であるケースが多く、発明及び発明者がいまなお

正当に評価されているとは言えない。
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表1 主要職務発明訴訟事件における相当の対価

（提訴前に支払われた補償金額と判決において算定された相当の対価額）

（4）職務発明訴訟における企業の対応

日本企業800社余を正会員として構成する日本知的財産協会（以下

「知財協」という。）は、日立製作所控訴審判決（東京高判平16. 1. 29）

および日亜化学工業 1 審判決（東京地裁平16. 1. 30）のあった直後に、

「職務発明に対する対価について」（2004. 2. 19）と題する声明を出して

いる。その中で、「発明者は給与、身分等を保障された環境で研究開発

を行っており創造に関してのリスクを負わないのに対して、企業は当該

研究開発を含めた多くの創造のための研究開発・事業の失敗のリスクを

一手に負っている。」「両判決は、特許法第35条を、企業経営の実態から

遊離した時代遅れの形式論理の下に解釈されたもので、産業法たる特許

法の本旨を否定するものであり、社会的正義と公正からは認容できない

ものである。」と主張し、前年の最高裁判決（2003. 4. 22、オリンパス光

学事件）を無視した内容となっている（7）。

同時に、実際の職務発明訴訟の場においては、以下のように、信義則

に反する被告（企業）の抗弁がされ、原告（発明者）の過去の業績を全

  判決において算定された相当の対価額
  （裁判所、判決年月日）

 250万円 （東京高裁､ 2001. 5. 22）

 1億6,516万4,300円 （東京高裁､ 2004. 1. 29）

 604億3,006万円 （東京地裁､ 2004. 1. 30）

 1億9,935万円 （東京地裁､ 2004. 2. 24）

 1,378万7,000千円 （東京高裁､ 2004. 4. 27）

 480万円 （大阪地裁､ 2005. 9. 26）

 797万円 （大阪地裁､ 2006. 3. 23）

 286万8,500円 （知財高裁､ 2006. 11. 21）

 3,439万円 （東京地裁､ 2007. 1. 30）

 3,728万3,973円 （東京地裁､ 2007. 4. 18）

 4,500万円 （知財高裁､ 2008. 5. 14）

        
事　　件

オリンパス光学事件

日立製作所事件

日亜化学工業事件

味の素事件

日立金属事件

三省製薬事件

キャノンマシナリー事件

大塚製薬事件

キヤノン事件

ブラザー工業事件

三菱化学事件

提訴前支払
補 償 金 額

21万 1千円

約231万 8千円

2万円

1,000万円

103万 7千円

5千円

51万 5千円

2千円

87万 6千円

23万7,700円

1万 3千円

8



否定し、誹謗中傷や人格攻撃も公然と行われている（8）。

①「特級の評価は誤っていた」「本件優秀社長賞も誤って表彰された」

（キヤノン、東京地裁平15（ワ）23981）

②「原告の異常な錯覚」「本件における原告の行動はただ異常としか感

じられない」（オリンパス光学工業、東京地裁平 7（ワ）3841）

③「青色LEDが製品化された平成 6 年12月期から平成13年12月期まで

の間に、特許関連製品により被告会社にもたらされた損益を計算す

ると…、14億9000万円の損失という結果になる」「原告は…社会を

欺いている」（日亜化学工業、東京地裁平13（ワ）17772）

④「…それらの事実を正確に認識した後であったなら、被控訴人個人宛

の表彰は行わなかったであろう…」（日亜化学工業、東京高裁平16

（ネ）962）

⑤「本件特許発明は、技術的にみて発明としての価値はない」（東芝、

東京地裁平15（ワ）26311）、「本件特許権には無効理由があ（る）」

（キヤノンマシナリー、大阪地裁平16（ワ）9373）

⑥ また、元上司、同僚、部下から原告の業績を否定するような陳述書

を多数提出させるようなことも行われている（三井住友銀行、東京

地裁平19（ワ）8218）。

（5）その後の職務発明訴訟への影響

産業界の主張や特許法35条の法改正は、その後の職務発明訴訟にも影

響を及ぼしている。

オリンパス控訴審の山下判決、日亜化学一審の三村判決などで注目を

浴びた裁判所・裁判官の積極的姿勢も、その後一転して、企業側に一方

的に有利で、発明者（弱者）に厳しい判断が多くなっており、日亜化学

訴訟東京高裁和解（9）、三菱化学訴訟判決（東京地判平18. 12. 27（10）など、

発明者の貢献度を不当に過小評価する下級審判決等がみられる。東京地

裁民事46部設樂隆一裁判長の事件では、「利益の額」が極めて高額にな
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る場合は特段の事情がない限り「使用者が貢献した程度」は通常よりも

高くなるとして、発明者貢献度を 3 ～ 5 ％（対価額の総額がきわめて少

額の場合は10％）と、発明者にとりわけ厳しい算定をしている（11）。東

京地判平19. 1. 30（キヤノン事件）では、被告企業の親会社に対する低額

な実施料をそのまま相当対価算定基準として「独占の利益」を減額し（12）、

また、争点にもなっていない発明の進歩性まで持ち出して発明者の「貢

献度」を引き下げている（13）。職務発明訴訟を闘った中村修二教授は

「日本の司法制度は腐りきっていた」と述懐している（14）。最近の職務発

明訴訟判決では、公開されるべき判決文が随所で墨塗りされることが多

くなり、ネット上にもこうした異様な判決を見掛けることが少なくない

（15）。ほんらい企業が誇りとすべき「処遇制度」の中核たる職務発明規

程そのものも、「営業秘密」と称して非公開（判決文が墨塗り、裁判記

録が閲覧禁止）とされている。

（6）検討

わか国の職務発明制度は、発明者にやる気を与える優れた制度である

が、企業・産業界はこの制度にきわめて冷淡である。現実の職務発明訴

訟では、原告である元従業員を誹謗中傷する信義則に反する被告（企業）

の主張・抗弁が少なくない（本項（4））。企業は、職務発明訴訟を提起

する元従業員（発明者）を「謀反人」のように扱う傾向にある（16）。そ

のため、対価請求権は発明者の正当な権利であるにもかかわらず、発明

者は、それまでの会社人生をかなぐり捨て、かつての上司・同僚・部下

から白眼視されながら、裁判所で争うことになる。オリンパス訴訟では、

発明者は、長引く訴訟（企業が上告）で塗炭の苦しみを味わわさせられ

た。キヤノン訴訟（一審・東京地判2007. 1. 30）では、控訴審での裁判

所の和解打診を企業側が拒否し訴訟が続いている。

わが国は、現在、若者の「理系離れ」が進行している。その原因の一

つには文系・理系の生涯賃金格差があり、理系が 5 千万円～ 1 億円も文
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系を下回るという。少子化と相まって、優秀な研究者・技術者がさらに

減少することは必定、これを放置していては、「科学技術立国」も「知

財立国」もあり得ない。有馬朗人氏（元東大総長・文部大臣）は、「理

系の待遇を2倍にする」といった大胆な対策を国全体でとらない限り理

系離れを食い止めることは難しいと力説している（17）。「理系の地位を向

上させる会」代表の坂井崇俊氏は、「理系の人が成果に対して適切な評

価を受けていないことに問題がある」と指摘、理系に進学しない高校生

の理由として、「高い学費を払い大学院を卒業して企業に就職しても、

半年で利益の出る研究をやらされ、長期研究もできず出世もできない。

仮に大きな成果を出しても青色LEDのように、研究成果が会社に十分に

認められないという事例もあった。」と報告している（18）。

職務発明の対価として、職務発明訴訟を経て、ひとりの発明者が数千

万円～数億円を受けている事例も少なくない（日亜化学工業、三井住友

銀行、日立製作所、味の素、三菱化学、ブラザー工業、キヤノンなど）（19）。

これらは、ほんらい研究者・技術者に対して発明意欲を高めさせる好例

であり、若者の理系離れを食い止める絶好のPR材料となるはずである。

職務発明制度は、研究者・技術者に対するインセンティブを高める先人

が創案した我が国独特の優れた制度であり（同上「職務発明訴訟の総括

～これでよいのか日本の知財戦略～」）、職務発明制度が適正に活用され

れば、若者が研究者・技術者を目指すインセンティブになるはずであ

る。

職務発明規定の改訂（特許法35条）は、当初は、産業界からの強い要

請により、職務発明の「対価」については、原則として両当事者間の

「自主的な取り決め」に委ねることとし、①権利の承継があった場合の

対価の決定が使用者等と従業者等との立場の相違にかんがみて不合理で

なければ、その決定された「対価」を尊重する、②その決定が不合理で

ある場合にだけ、従業者等に「相当の対価」を請求する権利を認める

（訴権を制限する）、というものであった。しかし、最終的な改正法は、
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旧法と実質的に変わらない中途半端な改正となった。したがって、改正

法自体によって、発明者が著しく不利になることはないかもしれないが、

ほんらい、東京高裁判決（2001. 5. 22、オリンパス光学職務発明事件、

山下和明裁判長）において、「日本企業の多くがこれまで社内規定によ

り相当の対価の額を一方的に定め、どのような場合にもそれ以上の請求

はできないとしていた実態があるとしても、それは、強行法規に違反す

る取扱いが事実上行われてきたことを示すにすぎ（ない。）」と指弾され

た企業の責任が、いつしか制度論にすり替えられてしまった。法改正が

されたとしても、当面は改正前の法令が適用され続けるのであるから、

企業に対してまず強行法規に違反する取扱いをやめさせるように指導す

ることが先決であった。法改正によって、企業のコンプライアンスをう

やむやにし、社会正義と公正に反する状況を招来させた点において、拙

速かつ不適切な法改正であったというべきであろう。

3．営業秘密の保護強化施策（退職者に対する
刑事罰の導入）

（1）経緯

平成15年（2003年）不正競争防止法（以下「不競法」という。）改正

において、営業秘密の保護についての刑事罰が導入されて以来、短期間

に処罰対象・処罰主体の拡大、重罰化が進められてきている。

不競法の平成17年（2005年）改正において、退職者に対する刑事罰

が導入された（21条 1 項 8 号）。元役員・元従業員による媒体取得・複

製を伴わない営業秘密の不正使用・開示について、在職中に申し込みや

請託があるようなケースを処罰の対象とするものである。審議会（産業

構造審議会知的財産政策部会不正競争防止小委員会）における議論は、

経済産業省の事務局の主導で議論が進められた傾向が顕著であり、退職

者については、営業秘密の保護の見地から処罰対象に含めるべきとの意
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見と、雇用の流動性や民事上の措置に委ねるべきであるとの理由から処

罰すべきではないとの意見が出されたが、委員の特筆すべき意見はほと

んど見られなかった（20）。その中で、丸島委員（弁理士会副会長）が、

退職者に対する刑事罰導入に最も積極的に発言をしている（21）。同委員

は、当初、経団連知的財産問題部会部会長の肩書で委員を務めていたが、

平成16年度の小委員会では、弁理士会副会長の肩書で引続き委員を務め

ていたが、転職される側（企業）の利益をもっぱら代弁していた。

不競法の見直し案に対しては、日本弁護士連合会（以下「日弁連」と

いう。）が2004年11月19日付けおよび2005年 1 月14日付けで意見書を提

出し、退職者に対する刑事罰の導入には反対した（22）。また、自由法曹

団も、2005年 1 月15日付けで、不正競争防止小委員会案に対して反対

する意見書を提出している（23）。

その後、「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が、2005年 2

月 8 日閣議決定を経て国会に提出されて、衆議院経済産業委員会（2005

年 5 月18日、6 月 8 日）、参議院経済産業員会（同年 6 月29日）の審議

を経て、同年 6 月22日に成立、6 月29日に公布された。衆参経済産業委

員会では、複数の委員から、退職者に対する刑事罰導入に対する危惧が

指摘されたが、政府参考人（経済産業省）は、極端な悪質なケースにつ

いて刑事罰を導入するもので職業選択の自由を十分に配慮している旨の

答弁を繰り返した（24）。政府参考人（厚生労働省）は、委員の質問に対

して、「不正競争防止法が退職後の営業秘密の開示を条件付であっても

罰則化するということになると、やはり求職者の受ける心理的な抑圧感

といいましょうか影響というものは私は無視できない」と答弁している（25）。

衆議院経済産業委員会における法案の可決にあたって、「退職者の営

業秘密漏洩に関する刑事罰導入については、職業選択の自由が阻害され

ないよう十分に配慮し、その運用に慎重を期すこと。加えて、企業等に

おいて適切な秘密管理が行われるよう、営業秘密の管理方法等について

の事例を蓄積し、経営者等に幅広く情報提供を行うとともに、安易な流
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出につながらないよう従業者を大切にする企業風土の醸成に努めるこ

と。」との附帯決議が付された。同じく、参議院経済産業員会でも、「退

職者処罰の導入については、職業選択の自由の確保に十分配慮すること。

また、企業と退職者との間の秘密保持契約や企業における営業秘密の管

理方法等の適切な在り方について、関係者の意見を踏まえ事例を収集・

検討し広く情報提供を行うとともに、良好な労使慣行の維持に努めるこ

とにより安易な秘密漏えいが生じることがないよう指導すること。」と

の附帯決議が付された。

2005年不競法改正による退職者に対する刑事罰の導入から 1 年もたた

ない2006年 3 月 7 日に、退職者に対する刑事罰の重罰化を含む「意匠

法等の一部を改正する法律案」が閣議決定を経て通常国会に提出された。

懲役刑の上限を 5 年から10年に、罰金刑の上限を 5 百万円から 1 千万

円に引き上げるという内容である。特許法、意匠法、商標法の改正につ

いては、それまでに、特許制度小委員会、意匠制度小委員会、商標制度

小委員会において各報告書がとりまとめられていたが、不正競争防止小

委員会では、2006年改正法案に向けての検討は行われていなかった。そ

のため、2006年 2 月15日に開催された産業構造審議会知的財産政策部

会（中山信弘部会長）には、特許制度小委員会、意匠制度小委員会、商

標制度小委員会において各報告書が提出され審議されたが、不正競争防

止法改正に関しては「不正競争防止法の見直しについて」が提出され、

その中で、刑事罰に関しては、意匠法および特許法改正に合わせて、商

品形態模倣行為罪の強化と営業秘密侵害に係る法人処罰の強化が提案さ

れた。退職者に対する刑事罰の重罰化については何ら触れられていな

かった（26）。

国会における審議では、知的財産権侵害に係る刑事罰の重罰化につい

て、一部委員から問題点が指摘されたが（27）、退職者に対する刑事罰の

重罰化については何ら議論されることもなく、可決成立した。

その後の動向として、2008年 7 月28日に経済産業省（経済産業政策
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局知的財産政策室）が「技術情報等の適正な管理の在り方に関する研究

会報告書」を公表している（28）。それをベースとして、2008年 9 月から

企業情報の流出防止の目的とした新規立法の具体的検討に着手し、2009

年の通常国会に新法を提出し、早ければ2010年の施行をめざしたいとし

ている。その内容は、現行の不正競争防止法は会社の技術情報を社員や

元社員らが無断で業務以外に使用・開示する行為を禁止しているが、新

法ではその前段階である情報の不正取得も禁止対象とし、刑事手続きで

一部情報を非公開にする特例も設けるという、驚くべきものとなってい

る（日経新聞2008. 9. 12）。

（2）検討

退職者に対して刑事罰を科すことには、パブリックコメントでも、法

曹界や研究者・技術者からの反対意見があったが、導入が強行された。

審議会でも、一部、企業・産業界代表の委員が積極的に刑事罰導入に賛

成していたが、その他の委員が積極的に賛同していたとは、審議会（知

的財産政策部会および不正競争防止小委員会）の議事録を見る限り、思

えない。そもそも審議会の構成にも問題があるように思われる。営業秘

密にまつわる係争を被用者の立場で実体験した中村修二教授（カリフォ

ルニア大）のような委員が加わっていれば、もっと内容のある議論がで

きたであろう。公表されている議事録によれば、改正の議論は一貫して

事務局主導の下に進められたことが伺われる。誰のための改正であるの

か、疑問が多い。

営業秘密の保護は、民事的な規制で行うことが適切であり、刑事罰の

導入は現時点では必要性が低いのではないか。とくに、転職に際して生

ずる営業秘密の不正使用等は、退職者ではなく競業他社を加害者として

規制・制裁すればよいのではないか。退職者に対して刑事罰を科すこと

には、不適切であると考える（29）。

「営業秘密」は、技術上の「情報」である点で特許権として保護され
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る「発明」と同類であるが、特許権に比して範囲の特定が一層困難であ

り、何をどうした場合に犯罪になるのかが明確でない。保有者は、営業

秘密を不当に拡大解釈する傾向があり、営業秘密が争われる実際の裁判

事例においても、営業秘密性が否定される事例が少なくない（不正競争

防止小委員会に三村裁判官の発言など）。そのため、現行刑法では、情

報の横領、窃取を処罰の対象としていない。本来、刑法典の改正として

法務省の下で十分議論すべき重要事案であり、経済産業省所管の一産業

法にすぎない不正競争防止法が先走りすべきではない。

従業員自身がなした情報（発明や営業秘密）が誰に帰属するかは、必

ずしも明確でない。帖佐隆教授は、従業員自身がなした情報については、

個別の契約等がなければ、その使用・開示行為等を禁止することはでき

ないし、刑事罰に関する規定（21条）にも問えない、と主張する（30）。

筆者もこれと同意見であるが、異なる見解もある。従業員自身がなした

情報や、従業員が学習により得た知識についても、刑事罰の対象とされ

るおそれもあり、退職者が転職先で、これまでの記憶・知識・経験を活

かして就業することが困難となる。

もともと、営業秘密の保護法益は保有者（企業）の財産的価値であり

純粋な私益に過ぎない。退職者の転職の自由を犠牲にしてまで国家が刑

罰の威嚇をもって、保有者（企業）の純粋私益を保護するのは行き過ぎ

である。

刑事罰の対象とされれば警察等による逮捕・捜索等の強制処分を含む

捜査の対象となることが必然であり、とくに異色の研究者や物言う技術

者への理不尽な威嚇となる。青色LEDの中村修二教授が、日亜化学を退

職後、米Cree社のコンサルタントに就任しようとした際に、米国におい

て秘密漏洩訴訟が提起され、中村教授に対する圧力として使用された。

そのことが、あの職務発明訴訟に発展した。裁判では、秘密の漏洩はな

かったとして中村教授が勝訴している。

退職者と企業との間で、営業秘密か否かが問題となった場合には、両

16



者が対等な立場で客観的に確定すべきであるが、刑事罰の導入によって、

パワーバランスの差が出現することになる。すなわち、告訴権を持つ使

用者側が圧倒的に強い立場となる。現在でも、企業と従業員との間では、

入社時や退職時の秘密保持契約について、不本意な契約をさせられるこ

とがあり、「契約の自由」が保障されているとはいえない。また、秘密

保持義務を盾に、転職を断念させられていることがある。

「不正競争防止法見直しの方向」（平成17年 1 月）では、「退職者が、

海外競合事業に転職して、元の企業で取得した営業秘密を使用して技術

指導を行っている事例が多く指摘されている。また、最近では、競業他

社の教唆を受け、あらかじめ営業秘密の持ち出しを約束した上で退職し、

営業秘密を開示する目的で競合他社に転職するという悪性の高い事例も

発生している。」としているが、国会では、件数は少ないと答弁してい

る（31）。諸外国（米、仏、独、韓、中）では退職者も処罰の対象となっ

ているとしているが（32）、米国を除く諸外国（独、英、仏）においても、従

業員の正当取得類型については処罰対象を現従業員に限定している（33）。

また、平成17年改正法案の国会提出時における経済産業省の報告書では、

「月曜朝の関空国際線到着ロビーで会社の従業員が帰国したところを目

撃した」「従業員にパスポートの開示を求めたが、従業員はパスポート

を見せなかった」という事例が紹介されている。こうした「ナショナリ

ズム」「風説」や、正確性に欠ける都合のよいデータだけを示して法改

正を進めること自体、問題ではないか。退職者に対する刑事罰を導入す

る正当な理由が提示されたとはいえないであろう。

また、平成18年改正では、平成17年改正法で導入されたばかりの刑

事罰の条文体系を変更したうえで、罰則を、「 5 年以下の懲役若しくは5

百万円以下の罰金（併科）」（21条 1 項 8 号）から「10年以下の懲役若

しくは 1 千万円以下の罰金（併科）」（21条 1 項 5 号）へと重罰化する

ものである。

日弁連が意見書（2006年 3 月16日「知的財産権侵害に関する懲役刑
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の上限引上げに対する意見書」）で指摘したように、知的財産権侵害事

犯の過去 5 年間の検挙状況は、商標権、著作権侵害を除くと、特許権侵

害は合計 8 件、意匠権侵害は合計9件、実用新案権は合計 3 件であり、

平均すると 1 年間に 0 ～ 2 件が検挙されているに過ぎない。しかも、

知的財産権侵害行為に対して、実刑判決が下された事例は皆無に等しく、

現行法が定める懲役刑の上限ないしそれに近い刑が適用された事例の報

告はない。営業秘密に関する民事事件は、1997年 2 件、1998年 6 件、

1999年 7 件、2000年 7 件、2001年13件であり（2005年 6 月16日参議院

経済産業委員会における政府参考人の答弁）、刑事事件はまだない。こ

のような状況において、知的財産権侵害罪の懲役刑の上限を引き上げる

ことの必要性は乏しいし、ましてや、退職者に対する刑事罰を、導入後

1 年で重罰化する必要性はまったくないと言うべきである。

また、2006年改正法の重罰化は、審議会で実際に議論がされた形跡も、

また、パブリックコメントが募集された形跡もない（34）。参議院経済産

業委員会において、政府参考人は、政府・与党と調整してとりまとめた

旨の答弁をしている（35）。日弁連からも、「刑事罰の強化は国民の自由の

侵害のおそれを伴う法律改正であるにもかかわらず、本改正案立案に際

してパブリックコメントを経た産業構造審議会の意見が考慮されないな

ど慎重な検討が行われなかったことは誠に遺憾である」との意見書が提

出された。国会でもほとんど議論されることもなく、成立している。

こうした問題の多い法改正を、「意匠法等の一部を改正する法律案」

の「等」の中に潜り込ませて、国会でも何らの質疑応答のないような状

況で（36）成立させる手法自体、著しく公正さに欠けるというべきである。

4．知的財産高等裁判所の創設

知的財産高等裁判所（以下「知財高裁」という。）は、産業界の旗振

りの下に、反対意見を強引に押し切って設立された。
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知的財産戦略本部の中山本部員は、知的財産戦略本部会議の席上で、

知財高裁のような特別裁判所をうかつにつくると極めて使い勝手の悪い

制度になるとして反対し（第 6 回知的財産戦略本部議事録（37））、司法制

度改革推進本部知的財産訴訟検討会では、その他の法律学者も論理的に

反対理由を述べていたが（38）、声高に叫ぶ推進派の一部委員によって押

し切られた。司法・最高裁なども反対していたが、推進派ジャーナリス

トなども動員し、最終的には政治家や財界のトップと話しをつけて決着

させた（39）。

知財高裁の設立から 3 年半を経過した現在、設立の意義は、結局のと

ころは、やはり「看板効果」だけではなかったか。

扱う事件の 8 割以上が審決取消訴訟、民事訴訟を含めても、これまで

注目すべき判決は極めて少数にすぎない。

こうした特別裁判所の意義は希薄であり、従前の制度下における運用

の改善でよかった。行革に反する組織拡大であるが、地方からは、地裁

管轄の東京・大阪集中に続いて、東京一極集中は地方を軽視するものと

の不満も出ている。

早期の司法判断の統一が要請されるような重要な事案については5人

の合議体（大合議）による裁判を行うことが一つの目玉とされたが、大

合議による判例統一機能も、最判平19. 11. 8（キヤノン・インクタンク

事件）によって、事実上否定された。判例統一機能は最高裁の専権事項

であり、知財高裁の大合議判決といえども下級審判決であることには変

わりない。知財高裁の大合議事件は、これまでに僅か 5 件（40）しかなく

（うち 1 件は訴訟取下げ）、真に重要事案と評価できるものは、上記のキ

ヤノン・インクタンク事件（知財高判平18. 1. 31）だけである。

第1回目の口頭弁論において、裁判長からいきなり和解が打診されて

当事者困惑する事例や、やる気が疑われるような裁判長も見られる（41）。

知財高裁の設置により、知財事件についての裁判が格段に充実されたと

はいえないのではないか。
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5．特許法104条の3の立法

平成16年（2004年）改正（裁判所法の一部を改正する法律）で、特

許法104の 3（特許権者等の権利行使の制限）（42）が立法された。

現実の特許権は、瑕疵のあるものが非常に多い（半数以上か）。とく

に進歩性の疑わしい発明が大半である。そのため、特許権侵害訴訟が提

起された場合、被告が当該特許権が無効であるとの抗弁がなされること

がこれまでも少なくなかった。特許法104条の 3 の立法は、この傾向に

拍車をかけるものであり、平成19年 4 月 1 日から平成20年 7 月31日ま

でになされた特許権・実用新案権に基づく侵害訴訟は76件で、そのうち

特許法104条の 3 の抗弁がされたものが55件、同条 1 項が適用された事

案は27件であった（43）。すでに、侵害訴訟における審理の中心は、技術

的範囲に含まれるか否かの審理ではなく、当該特許権が無効理由を有す

るか否かの審理になってしまっている。しかも、大半が特許法29条か

36条違反を争うものである。一太郎事件（知財高判平17. 9. 30）も、判

決では、結局は本件発明は特許法29条2項違反（進歩性欠如）として原

告の請求が棄却された。無効にされるべきものと判断された場合には、

もはや技術的範囲該当性については判断されない（する必要がない）。

侵害訴訟の実体が、実質的に無効審判と化している。

キルビー判決（最判平12. 4. 11）は、「特許に無効理由が存在すること

が明らか」で、かつ「無効とされることが確実に予見される」場合に

限って権利濫用となるとしたものである（44）。特許法は、当初、技術専

門官庁である特許庁と裁判所との間に適切な役割分担を図るべく制度設

計されたものであるが、その法制度自体に根本的な不備があったわけで

はない。

紛争の「一回的解決」が導入の目的であったが、現実は、必ずしもそ

のようにはなっていない（45）（46）。

特許法29条や36条違反の判断などは、裁判所より特許庁に委ねたほ
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うが合理的であることは当然である。紛争の決着までに時間がかかった

などの問題点は、例外的事例（審決取消訴訟が 2 度に渡って提起された

場合など）を除けば、大半が運用上の問題であるので、運用の改善で対

処すべきことである。

法改正の必要はなく、キルビー判決の権利濫用の抗弁に止めおくべき

であった。

すでに、104条の 3 第 1 項の抗弁（それに対する同条 2 項の再抗弁）

の頻発、訂正審判・訂正請求の増加、特許発明の要旨認定における混乱

など、問題点が多々顕在化してきている。精緻に設計された特許法が便

宜的な改正の繰り返しで、あちこち欠陥のある法制度と化してきてい

る。

6．知的財産権侵害罪の重罰化

平成18年「意匠法等の一部を改正する法律」によって、特許権、意匠

権及び商標権の侵害罪並びに営業秘密侵害罪が重罰化された（懲役刑の

上限を 5 年から10年に引き上げ等）。著作権侵害罪については、平成18

年著作権法改正で重罰化された。いずれも、懲役刑の上限を10年、罰金

刑の上限を 1 千万円に引き上げるものである。

平成18年 3 月 7 日に、「意匠法等の一部を改正する法律案」が閣議決

定を経て通常国会に提出された。その中に、特許権、意匠権及び商標権

の侵害罪並びに営業秘密侵害罪について懲役刑の上限を10年、罰金刑の

上限を 1 千万円に引き上げるという内容が含まれていた。

平成18年 2 月15日の知的財産政策部会の席では、事務局から、「刑事

罰の引き上げにつきましては、各報告書におきまして、意匠権及び実用

新案の侵害につきまして、懲役 5 年以下、罰金500万以下に引き上げる

方向で取りまとめをいただいているところでございます。一方で、近年

の知的財産の重要性、あるいは模倣されやすいという知的財産の性格等
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を踏まえまして、知的財産全般について懲役刑を含めて引き上げるべき

ではないかというご意見もあるところでございます。現在の懲役刑とい

うのは、これは明治42年に定められているということもございまして、

これを10年にできないかということでございます。私どもといたしまし

ては、現在の報告書のご意見をベースに、こうした意見もあることも踏

まえまして調整を行っております。最終的にはこの報告書と結果におい

て少し異なることがあり得るということについてはご理解いただければ

と思っております。」と、審議会の報告とはことなる改正法案の提出を

示唆する説明がされ、これに対して松尾委員（弁護士）から、疑問が呈

せられた（47）。

その直前にとりまとめられていた特許制度小委員会報告書「特許制度

の在り方について」（平成18年 2 月 2 日）では、「特許権の侵害罪に係

る刑罰（懲役刑）の上限を10年へ引き上げることについては、特許権侵

害罪の取締りの動向を注視つつ、慎重に検討を行うことが適当である」

とされていた（48）。

この異例のプロセスを経て国会に提出された「意匠法等の一部を改正

する法律案」に対しては、日本弁護士連合会（日弁連）から2006年 3 月

16日付けで、「知的財産権侵害に関する懲役刑の上限引上げに対する意

見書」が提出された。刑事罰の強化は国民の自由の侵害のおそれを伴う

法律改正であるにもかかわらず、本改正案立案に際してパブリックコメ

ントを経た産業構造審議会の意見が考慮されないなど慎重な検討が行わ

れなかったことは誠に遺憾であるとの内容である。

国会における審議では、参議院経済産業委員会において、意匠権、特

許権、実用新案権及び商標権の侵害に係る刑事罰の重罰化について、一

部委員から、問題点が指摘されたが、政府委員の曖昧な答弁があっただ

けで裁決し、可決成立させている（49）。

無体物の権利である知的財産権の侵害罪を有体物の窃盗罪以上に重罰

化するという重大な内容の法改正が、「意匠法等の一部を改正する法律
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案」の中で、「我が国産業の国際競争力を強化するため、産業財産権の

一層の保護を図るとともに、模倣品対策を強化するため」に、「模倣品

対策を強化するため、模倣品を輸出することや譲渡等の目的で所持する

ことを産業財産権の侵害行為とするとともに、産業財産権の侵害や不正

競争についての刑事罰を強化する」といった曖昧な提案理由（政府趣旨

説明）で、徹底した議論がなさることもなしに強行されることは、著し

く不適切といわざるをえない。

7．弁理士試験の一部免除制度

2007年には、「弁理士の資質の維持及び向上を図るとともに、その責

任を明確化する」ことを目的として、弁理士の試験制度、研修制度、懲

戒制度の見直し、実務修習制度の導入、弁理士業務の範囲の拡大、特許

業務法人制度の見直し等を行うとの理由で、弁理士法が改正された。

この改正の中で、特定の大学院修了者に対する短答式試験の免除制度

が導入された（弁理士法11条 4 号）。「知財に関する専門職大学院の修

了者、こういった人は一定レベルの知識があることが認められますので、

短答式試験のうちの工業所有権関係法令の免除をすることが適当」（50）と

している。

弁理士試験は、短答式試験、論文式試験、口述試験が一体として、弁

理士としての素養を判定するものであり、短答式試験は、弁理士に相応

しい能力を判定するのに不可欠な要素である。この短答式試験免除制度

は、一部知財専門職大学院からの要望書（51）を受け入れる形で導入され

たものであり、審議会でも、問題の多い制度であるにもかかわらず、そ

の弊害に熟知しているはずの学者委員は口を閉ざして導入を黙認し、国

会の場でも実質審議も説明もされていない（52）。

弁理士試験一部免除を学生確保に利用して生き残りを図ろうとするか

の一部大学院に国家が手を差しのべることが、はたして公正な施策とい
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えるか。

8．営業秘密非公開の濫用

平成10年（1998年）1 月 1 日施行の新民事訴訟法では、訴訟記録の中

に当事者の営業秘密やプライバシーに関わる事項が記載された部分があ

る場合は、当該当事者の申立てにより、その秘密記載部分の閲覧等を当

事者に限ることとされ（民訴法92条 2 号）。また、平成16年の裁判所法

等の一部を改正する法律において、営業秘密の保護強化および侵害行為

の立証の容易化のための方策として、①秘密保持命令の導入（特許法

105条の 4 等）、②インカメラ審理手続の整備（同法105条の 3 等）、③

営業秘密が問題となる裁判の公開停止（同法105条の 7 等）が規定され

た。

裁判は公開が原則であり（憲法82条）、裁判によって営業秘密やプラ

イバシーが侵害されることを防止することは必要であるとしても、裁判

の非公開は、国家の組織や統治の基本原理・原則を定める根本規範たる

憲法に反するものであり、必要最小限に止めるべきである。

ところで、最近の特許判決では、判決文の随所が墨塗りされた判決が

多々みられる。また、訴状や準備書面などの訴訟記録の閲覧も制限され

る傾向が顕著である。とくに、職務発明訴訟では、被告企業の職務規定

自体や、支払われた対価額のような、「営業秘密」（不競法 2 条 6 項）と

は到底言えないような部分まで、閲覧制限の請求がされ、裁判所も安易

に閲覧請求を認める傾向がみられる。企業の違法・不正隠蔽を裁判所が

実質的に助ける結果となっており、公正な社会や開かれた企業活動の要

請に反することになっている。

「刑事手続きで一部情報を非公開にする特例も設ける」（日経新聞

2008. 9. 12）（53）などはあまりにも暴挙というほかない。報告書（技術情

報等の適正な管理の在り方に関する研究会報告書）を取りまとめた研究
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会の構成にも問題がある（54）。ここでも、国益より省益が優先されてい

る。憲法に背く法改正や、裁判の非公開を無定見に拡大するような運用

があってはならない。

結　び

これまでの知財改革に対しては、その旗振りサイドからの自画自賛的

なPRが圧倒的であるが、実際は、問題の真の原因を看過し、運用で対

処すべき課題が法改正、組織・予算の拡大の方向で行われてきており、

検討も不十分な拙速改革が少なくなかった。一部のロビイストや知財

ファミリーの私益も、不当に取り取りこまれてきた。

改革の内容における問題点（一部）としては、以下の事項が挙げられ

る。

（1）産業界（経団連・知財協）の意向にそった改革が中心となっており、

一方、アンチ発明者（研究者）と評価される改革が行われている。

①職務発明制度の見直し、②退職者の営業秘密漏洩に対する刑事罰導

入、③秘密保持命令（特許法105条の 4 ）、④裁判記録の閲覧等の制限

（民訴法92条）などがこれに当たる。

（2）知財の保護に偏した改革が多い。

①コンピュータ・プログラムの特許保護、②医療行為（再生医療・遺

伝子治療）の特許保護、③特許存続期間延長対象の拡大（検討中）、④

画面デザインの保護（意匠法）、⑤地域団体商標制度の導入、⑥実用新

案権の保護期間延長、⑦意匠権の保護期間延長、⑧著作権保護期間の延

長（検討中）、⑨著作権補償金制度対象の拡大、⑩知的財産侵害罪の重

罰化など。

（3）知財ファミリーや一部の利益団体の私益を保護するための改革がみ

られる。

①知財大学院修了者に対する弁理士試験一部免除、②付記弁理士制度、
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③知財管理技能検定制度など。

（4）省益重視・行政の都合（行政のミスを隠蔽するため）による改正が

みられる。

①営業秘密保護制度の拡大、②企業情報の不正入手処罰法案（検討中）、

③知財関連の各種補助金制度の創設、④地域団体商標、⑤画面デザイン、

⑥知的財産侵害罪の重罰化、⑦特許審査のサーチ外注、⑧任期付き審査

官制度、⑨出願の適正化施策（特許出願の抑制）、⑩大学知財本部・

TLOに対する支援制度（補助金等のバラマキ）、⑪審査請求料返還制度

など。

（5）中央集権（地方軽視）、行革（組織のスリム化）に逆行した組織拡

大になっている。

①知財高裁（東京）、②一審の専属管轄（東京・大阪）、③省庁の組織

拡大など。

（6）拙速な改革

①職務発明制度の改革（特許法35条の改正）、②特許法104条の 3（権

利行使の制限）、③特許審査請求期間の短縮、④特許付与後異議制度の

朝令暮改など。

（7）制度の複雑化

①訂正審判制度、②特許出願における補正の制限など

（8）法改正や改革における手続上にも問題点が多々みられる。

①官・産・学の談合的改革、②官が族議員・経済界のボスを動かして

強引に押し通す手法、③知財学者が御用学者化し官の言いなり、④有力

知財弁護士が産業界に肩入れ、④審議会の構成が偏重、必要・十分な議

論なしに事務局案を承認している（55）、⑤問題案件を、大テーマ中に潜

り込ませて通す手法、⑥拙速な改革、⑦密室での議論（議事録の非公開）、

⑧パブリックコメント制度が推進者の都合のよいように運用されている

など。知的財産戦略本部の本部員でさえ反対する者はかやの外に置いて、

事務局が独走してきたこともあった（56）。
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独占の弊害を無視ないし軽視した知財重視、産業界の意向に偏した改

革、行政の都合による施策が多々みられる。

WIPO（世界知的所有権機関）が発表した2008年版の「特許報告」に

よると、2006年に各国当局が受け付けた特許出願件数で、日本が約40

年ぶりに 2 位に転落、米国に首位を譲り渡した。これまで、行政の都合

で行われてきた特許出願・審査請求件数の抑制施策は、量の減少に続い

て質の低下も招き結果的にわが国の競争力を弱めることになるのではな

いか。

青色LED発明者の中村修二教授は、ノーベル賞にも匹敵するフィンラ

ンドのミレニアム技術賞（賞金百万ユーロ）を受賞（57）しながら、多分

に職務発明訴訟の原告となったことで、日本国内では正当な評価を受け

ていない。本来、文化勲章（文化功労者）を受章して当然である。発明

者の功績と発明者自身をも軽視し、退職者を威嚇してまで企業の私益を

擁護するのは間違っているというほかない。職務発明訴訟では、企業と

ともに発明者が訴訟の当事者であり、一方の企業・産業界の意向に偏し

たこれまでの知財改革には問題が多い。

パブリックコメントの募集によって民主的な手続を装おってはいる

が、反対意見が取り入れられたことはなく、案件によっては、委員会の

議事録が公開されることもなしに、またパブリックコメントもなしに、

問題の多い改革が強引に推進されてきた。省益優先や知財ファミリー支

援の改革もみられる。モラルバザードをもたらせている。このままでは、

「知財立国」でなく「知財亡国」になってしまうおそれがある。

これまでの強引な改革推進や一部の立場に配慮した改革を改めて、広

く叡智を結集し、オープンかつ十分な議論の下に、公明正大な改革を推

進することが必要がある。

（2008. 10. 1）
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（1） 知的財産戦略本部2007年5月31日、「知的財産推進計画2007」の策定にあ

たって2.（2）成果（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/keikaku2007.html）
（2）（http://www.smips.jp/IP_forum/）「知的財産国家戦略フォーラム」は、「知財立

国」を目指すため、2001年 8 月に、以下のメンバー11人により発足した民間団

体であるが、政府の知財戦略に大きな影響を及ぼしてきた。

「知的財産国家戦略フォーラム」メンバー（2001年10月 5 日現在）（◎：代表、

○：副代表）

◎荒井　寿光（知財評論家）

安念　潤司（成蹊大学法学部教授）

久保利英明（弁護士）

下坂スミ子（弁理士）

末吉　　亙（弁護士）

隅蔵　康一（政策研究大学院大学助教授）

成毛　　真（株式会社インスパイア社長）

○馬場　錬成（科学ジャーナリスト）

原　　　豊（株式会社リクルート・ディビジョンエグゼクティブ）

山本　貴史（株式会社先端科学技術インキュベーションセンター社長）

渡部　俊也（東京大学先端科学技術研究センター教授）
（3） 2001年10月 5 日の第 1 次提言（中間提言）から2006年 3 月29日の第18次提

言「知的財産推進計画2006」の策定に向けた意見」を公表している。
（4） 知的財産戦略本部の中山信弘本部員も、戦略計画2004について、「404項目と

いう非常に多岐にわたる提言でございまして、一見網羅的のように見えます。網

羅的であるだけに、逆に言えばかえって総花的なところもありまして、ある意味

では焦点がぼけて、国家戦略がはっきりがはっきり見えてこない…、」と批判し

ている（第8回知的財産戦略本部議事録）。
（5）・日本知的財産協会「職務発明に対する対価について」（2004. 2. 19）「今回の

両判決〔東京地判平16. 1. 30､東京高判平13. 5. 22〕は、産業界にとって驚くべき

金額を認容したものであり、企業活動に支障を与え兼ねないものである。このよ

うな判決を生み出す根拠を与える特許法第35条は経済活動の基本理念を尊重すべ

く早急に改正すべきである。」

・知的財産国家戦略フォーラム「特許法の職務発明規定の廃止…特許法は従業員

の発明（特許権）を利用する権利を企業に独占させる｡こうした画一的な規定は

不要であり、研究活動の成果をどう利用するかは、それぞれの企業が雇用する研

究者との個別契約のなかで決めれば済むことである。」（知財立国：日本再生の切

り札：100の提言,日刊工業新聞社, 2002. 5, 180頁）など。
（6）「発明者からみた職務発明訴訟」、青山紘一代表編著「職務発明訴訟の総括～

これでよいのか日本の知財戦略～」（経済産業調査会）29-71頁
（7） 日本知的財産協会「職務発明に対する対価について」（2004. 2. 19）

（http://www.jipa.or.jp/content/jyohou_hasin/teigen_iken/doc/newsrelease.pdf）
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「今回の両判決〔東京高判平16. 1. 29、東京地裁平16. 1. 30〕は、産業界にとって

驚くべき金額を認容したものであり、企業活動に支障を与え兼ねないものである。

このような判決を生み出す根拠を与える特許法第35条は経済活動の基本理念を尊

重すべく早急に改正すべきである。

1）今回の両判決は、常識を超える高額を特許法35条の「相当の対価」として支

払うことを認容したものであり、極めて不当なものであると言わざるを得ない。

企業が継続的に経営を営むために、企業意志として発明を創出させるために研究

者を雇用し、生まれてきた発明を製品にまで仕上げ、その販売を通じて収益を上

げつつ、新たな種々の投資のための資金を確保するという経済サイクルの実態を

全く無視したものとしか思えない。経済サイクルの社会的な重要性を見落とし、

特許法第35条を形式論理的に適用し、現代の発明創造等を含む企業活動の実情を

無視し偏った解釈をしたものと言わざるを得ない。

2）また、両判決とも、発明の創造・事業化についてのリスクを考慮していない

のは不合理である。発明者は給与、身分等を保障された環境で研究開発を行って

おり創造に関してのリスクを負わないのに対して、企業は当該研究開発を含めた

多くの創造のための研究開発・事業の失敗のリスクを一手に負っている。また、

発明によって企業に利益がもたらされるのは、製造設備への投資などの事業化リ

スクを企業が負い、営業など発明者以外の多くの従業員の貢献があってこそであ

る。これらを考慮せずに、発明者の貢献度を過大評価して、職務発明の対価を決

定させるような特許法第35条は、リスクをとったものが相応のリターンを得ると

いう経済活動の本質を置き忘れたものであり、産業法である特許法の本旨にもと

るものと言わざるを得ず、改正が是非必要である。

3）現在、一部の企業で発明者に対する報償金の支払額を増額または上限の撤廃

をする動きがある。これは発明者に対する報奨としてのインセンティブの付与で

あり、補償金としての性格とは異なる側面がある。従って、これをもって特許法

第35条の「相当の対価」の相場を高めていると判断するのは認識違いである。経

営裁量としての報奨と対価としての補償とは、本来区分けして評価すべきもので

あるが、今回のような判例がその正当な評価を捻じ曲げてしまうことを危惧する。

誤った観念を植え付けるような裁判例が定着することとなれば、企業は経営の裁

量範囲に制限が加えられ、常に社内に莫大なコスト負担を抱えながら経営を行わ

ざるを得ない危機に直面する。

4）総じて、今回の両判決は、特許法第35条を、企業経営の実態から遊離した時

代遅れの形式論理の下に解釈されたもので、産業法たる特許法の本旨を否定する

ものであり、社会的正義と公正からは認容できないものである。

各企業においては、それぞれ創意工夫を凝らして優秀な研究者、技術者を確保す

るための施策をめぐらしているが、現行の特許法35条の下では、どのような施策

を施しても裁判審理の中で全く評価されない仕組みになっている。このような仕

組みは、経済活動の基本理念を尊重すべく、即刻、正さなければならない。
（8） 青山紘一ほか「職務発明訴訟における信義則に反する被告抗弁」知財ぷりず
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むVol.4, No.47, 94頁
（9） 一審では、発明者中村修二教授が、特許番号2628404号「窒素化合物半導体

結晶膜の成長方法」の職務発明に対して受けるべき相当対価額は604億3,006万円

と算定された（東京地判平16. 1. 30）が、東京高裁の和解勧告では、 企業側が控

訴審の段階になってから提出した証拠に基づき、「独占利益」が一審判決の1208

億6012万円から約120億円（10分の 1）に、「発明者貢献度」が一審判決の50％

から 5 ％（10分の 1）と評価、一審判決より大幅減額して（約100分の1）、発明

者中村修二教授の受けるべき相当対価額は、発明者の日亜化学工業における全部

の発明について総額 6 億857万円であるとした（ほかに遅延損害金として 2 億

3534万円を加算）。
（10） 本判決では、職務発明の対価額の算定に当たって、これまでになかった

「成功確率による減額」を採用し、会社の貢献度を97.5％（発明者の貢献度2.5％）

とした。原告発明者に対しては、「原告の高い能力及び技術が本件発明の完成に

大きく貢献している」とリップサービスをするに止まり、対価額の算定に当たっ

ては、随所で企業に配慮した。さすが、控訴審（知財高判平20. 5. 14）で一部是

正された。
（11） 東京地判平18. 6. 8（三菱電機事件）、東京地判平19. 1. 30（キヤノン事件）、

東京地判平18. 3. 9（豊田中央研究所事件）など。
（12） 原告が、「被告が、トヨタ自動車及びデンソーが被告の株主会社であること

を考慮して、本件実施許諾 1 及び同 2 において、通常ではあり得ないような低額

な実施料の定めをしたのであって、かかる低額な実施料を相当対価算定の基準と

することはできず、国有特許の場合に適用される実施料率 4 ％を基準として算定

すべきである」と主張したのに対して、判決はもとの低額な実施料（料率は非公

開）を規準として「独占の利益」を算定している。
（13） 判決は、「本件特許発明は、構成要件Eの数値限定によっても、刊行物 1

に記載された公知の発明から容易に想到し得るものを広く包含すると判断される

可能性があることは否定しがたいところである。本訴においては、この点が争点

とはなっていないため、この点を突き詰めて判断する必要まではないとしても、

この本件特許発明の進歩性について生じる疑念は、本件特許発明の共同発明者間

におけるFの貢献度を考慮する際の一つの要素として、また、後記のとおり、本

件特許発明における相当の対価を算定する際の消極的な要素の一つとして考慮せ

ざるを得ない。」として、発明者の「貢献度」を引き下げている。
（14） 発明者中村修二教授は、東京高裁の和解の翌日に記者会見を開き、東京高

等裁判所が 6 億857万円と示した対価について、東京地方裁判所が判断した600

億円という対価があまりにも高く、その 1 /100の 6 億円程度が妥当だと数字を先

に決めてから、それにつじつまが合うように貢献度などが算出されたもので根拠

がないとし、その判断に強い不満を示し、さらに、東京高裁の裁判官に対して、

審理のために用意した準備書面に目を通さないまま、和解勧告を出していること

が最も腹立たしい、何のために分厚い準備書面を作成してきたのか分からないな
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どと怒りをあらわにしたと報じられた（http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/

20050112/100482/）。同氏の著書「ごめん！―青色LED開発者最後の独白」（ダイ

ヤモンド社）でも、「日本の司法制度は腐りきっていた」（180頁以下）と述懐し、

日本の裁判では、「真実」を追求した「正義」の判決を下すのではなく、原告と

被告両者の「落としどころ」を見つけた適当であいまいな判決であり、政財界か

らの批判が影響していた、と批判している。その後2006年にフィンランド技術賞

財団から、青色発光ダイオード（LED）など「革命的な発光デバイスの発明」に

対してミレニアム技術賞（賞金100万ユーロ）が授与されるなど、同氏の業績は

国内より海外において高く評価されている。
（15） 東京地裁2006年 3 月 9 日・知財高裁2007年 3 月29日判決（豊田中研職務発

明事件）など。判決文が随所で墨塗り（伏字と）されており、判決の内容が理解

し難い。非公開とする必要性が本当にあるのか。
（16） 岩田氏は、訴訟を提起することは、訴訟を提起するということは下記のよ

うに発明者側にとってみてもそれはたいへん大きな抵抗感を伴う、と述懐してい

る。

（ア）それまでの長い会社人生をかなぐり捨ててしまうに等しい。訴訟を提起す

るということは、会社側から見ればいわば「謀反人」と見えてしまう訳だから、

これにより元の会社との縁・人間関係は殆んど断たれてしまうことに繋がりやす

い。

（イ）訴訟に伴うエネルギーの消費（気力・体力・時間・金）が極めて大きい。

相当な精神力・気力を必要とする。訴訟に伴う諸費用の出費も大きい。

（ウ）リスクが大きい。必ず勝てるとは限らない。

（エ）現役の会社員であれば早期退職せざるを得ないが、早期退職は、個人的生

活に対しては経済的側面を含めて物心両面から大きなマイナスをもたらす。

（オ）世間から白眼視される。事情を良く知らない一般社会の受け止め方は、総

じて、お世話になった自分の勤務先に弓を引くなどとは不義理な奴とか、金にが

めつい強欲な奴とかというふうである。（アンダーラインは筆者）
（17） シンポジウム「21世紀を豊かに生きるための科学技術の智」（2007. 8. 28、

日本学術会議科学力増進分科会主催）（http://scienceportal.jp/highlight/0708.html）
（18） 川口洋平「理系離れを食い止めるために」（2008. 2. 21）（http://www.cenews-

japan.org/news/education/080220_rikei.html）
（19） 職務発明対価額

・日亜化学工業（発光半導体）8 億4,391万円（東京高裁和解2005. 1. 11）

・三井住友銀行（入金照合システム「パーフェクト」）4億円（推定）（東京地裁

和解2008. 3. 31）

・日立製作所（光ディスクの読み取り装置）1 億6,516万円（最高裁2006. 10. 17）

・味の素（人工甘味料アスパルテーム）1 億 5 千万円（東京高裁和解2004. 11.

19）

・東芝（フラッシュ・メモリ）8,700万円（東京地裁和解2006. 7. 27）
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・三菱化学（抗血栓薬）4,500万円（知財高裁2008. 5. 14）

・ブラザー工業（ラベルライター）3,728万円（東京地裁2007. 4. 18）

・キヤノン（レーザプリンタ）3,439万円（東京地裁2007. 1. 30）

その他

・東芝：複数の発明によって年 3 千万円を超える金員を得て給与と合わせた年収

が社長のそれを上回る技術者がいる（毎日新聞2006. 1. 12）。

・三菱電機：支給最高額は 3 千万～ 4 千万円となる予想（東洋経済2006. 10. 7）

・三菱化学：数人の共同発明者全員に対して合計 2 億 5 千万円の支給実績あり

（日経新聞2004. 2. 28）
（20） 産業構造審議会知的財産政策部会不正競争防止小委員会議事録（経済産業

省HP）
（21） 平成16年10月22日の不正競争防止小委員会

○丸島委員　私もきょうは総論的な意見を述べさせていただきますが、今のご発

言のとおり、先進国がほとんどもっている技術流出防止といいますか、その国の

技術を外国に持ち出さないという基本的な法律が日本にはないんですね。ここか

ら見直す必要があるのではないかと私は思います。先進国がもっているにもかか

わらず、日本ではもっていない。これが第 1 の問題点ではないかなという気がし

ます。例えば、アメリカの輸出管理法しかり、スパイ防止法しかりだと思います

し、ヨーロッパはイギリスもフランスももっていると思います。

もう 1 つ、きょうの直接の議題ですけれど、前回の委員会でも私は申し上げた

のですが、基本的に退職者に対してやはり刑罰を科してほしい。ただし、流動性

を阻害しないようにする方法はあるのではないかと私は思います。流動性が阻害

されるからだめだという理由は、ちょっと飛躍し過ぎているんじゃないか。退職

者がなぜ正当に入手したものを不正に使用していいのだという論理が成り立つの

か、そこが私は疑問なんです。ですから、流動性を阻害しないようなことを考え

た上で、退職者にも適用すべきという意見です。

そのポイントはどこにあるかというと、営業秘密の定義の問題だと思います。

ここにも少し記載されておりますが、これは営業秘密ではないというのに、「コ

ツやノウハウ」と書いてありますけれど、頭の中に入った知識をどの程度営業秘

密というのか、この問題が一番大きな問題だと私は思います。それを使わないで

も新しい会社に入って義務ができるというものでしたら、これは営業秘密でしょ

うが、通常の活動においてどうしても使わなければならない技術情報というのは、

営業秘密ではないという形をとれば、流動性を阻害するはずがないんですね。そ

れで流動性が阻害されるというなら、むしろ積極的に営業秘密を開示する目的で

転職することだと私は思いますので、そこまで許す必要はないんじゃないかなと

いう気がいたします。

そういう意味で、退職者に対しても科すということは必要なのではなかろうか

ということでございます。（以下、略）（アンダーラインは筆者）

平成16年11月19日の小委員会
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○丸島委員 特に技術上の営業秘密に関して、アンケートでもありますように、

3 要件が必要だということは、皆、認識している。この限りにおいては結構だと

思います。しかし現実に裁判の判決例からみると、管理要件が非常に厳しいので

はないかと思います。せっかく秘密保持契約を結んだとしても、管理状態に置け

ないような技術が非常に大事な場面があると思います。

例えば、ある研究者があるテーマによって研究をしている。それから生まれて

くるだろう技術、恐らく研究者しかまだ知らない段階もあるでしょう。これを管

理状態にもっていくという、今の判決に出てくる管理状態に果たして当てはまる

でしょうか。

均等に契約上では表現できると思います。先ほど、管理状態にないものは刑罰

の対象から外れるとおっしゃられると、契約も実効がないように思います。そう

いう意味で契約のひな形は検討するように書いてありますが、管理性について、

いろいろな技術上の場面を想定して、どういう管理をしたらこの保護の対象にな

るのかということをぜひご検討いただきたいと思います。

現場をよくごらんいただくとおわかりと思いますが、管理しにくい営業秘密が

いっぱいあります。そういうものは対象ではないといわれると、技術流出防止と

いう目的からすると、ほとんど効果がないのではないか。そういう危険も感じら

れます。ぜひご検討いただけたらと思います。

○丸島委員　一言だけ、お願いします。秘密保持契約の問題です。三村先生が

おっしゃったように、辞めるときに振り返ってきてするのは一番効果がある秘密

保持契約ができると思います。ただ、そのときに辞める方は契約を結ぶ義務がな

い。これでは何の実効もできないと思います。ですから、何らかの契約しなけれ

ばいけないような義務を課すということはできないのでしょうか。それがないと、

その契約しないと実効がない。でもサインしないで辞めていく。どうして流出防

止ができるだろうか。正当な理由がないのに、サインしないで、そういうことを

起こしたら、刑罰に掛けられないのかというのも不思議です。

先ほど、労働者の立場として辞めた人とおっしゃるけれども、私は辞めた人だ

け、厳しくいってるのではありません。なぜ辞めた人だけ緩和するのかというこ

とです。今、現在勤めている人と同じでいいと思います。なぜ、辞めると緩和さ

れるのか。

もう 1 点、ここではあまり議論されませんでしたが、刑事事件の場合は情報の

機密が裁判のときに全部公開になってしまう。だから情報を捨てるか、告訴する

か、選択しろというお話のようです。

アメリカの仕組みを聞いてみたら、プロテクト・オーダーが掛かるようです。

日本の法制度では難しいのかもしれませんが、実際、告訴をして、でも営業秘密

が出てしまうのでは結局は使えないということになります。この点もお考えいた

だきたいと思います。今は無理かもしれませんが。（アンダーラインは筆者）
（22） 青山紘一ほか「不正競争防止法における退職者処罰規定の導入・重罰化の

経緯と問題点」知財ぶりずむVol.5, No.49, 78頁「表 3 ：日弁連の意見書（平成16
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年11月19日）（抄）（退職者に対する刑事罰の導入に関する部分）」
（23） 同上79頁「表 4 ：自由放送団の意見書」
（24） 同上80頁「表 5 ：衆参経済産業委員会議事録（抄）」
（25） →（24）

（26）「不正競争防止法の見直しについて」（平成18年 2 月15日経済産業省知的財

産政策室）経済産業省HP
（27） 平成18年 5 月31日衆議院経済産業委員会
（28） 技術情報等の適正な管理の在り方に関する研究会報告書の公表について

（平成20年 7 月28日）http://www.meti.go.jp/press/20080728006/20080728006.html

なお「技術情報等の適正な管理の在り方に関する研究会」の委員は以下のとお

り。（◎：座長）

安念　潤司（中央大学法科大学院教授）

太田　文雄（防衛大学校安全保障・危機管理教育センター長）

影山　　正（クロール・インターナショナル・インクリージョナル・マネジン

グ・ディレクター日本/韓国）

後藤　啓二（後藤法律事務所弁護士）

武田　圭史（慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授　カーネギーメロ

ン大学日本校客員教授）

中馬　宏之（一橋大学イノベーション研究センター教授）

◎土肥　一史（一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授）

畑村洋太郎（株式会社畑村創造工学研究所代表取締役　東京大学名誉教授　工

学院大学グローバルエンジニアリング学部機械創造工学科教授）

林　紘一郎（情報セキュリティ大学院大学副学長兼セキュアシステム研究所長）

古川　勝久（独立行政法人科学技術振興機構社会技術研究開発センター主任研

究員）

牧野　二郎（牧野総合法律事務所所長　弁護士）

丸島　儀一（キヤノン株式会社顧問　弁理士　金沢工業大学大学院知的創造シ

ステム専攻教授）

山田　　敦（一橋大学国際・公共政策大学院教授）

吉川　良三（東京大学大学院経済学研究科ものづくり経営研究センター特任研

究員）

渡部　俊也（東京大学先端科学技術研究センター教授）
（29） 青山紘一ほか「不正競争防止法における退職者処罰規定の導入・重罰化の

経緯と問題点」知財ぶりずむVol5, No.49, 70-94頁中92-94頁
（30） 帖佐隆「営業秘密保護法制と従業員自身がなした情報」知的財産法研究47

巻 1 号、1 ～15頁中10頁右欄
（31） 平成16年 6 月16日参議院経済産業委員会
（32） 平成16年10月22日不正競争防止小委員会資料 4「不正競争防止法等の改正

について」
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（33） →（22）

（34） 青山紘一ほか「不正競争防止法における退職者処罰規定の導入・重罰化の

経緯と問題点」知財ぶりずむVol5, No.49, 88頁「表 7 ：産業構造審議会第7回知

的財産政策部会（平成18年 2 月15日）議事録（抄）」
（35） 平成18年 5 月31日衆議院経済産業委員会
（36） 参議院経済産業委員会平成18年 4 月 6 日議事録
（37） 第 6 回知的財産戦略本部議事録（抜粋）

○中山本部員　大学問題についてお話をするという話がございましたけれども、

大学に関しましては、既に本会議で何回も申し上げております。今日はちょっと

違うことですけれども、事務局の在り方について、余りにも独善的であるので、

ちょっと異議を申し述べたいと思います。

私は本部員として、専門調査会でメンバーである必要はないのですが、オブ

ザーバーとして意見を述べたいと申し上げておりましたけれども、一切拒否され

ております。その理由は官邸の意向であるということでございます。私、まさか

総理の意向であるとは考えていないんですけれども、いずれにいたしましても、

事務局にはまともに議論をしようという真摯な態度がどうも私には感じられませ

ん。したがって、この報告書には私の意見は反映されておりません。こういうこ

とでは、私は本部員を続けている意義はないと考えております。

1例を挙げるならば、先ほどから議論になっている知財高等裁判所でございま

すけれども、独立した知的財産高等裁判所という特別裁判所をつくるということ

は、職分管轄を始め、うかつにつくりますと、極めて使い勝手の悪い制度になる

わけでございます。したがって、十分な議論をしなければいけない。今、議論を

されておりますように、侵害まで扱うような特別裁判所につきましては、世界で

も類を見ない新しい制度であります。

したがって、私はどうしても申し上げたいことはたくさんあります。単に知財

だけではなくて、これは法務大臣おっしゃったとおり、司法制度・裁判制度全般

に関わる問題で、幾らでも意見を申したいことはあるんですけれども、本部員と

して意見を述べることは、先ほど言いましたように、禁じられております。

私個人の意見が封じられるなら大した問題にないのですけれども、実は多くの

弁護士や裁判官や研究者等々の、知財の専門家に対して議論をする場、あるいは

議論をする時間が全く与えられていないということが最大の問題だと考えており

ます。

今、行われているような世界に例を見ないような大きな知財改革を行うに際し

まして、これほど短い時間で行うという例も私は知りません。例えばアメリカに

おきましては、数年をかけて、各界の議論を基にして、特許裁判所は弊害が大き

いということで、特許裁判所に代わってCAFCをつくったという経緯がございま

す。

そもそも知財の改革というものは、大きな政治問題になるような性質のもので

はありません。要は裁判が迅速・的確に行われるとか、あるいは質を確保しつつ、
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迅速な特許審査が行われるか等々といったような非政治的な問題でありまして、

これは学界を始め、多くのところで詳細な議論をしなければならない問題である

と考えております。

世界中でも知財の改革というのはありますけれども、その結論は別といたしま

して、学界とか法曹界において、多くの徹底した議論がなされて、その議論の後

を後世に残す。それが世界の知的な資産になっているわけであります。

仮に今の改革ができたといたしましても、現実に裁判等々を運営していく知財

の専門家から、これほどまでの怨嗟の的になっていて、果たして実効性のある改

革ができるかという点を私は非常に危惧しております。

5 月にこの本部会でも申し上げましたけれども、事務局はあくまでも本部の事

務局でありまして、事務局自体が特定の見解、特定の案に固執するとか、特定の

本部員を排除して、政治家や財界のトップと話しをつけて決着をするというたぐ

いのものではないと私は考えております。時間の関係でこれ以上詳しいことは申

し上げませんけれども、とにかく急ぐだけが能ではないわけでありまして、各界

に十分議論をする機会と時間というものを与えてほしいと思います。

私にとって、先ほど言いましたように発言の機会は今日しかないわけでありま

す。したがいまして、私としていたしましては、重大な決意を持って申し上げて

いるわけでありまして、総理としても、重みを持って受け止めてもらえれば幸い

でございます。以上です。（アンダーラインは筆者）
（38） 司法制度改革推進本部知的財産訴訟検討会（第14回）議事録（抜粋）

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/titeki/dai14/14gijiroku.html

○櫻井委員　基本的といいますかベーシックな話ですけれども、安念先生のお話、

大変面白く伺ったのですけれども、私がこの検討会の委員に参加しておりまして

1つ思うのは、司法制度自体が非常に大きな時代的な変わり目にあるというとこ

ろがあって、アンシャン・レジームの延長上に制度をつくるのか、新しい発想で

つくるのか、割と深刻に悩むことが多いのですが、その点、安念先生は大変割り

切っておられて、ユーザーがやりたいと言っているのだからいいじゃないかと。

しかも私的な紛争ですので。それはそうかなという感じもするわけです。

産業界のおっしゃる改革案というのは、そのとおりつくると、私から見ると多

分、知財立国でなくて知財亡国になるだろうなと思ったり、先ほど両先生のお話

もございましたけれども、いわゆる法律家のオーソドックスな目から見ますと大

変問題があるのだけれども、別に自分たちがやりたいと言って、その改革をやっ

て、知財高裁をつくって、失敗して滅びるのは産業界ですので、まあいいかとい

う気持ちもないでもないのです。

その点でちょっと共感するのですが、ただ本当にそこまで割り切ってしまって

いいのかなと思うのは、やはり産業界の方の御意見は、いろいろと前提の知識が

ないのではないかと思うことも随分あって、その辺りが、意思決定できない人に

意思決定していいよと言ってしまう、そこまで割り切れないなという点があって、

どうしてそんなに割り切っておられるのかを伺いたいと思います。
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三木先生、竹下先生の両先生にお聞きしたいのは、先ほど管轄の話もございま

したが、これも本人にとっては大変重要だけれども、もう本人たちが専門裁判所

をつくってしまって、それでいいと言っているわけですので、そこをどういうふ

うに専門家として受け止めて、レスポンスしてあげたらいいのかなとも思います

し、また専門裁判所という意味では、こんな荒唐無稽な専門裁判所なんてないと

思うのですけれども、単に民事訴訟だけではなくて行政訴訟の観点から見ても、

高裁レベルで専門化するなんてちょっとおかしいわけです。おかしいけれども、

本人たちはいいと言っていますので、それはそれでやってみるということもあろ

うかと思っておりまして、その辺り御専門の、特に民事訴訟法の観点からはどう

いうふうに理解されているのか、関心がございますので、よろしくお願いいたし

ます。

○安念教授　そんな割り切っていいかって言ったって、ほかに決めようがないか

らそう申し上げているわけです。つまり定量化できない因子をいくつ並べたって、

それはどっちみち決定できないんです。

訴訟法上はこういう問題点が出る、それはそのとおりです。出ますでしょう。

問題は、それは定量的にどういう、コストとしてメジャラブルかということです。

メジャラブルでないことを幾ら議論してもしようがないわけです。しようがない

というか、少なくとも学問としての答えは何も出ないんです。出ない以上は、ベ

ネフィットとリスクが帰属して、かつ我々タックスペイヤーから見てどっちでも

いい、タックスペイヤーから見る限りニュートラルである、そのような立場の人

が、いいと言っているか、悪いと言っているかによって決める以外に決めようが

ないと私は考えているから、それは割り切らざるを得ないんです。それだけのこ

とでございます。

○櫻井委員　ただ、失敗してもう一回すぐやり直すということもあるわけです

ね。

○安念教授　もちろん、そうです。

○櫻井委員　それは、タックスペイヤーとしては黙っていられないのですけれど

も。

○安念教授　どうしてですか。

○櫻井委員　だって、そんなこと最初から分かっていると思っている人間もたく

さんいますから。

○安念教授　主観的にはですよ。

○櫻井委員　私はそう考えています。

○伊藤座長　済みません。なかなか御意見が一致しないと思いますので、ちょっ

と管轄の点について、櫻井委員からの、訴訟当事者と言いますか、制度の利用者

の利益を考えたときに、今回提案されているようなことにつきまして、管轄の基

本的な考え方をどう考えるのか、更に三木教授、竹下先生の御意見を伺いたいと

いう御質問もございましたので、それをお願いいたします。

○三木教授　まず、安念先生がおっしゃった、知的財産紛争をどう解決するかと
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いう問題のステークホルダーは産業界である、その産業界が望むのだからいいの

ではないかということですが、知的財産紛争をどう解決するか、制度をどうつく

るかということのステークホルダーは、もちろん産業界だけではないのであって、

国民一般もステークホルダーである。知的財産紛争がどう解決されるかというこ

とは、我が国の知的財産制度がどう発展するかと密接に関係します。そのことは、

ひいては国民に当然跳ね返ってくる問題であり、国民経済ということだけをとら

えてみても、それはステークホルダーが国民でないということにはならないと思

います。

それから、同じようなことでありますけれども、管轄の問題で、訴訟の当事者

に将来なるであろう産業界が、この制度を望むと。そのつくられた制度が管轄に

ついては紛争がいろいろ生じやすい制度である、しかしそれは産業界がそういう

デメリットを含んだ上で望んだのだからいいではないかというような御意見で

あったかと思いますけれども、これもまた、司法というものは、国民の税金等で

運営されておりますし、それはお金の問題だけではなくて、人材の投入とか、国

家全体が司法に費せる総時間の問題、これは全部司法資源と言いますけれども、

この司法資源が投入されているわけです。これは有限な資源でありますから、こ

れを効率的にどう使うか、配分するかということが問題になり、これは国民の利

益である。産業界が司法資源の主体ではなくて、国民全体が主体である。だから、

国民全体の目から考えなければいけないのであって、産業界が望めばいいという

ことにはならないというのがとりあえずの答えであります。

○竹下学長　御質問は、管轄をどう定めるかというのは、ユーザーである産業界

が望んでいるのであれば、多少理論的におかしい、あるいは従来の訴訟理論から

見て問題だと思うようなことがあってもよろしいのではないかというのが第 1

点。第 2 点は、高裁レベルで専門化を図ることの是非といいますか、この 2 つで

あったかと思います。

第 1 点については、今、三木教授が言われたことと全く同じことで、今回の司

法制度改革全体が、国民の視点から見て司法制度はどうあるべきかということか

ら、いろいろな提言をしているわけでございます。この知的財産に関する訴訟、

あるいは裁判機関の問題というのも、そういう観点から見る必要がある。

産業界がユーザーだと言いますけれども、その産業界というのは一体どの範囲

のものを指すのか、その範囲に属する人たちがみんな同じ意見なのかと言えば、

それはそれこそ定量的には分からない話だと思うのです。

ですから、やはり、司法制度を構築するという責任を負っている政府としては、

国民全体の立場から見て、それこそ司法資源の最大効率ということを考えて、制

度構築をすべきだろうと思います。

ですから、管轄の問題についても、産業界の組織のためにというだけで決める

わけにはいかないだろうと思います。

それから、第二審で専門裁判所を突然持ち込むことの問題は、これも先ほどの

三木教授の御指摘のとおりだろうと思います。端的に現われておりますのは、第

38



一審のレベルでは、確かに知的財産訴訟ではあるけれども、問題になっているの

は知的財産の専門性のところではなくて、ライセンス費用の請求とか、普通の契

約関係と違いがないようなものは、一般のほかの裁判所、ないしは東京・大阪両

地方裁判所でも通常部でやることになっていたのが、第二審になるとそういうも

のも全部知的財産裁判所にだけ管轄を移すということにするのは、これはどう見

ても不合理で、これは単に産業界が言うからいいではないかというだけでは済ま

ない問題ではないかと思います。（アンダーラインは筆者）

（筆者注）櫻井委員＝櫻井敬子（学習院大学教授）

安念教授＝安念潤司（成蹊大学教授）

伊藤座長＝伊藤眞（東京大学教授）

三木教授＝三木浩一（慶應義塾大学教授）

竹下学長＝竹下守夫（駿河台大学学長）
（39） 馬場錬成（東京理科大学知財専門職大学院教授、科学ジャーナリスト）「知

財高裁の次は技術判事の実現だ」

「先月17日に、全閣僚と民間委員10人が出席して首相官邸で開かれた知的財産戦

略本部会合で、創設に反対する法律学者が『知財の改革は、大きな政治問題にな

るような性質のものではない。要は裁判が迅速・的確に行われるとか、あるいは

質を確保しつつ迅速な特許審査が行われるか等々といったような非政治的な問題

でありまして、これは学界をはじめ、多くのところで詳細な議論をしなければな

らない』と首相の眼前で言い放った。

はなはだしく時代認識に欠けた発言と言わざるを得ない。いま、どの国でも知

財の創出・権利化・保護の問題は、大きな政治問題である。大体、立法化や法制

度の改革は、どのようなテーマであっても重要な政治問題である。だからこそ今

回の知財高裁の創設も、司法と法律学者の反対を押し切り、最終的には自民党国

家戦略本部の保岡興治事務総長の熱意に官邸が応えた明確な政治決着であった。

…」（NIKKEI NET BizPlus第34回「知財高裁の次は技術判事の実現だ」

（2004/01/23））http://bizplus.nikkei.co.jp/colm/baba.cfm?i=2005111634onec8（アン

ダーラインは筆者）
（40） これまでの大合議事件（土佐一仁・松縄正登・青山紘一「知財高裁大合議

事件の検証」日本知財学会第 5 回年次学術研究発表会 1 D 2）

（1）一太郎事件（平成17年 9 月30日判決）

＜事案＞（株）ジャストシステム（被告・控訴人）が製造販売するワープロソフ

ト「一太郎」等が、松下電器産業（株）（原告・被控訴人）の有する「情報処理

装置及び情報処理方法」の発明に係る特許権を侵害するとして、当該物件の製造

販売差止め及び廃棄を求めた。知財高裁大合議体は、差止めを認容した一審判決

を取り消し、原告請求を斥けた（原告は上告を断念）。

＜判旨＞①特101条 2 号の間接侵害に該当する（特許発明の物の生産に用いる

物）。②特101条 4 号（旧）には該当しない（特許発明の方法の使用に用いる物

でない）。③本件特許発明は、進歩性の要件（特29条 2 項）に欠ける。→ 特104
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条の 3 第 1 項により、権利行使することができない。

＜検討＞本件は、上記判旨③のみの判断のみを示せば決着がつくものであった。

知財高裁大合議判決が、あえて①、②について言及し、それぞれの条文の解釈規

範を明示したのは、間接侵害についての判例統一機能を果たしたいという意図で

あったと思われる。③については、本件特許権は、多くの専門家の間では、本来

特許になるべきものでないと考えられていたものであり、どうみても進歩性（そ

の他、特許法36条）の特許要件を欠如する発明としか思われない。知財高裁大合

議判決では、控訴審において提出された証拠方法（外国文献）が過大に重要視さ

れているように感じられるが、それが進歩性を否定する唯一の先行技術文献とい

うわけではない。一審においても、十分な被告抗弁がされていれば、キルビー判

例法理によって権利濫用とされた可能性が高い。特許性の判断が大合議体でしな

ければならなかった事案であったとはいえない。

（2）偏光フイルム事件（平成17年11月11日判決）

＜事案＞日本合成化学工業（株）（原告）が特許出願し特許された「偏向フィルム

の製造法」の発明に対し、特許異議の申立てがあり、旧特許法36条 4 項・ 5 項

1 号に違反するとして取消決定がされたため決定の取消を求めた。パラメータ

（数式）で規定された請求項の記載に対して、発明の詳細な説明には実施例 2 点、

比較例 2 点のデータしか記載がなかったため、特許要件としての実施可能要件及

びサポート要件の充足性が争われた。

＜判旨＞本件明細書の発明の詳細な説明の記載だけでは、本件出願時の技術常識

を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果が得られると当業者に

おいて認識できる程度に、具体例を開示して記載しているとはいえず、サポート

要件に適合しておらず特許法旧36条 5 項 1 号に違反するとした決定判断に誤り

はない。したがって、同条 4 項（実施可能要件）について判断するまでもなく、

原告主張は理由がない。

＜検討＞クレーム記載の裏付けについてのサポート要件の判断基準を示すととも

に、クレームに関する開示要件が実施可能要件とは切り離された形で判断される

ことを示した判決である。特許庁の審査基準を肯定したものであり、早期の司法

判断の統一が要請されるような重要な事案とまではいえない。

（3）キヤノン・インクタンク事件（平成18年 1 月31日判決）

＜事案＞キヤノン（株）（原告、控訴人）は、インクジェットプリンタ用のインク

タンク（物の発明）及び製造方法の発明の特許権を有しているところ、リサイク

ル・アシスト（株）（被告、被控訴人）は、使用済みの当該インクタンクにインク

を再充填したリサイクル品を輸入販売しており、本件特許権に基づき輸入販売の

差止め等が請求された。

＜判旨＞特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後

に再使用又は再生利用がされた場合（第 1 類型）、又は、当該特許製品につき第

三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部に

つき加工又は交換がされた場合（第 2 類型）には、特許権は消尽せず、特許権者
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は、当該特許製品について特許権に基づく権利行使をすることが許されるものと

解するのが相当である。

＜検討＞本判決の禁断基準は、最高裁判決において変更された。知財高裁の判断

基準は複雑で分かり難いと評価されていたが、最高裁の判断基準は、知財高裁の

判断基準と比してはるかにシンプルで分かりやすい。最高裁判決は、判断基準に

おいては、知財高裁判決より、むしろ一審東京地裁判決の規範に近い。知財高裁

大合議判決が示した判断基準が否定された（支持されなかった）。

（4）半導体記憶装置事件（知財高裁平18（ネ）10039）

（株）東芝（原告・被控訴人）は、「半導体記憶装置」の特許権を有しているとこ

ろ、（株）ハイニックス･セミコンダクター･ジャパン（被告・控訴人：韓国の半導

体メーカーの日本法人）が輸入し、国内で譲渡等している半導体記憶装置が原告

の特許権を侵害するとして、輸入販売の差止め等及び損害賠償請求をした。一審

判決は原告請求を認容した。控訴審で、知財高裁は本件を大合議事件に指定して

口頭弁論を実施し、その後準備手続に付されたが、その直後に当事者が訴訟外で

和解したため、本件訴えは取り下げられた。

（5）感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法事件（平

成20年 5 月30日判決）

除くクレームによる消極的限定について、訂正要件を満たしているかが争われ

た。判決は、「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」の意義

について一般論を述べたうえで、「除くクレーム」に係わる訂正を認めた。審決

取消訴訟であり、3 人の通常の合議体による審理で十分であり、大合議を必要と

するほどのものとは思われない。
（41） 知財高判平19. 3. 29（豊田中央研究所職務発明事件）の控訴人（原告）代理

人（補佐人）であった越智俊郎弁理士は、体験記「敵は裁判所にあり―ある職務

発明裁判の真実―」（牧歌舎）の中で、「知的財産権を専門としているはずの裁判

官の余りの力量の無さにあきれるばかりである。」と述べている（88頁）。
（42）（特許権者等の権利行使の制限）

第百四条の三　特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特

許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専

用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。

2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延

させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立

てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
（43） 毎田健司・田中義敏「特許権侵害訴訟における」特許法104条の 3 と訂正審

判の考察」第10回日本感性工学会大会知的財産研究部会企画セッション予稿集

44-45頁。
（44） 最判平12. 4. 11（キルビー半導体事件）「当該特許に無効理由が存在するこ

とが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特

段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない。」
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（45） 毎田健司・松縄正登・青山紘一「特許権侵害訴訟における特許法104条の

3 と特許無効審判・訂正審判・訂正請求についての考察」第 5 回日本知財学会年

次学術研究発表会予稿集418-421頁
（46） 岡野佑子・松縄正登・青山紘一「特許法104条の 3 が適用された判決の分

析・検証」知財ぷりずむVol.4, No46, 67-78頁
（47） 同上88頁「表 7 ：産業構造審議会第7回知的財産政策部会（平成18年2月15

日）議事録（抄）」
（48） 同上88頁「表 8 ：特許制度小委員会報告書「特許制度の在り方について」

（平成18年 2 月 2 日）（抄）」
（49） 平成18年5月31日衆議院経済産業委員会議事録（抄）

○塩川委員　……それでは、意匠法等の一部改正案についてお聞きしますが、私

がお聞きしたいのは、知的財産権侵害に関する刑事罰、懲役刑の上限引き上げの

問題なんです。

これは、知財戦略本部の知的財産推進計画2005で、「知的財産権侵害に対する

抑止効果を高めるため、知的財産権の侵害に係る刑罰（懲役）の上限を10年とす

ることについて2005年度から検討し、必要に応じ制度を整備する。」とありまし

た。10年、窃盗罪と同じように知財に対する刑事罰を引き上げようということが

知財計画の2005にあったわけですが、法案をつくるに当たりまして行った産構審

の各部会の審議では、半年間の慎重な検討の結果、特許、商標権については現行

5年を維持して、意匠、実用新案についてのみ現行の 3 年を 5 年に引き上げる旨

の報告書をまとめたわけであります。刑事罰の強化に慎重な結論を出したという

のがこの審議会の中身だったんじゃないでしょうか。それなのに改正案では、報

告書の結論を覆して、懲役刑の上限を意匠、特許、商標とも窃盗罪と同じ10年に

引き上げたわけであります。

これは、日弁連からも意見が出されておりますけれども、手続上問題があった

んじゃないのかと率直に思うのですけれども、これについて経済産業省のお考え

はいかがですか。

○中嶋政府参考人　今の刑事罰に関するお尋ねでございます。

まず、内容でありますが、これは、当然ながら、知的財産の重要性が高まる中

で、知的財産の侵害に対する抑止効果を高めるために刑事罰を厳格化することが

必要ではないかという指摘がかねてから行われておって、政府の知的財産推進計

画2005においても、10年の懲役刑の上限引き上げという検討がうたわれており

ます。

御指摘ございましたように、それを受けまして、産業構造審議会におきまして

審議をいただきました。確かに、審議会では、知的財産権の侵害罪を、懲役刑の

上限として既に設定しておりましたのは窃盗罪でございますけれども、それと比

較した場合の幾つかの指摘がございました。

例えば、窃盗罪は、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し

て、目的物を自己または第三者の占有に移すということであるから、知的財産の
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侵害の場合には、それに対しては窃盗罪の場合のように直接的に他人の占有を奪

取するものではないのじゃないかとか、あるいは、特許につきましては、侵害行

為の特定に際して、特許発明の技術的な範囲の認定などが必要になるために商標

権などの知的財産権と比較して難しい面もあるのではないかといったような指摘

がなされたことはございます。

その上で、審議会の結論としては、懲役刑の上限を10年に引き上げることにつ

いて、慎重に検討を行うことが適当であるというような取りまとめがなされたと

ころでございます。

その上で、私どもとしてどういう形で改正案の取りまとめに入ったかというこ

とでございますけれども、政府全体の知的財産推進計画2005で、先ほど申しまし

たように、懲役刑の上限を10年に引き上げるべきではないかという検討をうたっ

ておる背景でございますけれども、やはり、21世紀、日本が今後とも産業の国際

競争力を向上させていくためには、持続的なイノベーションの成果でございます

知的財産の保護の強化が何よりも必要であろう。

それから、2 点目といたしまして、知的財産は権利の情報が広く公開されます。

きょうの御審議でもたびたび御質問もいただきましたけれども、特許を初め知的

財産については権利の情報が広く公開されることから、第三者による故意の侵害

に対しては脆弱な面があるという特性がございます。つまり、かみ砕いて言いま

すと、例えば、物とか車でございましたら、金庫とか車庫に入れてかぎをかけて

おくといったようなことができるわけでございますけれども、知的財産は、審査

の上、登録されて公開されてしまうということで、ある意味でそれ以上かぎのか

けようがないといいますか、故意で侵害する者に対しては脆弱であるという特性

もございます。

加えて、近年、知的財産の価値の向上に伴いまして、現実に起こっております

侵害によります損害額が高額化している。例えば、特許ですと数十億円の損害賠

償といったようなものもございます。そういう意味で、知的財産を侵害からより

適切に保護するためには、やはり刑事罰についても十分考える必要があるのでは

ないか。

最終的に、刑事罰のあるべき水準を考えるに当たりましては、侵害行為に対し

ます抑止の重要性、あるいは侵害に対する先ほど申し上げたような脆弱性、ある

いは被害額の大小のほかに、窃盗罪以外のものも含めて多くの財産犯に係る法定

刑との均衡、例えば、窃盗罪は確かに上限は十年でございますけれども、同様に、

詐欺罪とか恐喝罪とか業務上横領罪とか、こういったものも上限は懲役十年に

なっております。そういったさまざまな点を総合的に勘案することが必要ではな

いかというふうに判断したわけでございます。

特許庁としては、こうした基本的な考え方に立ちまして、知的財産戦略本部あ

るいは産業構造審議会の議論も踏まえた上で、関係省庁あるいは与党とも法案の

内容について検討、調整を行った結果、最終的には、知的財産権の価値の向上及

び侵害の予防の要請に適切に対応するため、知的財産の侵害については、刑事罰
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の上限を10年に引き上げることとしたものでございます。

○塩川委員　そういう議論をもともと審議会の場でなぜ行わなかったかという問

題なんですよ。

ですから、委員として参加をしている日弁連からも意見書が出ているだけでは

なくて、例えば日本経団連も、知財推進計画2006の策定に向けてという要望書の

中で、刑事罰の強化についても「審議会の報告とは違った形での結果になったこ

とについて、審議会の場で十分説明を行う必要がある。」という点で、そういう

意味では、審議会での議論が尽くされていないというのが当事者の皆さんの率直

な考えなんじゃないでしょうか。私は、そういう点でも手続的にも問題があった

と。

その上で、内容の問題ですけれども、今いろいろお話ありましたけれども、私

は、もともと、報告書の結論として書かれている、窃盗罪との対比で同列に扱う

のは問題があるんじゃないのかということについて、これについてのちゃんとし

た回答になっていないと思いますよ。窃盗罪と並びで刑事罰を引き上げるんだと

いうことについての説得的な理由というのは率直に示してないんじゃないです

か。いかがですか。

○中嶋政府参考人　まず、先ほど御指摘ございました審議会との関係でございま

すけれども、審議会の結論をいただいた上で、先ほど申し上げたように、最終的

に政府部内あるいは与党とのいろいろな調整をしたわけでございます。その結果、

今回の改正案としてこういう形になったわけでございますけれども、この法案の

国会提出に先立ちまして開催いたしました産業構造審議会の知的財産政策部会に

報告をいたしまして、その部会のもとで具体的な御検討をいただきましたそれぞ

れの関係の小委員会の委員の方々にも御説明をして、一定の御理解を得ていると

いうふうに考えております。

それから、いろいろな水準、レベルの問題でございますけれども、これは、先

ほどから申し上げているように、内外のいろいろな要素を勘案したわけでござい

ますけれども、国によって確かにばらつきはございます。ヨーロッパなどですと

4 年、5 年とかいうのがございますし、あるいは、むしろ商標などにつきまして

は、アメリカも10年とか、中国とか韓国でも既に 7 年になっているとか、いろ

いろなばらつきもございます。

ただ、一番大事な点は、やはり国内の実態として、産業財産権の保護、知的財

産権の保護というのをどういう位置づけにするかという点にあるかと思います。

それから、もう一つ大事な点は、やはり裁判の手続等の関係で、例えば、これ

は御案内かもしれませんけれども、裁判所と特許庁とのいろいろな連携をとるよ

うな規定もございますので、そういう点も含めていろいろ総合勘案して、産業界

の方にも御説明をして、理解を得ることに努めたわけでございます。

○塩川委員　配付資料の一番下にもありますように、無効審判で、例えば特許の

場合、無効の割合が44％です。ですから、この報告書の結論が言っているように、

ほかの財産権とは異なって、特許権などは、一定の期間のみの保護で、その権利
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が無効となる可能性を含んだ権利だという、そこと、窃盗罪などというはっきり

わかるようなものとは明確に違うというのが前提であるわけですよね。十年に引

き上げると言っても、もともと現行法での刑事罰においても、では、上限に張り

ついているような、そういうのが過去にあるのかというと、そういうのもない。

実際に単独刑で、この問題についての、懲役刑についての実刑判決というのは一

例もないというのが特許庁の案内ですから、そういう点でも実態にそぐわないも

のだ、不必要なものだということです。

時間の関係で、最後に大臣にお伺いしますが、こういった刑事罰、懲役刑の引

き上げということを行うことが、かえってそういう企業の経済活動を萎縮させる

ことになるんじゃないのか、そういう点でも……

○石田委員長　塩川君、時間が終わっていますから、手短に。

○塩川委員　はい。この点について、大臣の率直なお考えをお聞きしたいと思い

ます。

○二階国務大臣　先ほどからの委員の御指摘は、窃盗罪と、そして知的財産権の

侵害にかかわる刑事事件との件の刑量について特に御意見がありました。産業構

造審議会での議論の経過も承知をいたしておりますが、これは、慎重にやれとい

うことであって、特にこの10年ということに対して否定的な見解が出されたもの

ではないというふうに思っております。

また、故意に権利の侵害を行うものでない限り、企業が刑事責任を問われるこ

とはないというふうに我々は判断をいたしておりますし、懲役刑の上限の引き上

げによって、企業の正当な事業活動を萎縮させるということはあり得ない。逆に、

本改正によって悪質な侵害行為に対する抑止効果を高めることにより、正当な事

業活動を保護することとなるであろうということを期待いたしております。

そしてまた、我が国のこうした知的財産権に対する取り組みは、やはり国際社

会でも対外的に我が国の取り組みということは御説明をしておるわけであります

が、そうした決意を内外に表明することによって、知的財産権の侵害をできるだ

け防止していこうというこの決意のあらわれであるというふうに御理解をお願い

したいと思います。

○塩川委員　経団連の先ほどの要望書でも、「知的財産権は無体物であるために

その権利範囲については争いがあるのが常であるから、刑事罰の適用に際しては、

慎重な運用を維持すべき」だ、そういう懸念の声もあるんだということも指摘を

して、質問を終わります。（アンダーラインは筆者）
（50） 産業構造審議会第9回知的財産政策部会（平成19年1月19日）議事録
（51） 弁理士試験免除に関する要望書（http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/

shingikai/pdf/dai5_berisi_paper/shiryou_9.pdf）
（52） 産業構造審議会弁理士制度小委員会議事録、産業構造審議会知的財産政策

部会議事録、平成19年第166回国会「弁理士法の一部を改正する法律案」関連議

事録
（53） 日経新聞（2008. 9. 12）「企業情報の流出防止へ新法、不正取得に刑事罰
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経産省検討」
（54） 同研究会委員→（28）、ここでは議事録も公開されていない。
（55） 経済産業省所管の知財審議会・委員会（産業財産権、営業秘密、弁理士制

度など）に多くみられる。文化庁所管の著作権関連の審議会・委員会では、慎重

な議論がなされている。
（56） 第 3 回知的財産戦略本部議事録（抜粋）

○中山教授　最初は苦情めいた話ですけれども、この推進計画案は事務局で作成

したものと思われますけれども、私はその内容を 5 月12日の日経新聞で知って

びっくりしたわけでございます。その後 5 月14日にちょうだいいたしました案

は、現在配られている案とかなり異なっておりまして、関係官庁との折衝の結果

こうなったといううわさを聞いております。

いずれにいたしましても、本部員は全くのかやの外に置かれており、何がどう

なっているのかよくわからないという状況でございます。どういう議論を経てこ

ういう案になったのかという点について、本部員には十分説明をしていただきた

いと思いますし、また、事前に協議をしていただきたいと考えております。

次に本論に入りますけれども、知的財産の改革には、直ちに、かつ強力に実行

すべきものも多数あるわけでございますけれども、一方では、他の分野に与える

影響が極めて大きいために、その利害得失、与える影響等について十分吟味しな

いと将来に禍根を残すというものもたくさんございます。

言葉は悪いんですけれども、私は現在は知財のバブル状態にあると考えており

まして、一時のブームに惑わされて、十分な検討なくして重要な制度の変更を致

しますと、これは場合によっては後世、小泉内閣はとんでもないことをしてくれ

たという批判も受けかねないと危惧しているわけでございます。

世の中というものは、知的財産だけででき上がっているわけではないわけであ

りまして、すべての制度というものは有機的な関連しております。単に審査・審

判、裁判の促進とか、あるいは知的財産権の侵害のし得を防止するという知的財

産側だけの一方的な論理だけで突き進むと、とんでもない結果になる場合も多い

と考えております。（アンダーラインは筆者）
（57） フィンランド外務省 ニュース2006. 6. 15「2006年ミレニアム技術賞受賞者

は、日本人の中村修二氏に決定した。中村修二教授は、高輝度青色LED、緑色

LED、白色LED、および青色レーザーダイオードなどの革命的な光源を開発した。」

（http://www.finland.or.jp/netcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=52272&intSubAr

tID=21761&intIGID=52&intCatID=&CatTypeNumber=3&LAN=JA&contlan=&Thread

=52272, 52104, 51968, 51569, 52100, 52102, 52064, 51969, 32115, & intThreadPosition

=0）


