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知的財産戦略推進計画（案）に関する意見 

 

平成 15 年 6 月 30 日 

日本弁護士連合会 

１ はじめに 

 知的財産の分野における「法の支配」は十分であったか、そのための仕組みと担

い手について改革すべき点はないのか、知的財産戦略本部における議論は、私た

ち法曹に対し、鋭くこの問題の解決を迫るものであった。当連合会は、この問題提

起に応じ、平成 15 年 5 月 16 日、「知的財産戦略推進計画策定に関する意見」を知

的財産戦略本部に提出している。本意見書は、標記のとおり、この度示された「知

的財産戦略推進計画（案）」（以下、「計画案」という。）を対象とするものであるが、

個別の事項について意見を述べる前に、以下の点を指摘する。 

(1)  まずは、募集期間の短さである。募集期間は平成 15 年 6 月 20 日（金）から同

月 30 日（月）までとされているが、知的財産戦略本部のホームページに計画案が

公表され意見募集が現実に開始されたのは、平成15年 6月 2１日（土）であった。

その結果、当連合会ならずとも、一定規模の構成員を擁する団体において計画案

に対する実質的な検討を行える期間は、同月 23 日（月）から同月 27 日（金）まで

の５日間しかない。知的財産戦略における計画案の重要性に鑑みると、この５日

間という期間は余りにも短すぎると言わざるをえない。 

(2)  次に、計画案の「総論」についてであるが、「知的財産立国」実現に向けた取組

方針として掲げられた《３つの視点》のうちの一つである「従来の枠にとらわれない、

知的財産に関する特例を作る」（６頁）との部分については、それが基本的な我が

国の法制度の枠組みや法体系にまで影響を及ぼすものであるときは、法制度全

体との整合性に対する配慮が不可欠である。この点についての慎重な対応を求

める。 

  

２ 司法制度改革推進本部との十分な調整と整合性の確保の必要性 

計画案における個別事項には、司法制度改革推進本部における検討事項や既

に改革に着手している事項が多く含まれている。司法制度改革が、司法制度改革

審議会意見を踏まえて閣議決定された司法制度改革推進計画に基づいて進めら
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れていることに照らすと、知的財産戦略本部と司法制度改革推進本部とは十分な

調整を行い、本来、同じ内閣にある本部として閣議決定の趣旨との整合性を確保

しなければならない関係にある。 

(1)  付記弁理士制度について 

①  司法制度改革審議会意見書の趣旨に則ってスタートしたものに、特定侵害

訴訟における付記弁理士制度がある。これは、近年の技術革新の進展及び経

済社会の情報化等に伴い急増している知的財産関連侵害訴訟の迅速かつ効

率的な処理を図るため、特許権等の侵害訴訟に関し、一定の要件を満たす弁

理士に対し弁護士との共同受任を前提として訴訟代理権を認めようとするもの

である。 

②  ところが、計画案には、「現行制度下の特定侵害訴訟代理人としてのいわゆ

る付記弁理士について、新たな制度の運用状況や弁護士・弁理士の活動状況

などの実情も踏まえ、 特定侵害訴訟における単独受任等の検討も含めた弁理

士の積極的活用等について、２００３年度以降検討を行う。」（６２頁）とある。 

③  しかし、この付記弁理士制度は、一定の要件として課せられた能力担保研修

すら本年（２００３年）５月にスタートしたばかりであり、付記弁理士の資格を得た

者は未だに一人も誕生していない。すなわち、当面、付記弁理士についての積

極的活用についての検討を行うにも、その実情すら把握し得ない状況にある。 

④  しかも、特定侵害訴訟代理に関する能力担保研修の水準は、弁護士との共

同受任を前提とした能力担保として制度設計されているものであるところ、単独

受任と共同受任との間には、備えるべき法的判断能力に本質的な差異がある

ことから、そもそも、付記弁理士についての「単独受任等の検討」なるものすら

不適当と言わざるをえない。 

⑤  よって、「現行制度下の特定侵害訴訟代理人としてのいわゆる付記弁理士

について、新たな制度の運用状況や弁護士・弁理士の活動状況などの実情も

踏まえ、 特定侵害訴訟における単独受任等の検討も含めた弁理士の積極的

活用等について、２００３年度以降検討を行う。」（６２頁）とある部分については、

知的財産戦略本部が策定する推進計画から削除されるべきである。 

(2)  知的財産高等裁判所について 

  「知的財産高等裁判所の創設を図る」（２９頁）とある点についても、現在、司法
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制度改革推進本部にて検討がなされていることから、同様の指摘ができる。 

①  今国会において審議されている民事訴訟法の改正により、特許権等に関す

る訴えについては、第一審は東京と大阪の各地方裁判所へと管轄が専属し、し

かもこれらの控訴審は東京高等裁判所へと一本化されることになった。加えて、

現在、最高裁では、改正民事訴訟法の施行が予定される平成１６年４月に合わ

せて、東京高等裁判所に知的財産大合議法廷を設置し１００名以上の「専門委

員」を投入することによる、早期の判例統一と専門技術的問題への対応力が強

化された「事実上」の知的財産高等裁判所の実現が構想されている。 

(i) ちなみに、米国におけるＣＡＦＣ（連邦巡回控訴裁判所）は、特許権等（す

なわち、著作権や商標権等は含まれない）に関連する訴訟の控訴審として専

属管轄権を有しているが、ここでは知的財産権関係以外の事件も多数取り

扱っており、全体の事件数から見ると知的財産権関係の事件は３割程度に

留まっている。 

(ii) イギリスにあるパテント・コートにしても、これは高等法院（日本の地方裁

判所に類する）の特許専門部のことを称しているものに過ぎない。なお、イギ

リスでは１９９０年にパテント・カウンティ・コートなるものが１庁、設立されてい

るが、これは高等法院の特許専門部と管轄が競合しているだけではなく、カ

ウンティ・コートという裁判所の位置づけが日本の簡易裁判所に類する存在

に過ぎないことにも注意すべきものである。 

(iii) また、ドイツ及び韓国には特許裁判所といわれるものがあるが、これらは

特許庁における行政処分についての不服審査を取り扱うのみであって、これ

らの国においても侵害訴訟については、通常の裁判所が取り扱っている。 

(iv) このように、諸外国の実情をも概観し、これと我が国において実現が構想

されている「事実上」の知的財産高等裁判所を比較すると、我が国の「事実

上」の知的財産高等裁判所は、その集中度、充実度において世界でも最新

鋭の制度と評価できるものである。 

②  しかし、この「事実上」の知的財産高等裁判所が「法律上」の知的財産高等

裁判所として、組織上も独立した存在となった場合には、問題点が考えられる。 

(i) 例えば、知的財産権において大きな比重を占める著作権等の事件につ

いては、改正民事訴訟法のもとでも、全国の各地方裁判所に管轄があり、控
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訴審についても全国の各高等裁判所に管轄がある。これは、著作権等の事

件が特許権等事件に比べて訴額も小さいものが多く、また地域密着型の事

件が多数存在することにも配慮した結果であると思われる。 

(ii) しかし、仮に、著作権等事件についても「法律上」の知的財産高等裁判所

の専属管轄とされるとするならば、地方在住者にとっての裁判を受ける権利

を損なうことになりはしないかという問題がある。 

③  また、理念的な問題としては、米国におけるＣＡＦＣが、なにゆえ、知的財産

権関係以外の事件も多数取り扱っているのか、ということについても、一度確認

しておく必要がある。 

(i) ＣＡＦＣは、連邦控訴裁判所制度改革委員会（委員長 Ｒｏｍａｎ・L・Ｈｒｕｓ

ｋａ上院議員）においてまとめられたレポートの提言を受けて設立されたもの

であるが、このレポート（「Ｈｒｕｓｋａレポート」）においては、①裁判官の視野

が極めて狭いものとなってしまう、②裁判官が自らの政策的意見を判決に反

映させる可能性がある、③地域毎の差異についての視野が狭まる、④裁判

官の任用に際して特定の利益団体の影響を受ける可能性がある等の理由

から、特別の分野についての控訴事件を専属的に審理する特別裁判所的な

ものを創設することは望ましくないとされている。 

(ii) 「Ｈｒｕｓｋａレポート」が挙げる理由の中でも、特に、裁判官の視野が狭くな

るとの指摘は、「法の支配」及び法的判断の本質に関わる問題を含んでいる

のではなかと考えている。 

④  現在、その実現が構想されている「事実上」の知的財産高等裁判所は、その

構想が着実に実を結ぶならば、世界的にも最新鋭のものとなりうるものである。

まず取り組むべきは、既に構想が固まった「事実上」の知的財産高等裁判所を

着実にスタートさせ、その運用の実際を見極め、改善をはかっていくことではな

いかと思われる。この意味において、「法律上」の知的財産高等裁判所を創設

する場合にも、考えられる問題点について、慎重な配慮が必要ではないかと考

えるものである。 

(3)  その他調整と整合性の確保が必要な事項 

「知的財産訴訟における専門的知見の充実を図る」（２９頁）、「証拠収集手続

を拡充する」（３０頁）、「特許権等の侵害をめぐる紛争の合理的解決を実現する」
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（３０頁）についても、現在、司法制度改革推進本部において検討が進められてい

るところであり、十分な調整とお互いの整合性の確保を図ることが重要と考える。 

 

３ 「第１章 創造的分野」（１０頁） 

(1)  「１ 知的財産の創造を推進する」（１０頁）について 

①  「（１） 知的財産の創造基盤を整備する」については、創造基盤として種々

の記載があり、そのための環境整備についても言及している（例えば、「②イ」

ⅱ）に『研究環境と生活環境』、ウ）に『研究に専念させる環境作り』）。 

 しかし「環境」とは具体的に何を指すのか、全く明確ではない。精神論だけで

は環境作りができない。欠けているのは、「経済、財政の面」であることは明ら

かである。よってここに、「経済的援助・支援」を明記すべきである。 

②  「（２）大学における知的財産の創造を推進する」の項中、特に１５頁⑤には

大学知的財産本部を整備する旨が掲載されている。この中に種々の項目が記

載されているが、その中で重要なのは、知的財産本部には知的財産に詳しい

人材を整備し（１５頁 ア）ⅲ）、対外窓口を明確にし（１６頁 エ））、機能を強化

する（１６頁 オ））ことである。ここに「弁護士」や「法務機能」などがただ無秩序

に並べられている。 

技術移転、創業支援、知的財産権の取得・維持・保全その他知的財産の管

理には、契約を初めとして法律的観点からの整備が不可欠であることから、「法

律的視野ないし法律的側面の整備が必要であり、弁護士の積極的活用、弁護

士との連携を考慮すること」といった一文が明確に挿入されるようにすべきであ

る。 

１８頁⑥「知的財産に関するルールを整備する」の項には、イ）契約締結の柔

軟性に関係し、「契約書の雛形」が唐突に出てくる。例示された、営業秘密情報

の扱いとか、権利関係等の取り扱いには、弁護士による交渉や法律的指導が必

要とされるので、ここでも「法律関係の整備」といった広い扱いを要求し、弁護士

等との提携の必要性を記載するようにすべきである。 

③  「（３）① 特許法の職務発明規定を廃止又は改正する」（２０頁）について 

全部廃止は、かえって実務上混乱をきたす恐れがある。現在の実務上の問題

解決のためには、特許法３５条 4 項の規定の充実を早期に図る改正で対処すべ
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きである。諸外国の制度及びその運用状況とわが国における雇用関係の現状と

を比較検討しつつ、いままで判例等で打ち出されている補償金算出の基準・要

素等を分析し、より具体的で合理的な算定基準の規定化等を検討すべきであっ

て、直ちに特許法３５条を廃止することには賛成できない。 

 

４ 「第２章 保護分野」 「Ⅰ 知的財産の保護の強化」（２４頁） 

(1)  「１ 特許審査を迅速化する」について 

「（１）特許審査迅速化法（仮称）を制定する」（２４頁）については、基本的に原

文に賛成である。但し、「なお、滞貨一掃のための臨時措置として、外部人材の

活用により数百人規模の任期付審査官を配置し、滞貨一掃後は知的財産専門

人材としての活用を図る。」とある箇所については削除すべきである。 

特許審査迅速化法は、計画案において、特に重点的に取り組まれているが、

これが実効性を持つには、審査官の大幅増員等審査体制の強化が必要不可欠

であり、これを欠くまま、促進を図ることは、審査の手抜きを招き、適正かつ迅速

な審査の実現にほど遠いものとなる。その結果、権利創造への信頼感が失われ、

権利創造機能そのものが失われてしまう。特許審査迅速化法が単なる宣言的規

定に終わらないよう具体的施策を盛り込む努力がなれるべきである。 

(2)  「２ 出願人のニーズに応じた柔軟な特許審査を推進する」（２５頁）については、

賛成する。 

(3)  「３ 知的財産の保護制度を強化する」（２７頁）については、基本的に賛成で

ある。但し、以下の点について、補足意見を述べる。 

(i) 「（３）デザイン保護のために意匠制度を整備する」については、もっと内

容のある事項を記載することを要望する。たとえば、「デザイン」を「物品」か

ら解放する、欧州デザイン規則その他国際的調和を考慮する、応用美術品

の取り扱い方を検討するなどが必要である。ちなみに、３３頁の「（３）デザイ

ンの国際的保護のための審査協力等を推進する」については、審査体制以

前の制度のあり方を検討する必要がある。 

(ii) 「（４）ブランド保護のために商標制度を整備する」（２８頁）については、

「魅力あるブランドを活用」というのである以上、それは、むしろ、商標権の保

護に密接に関係する。そうであるなら、商標法の見直しでは不足であり、不
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正競争防止法との関連制度、商法の商号に関する規定の見直しまで、総合

的に考慮する必要のあることを明らかにすべきである。 

(iii) 「（８）知的財産権侵害に係る刑罰を見直す」（２９頁）について、刑事罰を

引き上げるとすれば、それは更なる重罰化となることから、人権保障・刑罰の

謙抑性との関係で慎重に検討すべきである。 

(4)  「４ 紛争処理機能を強化する」について 

①  「（１）知的財産高等裁判所の創設を図る」（２９頁）については、前述（「２

（２）」）のとおり、著作権等の事件を含むのか、裁判官の視野が狭くなりはしな

いか等の考えられる問題点について慎重な配慮が必要である。 

②  「（２）知的財産訴訟における専門的知見の充実を図る」（２９頁）、「（３）証拠

収集手続を拡充する」（３０頁）、「（４）特許権等の侵害をめぐる紛争の合理的解

決を実現する」（３０頁）については、前述（「２（３）」）のとおり、司法制度改革推

進本部において検討が進められているところであり、十分な調整とお互いの整

合性の確保を図ることが重要である。 

③  「（５）裁判外紛争処理を充実する」（３０頁）については、基本的に賛成であ

る。 

 しかし、ＡＤＲ機関の充実・活性化のためには、単に日本弁護士連合会などに

対しそのような要請をなすのみでは不十分であって、これを適正に維持運営し

て行くための最低限度の事務遂行に要する物的・人的設備確保に要する公的

支援が不可欠であることを明らかにすべきである。その理由は次のとおりであ

る。 

(i) いうまでもなくＡＤＲも紛争処理である以上、これを扱う機関は、それが公

の運営にかかるものであるか否かを問わず、公平・厳正なものでなければな

らない。そのためには、事件・手続の公正な管理・記録の厳格な保管など、

最低限度の事務に要する物的・人的設備は不可欠である。 

(ii) 他方、ＡＤＲ機関の収入は、その申立手数料を中心とする。この手数料収

入をもってその所要費用の全てを賄うことを要するとすれば、上記の不可欠

な物的・人的設備維持のためだけでも、かなり高額な手数料収入の見込め

る申立を選ぶように運営されなければならない。 

(iii) また、ＡＤＲ利用需要者には、知的財産関係事件であっても、訴訟など裁



 8

判所利用を躊躇するような零細な案件の解決を求めるものが少なくないと思

われる。こうした零細案件は、相対的に、機関の所要費用は多く、その手数

料収入は少ない傾向を否定しがたい。しかしＡＤＲ機関としては、このような

需要者の要望にも応える責務があると考える。 

(iv) 更に、知的財産関係ＡＤＲをより一層妥当な解決に導き得るものとするた

めには、標記計画（案）に述べるような弁護士・弁理士の関与にのみ頼るの

ではなく、当該分野の専門家の参加、場合によってはその業界の事情に明

るい人の助力も必要であると考えられる。こうした人々の参加を得るために

は、相応の費用も必要になると考えられる。 

(v) 以上の理由により、ＡＤＲ機関には、少なくとも最低限の物的・人的設備

に要する公の支援は不可欠である。それはＡＤＲ機関が民間の発意と主導

に基づいて行われるべきであるとすることと矛盾しない。このことは、私立大

学に財政的助成がなされることに類して考えられる。また、そのＡＤＲ機関が、

例えば日本弁護士連合会、日本弁理士会の発意によって設立され、したが

って両会の構成員はほとんど無償でその運営にあたっている現状を肯定しこ

れを前提とするとしても、上記の支援は必要なのである。 

(vi) 理想的な知的財産関係のＡＤＲ機関としては、一定の事務処理のための

設備が確保された上で、弁護士・弁理士のみではなく、各分野の専門家、ユ

ーザー層などからの幅広い人材によって支持されるものが目指されるべきも

のと考える。 

(5)  「５ 国際的な知的財産の保護及び協力を推進する」については、賛成である。

但し、「デザインの国際的保護」はもとより、賛成であるが、それ以前に法制度の

整備が一層重要である。また、加盟が遅れている国、途上国などについて云々す

る前に、わが国の国際的調和自体が、法の運用上、実現されていない現状にお

いて、まず、「わが国が国際的調和を重視することを確認する」ことを挙げるべきで

ある。 

 

５ 「第２章 保護分野」 「Ⅱ模倣品・海賊版対策」（３４頁） 

(1)  「１ 外国市場対策を強化する」（３４頁）については、特段の意見なし。 

(2)  「２ 水際及び国内での取り締まりを強化する」（３８頁）については、基本的に
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賛成である。但し、「（３）水際で当事者の主張を基にした迅速な侵害判断ができる

仕組みを早期構築する」（３９頁）については、特に司法との連携が強く求められ

る。 

(3)  「３ 官民の体制を強化する」（４０頁）については、特段の意見なし。 

 

６ 「第３章 活用部分」（４１頁） 

(1)  「１ 知的財産の戦略的活用を支援する」（４１頁）については、概ね賛成である。

但し「（５）知的財産の管理及び流動化の促進に向けて信託制度等を活用する」

（４３頁）については、基本的には賛成であるが、弁護士等が関与する制度を構築

するべきである。 

(2)  「２ 国際標準化活動を支援する」（４３頁）については、特段の意見なし。 

(3)  「３ 知的財産活用の環境を整備する」（４７頁）については、基本的には賛成

であるが、以下の点については十分配慮するべきである。 

「（１）知的財産権のライセンスを安定強化する」のうちの「①倒産時等におけ

る知的財産のライセンスの保護」（４７頁）については、現行法上、知的財産権に

ついて第三者への対抗要件を有しない（あるいは制度上認められていない）場

合のライセンシーについては、その保護が必要である。中小企業やベンチャー

企業の成長に必要な自己資金の確保のためにもライセンス契約の締結は不可

欠な手段であり、例えばアメリカ連邦倒産法３６５条ｎ項のような保護規定の制定

がなされなければ、ライセンサーは不安を抱くことにより資金調達等に支障が生

じることは明らかであり、グローバルな知的財産権の真の保護にはほど遠いも

のとなる。 

したがって、是非とも関係法令の整備が早急になされるべきである。 

 

７ 「第４章 コンテンツビジネスの飛躍的拡大」（５０頁）については、賛成である。 

 

８ 「第５章 人材の育成と国民意識の向上」（６２頁） 

(1)  「（１）専門人材を育成する」のうちの「①弁護士・弁理士の大幅な増員と資質

の向上を図り、知的財産に強く国際競争力のある弁護士・弁理士を充実する」のう

ちの「ⅱ 現行制度下の特定侵害訴訟代理人としてのいわゆる付記弁理士につ
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いて、新たな制度の運用状況や弁護士・弁理士の活動状況などの実情も踏まえ、 

特定侵害訴訟における単独受任等の検討も含めた弁理士の積極的活用等につ

いて、２００３年度以降検討を行う。」（６２頁）とある部分については、前述（「２

（１）」のとおり、推進計画から削除されるべきである。 

(2)  「（２）知的財産に関する大学院、学部、学科の設置を推進し、知的財産教育を

魅力あるものとする」のうちの「①夜間法科大学院の開設など知的財産教育を進

める環境を整備する」とあるうちの「ⅰ)」中の「夜間法科大学院を始め夜間の講座

の開設等、社会人教育・・・を容易にするための各大学の取組を促す。」について

は、各大学に対する機関補助及び学生個人への奨学金等、実効性ある経済的支

援を伴うことが不可欠である。 

以上 


