み分けとしてうなずける結果

る︒学術と産業技術研究のす

機器に及んでいることがわか

醤極︑バッテリーなどの潤辺

一方︑特許はパネル︑集光器︑

池を構成するセルに集中する

ると︑まず学術研究は太陽電

恭してみた(園)︒これによ

特許との対応関係を立体的に

共開研究を慕に︑学術研究と

どこまでを公共の知として提

分あるとはいえない︒また︑

かつ戦略的に行える基盤が十

手法を用い︑特許出願を迅速

激しい分野において︑多様な

てきたとはいえ︑国際競争の

い︒大学側でも︑大学等技術

し出すシステムも整っていな

ている︒この制度のメリット

できる仮出願制度が設けられ

後︑‑年以内に本出願に移行

書と図面のみで仮出願した

などの提出は必要なく︑明細

権本部や技術移転機関 (TL 度﹂の導入である︒米国では︑
O) といった体制整備を行っ 特許請求の範囲の明示と要約

移転法の制定以陣︑知的財産

える仮出額の自付(仮出願日)

は︑比較的簡便な手続きで行

術調査が可能となろう︒

ば︑学術文献を含めた先行技

は︑太陽唱池︑燃料電池︑蓄

2009年度の補正予算に

ースを使ってキーワード分析

ISI社の英文論文データベ

りを見せている︒米トムソン

目指した学術研究が盛り上が

く見てみよう︒太陽電池分野
が︑特許では有機系や色素増

学術研究では4領域がある

心臓部にあたるセルに関し︑

査の両面で︑サイエンスリン

現状では︑特許の出願と審

理の哲学も定まっていない︒

主張するかという知的財産管
にある︒

で早い出願臼を確保できる点

第二は︑日本版﹁仮出願制

といえよう︒
供し︑どの部分を権利として

電池︑有機エレクトロ・ルミ
では3万本の論文が発表され
感系に関する技術がほとんど

なる大学は民間企業と比べ出

注目すべきは︑太陽電池の

ボッセンス (
EL) など︑日
すると︑ 1950年代半ば以
ている︒発表件数は︑近年︑

願支援体制が脆弱(ぜいじゃ
く)である︒研究開発競争が

ケージの強まりに対する準備

早期出願が欠かせないことか

激しい分野では︑権利確保に

mi ができているとはいえない状

見られない点だ︒変換効率や
況にある︒審査の苗では︑学

以上から見えてくるのは︑

が不当に妨げられたりするこ

損なわれたり学術知識の活用

与が行われ︑社会的公正さが

ることだ︒特に︑環境技術は︑

﹁ドリームチiム﹂を編成す

その特許出願をサポートする

される技術が生まれた場合︑

際競争上︑重要性が高く評価

第一一一は︑鹿内の大学で︑国

らこの制度は劫けとなる︒

特許出願︑権利取得という行

とになりかねない︒裁判に持

に判断が行われた場合︑本来︑

ン系︑化合物系︑色素増感型︑
為としては顕在化していない

ち込まれ権利が無効とされる

対象としてはまだ早いと考え

製造コストを考えると︑

は年間3500本となってい

術論文の調査が不十分なまま

る︒この勢いが続けば︑ 5年
革新的技術であり︑特許化の

m年後に実用化が予想される

えられることになろう︒

程度で学術知の世界は塗り替
論文群を棺互の引用関係に

有機系という4つの主要領域
が︑将来︑特許化の対象とし

新規性の乏しい発明に権利付

が浮かび上がる︒シリコン系
て有望な環境技術に関する知

られているのであろう︒

は現症の太揚電池の主力で︑

着目して分類すると︑シリコ

論文数は最多だが︑研究のピ

幅広い大学が先端研究に従事
しており︑どこで有望な技術

有望技術︑早く権利化

ことは難しい︒また︑可能性

が生まれるか事前に予測する
のある金大学に強力な支援体

見が学術研究の中から大量に

の安定性も失われ︑権利の移

ケースが増加すれば︑特許権

繰出願にも対芯しうる各種専

はない︒そこで︑圏全体で国

制を整備することも現実的で
生み出されているという事実

大学側の意識改革も重要
有機系や色素増感型は︑次

ておき︑荷車技術が生まれた

門家からなるチlムを用意し

ークは過ぎている︒

転やライセンスによる技術普

現場に派溜するような仕組み

である︒特許が引用する学術

をつくるのである︒

世代の太陽電池の候補として

したり︑権利として値憶を生

制定印麗年の節目を迎える

では︑出願に過大な時簡を要
む範聞をカバーする出願がで

及の妨げとなろう︒大学の側

と︑日本の産業技術は米欧と

きなかったりした場合︑手が

の私的諮問機関)﹂を設け︑

今︑﹁特許制度研究会(長官

論文の数という単純な指標で

比べてリンケージが鳴いと評

題きうる権利を他の国に渡す

サイエンスリンケージを測る

が続けば近い将来︑シリコン

価されてきた︒しかし︑先の

結果になりかねない︒

いる新方式であり︑この勢い
系を追い抜くものと予想され

事実から︑日本が強みを持つ

期待され︑研究が活発化して

る︒軍籍別にみてみると︑日

環境技術について︑今後︑サ

合︑新規性の判断で膨大な学

促す方向で権利を保護する場

される際にイノベーションを

に向けて特許権の取得が考慮

つ︒今後︑環境技術の市場化

妨げるという両面の効果を持

満たない知の生産量とそれ以

引世紀に入ってからの凶年に

ると2000年前後であり︑

の出版時期は︑平均を計算す

文が出版されている︒それら

有機ELは4万本もの学術論

万本︑蓄電油では約7万本︑

裕矢講師・柴田尚樹助教との

ョン政策研究センタiの梶川

次に︑東京大学イノベーシ

た︒実際︑特許庁が新規性の

度設計や運用がなされてき

術の関じた世界を想定した制

日本の特許は︑主に産業技

革が欠かせないといえる︒

ケージの強まりに対応した改

となるには︑サイエンスリン

対応を重点テ!マの一つとし

ンスリンケージの強まりへの

の検討を進めている︒サイエ

特許庁では︑現行特許法の

域すべてで世界のトップグル

本の大学・研究機関は︑ 4領

術論文との関係を適切に把握

前の四十数年間の生産蚤がほ

:
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そこで︑具体的に以下の3

て位置づけ︑迅速な取り組み
を期待したい︒また︑大学の
側には︑公共の知の創造拠点

するケiスは

論文まで調査

であり︑学術

して既存特許

たのは︑主と

調査が不可能である︒関連性

広に抽出したのでは物理的に

膨大な撃が存在するため︑幅

ある︒論文︑特許ともに既に

レス検索エンジン﹂の開発で

双方を視野に置いた﹁シiム

第一は︑学術文献と特許の

を謹みたい︒

念に関する議論を探めること

果の公開や権利取得の基本理

があることも踏まえ︑研究成

という民間企業と異なる使命

少ない︒また

の高いものだけを選び出す検

つを提案したい︒

関連する学術

索精度の高いシステムがあれ

さかた・いちろう切年生
まれ︒東大経卒︑プランダイス
大修士︒東大博士(工学)︒政策
ビジョン研究センター所属
で効率的に探

文献を趨時間

対象としてき

行技術調査の

判断の擦に先

強まることが予澱できる︒

r電磁
l
Oダイオード

ら特許制度の包括的な見醸し

して審査に反映できるか︑大

ぼ同じなのである︒まさに﹁知

周辺機器に
及ぶ

/!¥

・シリコン系

イノベーション促進の観点か

学からの特許出願を効果的・

の爆発﹂と呼ぶべき状視であ

題亙亙

て警欝ご
セルに集中

日本がグリーン・イノベー

戦略的に行えるか︑といった

ろう︒こうした膨大な学術知

有機系ゑ L'i平)I~雰罰

イエンスリンケージは大幅に

点が重要になる︒以下では︑

識は︑地球環境問題解決の鍵

太陽電池の論文と特許の対Iif}関係

ープを走っている︒

学術研究と産業技術の距離

として期待されるグリーン・

型
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ションに関し︑世界の先駆者

(サイエンスリンケージ)の

技術との関係をもう少し詳し

の動向と特許で示される産業

太陽電泊を例に︑学術研究

イノベーションに対し大きな

革新的な環境技術の創成を

接近に焦点をあて︑特許制度

単術観察と@ 園
お

可能性をもたらしている︒

離理盟轄盟麓盤謹罵櫨謹麗盟理

や運用の改革を考えたい︒

閤い込みでイノベーションを

ョンを促進する面と︑権利の

付与と情報公開でイノベーシ

明へのインセンティブ(誘因)

特許による権利保護は︑発

の翠も膨大になっている︒

スピードが加速し︑学術論文

入り︑大学などでの知の創造

岡酬~

環境技術を生み出す母体と

本が持つ革新的な潔境技術へ
指数関数的に増加し︑足元で

境技術の領域では︑幻世紀に

る︒このように注目される環

も︑太陽電池やエコカーであ

中核技術として期待されるの

暖化ガスの中期目標で︑その

年までにはω%削減するとの温

また先日︑政府が発表した初

ルが1つの柱となっている︒

本版グリーン・ニュ!ディー

投資を景気浮揚につなげる日

降︑燃料篭池については約3

良
日

の支援策が盛り込まれ︑環境

東京大学教接

‑環境技術︑幻世紀に入り﹁知の爆発﹂状態に
.学術研究で特許化できる技術の知見多い
・特許制度全面見直しに際し︑重点テi マに
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