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知的財産クラブの今後の方針

　知的財産クラブの今後の方針についてお話くだ
さい。
　地道な活動より、もう一度イベントを開いて、
全員集合してみて、それで次のステップへ進んで
いくよう、みんなのエネルギーを集めてみるのも
いいのではないかと思います。15年の総会のと
きに全員集まりましたよね。ちょうど6、7年経っ
たので、企業の知財部の人などは世代が変わった
ところもあるでしょうし、一度また集まってみる
ような企画を考えるのもいいと思います。
　イベントがあれば人が集まると思いますけれど
も、集まるのは卒業生の、知財にかかわっている
人ですね。
　そうです。
　私は大学に知財というものをもう少し根付かせ
るというところを、特にTLOを本当に機能させ
るためのサポートを、我々弁理士はすればいいと
思っています。それには先生方向けの何か講座を
開いてみるほうがいいのではないかという気がし
ますね。
　その辺のところは教職員への相談会というもの
を企画はしたのですが、実際上あまり機能してい
ないですね。
　規約にある、理事のところですが、今、大学側
の方に入っていただいているのですか。

　入っていないですね。
　当事者の一員として大学の先生方に入っていた
だくと、意思の疎通がうまくいくと思います。そ
ういう仕組みもどうでしょうか。
　そうですね。普段我々は大学にいるわけではな
いので、やはり大学におられる方、特にTLOの部
門の方達と私達はもう少しコンタクトをする必要
があるのではないでしょうか。
　確かにそうなのですが、大学は民間企業と違っ
て、組織的に動くのが非常に下手というか、個人
プレーの部分がたくさんある。アプローチしても
糠に釘のような（笑）感じです。
　理窓知財クラブで早急にやらなければいけない
のは、総会を開催することですね。ちょっと時間
が経ってしまっていますけれども。

知的財産をどう生かすか？

　TLOなど、大学の資産、知的財産というものを
どのように生かすかというところで、定期的に、
強制的に先生方を集めてレクチャーするというイ
ベントをやるというのはどうでしょうか。
　それがいちばんいいのですが、なかなかそのよ
うにやろうと言ってもなかなか乗っかってくれな
いのでね。難しいところです。
　先ほど相談窓口を開けてあるとおっしゃったけ
れども、相談窓口に来ないのです。相談窓口に来
なくて、皆さんの大学の研究をどう知財に結び付

理窓知的財産クラブ・座談会（第2回）

出席者　会　長　産形　和央　うぶかた特許事務所（38理・化）
　　　　副会長　山田　益男　アプタス国際特許事務所（42理・応物）
　　　　副会長　伊藤　高英　中尾・伊藤特許事務所（47理工・機）
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司　会　「理窓」編集委員　大和田　康江　理窓企業人会事務局（Ｈ１理・数）

理窓知的財産クラブは、弁理士を中心とした知的財産権業務に関わる人を中心とし
た同窓の集まりです。今回は、知的財産クラブの今後の方針と活動について、そして
これから知財に関わろうとする若い人たちへの提言について話していただきました。

日時：平成21年9月4日（金）17：00〜　　場所：理窓会会議室
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　その問題を解決する策として、要するに大学発
ベンチャーで、基礎研究を応用研究にするベン
チャーを立ち上げてよろしいと。ただし、先生は
社長にはなれないけれども、取締役として参加は
オーケーということのようです。そう簡単に企業
化、商業化に結びつかない。企業に参加してもら
わないとしようがないということです。
　日本の産業界の問題点として、特定の一部の大
学の研究には注目が集まるけれども、そのほかの
大学の研究成果に対しては目を向けない。逆に目
を向けるのは外国勢です。ですから、地方大学な
どは外国企業に売り込みに行っている。外国の場
合には発明者や大学名などはいっさい関係ない。
要するに技術が良いのか悪いのか、そういう判断
だけで技術提携し、導入するのです。
　ですから、TLOが大失敗しているというのは、
一つは完全に産業界がそっぽを向いてしまってい
る。そういうところが問題なのです。国の方針な
どを反映しても全然うまく行かない。その辺のと
ころの企業サイドの頭の切り替えも必要だろうと
思います。

大学に対しての提言

　大学の先生の意識を変えて、大学の独自性をど
のように研究の中で出すかという問題と教育との
兼ね合いがどうしても出てきます。少なくとも教
職員の自覚というか、意識改革をやらないと、社
会貢献ができなくなってしまうと思います。99％
ぐらいのTLOはいつ倒れるかという話になって
きています。その辺のバランスはなかなか難しい
ですね。ただ単に知的財産の知識をもっと持ちな
さいと言っても、最後の出口のところまでの問題
も全部絡んでしまうので難しいです。最初は少な
くとも大学の先生方に特許の意識を持ってもら
う。その結果、いい研究が出てくれば、日本企業
は興味が無くても、外国企業はそれに対してアプ

けるかというテーマで、何かこちらでお膳立てし
たほうが、「ご相談にどうぞ」と待っているよりお
見えになるのではないでしょうか。
　山田先生の話の発展形として、例えばTLOの中
の成功体験のものがあるならば、それをそのとき
に発表していただいて、そのときの動きを実例と
してお話しして、本学でもそういうことがあるの
かということを、他の先生方にも見聞きしていた
だいて、より発展させるのもいいと思いました。
　大学の先生方と接していると、認識が浅いなど
は置いておいて、個々の先生としては出願されて
いたり特許化されているようです。すると、やは
りTLOにしていかに成功させるかということが
重要なのでしょうか。発光ダイオードで何億円と
いう訴訟の話題がわかりやすいわけですが。
　青色発光ダイオード、中村氏の話ですね。
　「儲かるのだったら特許っていいね」というよ
うな話題が出たことはあります。大学の基礎研究
を応用化していくのは企業で、そこを結び付ける
ところがないということなのでしょうか。それと
も、まったく最初から認識が「もう自分は研究だ
け」というようなことなのでしょうか。
　研究者というのは自分のテーマがあって、その
研究を一生懸命するわけです。学会に発表すれば
研究成果がわかるわけですが、それで基礎研究
が応用されるかというと、応用されません。基礎
研究＋応用の開発が必要なのです。基礎研究をな
さった先生や研究者にそこまでやれと言うと二の
足を踏みます。私のお客さんにも国立研究機関が
あるのですが、研究機関の先生方に「せっかくこ
れをしたのだから、もう少し応用部門をこうした
らいいではないですか」と言ったら、「そこまで私、
手が回らないよ」と言います。
　ですから、我々弁理士のような、広くいろいろな
知識を持っていて、この技術はあの分野に使えると
いうひらめきがある者が協力して、これはこの分野
に使える技術ではないのかということで、ジョイン
トする。そうすると、産業上利用に結びついていく
ことになると思うのです。基礎研究した研究者に、
全部やれというのはなかなか難しいと思います。
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ています。既にできている大学TLOの中で、どう
いうことをなさっていて、どういうご苦労がある
のかがわかれば、我々もこういうことをお手伝い
できますということも出てくるかもしれません。
まずTLOのスタッフの方々と一度お会いしたい
と思っています。それからもう一つは、やはり教
授会等に呼びかけて先生方へ知財に対するレク
チャーの機会をつくる。先ほど伊藤先生が補足し
てくださったような、そういうものがセットであ
ると、なおさらいいと思います。
　もう一つ、先生が個人的にお取りになった特許
をリストにして、利用度を見て、休眠というか利
用されていない特許で、これはこういうところに
使えるのではないかということを、それを見なが
らお手伝いできるかもしれない。そういう特許資
料を集められればいいのですが、発明者の出身大
学が書いてないものですから、これを探すのは至
難の業です。先生方の特許情報は集めやすいと思
いますので、そんなところからお手伝いができた
らと思っています。
　大学の先生は研究活動をされていますので、私
も理科大の特許出願を少しお手伝いさせてもらっ
ていますが、要するに権利化をするということに
対しては、ある程度興味を持っておられて、いろ
いろ提案していると思います。学会発表のほうが
たぶん優先するのでしょうけれども、その間近に
なると結構、出願されるということがあります。
一番足りないところは、応用面です。先生が創作
した発明を応用するということは大学の中では
ちょっと難しいことがあるかと思いますので、企

ローチしてくるということです。それから、学生
さんにいかに知財教育を施しておくかです。卒業
して産業界に入ったとしても、明日から問題にな
るのは特許・知財の問題なので、知識があるかど
うかが研究者に求められます。その二つをどのよ
うにやって充実させていくかが一番の課題だろう
と思います。
　今、産形先生がお話をされたことは、もっとも
だと思います。それ以外に考えることがあるとす
れば、大学の社会貢献の中の一つに、卒業生を生
み出すということがあります。その卒業生がいろ
いろな発明をされて、いろいろな企業で活躍され
ているので、間接的な社会貢献になります。
　理科大の卒業生がどのような発明をして、どの
ような特許になっているかということを一度大学
側でリサーチして、こんなものがうちの卒業生の
発明であるということを社会にアピールして、「卒
業生がこうやってがんばっているのだから、がん
ばれよ」と、そのような気運を高めるような仕組
みを考えてみるのも面白いと思います。
　知財を発展させることに対して必要なものは
少なくとも二つの面があって、一つは知財に関す
る知識を高めること、もう一つは知財を生み出す
力、発明する・意匠を考える・ブランドを考える
などの能力も高めるということです。物をクリエ
イトする方は大学で一生懸命に研究的なことをし
て、皆さん培っていかれるでしょうから、それを
うまくバランスを取るようなことを大学側で行っ
ていく必要性があると思います。
　我々はニーズがあればお手伝いしたいと思っ
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試験はまだ発表前だから去年のことね、それは。
　10月に面接試験があるわけですよ。
　もう9月ですからね、もうすぐでしょう。
　理科大にはMIPといって知財専門職大学院が
あります。今年から弁理士試験のための講座を設
けて、今年、来年の2年間で所定の弁理士試験の
ための講義を受けると、短答式試験の免除等が有
利な状況に働く法改正がありましたので、それを
目的としたMIPの院生もおられるようです。
　それからMIPに関して言えば、私は弁理士会の
研修所の所長をしていて、弁理士会とMIPとの共
同研究を行っています。今年で4回目になります
が、研修生を見ていると何に関してもすごく意欲
的です。そういう意味ではすごく志を持ってMIP
に入ってきているので、それをどんどん伸ばして
ほしいと思います。MIPの卒業生は、社会的にも
高い評価を受けているので、MIPにどんどん入っ
てくる人が多くなるといいと思います。特に学
部卒から入る人もいますが、企業等に行ってから
入ってこられる、また弁護士さんも来られる、弁
理士さんも入っている、また特許庁の職員の方も
入ってこられるようなので、そういう意味ではい
い交流の場にもなります。そういうところをうま
く利用してほしいと思います。
　現場での仕事と弁理士試験で学ぶことはかなり
違うのです。弁理士試験がよくできて法律制度が
よく頭に入っている方でも、やはり弁理士の基本
は明細書を書くことなのです。発明者からヒアリ
ングして、発明の内容を正確に理解し、それをど
う表現するか。従来例とこの発明のポイントにな

業と協力して応用面のところの権利化をしていく
ことが必要ではないかと思います。
　それから、大学から出てきた発明で、いろいろ
活用されていることが分かると興味を持ってい
ただけるのでいいかと思います。昔、エザキダイ
オードでしたか、あれも理科大の卒業生が絡んで
いるということで、皆さん興味を持ったと思いま
す。有名な発明に卒業生が関わっているというこ
とが分かると、皆さんますます興味を持つのでは
ないかと思います。

知財に関わる若い人たちへのメッセージ

　弁理士試験の志願者数約8割が理工系で、理科
大の志願者がだいたい400名ということで、大学
別では5位です。理科大出身の方々で弁理士を目
指している人達、あるいはMIPで現在知財専攻で
がんばっていらっしゃる若い人達に対して、何か
メッセージがありましたらお願います。
　データだけ持ってきましたので、発表させてい
ただきます。まず、21年度の弁理士試験の志願者
数は、全部の人が受験したかどうか分かりません
が、1万人を超えています。理科大が404名で、5
番目になります。1位は東京大学、2位は京大、3
位は早稲田、4位が大阪、その次に理科大です。
私立で早稲田に次いで2番目です。
　これは短答式試験の合格者が300弱です。それ
から、論文式試験の合格者が54名ということで、
早稲田の次の2位になっています。理科大出身の
方が弁理士試験を受けることが多いと思います。
　今の54名というのは、去年の分ですよね。論文
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程度の方々は知財の経験が全くなく、公報も見た
ことがないというような方です。5割程度までの
方々を入れると、知財経験が2年未満の人です。そ
ういう方々がそのまま弁理士登録して次の日から、
または当日からお客様と一緒に仕事をすることが
できるという制度仕組みになっているので、クライ
アントに対して思いがけない、不測の損害を与え
るようなことがあってはならないというような弁
理士会側、政府側の考え方があって、今の登録前
実務修習というものを採用することになりました。
　ただし、3カ月程度の研修で、先ほど山田先生
がおっしゃった、本当の実務ができるいうことで
はないのです。ただし、何を考え、何をすれば、弁
理士としての真の実務ができるかということはそ
の研修で学んでほしい。その後は自己研鑽で行っ
てほしいというようなことになっています。
　弁理士会の過去のアンケートによると、一人前
の弁理士になるには何年仕事が必要か？その平均
が7年でした。ですから、弁理士になって7年経た
ないとまだ「私は本当の弁理士だ」とは名乗れな
いというように先輩弁理士は考えています。きち
んと覚悟を持って参入してほしいというところで
しょうか。
　それからまた毎年というぐらい法律が変わるの
で、それも勉強しなければいけないし、試験を受
かればもういいということではなくて、我々も5
年で70時間の研修をやらなければいけないし、倫
理研修は5年に1回ですか。
　そうです。
　倫理研修だけではなく全部です。

るところ、それによってどれだけの効果があった
か、目的、構成、効果をにきちんと整理して、その
ストーリーの下に明細書が書けるかどうかが、実
は弁理士にとってはいちばん大事なところなので
す。これは現場で学ぶしかないのです。
　ですから、自分の専門がこうだというよりも、
お客さんが持ってきたものを理解してそれを書く
わけですから、専門書が読める基礎知識だけは今
のうちに、学生のうちに付けておいてほしい。そ
こを専門書からやり出すと仕事にならないので、
それぞれ自分の持っている、電気のものだったら
電気の基礎知識は身につけておく。発明者が持っ
てくるものは、まがりなりにも先端技術ですから
全部分かるはずがない。そういう新しいところは
本を読まなければ分からない。その際に必要な専
門書を読める基礎知識だけは、学生としてきちん
とまじめに勉強してきてほしいと思います。
　弁理士の試験制度がだいぶ変わって、昔と比べ
るとだいぶ易しくなったといったら語弊があるか
もしれませんが、その辺の弊害のようなものも出
てきて、あまり勉強しなくても受かってしまう。
要するに法律の中身をあまり知らなくても弁理士
になれてしまうということが結構あると思うので
す。その辺もあって弁理士を登録するのは研修が
終わってからと変わったのも、そういう点もある
のでしょうか。
　去年の合格者から実務修習といって弁理士試験
を合格した後に3カ月程度の研修を終了しないと
弁理士登録できないという制度になりました。年
間500～600名合格されるのですが、そのうち3割
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大久保綜合法律事務所
弁護士　大久保　理（47理・応物）

〒102−0083　東京都千代田区麹町4−3−3　新麴町ビル1階
Tel　03−3288−1731　Fax　03−3288−1734
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の失業者が出てくるとことになります。ですから、
技術革新でとにかく経済を成長させ、例えば自動
車産業が今までの生産の7割、6割、5割になった
ときに余剰人員をどこかで吸収しなければなら
ないですね。自動車産業の場合には労働者の数が
500万人だそうです。昔は100万人だということ
ですが、今までの生産台数の50％だったら250万
人要らないという話になってしまう。実際は200
万人ですが、これらの失業者を吸収するためには
技術革新で新しい企業をつくって、吸収していか
なければならない。
　人件費は中国、ベトナム、台湾などのほうが徹
底的に安いので、いくら製造方法を改良したと
いっても、日本で製造はできないということにな
ります。ですから、これからの人達は、特許と戦
略をどうやって組み合わせて勝ち進んでいくか。
産業構造がどんどん変わってきている。その失業
者をどうやって吸収していくかということに取り
組んでいかないとしようがない。
　民間企業の場合には研究開発に支出すると、そ
れ自体が公共投資と同じ効果があり、景気が浮揚
します。企業が研究開発に金を投資すれば経済成
長があるし、景気の下支えも担うわけです。企業
の中枢にとっても知財の活用が大きな問題で、や
り損なうと本当にポシャってしまいます。知財を
戦略的に活用してモノづくりをしていくことがこ
れからの企業経営に求められているということを
考えていただきたいですね。　　　　　　　（完）

　やらなければいけないということで、勉強ばか
りですね。その辺は覚悟して、この業界に入って
きていただきたいと思います。
　今までは、製造方法などを改良すればいいとい
うことで、日本の企業は突っ走ってきたわけで
す。産業構造が1990年代に崩れて、その後、失わ
れた10年といわれました。
　アメリカは、イノベーションの時代です。イノ
ベーションというのは技術革新と訳すのですが、
単に新しいものをつくっただけではGMのように
潰れてしまう。要するにGMが潰れてどうしてト
ヨタが生き残ったかというと、モノづくりと知財
の観点の両立をさせてきたから、今回の不況で生
き残ったと言えます。これからは知財経営でない
とだめだということで、アメリカでは、イノベー
ションをとにかく活用しようと。ですから、特許
と知財戦略がないと、いくらモノづくりをやった
としても大失敗してしまう。ソニーと韓国のLG
との対比すると、ソニーが失敗して、LGが大躍
進しているのは何故かというと、LGの方が頭を
使い始めたということです。特許と頭を使うこと
の両方で合致してやっていかないと、どうしよう
もなくなってきている。
　もう一つは、現在、大不況ですが、例えば日本
の場合には経済成長が1％ダウンすると10万人の
失業者が出てくるという産業構造になっていま
す。この前などは年間にすると－15％などという
経済統計が出ていましたが、年間に直すと150万
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