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No. 意見の分野 

1 （b）模倣品・海賊版対策 

意見 

(1) 開発途中のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑなどの作品を記録するためのﾒｰﾙｻｰﾊﾞｰを作って欲しい。 

(2) ｱﾆﾒｰﾀｰやﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏｰの間接雇用を国が一括して行う制度を作って欲しい。 

 

 

No. 意見の分野 

2 （A）主として産業財産権分野に関するもの 

意見 

国家安全保障への危機意識が欠如していないか。特定国の軍船が尖閣諸島海域への侵入を繰り返して

おり、特定国の海軍が我が国の哨戒機にロックオンするなど、国家安全保障の危機を迎えている。特

定国のミサイルはその照準を日本に向け、反日教育に狂奔し、歴史戦で我が国は劣勢に立っている。

米国トランプ政権は安全保障の観点から知的財産を使って特定国に対して制裁を課し、国益を守ろう

としている。日本では知的財産面で何も対策を実施していない。 

 特定国から我が国への侵略の可能性が高まる場合、知的財産権について、特定国からの特許庁 J－

platpat へのアクセス件数又はアクセス禁止、特定国からの特許庁 J－platpatへの閲覧希望者の登録

厳格化又は不登録、特定国への侵害訴訟確定判決の実務上の執行制限、特定国への関税法の適用の強

化、特定国との会合の延期等、政府の主導によって対抗措置を実施するべきである。実施が難しいの

ならば、そのための布石として、何らかの知的財産面での国家安全保障に関する文言を盛り込むべき

である。 

 

 

No. 意見の分野 

3 （E）その他 

意見 

「内閣府知的財産戦略推進事務局」が提唱している内容では、漠然としていて、詳細案を戦略に導入

して頂きたいです。例えばですが、軍事学の観点では、「戦略（ストラテジー）、作戦（オペレーショ

ン）、戦術（タクテック）」での段階的な構造で、全体的な背景には、「兵站（ロジスティック）」と成

る構造です。戦略と来る構造で在れば、「文系（レターリチュアー）及び理系（サイエンス）」に問わ

ず、「学術論文（アーティキュール）」が、必要に成ります。哲学と算数で、提唱すると、人間には、

「パトス（衝動性及び感情性）」が有り、「ロゴス（理性及び知性）」が有ります。戦略とは、人間に

おけるロゴスの追求と考えます。具体的には、「知的財産権（インテレクタルプロパティーライツ）」

とは、「特許権（パテント）」や「著作権（コピーライト）」等で、プロパティとは、要素の事です。

例えばですが、漠然とした内容で、コンテンツ等と明記していますが、「何がしたいの？（What do you 

doing?）」や「だから何？（So What?）」等と、問いたく成る内容です。要約すると、内閣府の職員が、

「学術論文（アーティキュル）」を創作すれば、「イノベーション（技術革新）」の構造に対し、付加

価値が上がると考えます。要するに、文系及び理系を問わず、「修士号及びそれと同等の経歴を持つ

者（マスター以上）」での「修士論文（マスターディグリー）」を、描けば、論文数が上がり、解決す

る事です。要するに、「内閣府知的財産戦略推進事務局」が提唱している内容での政策案では、全く
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具体性が無く、ワンパターンなので、私からは、反論する事が、難しいです。「内閣府知的財産戦略

推進事務局」が提唱している政策での公文章を、拝見すると、「イノベーション（技術革新）」では無

く、「知的財産権（インテレクタルプロパティーライツ）」を、守る事で有れば、「内閣府知的財産戦

略推進事務局」は、「知的財産権（特許権及び著作権）」を守る事と、明記するべきです。私が考える

のは、インプットし、守る事よりも、アウトプットし、攻める事が、重要な課題だと考えます。高い

付加価値に対し、無駄を削ぎ落とす事で、効率性が上がり、生産性が上がるのです。イノベーション

には、「創造的破壊（スクラップアンドビルドアップ）」から成る「破壊的イノベーション」と「持続

的（サスティナビリティー）」から成る「持続的イノベーション」が、有ると考えます。変動の激し

い社会情勢の中では、垂直思考での破壊的イノベーションが、必要と考えます。平行思考での持続的

イノベーションを繰り返すと、社会構造が、衰退して行くと、私は考えます。 

 

 

 

「内閣府知的財産戦略推進事務局」が提唱している内容では、未来に対し、詳細な目的が、明記され

ていないので、私には理解不能です。具体的には、全体的に詳細案が、描かれてい無いので、「だか

ら何？（So What?）」、「何がやりたいの？（What do you doinng?）」と考えますので、私の様な「知

性主義（インテリジョンス）」の日本人の場合では、「反知性主義（アンティーインテリジョンス）」

の連中が、理解不能です。要約すると、幼稚的な内容なので、私には反論の余地が、無いです。要す

るに、「内閣府知的財産戦略推進事務局」は、高い付加価値における高度な詳細での「概念（コンセ

プト）」を、明記して下さい。 

 

 

No. 意見の分野 

4  

意見 

《要旨》 

アメリカ等と比べて遜色の無い範囲で一般フェアユース条項を導入すること、ダウンロード犯罪化・

違法化条項の撤廃並びにＴＰＰ協定・日欧ＥＰＡの見直し及び著作権の保護期間の短縮を求める。有

害無益なインターネットにおける今以上の知財保護強化、特に著作権ブロッキング及び補償金の矛盾

を拡大するだけの私的録音録画補償金の対象拡大に反対する。今後真の国民視点に立った知財の規制

緩和の検討が進むことを期待する。 

 

《全文》 

 最終的に国益になるであろうことを考え、各業界の利権や省益を超えて必要となる政策判断をする

ことこそ知財本部とその事務局が本当になすべきことのはずであるが、知財計画２０１８を見ても、

このような本当に政策的な決定は全く見られない上、２０１８年には危険極まる著作権ブロッキング

のごり押しの検討まで行われた。知財保護が行きすぎて消費者やユーザーの行動を萎縮させるほどに

なれば、確実に文化も産業も萎縮するので、知財保護強化が必ず国益につながる訳ではないというこ

とを、著作権問題の本質は、ネットにおける既存コンテンツの正規流通が進まないことにあるのでは

なく、インターネットの登場によって新たに出てきた著作物の公正利用の類型に、今の著作権法が全

く対応できておらず、著作物の公正利用まで萎縮させ、文化と産業の発展を阻害していることにある

のだということを知財本部とその事務局には、まずはっきりと認識してもらいたい。特に、最近の知

財・情報に関する規制強化の動きは全て間違っていると私は断言する。 

 

 例年通り、規制強化による天下り利権の強化のことしか念頭にない文化庁、総務省、警察庁などの

各利権官庁に踊らされるまま、国としての知財政策の決定を怠り、知財政策の迷走の原因を増やすこ

としかできないようであれば、今年の知財計画を作るまでもなく、知財本部とその事務局には、自ら

解散することを検討するべきである。そうでなければ、是非、各利権官庁に轡をはめ、その手綱を取

って、知財の規制緩和のイニシアティブを取ってもらいたい。知財本部において今年度、インターネ

ットにおけるこれ以上の知財保護強化はほぼ必ず有害無益かつ危険なものとなるということをきち

んと認識し、真の国民視点に立った知財の規制緩和の検討が知財本部でなされることを期待し、本当

に決定され、実現されるのであれば、全国民を裨益するであろうこととして、私は以下のことを提案

する。 
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（１）「知的財産推進計画２０１８」の記載事項について： 

ａ）環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）などの経済連携協定（ＥＰＡ）に関する取組について 

 第７８ページに継続項目として、ＴＰＰなどの協定に関する取組について書かれている。ＴＰＰ協

定については、２０１５年１０月に大筋合意が発表され、文化庁、知財本部の検討を経て、１１月に

ＴＰＰ総合対策本部でＴＰＰ関連政策大綱が決定され、さらに２０１６年２月に署名され、３月に関

連法案の国会提出がされ、１１月の臨時国会で可決・成立し、２０１７年１月２０日に参加国として

初めての国内手続きの完了に関する通報が行われた。 

 

 しかし、この国内手続きにおいて、日本政府は、２０１５年１０月に大筋合意の概要のみを公表し、

１１月のニュージーランド政府からの協定条文の英文公表時も全章概要を示したのみで、その後２ヶ

月も経って２０１６年１月にようやく公式の仮訳を公表するなど、ＴＰＰ協定の内容精査と政府への

意見提出の時間を国民に実質与えない極めて姑息かつ卑劣なやり方を取っていたと言わざるを得な

い。 

 

 そして、公開された条文によって今までのリーク文書が全て正しかったことはほぼ証明されてお

り、ＴＰＰ協定は確かに著作権の保護期間延長、ＤＲＭ回避規制強化、法定賠償制度、著作権侵害の

非親告罪化などを含んでいる。今ですら不当に長い著作権保護期間のこれ以上の延長など本来論外だ

ったものである。 

 

 その後、日本政府は、アメリカ抜きの１１カ国でのＴＰＰ１１協定を推進し、２０１７年１１月に

大筋合意が発表され、その中で最もクリティカルな部分である著作権と特許の保護期間延長とＤＲＭ

規制の強化の部分が凍結さたにもかかわらず、これらの事項を含む国内関連法改正案を２０１８年３

月に国会に提出し（６月に可決・成立）、２０１８年１２月のＴＰＰ１１協定の発効とともに施行す

るという戦後最大級の愚行をなした。このようになし崩しで極めて危険な法改正がなされたことを私

は一国民として強く非難する。 

 

 ２０１７年１２月には、同じく著作権の保護期間延長を含む日ＥＵ（欧）ＥＰＡ交渉も妥結され、

２０１８年２月に発効している。しかし、この日欧ＥＰＡ交渉もＴＰＰ協定同様の姑息かつ卑劣な秘

密交渉で決められたものである。その内容についてほとんど何の説明もないままに著作権の保護期間

延長のような国益の根幹に関わる点について日本政府は易々と譲歩した。これは完全に国民をバカに

しているとしか言いようがない。 

 

 これらのＴＰＰ協定及び日欧ＥＰＡについてその内容の見直しを各加盟国に求めること及び著作

権の保護期間の短縮について速やかに検討を開始することを私は求める。 

 

 また、ＴＰＰ交渉や日欧ＥＰＡ交渉のような国民の生活に多大の影響を及ぼす国際交渉が政府間で

極秘裏に行われたことも大問題である。国民一人一人がその是非を判断できるよう、途中経過も含め

その交渉に関する情報をすべて速やかに公開するべきである。 

 

 なお、トランプ現アメリカ大統領は日米で２国間の通商交渉を行うともしており、このような交渉

の中でＴＰＰ協定交渉同様に知財規制の強化が求められる可能性があるが、上で書いた通り、これ以

上の知財規制の強化は危険なものとしかなり得ないものであり、そのような要求は日本政府として毅

然とはねのけるべきである。 

 

ｂ）ＤＲＭ回避規制について 

 経産省と文化庁の主導により無意味にＤＲＭ回避規制を強化する不正競争防止法と著作権法の改

正案がそれぞれ以前国会を通され、２０１８年に不正競争防止法がさらに改正され、２０１８年１２

月に意見募集がされた文化庁の法制・基本問題小委員会の中間まとめにも同様の法改正事項が含まれ

ているが、これらの法改正を是とするに足る立法事実は何一つない。不正競争防止法と著作権法でＤ

ＲＭ回避機器等の提供等が規制され、著作権法でコピーコントロールを回避して行う私的複製まで違

法とされ、十二分以上に規制がかかっているのであり、これ以上の規制強化は、ユーザーの情報アク

セスに対するリスクを不必要に高める危険なものとしかなり得ない。 
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 特に、ＤＲＭ回避規制に関しては、有害無益な規制強化の検討ではなく、まず、私的なＤＲＭ回避

行為自体によって生じる被害は無く、個々の回避行為を一件ずつ捕捉して民事訴訟の対象とすること

は困難だったにもかかわらず、文化庁の片寄った見方から一方的に導入されたものである、私的な領

域でのコピーコントロール回避規制（著作権法第３０条第１項第２号）の撤廃の検討を行うべきであ

る。コンテンツへのアクセスあるいはコピーをコントロールしている技術を私的な領域で回避しただ

けでは経済的損失は発生し得ず、また、ネットにアップされることによって生じる被害は公衆送信権

によって既にカバーされているものであり、その被害とＤＲＭ回避やダウンロードとを混同すること

は絶対に許されない。それ以前に、私法である著作権法が、私的領域に踏み込むということ自体異常

なことと言わざるを得ない。何ら立法事実の変化がない中、ドサクサ紛れに通された、先般の不正競

争防止法改正によるＤＲＭ規制の強化や、以前の著作権法改正で導入されたアクセスコントロール関

連規制の追加等について、速やかに元に戻す検討がなされるべきである。 

 

 ＴＰＰ協定にはＤＲＭ回避規制の強化も含まれており、上で書いた通り、これ以上のＤＲＭ回避規

制の強化がされるべきではなく、この点でも私はＴＰＰ協定の見直しを求める。 

 

ｃ）海賊版対策条約（ＡＣＴＡ）について 

 第７８ページでは継続項目としてＡＣＴＡへの言及もなされているが、このＡＣＴＡを背景に経産

省及び文化庁の主導により無意味にＤＲＭ回避規制を強化する不正競争防止法及び著作権法の改正

案が以前国会を通され、ＡＣＴＡ自体も国会で批准された。しかし、このようなユーザーの情報アク

セスに対するリスクを不必要に高める危険なものとしかなり得ない規制強化条項を含む条約の交渉、

署名及び批准は何ら国民的なコンセンサスが得られていない中でなされており、私は一国民としてＡ

ＣＴＡに反対する。今なおＡＣＴＡの批准国は日本しかなく、日本は無様に世界に恥を晒し続けてい

る。もはやＡＣＴＡに何ら意味はなく、日本は他国への働きかけを止めるとともに自ら脱退してその

失敗を認めるべきである。 

 

ｄ）一般フェアユース条項の導入について 

 第２５～２６ページで柔軟性の高い権利制限規定について言及されている。２０１８年に個別の権

利制限を拡充する著作権法改正がなされており、これはその限りにおいて評価できるものではある

が、本当の意味で柔軟な一般フェアユース条項を入れるものではない。 

 

 一般フェアユース条項については、一から再検討を行い、ユーザーに対する意義からも、アメリカ

等と遜色ない形で一般フェアユース条項を可能な限り早期に導入するべきである。特に、インターネ

ットのように、ほぼ全国民が利用者兼権利者となり得、考えられる利用形態が発散し、個別の規定で

は公正利用の類型を拾い切れなくなるところでは、フェアユースのような一般規定は保護と利用のバ

ランスを取る上で重要な意義を持つものである。 

 

 今後の検討によっても幾つかの個別の権利制限が追加される可能性があるが、これらはあった方が

良いものとは言え、到底一般フェアユース条項と言うに足るものではなく、これでは著作権をめぐる

今の混迷状況が変わることはない。 

 

 著作物の公正利用には変形利用もビジネス利用も考えられ、このような利用も含めて著作物の公正

利用を促すことが、今後の日本の文化と経済の発展にとって真に重要であることを考えれば、不当に

その範囲を不当に狭めるべきでは無く、その範囲はアメリカ等と比べて遜色の無いものとされるべき

である。ただし、フェアユースの導入によって、私的複製の範囲が縮小されることはあってはならな

い。 

 

 また、「まねきＴＶ」事件などの各種判例からも、ユーザー個人のみによって利用されるようなク

ラウド型サービスまで著作権法上ほぼ違法とされてしまう状況に日本があることは明らかであり、こ

のような状況は著作権法の趣旨に照らして決して妥当なことではない。ユーザーが自ら合法的に入手

したコンテンツを私的に楽しむために利用することに著作権法が必要以上に介入することが許され

るべきではなく、個々のユーザーが自らのためのもに利用するようなクラウド型サービスにまで不必

要に著作権を及ぼし、このような技術的サービスにおけるトランザクションコストを過大に高め、そ

の普及を不当に阻害することに何ら正当性はない。この問題がクラウド型サービス固有の問題でない

のはその通りであるが、だからといって法改正の必要性がなくなる訳ではない。著作権法の条文及び
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その解釈・運用が必要以上に厳格に過ぎクラウド型サービスのような技術の普及が不当に阻害されて

いるという日本の悲惨な現状を多少なりとも緩和するべく、速やかに問題を再整理し、アメリカ等と

比べて遜色の無い範囲で一般フェアユース条項を導入し、同時にクラウド型サービスなどについても

すくい上げられるようにするべきである。 

 

 権利を侵害するかしないかは刑事罰がかかるかかからないかの問題でもあり、公正という概念で刑

事罰の問題を解決できるのかとする意見もあるようだが、かえって、このような現状の過剰な刑事罰

リスクからも、フェアユースは必要なものと私は考える。現在親告罪であることが多少セーフハーバ

ーになっているとはいえ、アニメ画像一枚の利用で別件逮捕されたり、セーフハーバーなしの著作権

侵害幇助罪でサーバー管理者が逮捕されたりすることは、著作権法の主旨から考えて本来あってはな

らないことである。政府にあっては、著作権法の本来の主旨を超えた過剰リスクによって、本来公正

として認められるべき事業・利用まで萎縮しているという事態を本当に深刻に受け止め、一刻も早い

改善を図ってもらいたい。 

 

 個別の権利制限規定の迅速な追加によって対処するべきとする意見もあるが、文化庁と癒着権利者

団体が結託して個別規定すらなかなか入れず、入れたとしても必要以上に厳格な要件が追加されてい

るという惨憺たる現状において、個別規定の追加はこの問題における真の対処たり得ない。およそあ

らゆる権利制限について、文化庁と権利者団体が結託して、全国民を裨益するだろう新しい権利制限

を潰すか、極めて狭く使えないものとして来たからこそ、今一般規定が社会的に求められているのだ

という、国民と文化の敵である文化庁が全く認識していないだろう事実を、政府・与党は事実として

はっきりと認めるべきである。 

 

ｅ）私的録音録画補償金問題について 

 第２６ページでは私的録音録画補償金問題についても言及されている。権利者団体等が単なる既得

権益の拡大を狙ってｉＰｏｄ等へ対象範囲を拡大を主張している私的録音録画補償金問題について

も、補償金のそもそもの意味を問い直すことなく、今の補償金の矛盾を拡大するだけの私的録音録画

補償金の対象拡大を絶対にするべきではない。 

 

 文化庁の文化審議会著作権分科会における数年の審議において、補償金のそもそもの意義について

の意義が問われたが、文化庁が、天下り先である権利者団体のみにおもねり、この制度に関する根本

的な検討を怠った結果、特にアナログチューナー非対応録画機への課金について私的録音録画補償金

管理協会と東芝間の訴訟に発展した。ブルーレイ課金・アナログチューナー非搭載録画機への課金に

ついて、権利者団体は、ダビング１０への移行によってコピーが増え自分たちに被害が出ると大騒ぎ

をしたが、移行後８年以上経った今現在においても、ダビング１０の実施による被害増を証明するに

足る具体的な証拠は全く示されておらず、ブルーレイ課金・アナログチューナー非搭載録画機への課

金に合理性があるとは到底思えない。わずかに緩和されたとは言え、今なお地上デジタル放送にはダ

ビング１０という不当に厳しいコピー制限がかかったままである。こうした実質的に全国民に転嫁さ

れるコストで不当に厳しい制限を課している機器と媒体にさらに補償金を賦課しようとするのは、不

当の上塗りである。 

 

 なお、世界的に見ても、メーカーや消費者が納得して補償金を払っているということはカケラも無

く、権利者団体がその政治力を不当に行使し、歪んだ「複製＝対価」の著作権神授説に基づき、不当

に対象を広げ料率を上げようとしているだけというのがあらゆる国における実情である。表向きはど

うあれ、大きな家電・ＰＣメーカーを国内に擁しない欧州各国は、私的録音録画補償金制度を、外資

から金を還流する手段、つまり、単なる外資規制として使っているに過ぎない。この制度における補

償金の対象・料率に関して、具体的かつ妥当な基準はどこの国を見ても無いのであり、この制度は、

ほぼ権利者団体の際限の無い不当な要求を招き、莫大な社会的コストの浪費のみにつながっている。

機器・媒体を離れ音楽・映像の情報化が進む中、「複製＝対価」の著作権神授説と個別の機器・媒体

への賦課を基礎とする私的録音録画補償金は、既に時代遅れのものとなりつつあり、その対象範囲と

料率のデタラメさが、デジタル録音録画技術の正常な発展を阻害し、デジタル録音録画機器・媒体に

おける正常な競争市場を歪めているという現実は、補償金制度を導入したあらゆる国において、問題

として明確に認識されなくてはならないことである。 

 

ｆ）インターネット上の著作権侵害の抑止及び著作権法におけるいわゆる間接侵害・幇助への対応に
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ついて 

 第１９～２０ページにインターネット上の著作権侵害の抑止について、特にリーチサイト対策の検

討について書かれており、２０１８年１２月に意見募集が行われた文化庁の法制・基本問題小委員会

の中間まとめにおいて、著作権侵害コンテンツへのリンク行為に対するみなし侵害規定の追加及び刑

事罰付加の方針が示された。 

 

 リーチサイト対策の検討は、著作権法におけるいわゆる間接侵害・幇助への対応をどうするかとい

う問題に帰着する。本当に悪質な場合について現行法で不十分というところがあれば、その点につい

て立法による対処も当然あり得るだろうが、文化庁の中間まとめを読んでも、権利者団体の一方的か

つ曖昧な主張が並べられているだけで、権利者団体側がリーチサイト等に対して現行法に基づいてど

こまで何をしたのか、現行法による対処に関する定量的かつ論理的な検証は何らされておらず、本当

にどのような場合について現行法では不十分なのかは全く不明である。このような現行の著作権法に

おける民事の間接侵害（カラオケ法理）あるいは刑事の著作権侵害幇助との関係整理をおざなりにし

た、著作権侵害コンテンツへのリンク行為に対するみなし侵害規定の追加及び刑事罰付加に私は反対

する。 

 

 さらに、このような間接侵害あるいは幇助の検討において当然必要とされるはずのセーフハーバー

の検討も極めて不十分であって、インターネット利用における民事・刑事のリスクに関する不確実性

を増すだけである、このような不十分な検討に基づく法改正に私は断固反対する。 

 

 このようなリーチサイト問題も含め、ネット上の違法コンテンツ対策、違法ファイル共有対策につ

いては、通信の秘密やプライバシー、情報アクセス権等の国民の基本的な権利をきちんと尊重しつつ

対策を検討してもらいたい。この点においても、国民の基本的な権利を必ず侵害するものとなり、ネ

ットにおける文化と産業の発展を阻害することにつながる危険な規制強化の検討ではなく、ネットに

おける各種問題は情報モラル・リテラシー教育によって解決されるべきものという基本に立ち帰り、

現行のプロバイダー責任制限法と削除要請を組み合わせた対策などの、より現実的かつ地道な施策の

みに注力して検討を進めるべきである。 

 

 確かにセーフハーバーを確定するためにも間接侵害・幇助の明確化はなされるべきであるが、現行

の条文におけるカラオケ法理や各種ネット録画機事件などで示されたことの全体的な整理以上のこ

とをしてはならない。特に、著作権法に明文の間接侵害一般規定を設けることは絶対にしてはならな

いことである。確かに今は直接侵害規定からの滲み出しで間接侵害を取り扱っているので不明確なと

ころがあるのは確かだが、現状の整理を超えて、明文の間接侵害一般規定を作った途端、権利者団体

や放送局がまず間違いなく山の様に脅しや訴訟を仕掛けて来、今度はこの間接侵害規定の定義やそこ

からの滲み出しが問題となり、無意味かつ危険な社会的混乱を来すことは目に見えているからであ

る。知財計画２０１９において間接侵害・幇助への対応について記載するのであれば、著作権法の間

接侵害・幇助の明確化は、ネット事業・利用の著作権法上のセーフハーバーを確定するために必要十

分な限りにおいてのみなされると合わせ明記してもらいたい。 

 

ｇ）著作権ブロッキングについて 

 第１９ページではサイトブロッキングへの言及もあり、知財本部において、２０１８年４月の緊急

対策の決定後、１０月まで検討が行われた。 

 

 このようなサイトブロッキングについて、アメリカでは、議会に提出されたサイトブロッキング条

項を含むオンライン海賊対策法案（ＳＯＰＡ）や知財保護強化法案（ＰＩＰＡ）が、ＩＴ企業やユー

ザーから検閲であるとして大反対を受け、その審議は止められている。また、世界を見渡しても、ブ

ロッキングを巡ってはどの国であれなお混沌とした状況にあり、いかなる形を取るにせよブロッキン

グの採用が有効な海賊版対策として世界の主要な流れとなっているとは到底言い難い。 

 

 サイトブロッキングの問題については下でも述べるが、インターネット利用者から見てその妥当性

をチェックすることが不可能なサイトブロッキングにおいて、透明性・公平性・中立性を確保するこ

とは本質的に完全に不可能である。このようなブロッキングは、憲法に規定されている表現の自由（知

る権利・情報アクセスの権利を含む）や検閲の禁止、通信の秘密といった国民の基本的な権利を侵害

するものとならざるを得ないものであり、決して導入されるべきでないものである。 
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 幸いなことに、１０月で知財本部におけるブロッキングの検討は止まったが、多くの懸念の声が上

げられていたにもかかわらず、１０月までブロッキングありきでごり押しの検討を行ったことについ

て私は知財本部に猛省を求める。知財計画２０１９においてブロッキングについて言及するのであれ

ば、２０１８年の検討の反省の弁とともに今後二度とこのような国民の基本的な権利を踏みにじる検

討をしないと固く誓うとしてもらいたい。 

 

 その提案からも明確なように、違法コピー対策問題における権利者団体の主張は常に一方的かつ身

勝手であり、ネットにおける文化と産業の発展を阻害するばかりか、インターネットの単純なアクセ

スすら危険なものとする非常識なものばかりである。今後は、このような一方的かつ身勝手な規制強

化の動きを規制するため、憲法の「表現の自由」に含まれ、国際人権Ｂ規約にも含まれている国民の

「知る権利」を、あらゆる公開情報に安全に個人的にアクセスする権利として、通信法に法律レベル

で明文で書き込むことを検討するべきである。同じく、憲法に規定されている検閲の禁止及び通信の

秘密から、サイトブロッキングのような技術的検閲の禁止を通信法に法律レベルで明文で書き込むこ

とを検討するべきである。 

 

 （２）その他の知財政策事項について： 

ａ）ダウンロード違法化・犯罪化問題について 

 文化庁の暴走と国会議員の無知によって、２００９年の６月１２日にダウンロード違法化条項を含

む改正著作権法が成立し、２０１０年の１月１日に施行された。また、日本レコード協会などのロビ

ー活動により、自民党及び公明党が主導する形でダウンロード犯罪化条項がねじ込まれる形で、２０

１２年６月２０日に改正著作権法が成立し、２０１２年１０月１日から施行されている。 

 

 そして、２０１８年１２月に意見募集がされた文化庁の法制・基本問題小委員会の中間まとめにお

いて、極めて拙速な検討から、このダウンロード違法化・犯罪化の対象範囲を録音録画から著作物全

般に拡大するとの方針が示され、その意見募集において極めて多くの懸念が示されたにもかかわら

ず、今なお文化庁はこの方針を諦めずにダウンロード違法化・犯罪化の対象範囲の拡大を含む著作権

法改正案の提出を準備していると思われる。 

 

 しかし、一人しか行為に絡まないダウンロードにおいて、「事実を知りながら」なる要件は、エス

パーでもない限り証明も反証もできない無意味かつ危険な要件であり、技術的・外形的に違法性の区

別がつかない以上、このようなダウンロード違法化・犯罪化は法規範としての力すら持ち得ず、罪刑

法定主義や情報アクセス権を含む表現の自由などの憲法に規定される国民の基本的な権利の観点か

らも問題がある。このような法改正によって進むのはダウンロード以外も含め著作権法全体に対する

モラルハザードのみであり、今のところ幸いなことに適用例はないが、これを逆にねじ曲げてエンフ

ォースしようとすれば、著作権検閲という日本国として最低最悪の手段に突き進む恐れしかない。 

 

 また、世界的に見ても、アップロードとダウンロードを合わせて行うファイル共有サービスに関す

る事件を除き、どの国においても単なるダウンロード行為を対象とする民事、刑事の事件は１件もな

く、日本における現行の録音録画に関するダウンロード違法化・犯罪化も含め、このような法制が海

賊版対策として何の効果も上がっていないことは明白である。また、ダウンロード違法化・犯罪化の

対象範囲の拡大は、研究など公正利用として認められるべき目的のダウンロードにも影響する。 

 

 そもそも、ダウンロード違法化の懸念として、このような不合理極まる規制強化・著作権検閲に対

する懸念は、過去の文化庁へのパブコメ（文化庁ＨＰ

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hokoku.htmlの意見募集の結果参照。

ダウンロード違法化問題において、この８千件以上のパブコメの７割方で示された国民の反対・懸念

は完全に無視された。このような非道極まる民意無視は到底許されるものではない）や知財本部への

パブコメ（知財本部のＨＰhttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/keikaku2009.htmlの個人か

らの意見参照）を見ても分かる通り、法改正前から指摘されていたところであり、このようなさらな

る有害無益な規制強化・著作権検閲にしか流れようの無いダウンロード違法化・犯罪化は始めからな

されるべきではなかったものである。ダウンロード違法化・犯罪化の対象範囲の拡大の検討について

は全て白紙に戻し、文化庁の暴走と国会議員の無知によって成立したものであり、ネット利用におけ

る個人の安心と安全を完全にないがしろにするものである、百害あって一利ないダウンロード違法
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化・犯罪化を規定する著作権法第３０条第１項第３号及び第１１９条第３項を即刻削除するべきであ

る。 

 

ｂ）コピーワンス・ダビング１０・Ｂ－ＣＡＳ問題について 

 私はコピーワンスにもダビング１０にも反対する。そもそも、この問題は、放送局・権利者にとっ

ては、視聴者の利便性を著しく下げることによって、一旦は広告つきながらも無料で放送したコンテ

ンツの市場価格を不当につり上げるものとして機能し、国内の大手メーカーとっては、Ｂ－ＣＡＳカ

ードの貸与と複雑な暗号システムを全てのテレビ・録画機器に必要とすることによって、中小・海外

メーカーに対する参入障壁として機能するＢ－ＣＡＳシステムの問題を淵源とするのであって、この

Ｂ－ＣＡＳシステムと独禁法の関係を検討するということを知財計画２０１９では明記してもらい

たい。検討の上Ｂ－ＣＡＳシステムが独禁法違反とされるなら、速やかにその排除をして頂きたい。

また、無料の地上放送において、逆にコピーワンスやダビング１０のような視聴者の利便性を著しく

下げる厳格なコピー制御が維持されるのであれば、私的録画補償金に存在理由はなく、これを速やか

に廃止するべきである。 

 

 ４Ｋ放送について、無料放送を録画不可とできるようにする検討が放送局とメーカーで構成される

次世代放送推進フォーラムにおいて行われているという報道もあった。その後の検討は不明だが、上

で書いたような、コピーワンスやダビング１０の愚を繰り返してはならない。このような消費者の利

便性に極めて大きな影響を持つ検討については可能な限り速やかに今まで及び今後の検討の公開並

びに利用者・消費者からの意見の取り入れを促すべきである。 

 

ｃ）著作権検閲・ストライクポリシーについて 

 ファイル共有ソフトを用いて著作権を侵害してファイル等を送信していた者に対して警告メール

を送付することなどを中心とする電気通信事業者と権利者団体の連携による著作権侵害対策が警察

庁、総務省、文化庁などの規制官庁が絡む形で行われており、警察によってファイル共有ネットワー

クの監視も行われているが、このような対策は著作権検閲に流れる危険性が極めて高い。 

 

 フランスで導入が検討された、警告メールの送付とネット切断を中心とする、著作権検閲機関型の

違法コピー対策である３ストライクポリシーは、２００９年６月に、憲法裁判所によって、インター

ネットのアクセスは、表現の自由に関係する情報アクセスの権利、つまり、最も基本的な権利の１つ

としてとらえられるとされ、著作権検閲機関型の３ストライクポリシーは、表現の自由・情報アクセ

スの権利やプライバシーといった他の基本的な権利をないがしろにするものとして、真っ向から否定

されている。ネット切断に裁判所の判断を必須とする形で導入された変形ストライク法も何ら効果を

上げることなく、フランスでは今もストライクポリシーについて見直しの検討が行われており、２０

１３年７月にはネット切断の罰が廃止されている。日本においては、このようなフランスにおける政

策の迷走を他山の石として、このように表現の自由・情報アクセスの権利やプライバシーといった他

の基本的な権利をないがしろにする対策を絶対に導入しないこととするべきであり、警察庁などが絡

む形で検討されている違法ファイル共有対策についても、通信の秘密やプライバシー、情報アクセス

権等の国民の基本的な権利をきちんと尊重する形で進めることが担保されなくてはならない。 

 

ｄ）著作権法へのセーフハーバー規定の導入について 

 動画投稿サイト事業者がＪＡＳＲＡＣに訴えられた「ブレイクＴＶ」事件や、レンタルサーバー事

業者が著作権幇助罪で逮捕され、検察によって姑息にも略式裁判で５０万円の罰金を課された「第

（３）世界」事件や、１対１の信号転送機器を利用者からほぼ預かるだけのサービスが放送局に訴え

られ、最高裁判決で違法とされた「まねきＴＶ」事件等を考えても、今現在、カラオケ法理の適用範

囲はますます広く曖昧になり、間接侵害や著作権侵害幇助のリスクが途方もなく拡大し、甚大な萎縮

効果・有害無益な社会的大混乱が生じかねないという非常に危険な状態がなお続いている。間接侵害

事件や著作権侵害幇助事件においてネット事業者がほぼ直接権利侵害者とみなされてしまうのでは、

プロバイダー責任制限法によるセーフハーバーだけでは不十分であり、間接侵害や著作権侵害幇助罪

も含め、著作権侵害とならない範囲を著作権法上きちんと確定することは喫緊の課題である。ただし、

このセーフハーバーの要件において、標準的な仕組み・技術や違法性の有無の判断を押しつけるよう

な、権利侵害とは無関係の行政機関なり天下り先となるだろう第３者機関なりの関与を必要とするこ

とは、検閲の禁止・表現の自由等の国民の権利の不当な侵害に必ずなるものであり、絶対にあっては

ならないことである。 
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 知財計画２０１９において、プロバイダに対する標準的な著作権侵害技術導入の義務付け等を行わ

ないことを合わせ明記するとともに、間接侵害や刑事罰・著作権侵害幇助も含め著作権法へのセーフ

ハーバー規定の速やかな導入を検討するとしてもらいたい。この点に関しては、逆に、検閲の禁止や

表現の自由の観点から技術による著作権検閲の危険性の検討を始めてもらいたい。 

 

ｅ）二次創作規制の緩和について 

 ２０１４年８月のクールジャパン提言の第１３ページに「クリエイティビティを阻害している規制

についてヒアリングし規制緩和する。コンテンツの発展を阻害する二次創作規制、ストリートパフォ

ーマンスに関する規制など、表現を限定する規制を見直す。」と記載されている通り、二次創作は日

本の文化的創作の原動力の一つになっており、その推進のために現状の規制を緩和する必要がある。

これは知的財産に関わる重要な提言であり、二次創作規制を緩和するという記載を知財計画２０１９

においてもそのまま取り入れ、政府としてこのような規制の緩和を強力に推進することを重ねてきち

んと示すべきである。 

 

ｆ）著作権等に関する真の国際動向について国民へ知らされる仕組みの導入及び文化庁ワーキンググ

ループの公開について 

 ＷＩＰＯ等の国際機関にも、政府から派遣されている者はいると思われ、著作権等に関する真の国

際動向について細かなことまで即座に国民へ知らされる仕組みの導入を是非検討してもらいたい。 

 また、２０１３年からの著作物等の適切な保護と利用・流通に関するワーキングチーム及び２０１

５年からの新たな時代のニーズに的確に対応した制度等の整備に関するワーキングチームの審議は

公開とされたが、文化庁はワーキングチームについて公開審議を原則とするにはなお至っていない。

上位の審議会と同様今後全てのワーキンググループについて公開審議を原則化するべきである。 

 

ｇ）天下りについて 

 最近文部科学省の天下り問題が大きく報道され、全省庁で調査を行うこととなっているようだが、

知財政策においても、天下り利権が各省庁の政策を歪めていることは間違いなく、知財政策の検討と

決定の正常化のため、文化庁から著作権関連団体への、総務省から放送通信関連団体・企業への、警

察庁からインターネットホットラインセンター他各種協力団体・自主規制団体への天下りの禁止を知

財本部において決定して頂きたい。（これらの省庁は特にひどいので特に名前をあげたが、他の省庁

も含めて決定してもらえるなら、それに超したことはない。） 

 

（３）その他一般的な情報・ネット・表現規制について 

 知財計画改訂において、一般的な情報・ネット・表現規制に関する項目は削除されているが、常に

一方的かつ身勝手な主張を繰り広げる自称良識派団体が、意味不明の理屈から知財とは本来関係のな

い危険な規制強化の話を知財計画に盛り込むべきと主張をしてくることが十分に考えられるので、こ

こでその他の危険な一般的な情報・ネット・表現規制強化の動きに対する反対意見も述べる。今後も、

本来知財とは無関係の、一般的な情報・ネット・表現規制に関する項目を絶対に知財計画に盛り込む

ことのないようにしてもらいたい。 

 

ａ）青少年ネット規制法・出会い系サイト規制法について 

 そもそも、青少年ネット規制法は、あらゆる者から反対されながら、有害無益なプライドと利権を

優先する一部の議員と官庁の思惑のみで成立したものであり、速やかに廃止が検討されるべきもので

ある。また、出会い系サイト規制法の改正は、警察庁が、どんなコミュニケーションサイトでも人は

出会えるという誰にでも分かることを無視し、届け出制の対象としては事実上定義不能の「出会い系

サイト事業」を定義可能と偽り、改正法案の閣議決定を行い、法案を国会に提出したものであり、他

の重要法案と審議が重なる中、国会においてもその本質的な問題が見過ごされて可決され、成立した

ものである。憲法上の罪刑法定主義や検閲の禁止にそもそも違反している、この出会い系サイト規制

法の改正についても、今後、速やかに元に戻すことが検討されるべきである。 

 

ｂ）児童ポルノ規制・サイトブロッキングについて 

 児童ポルノ法規制強化問題・有害サイト規制問題における自称良識派団体の主張は、常に一方的か

つ身勝手であり、ネットにおける文化と産業の発展を阻害するばかりか、インターネットの単純なア

クセスすら危険なものとする非常識なものばかりである。今後は、このような一方的かつ身勝手な規
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制強化の動きを規制するため、憲法の「表現の自由」に含まれ、国際人権Ｂ規約にも含まれている国

民の「知る権利」を、あらゆる公開情報に安全に個人的にアクセスする権利として、通信法に法律レ

ベルで明文で書き込むべきである。同じく、憲法に規定されている検閲の禁止から、技術的な検閲や

サイトブロッキングのような技術的検閲の禁止を通信法に法律レベルで明文で書き込むべきである。 

 

 閲覧とダウンロードと取得と所持の区別がつかないインターネットにおいては、例え児童ポルノに

せよ、情報の単純所持や取得の規制は有害無益かつ危険なもので、憲法及び条約に規定されている「知

る権利」を不当に害するものとなる。「自身の性的好奇心を満たす目的で」、積極的あるいは意図的に

画像を得た場合であるなどの限定を加えたところで、エスパーでもない限りこのような積極性を証明

することも反証することもできないため、このような情報の単純所持や取得の規制の危険性は回避不

能であり、思想の自由や罪刑法定主義にも反する。繰り返し取得としても、インターネットで２回以

上他人にダウンロードを行わせること等は技術的に極めて容易であり、取得の回数の限定も、何ら危

険性を減らすものではない。 

 

 児童ポルノ規制の推進派は常に、提供による被害と単純所持・取得を混同する狂った論理を主張す

るが、例えそれが児童ポルノであろうと、情報の単純所持ではいかなる被害も発生し得ない。現行法

で、ネット上であるか否かにかかわらず、提供及び提供目的の所持が規制されているのであり、提供

によって生じる被害と所持やダウンロード、取得、収集との混同は許され得ない。そもそも、最も根

本的なプライバシーに属する個人的な情報所持・情報アクセスに関する情報を他人が知ることは、通

信の秘密や情報アクセスの権利、プライバシーの権利等の基本的な権利からあってはならないことで

ある。 

 

 アニメ・漫画・ゲームなどの架空の表現に対する規制対象の拡大も議論されているが、このような

対象の拡大は、児童保護という当初の法目的を大きく逸脱する、異常規制に他ならない。アニメ・漫

画・ゲームなどの架空の表現において、いくら過激な表現がなされていようと、それが現実の児童被

害と関係があるとする客観的な証拠は何一つない。いまだかつて、この点について、単なる不快感に

基づいた印象批評と一方的な印象操作調査以上のものを私は見たことはないし、虚構と現実の区別が

つかないごく一部の自称良識派の単なる不快感など、言うまでもなく一般的かつ網羅的な表現規制の

理由には全くならない。アニメ・漫画・ゲームなどの架空の表現が、今の一般的なモラルに基づいて

猥褻だというのなら、猥褻物として取り締まるべき話であって、それ以上の話ではない。どんな法律

に基づく権利であれ、権利の侵害は相対的にのみ定まるものであり、実際の被害者の存在しない創作

物・表現に対する規制は何をもっても正当化され得ない。民主主義の最重要の基礎である表現の自由

や言論の自由、思想の自由等々の最も基本的な精神的自由そのものを危うくすることは絶対に許され

ない。この点で、２０１２年６月にスウェーデンで漫画は児童ポルノではないとする最高裁判決が出

されたことなども注目されるべきである。 

 

 単純所持規制にせよ、創作物規制にせよ、両方とも１９９９年当時の児童ポルノ法制定時に喧々

囂々の大議論の末に除外された規制であり、規制推進派が何と言おうと、これらの規制を正当化する

に足る立法事実の変化はいまだに何一つない。 

 

 既に、警察などが提供するサイト情報に基づき、統計情報のみしか公表しない不透明な中間団体を

介し、児童ポルノアドレスリストの作成が行われ、そのリストに基づいて、ブロッキング等が行われ

ているが、いくら中間に団体を介そうと、一般に公表されるのは統計情報に過ぎす、児童ポルノであ

るか否かの判断情報も含め、アドレスリストに関する具体的な情報は、全て閉じる形で秘密裏に保持

されることになるのであり、インターネット利用者から見てそのリストの妥当性をチェックすること

は不可能であり、このようなアドレスリストの作成・管理において、透明性・公平性・中立性を確保

することは本質的に完全に不可能である。このようなリストに基づくブロッキング等は、自主的な取

組という名目でいくら取り繕おうとも、憲法に規定されている表現の自由（知る権利・情報アクセス

の権利を含む）や検閲の禁止といった国民の基本的な権利を侵害するものとならざるを得ないのであ

り、小手先の運用変更などではどうにもならない。 

 

 児童ポルノ規制法に関しては、提供及び提供目的での所持が禁止されているのであるから、本当に

必要とされることはこの規制の地道なエンフォースであって有害無益かつ危険極まりない規制強化

の検討ではない。ＤＶＤ販売サイトなどの海外サイトについても、本当に児童ポルノが販売されてい
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るのであれば、速やかにその国の警察に通報・協力して対処すべきだけの話であって、それで対処で

きないとするに足る具体的根拠は全くない。警察自らこのような印象操作で規制強化のマッチポンプ

を行い、警察法はおろか憲法の精神にすら違背していることについて警察庁は恥を知るべきである。

例えそれが何であろうと、情報の単純所持や単なる情報アクセスではいかなる被害も発生し得えない

のであり、自主的な取組という名目でいくら取り繕おうとも、憲法に規定されている表現の自由（知

る権利・情報アクセスの権利を含む）や検閲の禁止といった国民の基本的な権利を侵害するものとな

らざるを得ないサイトブロッキングは即刻排除するべきであり、そのためのアドレスリスト作成管理

団体として設立された、インターネットコンテンツセーフティ協会は即刻その解散が検討されてしか

るべきである。 

 

 なお、民主主義の最重要の基礎である表現の自由に関わる問題において、一方的な見方で国際動向

を決めつけることなどあってはならないことであり、欧米においても、情報の単純所持規制やサイト

ブロッキングの危険性に対する認識はネットを中心に高まって来ていることは決して無視されては

ならない。例えば、欧米では既にブロッキングについてその恣意的な運用によって弊害が生じている

ことや、アメリカにおいても、２００９年に連邦最高裁で児童オンライン保護法が違憲として完全に

否定され、２０１１年６月に連邦最高裁でカリフォルニア州のゲーム規制法が違憲として否定されて

いること、ドイツで児童ポルノサイトブロッキング法は検閲法と批判され、最終的に完全に廃止され

たことなども注目されるべきである

（http://www.zdnet.de/news/41558455/bundestag-hebt-zensursula-gesetz-endgueltig-auf.htm参

照）。スイスの２００９年の調査でも、２００２年に児童ポルノ所持で捕まった者の追跡調査を行っ

ているが、実際に過去に性的虐待を行っていたのは１％、６年間の追跡調査で実際に性的虐待を行っ

たものも１％に過ぎず、児童ポルノ所持はそれだけでは、性的虐待のリスクファクターとはならない

と結論づけており、児童ポルノの単純所持規制・ブロッキングの根拠は完全に否定されているのであ

る（http://www.biomedcentral.com/1471-244X/9/43/abstract参照）。欧州連合において、インター

ネットへのアクセスを情報の自由に関する基本的な権利として位置づける動きがあることも見逃さ

れてはならない。政府・与党内の検討においては、このような国際動向もきちんと取り上げるべきで

ある。 

 

 そして、単純所持規制に相当し、上で書いた通り問題の大きい性的好奇心目的所持罪を含む児童ポ

ルノの改正法案が国会で２０１４年６月１８日に可決・成立し、同年６月２５日に公布され、２０１

５年７月１５日に施行された。この問題の大きい性的好奇心目的所持罪を規定する児童ポルノ規制法

第７条第１項は即刻削除するべきであり、合わせ、政府・与党においては、児童ポルノを対象とする

ものにせよ、いかなる種類のものであれ、情報の単純所持・取得規制・ブロッキングは極めて危険な

規制であるとの認識を深め、このような規制を絶対に行わないこととして、危険な法改正案が２度と

与野党から提出されることが無いようにするべきである。 

 

 さらに、性的好奇心目的所持罪を規定する児童ポルノ規制法第７条第１項を削除するとともに、児

童ポルノの単純所持規制・創作物規制といった非人道的な規制を導入している諸国は即刻このような

規制を廃止するべきと、そもそも最も根本的なプライバシーに属し、何ら実害を生み得ない個人的な

情報所持・情報アクセスに関する情報を他人が知ること自体、通信の秘密や情報アクセスの権利、プ

ライバシーの権利等の国際的かつ一般的に認められている基本的な権利からあってはならないこと

であると、日本政府から国際的な場において各国に積極的に働きかけてもらいたい。 

 

 また、様々なところで検討されている有害サイト規制についても、その規制は表現に対する過度広

汎な規制で違憲なものとしか言いようがなく、各種有害サイト規制についても私は反対する。 

 

ｃ）東京都青少年健全育成条例他、地方条例の改正による情報規制問題について 

 東京都でその青少年健全育成条例の改正が検討され、非実在青少年規制として大騒ぎになったあげ

く、２０１０年１２月に、当事者・関係者の真摯な各種の意見すら全く聞く耳を持たれず、数々の問

題を含む条例案が、都知事・東京都青少年・治安対策本部・自公都議の主導で都議会で通された。通

過版の条例改正案も、非実在青少年規制という言葉こそ消えたものの、かえって規制範囲は非実在性

犯罪規制とより過度に広汎かつ曖昧なものへと広げられ、有害図書販売に対する実質的な罰則の導入

と合わせ、その内容は違憲としか言わざるを得ない内容のものである。また、この東京都の条例改正

にも含まれている携帯フィルタリングの実質完全義務化は、青少年ネット規制法の精神にすら反して
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いる行き過ぎた規制である。さらに、大阪や京都などでは、児童ポルノに関して、法律を越える範囲

で勝手に範囲を規定し、その単純所持等を禁止する、明らかに違憲な条例が通されるなどのデタラメ

が行われている。 

 

 これらのような明らかな違憲条例の検討・推進は、地方自治体法第２４５条の５に定められている

ところの、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反しているか著しく適正を欠きかつ明らかに

公益を害していると認めるに足ると考えられるものであり、総務大臣から各地方自治体に迅速に是正

命令を出すべきである。また、当事者・関係者の意見を完全に無視した東京都における検討など、民

主主義的プロセスを無視した極めて非道なものとしか言いようがなく、今後の検討においてはきちん

と民意が反映されるようにするため、地方自治法の改正検討において、情報公開制度の強化、審議会

のメンバー選定・検討過程の透明化、パブコメの義務化、条例の改廃請求・知事・議会のリコールの

容易化などの、国の制度と整合的な形での民意をくみ上げるシステムの地方自治に対する法制化の検

討を速やかに進めてもらいたい。また、各地方の動きを見ていると、出向した警察官僚が強く関与す

る形で、各都道府県の青少年問題協議会がデタラメな規制強化騒動の震源となることが多く、今現在

のデタラメな規制強化の動きを止めるべく、さらに、中央警察官僚の地方出向・人事交流の完全な取

りやめ、地方青少年問題協議会法の廃止、問題の多い地方青少年問題協議会そのものの解散の促進に

ついても速やかに検討を開始するべきである。 

 

 

No. 意見の分野 

5 （d）データ・AI 等新たな情報財の知財戦略強化 

意見 

【要旨】 

ＡＩによる商品開発の課題解決・発明支援システムの提供を、特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）

を活用して推進する。 

特許庁の登録特許のデータを AI により分析し、発明的問題解決法である TRIZ（トゥリーズ）のよう

な、解決の可能性の高い思考パターンを提示する。これを活用し技術者が発想を進めれば、効率的に

有効な解決策（発明）が生み出せ、日本製造業への商品開発のアドバンテージにできる。 

 

【目的】 

商品開発のスピードが上がっている中で、効率的に発明を生み出す仕組みを提供することにより、日

本製造業の商品開発アドバンテージをもたらし、世界をリードする優れた商品の開発を促進する。 

 

【背景】 

商品のライフサイクルは年々短くなっており、それと共に商品の開発期間も短くなり、企業間の開発

競争は熾烈なものとなっている。雨後の竹の子のごとく出現する技術的課題も、独創的な発想で日々

解決していく必要性に迫られている。 

開発プロジェクトでのブレーンストーミングでは、多くの発想法が活用され効果的な発明の出現に寄

与している。この中でも TRIZといわれるものは技術的矛盾の解決に有効なものであるが、メンバー

全員の活用スキルが求められ、また 1946 年の着想から生まれたものであり、改良は進められている

が、古い技術の分析がベースにあることは否めない。 

 

【TRIZ とは】 

旧ソビエト連邦（現ロシア）の特許調査官が 1946年に着想したものであり、約 250万件の特許を分

析し、40年以上かけて体系化したものである。技術的矛盾（ある課題を解決しようとすると逆に悪く

なる課題を同時に持っている）を解決した発明の方法を思考パターンとして分析すると、一つの課題

は３～４件の思考パターンで 99％が解決していることを突き止め、これを 40の発明原理としてマト

リクスに整理した。つまり課題が出現したときに、該当する思考パターンで発想すれば、効率的に解

決策が創出できるのである。 

例えば、ノートＰＣのような携帯機器では、持ち運びには軽量で落としても壊れない頑強さが求めら

れる。簡単な方法としては筐体の厚みを薄くすることで軽量化は図れるが、逆に壊れやすくなるとい

う技術的矛盾が出てくる。 

上記発明原理では、縦軸の改善したい項目と、横軸の悪化する項目を選び、そのマトリクスの交点に
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書かれている、３～4件の思考パターンをアイデア発想に使うことができるのである。これにより両

方の妥協点を求める解決策でなく、矛盾する両方を満足する解決策が導き出すことが可能となる。ち

なみに TRIZ の日本上陸は 1996 年となっている。 

 

【現状の課題】 

商品開発においては新たに出現する技術的課題の解決の連続である。この中では多くの発明が生ま

れ、魅力的な商品の提供に繋がっている。このアイデアの出現を支援するものとして多くの発想法が

あるが、その中でもＴＲＩＺといわれるものは、技術的矛盾を解決する有効なヒントを提供してくれ

る。 

問題としては、活用にスキルが求められることと、古い技術のデータをもとに導き出されたものであ

り、最近の技術の進歩を考慮した解決策が提示できていない。ここにＡＩの技術を活用することで、

特許庁の全データベースから矛盾解決の方法を導き出すことができ、新しい技術にも追従したものに

なる。 

 

【提案の方法】 

特許庁にある登録特許の全データベースから、AIにより技術的矛盾とその解決策（発明のポイント）

を分析し、解決の可能性の高い思考パターンを提示する。 

これを基に技術者が発想を進めれば効果的に有効な解決策（発明）が生み出せるし、AIが解決策の案

を提示することも可能になる。 

具体的には、独立行政法人工業所有権情報・研修館の運営する、特許情報プラットフォーム

（J-PlatPat）と連携し、AIでの分析、思考パターンの提示、解決策の案を提示する。これにより、

毎年登録される新しい特許情報も反映され、新技術や新素材の情報が盛り込まれた思考パターンが提

示できるようになる。さらに事業領域を絞った形での分析を可能にすることで、開発商品の事業領域

に特化した TRIZ の提供、思考パターンの提供も可能となる。これらにより、日本製造業の独創的技

術が効率的に生み出され、商品開発のアドバンテージが促進される。 

 

 

No. 意見の分野 

6 （b）模倣品・海賊版対策 

意見 

まず初めに個人情報については匿名にてお願いいたします。 

このような機会があり、久々に見かけましたのでご意見させて頂きます。 

 

要旨 

政府や文化庁による海賊版対策である俗に言うダウンロード禁止法に静止画を 

盛り込む改正案に対し、逆にインターネット上の表現や言論の自由を損ない、 

通信の秘密を侵す点、また海外の事例を見てもダウンロード規制は 

文化庁の示す資料とは違い、多大な悪影響を与える割に効果が全くなかった事実などを踏まえ、 

この規制が行われる事により、より創作物界隈の衰退を招きかねない点から反対する。 

 

 

ダウンロード規制法改正について 

 

まず個人的にも思い、今回日本マンガ学会も指摘されているが、 

これに静止画や文章等の違法化する事には反対である。 

 

現状俗にダウンロード禁止法と呼ばれる著作権法第 30条第１項第３号等に代表される 

ダウンロード規制により、制定後に音楽や映画業界が売り上げを急に伸ばしたと言う 

データは国内外探しても存在せず、寧ろ国内に至ってはこれらの業界は逆に新陳代謝が落ち、 

コミュニティー自体停滞し、逆にユーザー離れを起こし、贔屓目に見ても衰退しつつある。 

 

少なくとも俗にダウンロード禁止法と呼ばれる著作権法第 30条第１項第３号自体、 

言論や表現の自由等を奪い、また情報の受信側を犯罪化するための法律であり、 
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行為であるため、憲法における知る権利をも阻害する代物になっている。 

 

また今回パブリックコメントを求めるにおいて 

文化庁の方は別紙で注意書きをされておられるようであるが、 

まず個人的には前提として俗にダウンロード禁止法と呼ばれる 

著作権法第 30条第１項第３号自体、 

適法か違法か判断がつかなかった場合等は犯罪者にならない等の事を書かれているが、 

この法律自体インターネットで情報を得る情報の受信側を全て犯罪者予備軍として 

扱う法律以外何者でもなく、全国民全て誰しも犯罪者予備軍として扱っている時点で、 

問題であると考えており、そもそもこの法規制自体を廃止すべきと考えている。 

 

その前提として世の中では言葉遊びの様に違法ダウンロードと言う言葉が使われるが、 

インターネットにおいてはそのデータひいては情報を 

どのような形であれ、受け取ってみるまでは 

それが合法であるか違法であるかなどについては判らないからである。 

ラベルと中身が違うことも多々ありえるのがインターネットである。 

 

また皮肉な話、昨今の創作物文化はインターネットで絵師やユーザーの交流で大きくなった所もあ

り、 

静止画を取り締まるという事はそれこそ勘違いにより、良く知らない一般ユーザーからは 

別紙で違法とならないとされているような事も 

違法であるとユーザーはとらえるようになり、人離れを起こし、委縮を招く事にも繋がりかねない。 

法律に興味のないユーザーはそれこそそちら様が別紙で書かれているような事を理解している事の

方が稀である。 

 

例え権利者が公開しているものであってもそれを保存すること自体、 

例え誤解であったとしても違法であると言われれば保存所か見る事すらなくなるし、 

見る事もなくなれば、興味もなくなり、一人そして一人と脱落し、その界隈は衰退する。 

ユーザー離れはこうして起こすものである。 

 

それらの誤解が齎す委縮の方の効果の方が大きく、今回もし静止画まで含まれる事になると 

創作物文化や漫画業界は逆に文化的、経済的な衰退を招くものと考える。 

 

また前回の法改正後のその後の経過を見てみても 

俗にダウンロード禁止法と呼ばれる著作権法第 30条第１項第３号自体、 

期待されたような効果がなく、寧ろ悪影響しかないとしか言いようがなく 

現に規制を強化しすぎた音楽や映画界隈は現在見る影もなく文化的経済的に停滞し、 

衰退している。 

 

この事実をみてもダウンロード規制は効果がなかったと認識でき、 

それを範囲拡大により、静止画まで含める事は逆に創作物界隈の衰退を招く、 

自ら首を絞める行為以外何者でもないと判断したため反対する。 

 

また海外の例を挙げればダウンロード違法化を行ったドイツでは刑事訴訟の乱発を招いた上に 

国民から大反発を受け、音楽の売り上げが回復した等と言うデータはないし、 

現在ダウンロード自体が規制された国自体が極少数の例を除きないというのが現状である。 

 

そして世間ではダウンロード禁止法と呼ばれる著作権法第 30条第１項第３号と 

トレント等の P2P に代表されるファイル交換ソフトを使用することにおける、 

複製権の侵害と区別がついていない人も多い。。 

 

なので、先ほども申したように幾ら別紙で PDFに置いて説明をしたとしても 

ユーザーは問題点を認識できない点は理解していただきたい。 
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またこのように一部の界隈の意見のみを際限なく聞き入れ、 

結論ありきで何でも規制を推し進める 

事も問題であると考える。 

 

このように結論ありきで際限なく安易に規制を推し進めた場合、 

国民の権利が侵害されるだけではなく、 

いずれは真綿で首を絞めるようにその業界ならず国家をも衰退させる事になるだろう。 

 

本来ならば音楽、映画、出版等に代表される業界も政府に働きかける事による 

安易な規制に頼るのではなく、その時代のニーズに適した売り出し方をすべきだったのである。 

 

少なくとも音楽や映画業界に関しては安易な規制により、複合原因の一つとして 

逆にユーザー離れを引き起こしたのはインターネット上における彼らに対するの評価を 

見てみてもよく理解できるはずである。 

 

そもそもインターネット上において、俗にいう海賊版と呼ばれる違法なデータを 

流したくなければ、ダウンロードを禁止すると言う 

情報の受信側を罰する法律を作るよりもアップロード側を取り締まるなり、 

国際的になるならば裁判を起こすなりすべきであり、本来ならばそれで十分事足りるはずである。 

 

以上 

 

 

No. 意見の分野 

7 （c）デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した著作権システムの構築 

意見 

企業が自社の研究目的や、情報収集目的のために TV番組の映像を入手すること、メディアモニタリ

ングサービス事業者がその目的のために録画、編集し、企業に提供することをフェアユースとして、

認めていただきたい。 

米国の TVEyes社のようなメディアモニタリングサービス事業者は国内にも存在し、広告代理店や制

作会社、企業広報等へサービスを提供している。その内容は放送内容をまとめたレポートが中心であ

るが、どのような取り上げられ方をされたかという微妙なニュアンスを知るためには映像確認が最も

効率的です。 

そのような映像は不特定多数への公開・配信等を目的としておらず、自社内でのクローズドな環境で

の視聴に限られるため、著作権者の正当な権利を害するものではないと考えております。 

企業のメディアモニタリングサービス利用が広がれば、この市場拡大や、放送内容を分析するために

必要な画像認識、音声認識等の技術発展が見込まれます。 

また、このサービスにおいても、海外にサーバーを置く TVEyes社のような企業が国内の放送映像を

利用して国内進出し、市場を奪われてしまえば、過去に検索エンジンがグーグルに国内市場を奪われ

た二の舞となり、それだけは防ぎたいと考えます。 

フェアユースを導入した諸外国の経済成長率は日本を上回っており、フェアユースの導入は国の成長

にリンクするとも考えられます。著作物全体にフェアユースを導入することが難しいと思われます

が、企業の研究活動、情報収集活動において、著作権者に損害を与えない利用方法については、フェ

アユースを認めていただければ、ひいては国の発展に繋がっていくと考えます。 

今までは TV映像の二次利用に関しては、放送、配信の可否を多く議論されてきたと思われますが、

企業活動における映像の収集についても、ご検討頂ければ幸いです。 

宜しくお願い致します。 

 

 

No. 意見の分野 

8 （b）模倣品・海賊版対策 

意見 

模倣品・海賊版対策について意見を提出します。 
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現在文化庁にて海賊版対策として静止画ダウンロードの違法化が進められておりますが、多くの有識者

や漫画家が反対するように、これは漫画村の様な違法サイトには効果が無く（視聴は適法となるため）、

むしろ漫画家へのデメリットとなるため海賊版対策にはなりません。 

 

ダウンロードの違法化が海賊版に効果がないこととは、映像・音楽が違法化された後も、Anitubeのよ

うな違法動画サイトが長く生き残っていたことが証明しております（こちらは昨年に「違法アップロー

ド」で閉鎖されました） 

また、文化庁の有識者の報告書でも効果的ではない点が指摘されております。（審議を継続するべきだ

という連盟の意見書も提出されました） 

 

効果がないばかりか、下記参考記事にもあるように、漫画家が自身が行う情報収集の阻害やファン活動

の委縮を招き、本来守るべき権利者を逆に追い詰める形になります。 

 

また検討されている民事でも違法対象が広く、二次創作ではなくとも例えばパロディのある作品（人気

作で言うと「銀魂」）や「ルパン三世」は、たとえ公式であっても、著作権処理が微妙であるとしてダ

ウンロード出来ないようになるのではないでしょうか。 

 

私はこの海賊版対策として行ってほしいのは、「違法アップロードは犯罪です！」と大きく広告するこ

とです。 

漫画村の事件で、一般の主婦が摘発されたように、違法サイトを支えている多くのアップロード者は軽

い気持ちでやっているように思われます。 

というのもサイト運営側でなければ、アップロード者には違法にアップロードするメリットなどないか

らです。 

にもかかわらず、彼らがアップロードを行うのは、罪の意識が低いからではないでしょうか。 

アップロード者の心理として 

「良い作品をシェアしたい」「アップロードして称賛されたい」 

というのがあると思われます。 

実際に海賊版サイトが生まれる前は、掲示板などで「○○をアップしてほしい」というコメントを受け

てアップロードするというものが多々見られました（現在は掲示板の運営が厳格になるとともに海賊版

サイトの台頭により見られなくなりましたが） 

組織的なものはともかく、アップロード者にとっては自己満足でしかありません。 

昨今の不適切なバイトの動画投稿に見るように、デメリットが大きいのに違法行為を行う者が多くみら

れます。 

これではたとえアップロードを摘発されやすくしても、第２、第３のアップロード者が出てくるだけで、

これがイタチごっこと言われる所以ではないでしょうか。 

 

現に私の近所の書店や映画の視聴の際にも、違法ダウンロード（映像・音楽）は広告されても、肝心の

違法アップロードは広告されていません。（コミックスの後ろに小さく書かれている程度です） 

（映画泥棒も話題になりましたが、映画そのものの撮影よりも、ＤＶＤのアップロードの方が遥かに多

いのではないでしょうか） 

しかも違法ダウンロードの広告には具体の罰則が書かれていますが、違法アップロードはどれほどの罪

になるのかが広告されていません。 

また「海賊版」というのも、かつて海外で組織的に行われていた違法ＤＶＤをイメージさせます。 

はっきりと「違法アップロード禁止」というのを各書店のポスターやコミックスの折り込みチラシに封

入する方が効果的ではないでしょうか。 

「違法ダウンロード禁止」を各媒体に掲載しても、それを目にした人は既に合法的に入手しており違法

に入手する必要がありません。 

逆に、合法的に入手しても、違法にアップロードする可能性はあるのですから「違法アップロード禁止」

は効果的です 

また実際に摘発事例もあるので、その事例を広告することで抑止にもなります。 

また、アップロードを摘発することに漫画家もユーザーも反対していません。 

 

確実なことを早急に行うというのであれば、権利者である漫画家自身が反対しており、有識者も審議を
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深めるべきとするダウンロード違法化ではなく、現行の違法性を強くアピールすることの方が、確実で

効果的であり早急に行えるのではないでしょうか。 

 

参考記事：

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1902/08/news154.html#utm_source=yahoo_v3&utm_medium

=feed&utm_campaign=20190214-065&utm_term=zdn_n-sci&utm_content=rel2-0 。 

 

 

No. 意見の分野 

9 （b）模倣品・海賊版対策 

（c）デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した著作権システムの構築 

意見 

※海賊版対策において、規制が不必要な範囲を巻き込んでいると思われるので、本来あるべき範囲に

縮めてほしいという意図になる。 

意見の分野としてここで正しいかわからないが、最も近いのがこれになるので「模倣品・海賊版対策」

として送らせて頂く。 

 

 

 

《要旨》 

著作権法の問題点、主に親告罪を前提に設計されている法体系について、昨年に引き続き修繕を希望

する。具体的には、著作権法の親告罪規定の部分の修正を指す。 

現在、TPPが発効しても二次創作分野の壊滅を免れる程度には制度の整理が進んでいるが、それでも

大元の法文の不備を修正しておくに越した事は無い。 

現に、一昨年は二次創作分野がテロ等準備罪法案に不当に巻き込まれて壊滅するのではという危惧が

蔓延していた。 

 

 

 

《本文》 

実質、親告罪がフェアユース・セーフハーバーの代用品のような状況は、親告罪規定が消滅する事に

よって、著作権法の存在意義を失うという事態につながりかねない、非常にアンバランスで危険な状

況と言える。実際、TPPによってこの部分が浮き彫りになった事で、二次創作分野が壊滅的な危機に

陥るという危惧が、二次創作界隈に蔓延していた。 

この事は一昨年のテロ等準備罪法案との兼ね合いでも浮き彫りになっており、同法案において親告罪

かどうかは参照元の法律に依る事が判明して最悪の事態は免れたが、これは結果論に過ぎない。 

2014年 8月のクールジャパン提言の第 13ページにも「コンテンツの発展を阻害する二次創作規制」

が見直し対象にある事を踏まえると、先のような危惧は決して現実のものとしてはならない。 

その為にも、著作権法の親告罪規定の条文について、以下のような修正を強く希望する。なお、法文

については私には専門的な知識が無く、ほぼ手探りで組み上げてしまっている故、一部見苦しいであ

ろう事はご容赦頂きたい。 

 

（現行の、親告罪を規定する条文） 

第百二十三条 第百十九条、第百二十条の二第三号及び第四号、第百二十一条の二並びに前条第一項

の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 

２ 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係る前項の罪について告訴をすることができる。

ただし、第百十八条第一項ただし書に規定する場合及び当該告訴が著作者の明示した意思に反する場

合は、この限りでない。 

↓ 

（拙作修正案） 

第百二十三条 第百十九条、第百二十条の二第三号及び第四号、第百二十一条の二並びに前条第一項

の罪は、著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者による告訴がなければ、罪として成

立しないものとする。 

２ 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係る前項の罪について告訴をすることができる。
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ただし、第百十八条第一項ただし書に規定する場合及び当該告訴が著作者の明示した意思に反する場

合は、この限りでない。 

 

■修正箇所抽出 

旧：「告訴がなければ公訴を提起することができない。」 

新：「著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者による告訴がなければ、罪として成立

しないものとする。」 

 

■補足 

各権利者という意味で、「著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者」という記載にし

てあるが、これ以外にも追記するべき当事者が存在するのであれば、勿論追記して頂いて構わない。 

また、二次創作作品が暴力団の資金源に使われているという噂が事実であれば、勿論そういった行為

は告訴無しでも罪として成立するものとするべきである。 

例えば、「ただし、指定暴力団又はそれに準ずる性質を持つ集団が金銭を収集する目的で行う場合は、

この限りではない。」と更に追記する等。 

 

■意図 

この修正案の意図は、現行法の「“罪ではある”が、警察が勝手に動けない」から、「各権利者が告訴

しなければ“罪ですらない”」へと修正する事にある。無論、各権利者が告訴した場合には罪として

扱われるべきであるが。 

海賊版の取り締まりについては、そもそも現行法でも権利者各位が取り締まりは行っている筈であ

り、この修正によって後退する事は無いと私は見ている。 

 

 

 

 

二次創作分野の支援において、明確に刑罰化する必要のある行為が 1つある。 

それは、権利者になりすまして、自分の嫌いな二次創作に対して差し止め要求を行う妨害行為である。 

 

たとえ警察沙汰にならなくても、上記要求をされた二次創作側は萎縮せざるを得ない。 

実際インターネット上で、二次創作者ではなくサーバー側へ同じ要求をする事で該当作品を潰した前

例も、幾つかある。 

権利者でもなんでもない者が、たったこれだけの事で、気に入らない作品を潰せてしまう。 

 

このような、他人の足を引っ張る行為を平然と行う痴れ者は撲滅されなければならない。 

権利者自らが二次創作を明確に差し止めたい場合はともかく、そうでないならば二次創作も保護され

るべきである。 

が、現行法では抑止力としては足りない（だからなりすましが罷り通っている）ので、著作権法へ明

記する必要がある。 

法文化すると、以下のようになると思われる（これも素人の手探りなので自信は持てないが）。 

 

（以下想定法文） 

他者の創作活動を妨害する目的で著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者を騙った者

は、○年以下の懲役または○円以下の罰金に処する。 

（ここまで） 

 

 

No. 意見の分野 

10 （E）その他 

意見 

特許翻訳についての改善の提案 

 

文責： 
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時間がなく、まとまりがない文章になりましたが、以下を提案致します。 

 

提案内容 

 現状、特許翻訳業界が提案している特許翻訳は特許実務を踏まえたものではないと思われるので以

下を提案いたします。 

（１） 日本規格協会（ＪＳＡ）による翻訳者評価登録（ＲＣＣＴ）から特許翻訳を「現状」除外す

る。 

（２） 特許翻訳を評価する上で特許庁、弁理士、知財部（発明者）が重要と考えるポイントをまと

め、翻訳業界に提示する。世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ）からも意見も聞く。 

（３） 各知財関係の翻訳の試験については、特許庁や弁理士会等で内容を審査するようにする。 

（４） 翻訳者向けの知財セミナーを特許庁や弁理士会等が積極的に行う。日本翻訳者協会（ＪＡＴ）

の日英翻訳国際会議（ＩＪＥＴ）や日本翻訳連盟（ＪＴＦ）の翻訳祭などの機会に積極的に参加し、

知財の基本についてのセミナーを行う。 

（５） 特許事務所や企業の知財部の翻訳チェック能力を高めることを検討する（セミナー、指針等） 

（６） 特許関連の機械翻訳については、基礎となるデータを再度見直す。 

（７） 特許翻訳の公的試験を設ける。 

 

意見 

 （１）に関し、翻訳者評価登録（ＲＣＣＴ）で採用されている日本知的財産翻訳協会（ＮＩＰＴＡ）

による知的財産翻訳検定試験の回答例の一部には、新規事項の追加や発明の理解、技術的範囲等特許

翻訳において重要であるポイントについて欠陥があります。日本翻訳連盟（ＪＴＦ）による試験も同

様と思われます。知財に対する点で問題がある以上、これらの試験に基づくＲＣＣＴの特許翻訳につ

いての登録は改善または廃止が必要だと思います。（試験についての意見は後述） 

 また、一部の翻訳者は、長年特許翻訳に携わっていても全く特許のことを理解せず、工業翻訳の延

長線上にあるものと考えているようです。これは、翻訳者、翻訳会社といった翻訳業界の問題でもあ

りますが、その翻訳を使っている特許事務所、知財部のチェック能力の問題でもあると思います。（２）

～（５）を行い、底上げを図る必要があると思います。 

 現状の特許翻訳が特許実務を踏まえたものでない以上、（６）に提案するように機械翻訳について

は、全体的な見直しが必要かと思います。 

 特許翻訳が的確でないということは、どのような知財戦略を立てたとしても的確な外国特許を取れ

ないということかと存じます。 

 

試験についての意見 

説明しやすい問題について例示致します。 

（１） 知的財産翻訳検定試験 

https://www.nipta.org/ExamPast_J.html 

 

本試験の「標準解答および講評の掲載にあたって」に記載のように翻訳には正解が幾通りがあるかと

思います。また、講評や標準解答も参考になるものです。ただし、特許翻訳においては、その一点を

間違えてしまうと、全体のロジックを台無しにしてしまう所があり、そこはしっかりと抑える必要が

あるかと思います。 

以下に上げる点は、審査段階や実施段階で問題になる可能性があり、特許事務所であれば必ず避ける

ポイントです。 

 

（イ） 第２２回電子電気 第３問 

解答 

As shown in FIG. 4, if the human-detection sensor 25, which is installed on the outdoor side 

of the entrance door together with the illumination apparatus 20, senses a human body 30, the 

illumination lamp of the illumination apparatus 20 turns on first.  

問題文 

「図４に示すように、照明器具２０と共に玄関扉の室外側に設置された人感センサ２５が人体３０を

感知すると、まず照明器具２０の照明灯が点灯する。」 
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異見 

図面を見ると、確かに「ドアの外面」にセンサ２５や照明器具２０が設けられている。しかし、以下

の理由によりこの図面の構成は間違いであり、この限定により本発明は無意味なものになる。 

（a）「外側」には、ドアに対して外側という意味と、ドアの外面という意味の２つの意味がありえる

が、前者は後者を含む広い概念である。 

（b）センサ２５が検知するためには、ドアの外側にあればよく、外面にある必要はない。従来技術

として、床に設けられたセンサ、コンビニなどのドアの上側に設けられたセンサなどがあるが、すべ

て「ドアの外側」である。外面に設ける必要性に疑問が生ずる。 

（c）ドアは開閉するものである。よって、開閉によってセンサの位置が変わり、センサから制御装

置などに送られる信号の意味が変わってくる。つまり、閉の位置なら玄関前に人が立った時に検知信

号が送信されるが、開の位置にあるときは、同様に人が玄関前に立っても検知信号が送信されるとは

限らない。よって、センサ２５からの入力信号による効果は、ドアの開閉によって変わる。 

（d）よって、本発明の作用効果は得られず、課題（問題には記載はない）が解決されない可能性が

大。 

（e）また、照明器具２０もドアの外面上にある。自宅や近所のドアを考えればわかるが、ドアの上

に照明器具を設けることはまずない。なぜなら「ドアは動く」ので、ドアが開いた時には本来照明し

なければならない玄関前を照明できないからである。このような構成は、出願人のビジネス（特許の

ターゲット）を考えるとあり得ない。 

（f）補正を考えれば、図面に合わせてドアの外面として訳出しすると、補正の根拠が無くなってし

まう。ここは敢えて違う意味で訳したほうが無難、という考え方もできる。 

 

（ロ） 第２６回 バイオ 第４問 

問題 

【請求項２】 

アブラナ科植物が本わさび及び／または本わさび葉である、請求項１に記載の肥満防止剤。 

解答 

2. The obesity preventing agent according to claim 1 wherein the cruciferous plant is a rhizome 

and/or a leaf of Eutrema japonicum. 

 

異見 

この rhizomeとは根のことである。確かに、「わさび」と聞いて日本人が思い浮かべるのは「根」の

部分であるので、単純な翻訳なら素晴らしい翻訳とも言える。ただし、以下の理由で特許翻訳として

は不適切ではと思われる。 

（a） 新規事項の追加の恐れがある。単純に原文では文言化されていないという事ではなく、請求

項１における対応する上位概念の文言から解釈して少し無理がある。また仮に「根」の部分のみを加

工することで何か特別な効果がある場合、新規事項の追加と解釈される可能性が増すのではなないか

という懸念もある。 

（b） 特許における「技術」は、産業、工業であり、コストを意識する必要がある。わさび全体、

わさびの根、わさびの葉の三択で原材料を選ぶ場合、わさびの根を選ぶ可能性はコスト的に考えると

低い。当業者なら「わさび全体」と解釈するのではないか。「わさび全体」が本来の意図ではないか

という懸念がある。 

（c） 「本わさび」に本わさび全体と本わさびの根という２つの解釈が存在するとし、その上で

「根」を選択した場合、本わさび全体という構成を「捨てた」と解釈される可能性があのでは懸念す

る（例えば、USのフェストの考えと似た考え方）。そうではなく、一部である「根」を文言すること

で、「全体」をも包含していると主張すると、新規事項の追加であると判断される可能性が増すので

はないか。 

 

（２） JTFの翻訳検定も「上方」を単純に above などと訳しており、技術内容を特許的に把握する

こということができていない。以前私が受験した時は（不合格）、液晶表示装置のガラス基板が「液

晶層を介して」という文章の訳を「via」で訳すような回答例を示されましたが、技術内容を考えれ

ばガラス基板が「挟んでいる」から液晶が層をなしており、これを viaと訳すのは通常の技術翻訳で

は許容できますが、クレームでは、各素子のそれぞれの技術的な役割が正確に訳出しされておらず、

問題が生ずる可能性もないわけではありません。従来技術ですし、審査官もそこまでこだわらないか

もしれないですが、液晶層とガラス基板が１００ｍ離れていようが viaという位置関係は成立します。
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その構成を翻訳で入れてしまうのがよいのかどうか。 

（３） 最近「first, second は第１の、第２の、と翻訳すべきだ、何故なら１番目の、２番目とい

う意味だから」という、とある大手翻訳会社の講師をされている方と議論になりました。特許的な常

識から外れることが推奨されているのが今の現状です。 

 

以上 

 

 

No. 意見の分野 

11  

意見 

知財人材の育成 
 
 
「知財戦略」の実効性は、「知財ありき」でなく、自社の事業戦略と乖離しない「ビジネスありき」

が大前提である。知財を重視した「知財経営」の時代で、知財マンヘの期待は大きい。知財マンに求

められる能力は多岐分野にわたり、しかも奥行きが深い。能力が高い知財マンであれば活躍する場所

は、たくさんある。知的財産の創出、保護、活用、運営等は、国際社会の中で大きく変わってきた。

「グローバル知財」で求められる知財マンの知財能力（スキル）について私見を述ぺる。 
 
1. 何か生み出す創造力と独創力を備え、自分の考えを整理できる思考力と論理力を身につけ

る。 
 
因みに、巷で言われている「知財戦略・出願戦略」の類は、普遍性があるものではなく、極めて抽

象的なものである。日本人は直ぐに具体例や答えを求める。しかし会社の規模、事業分野、事業形態、

そして取引先や市場等によって違うのは当然である。用意された答えは無い。 
 
知財戦略の柱には、① 契約戦略、② 調査戦略、③ 出願戦略、④ 知財運営戦略（知財の保護·活用）

等が考えられる。とこるが、戦略という言葉は極めて抽象的であるにかかわらず、安易に、便利に、

都合よく使われている。 
 
例えば、「知財契約実務者」に求められる能力について述ぺる。これからの新規事業は、IoT 技術、

AI 技術等を組み込んだシステム商品（サーピス）が主流である。システム商品の特長は、技術領域

の拡がりだけでなく、それらの技術が複雑に融合し、溶け合っている。これまでの自社技術や専門知

識だけでは間に合わなくなることが明白である。つまり新規事業での「自前主義」は、立ち行かなく

なる。 
 
そこで自社が持たない頭脳（知財）を、外部から取り込む（協業）という流れが活発になってくる。

外部頭脳は、公的研究機関、大学、企業、個人まで多岐に及ぶ。相手が企業であれば、大企業、中小

企業、ペンチャー企業、スタートアップ企業、外国企業と多岐に及ぶ。企業は立場が違えば夫々の思

惑も違う。 
 
知財契約業務は、法律業務と文書業務であるから、それらの必要事項を正確に学び、正しく理解する

ことが基本である。但し知財契約業務は、「戦略業務」であるから基本知識を学ぶだけでは遂行でき

ない難しさがある。 
 
知財契約実務者に求められる能力は、抽象的に成り勝ちな、応用問題を具体化させる思考力（その

業務に共通する車項を取り出して抽象度を深める）である。即ち、応用問題を十分に検討、分析し、

結論として、案件毎の「知財契約戦略」を立案、策定する能力を高めることが大事である。知財契約

業務は、「基本、応用、戦略（＊）」が揃ってこそ完結する業務である。基本が無ければ始まらない。

応用が無ければ組み立たない。戦略が無ければ知財経営は成り立たない。（＊）【基本】は、法的な根

拠などを抽出する、【応用】は、分析力と思考力が求められる。【戦略】は、用意された正解（答え）

が無く、自ら見つけ出すものである。 
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2. 必要情報の収集、分析能力と判りやすく発信する情報力を身につける。 
 
知財マンは「情報参謀役」として経営に参画しているという意識（自負）が、モチベーションを高

めることに繋がる。それには、まず自分が成すべき役割 ( Vison ) を描き、次に自分は何をして行く

かべきか、という(Polisy)  を打ちたて、そして現状を把握し、自社の経営資源（ブランド、知的財

産、技術、技能、ノウハウ等）をどのように使っていくかの「知財経営戦略」を立案、策定して実行

する必要がある。 
 
「知財経営の」の目的は、自社事業の市場動向（黎明・成長期、成熟・衰退期、変革期など）、企

業動向（同業他社の事業戦略など）、技術開発動向（新技術の進化予測など）を調査して分析するこ

とである．具体的には、1）余計な知財係争に巻き込まれないために、知財の安化全を確認する。2) 自
社が踏み込んでは危険な技術領域を、いち早く把握する。3) 自社が自由に開発できる技術領域を確

保し、事業の優位性を確保する。そして、無益な特許出願をやめることである。 
 
これらを実現するには、予め「調査戦略」を立て準備をすることが肝要である。"とにかく気にな

るところ（主観）から調査すればいいだろう＂という漫然とした思いつきの場当たり的な調査では必

ず失敗する。それは「羅針盤」の無い航海に出るようなもので、その結果、特許情報の大海で漂流す

ることになる。 
 
つまり、ただ闇雲に調査を行うのでなく、スタート段階から、しっかりした目標（目的地）を設定し、

羅針盤に沿った調査を行うことである。それは主観でなく「客観的な物差し」による事実に基づいた

訓査をいう。つまり「調査航海図」を作成し、その航海図に沿って調査を進めていけば、ムダが少な

く、生産性は格段と上がる。 
 

つまり知財マンが求められているのは「戦略的調査」ができる能力である。知財経営に使われる「知

財戦略」の立案、策定そして推進は、「戦略的調査（調査計画書）」によって導き出されるものである。

その情報は大きく分けて次の三種が考えられる。 
 
「経営開発情報」とは、経営陣、事業推進（カンパニー）貢任者、研究開発責任者向けのレポートで

ある。それは、自社事業のマーケテイング調査として、市場、企業、技術、知財動向等の調査したレ

ポートである。その目的は、自社事業の優位性を確保すること、つまり自社の事業の戦略を立案、策

定できる内容が要求される。「経営開発情報」で特許情報を使う理由は、レポートに対する信憑性の

担保（裏）を取ることである。 
「技術開発情報」とは、経営開発情報をアレコレと引きます回すことで、進化を遂げていく情報であ

る。それは、知財の安全を確認し、自社が安心して自由に研究開発が出来る技術領域、あるいは自社

が踏み込んで「ヤバイ」危険な 技術領域を早く見つけることである。その目的は、余計な知財係争

を未然に防ぎ、自社事業の優位性を確保することである。これ等の蓄積データは、自社の研究開発部

門の「知的基盤（インフラ）」構築へ繋がる。 
「知財開発情報」とは、知財の創出、知財の権利化、知財の保護と活用、そして知財係争に備えての

対応準備等に使う情報である。R&D 部門から生まれる新しい発明技術は、夫々性格があり目的と役

割を持つ。それに沿った「知財出願戦略（計画）」を立案、策定するに役立たせる為の情報である。 
  
 
 
 
いずれにせよ、これらの情報は使う人の要求（ニーズ）に合っていなければ、徒労に終わる。情報は

必要とする人、発信する人の所へ集まる。情報は人脈であると言われる所以はここにある。知財マン

が積極的人間になるには、情報を集めるだけでなく自分の考えを整理して分かりやすい情報を発信す

ることである。何も変哲もなさそうな情報でも工夫すれば、その情報は、色がつき、味がつき、匂い

を発する。やがて、その情報に血が通うことで、仕事で使える新しい生きた情報と成る。情報発信は、

まさに創造的で、遣り甲斐のある仕事と言える。 
 
余計なことだが、「情報感度」を敏感にするには、情報の収集力、分析・解析力、発信力を鍛えねば

ならない。具体的には情報から「物・事」の本質を見抜く目を養い、「五感（感性）」を鍛え「遊び心
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（余裕）」を持つことが必要である。答えが見えない時代こそ、必要情報を自分なりに加工（構造化）

して仕事に生かせる質の高い「差別化情報」を持つべきである。それには世界から発信される情報（多

くが英文）を読みこなす能力も求められる。例え英語が苦手でも心配することは無い。翻訳ソフトを

使いこなし支援を受ければ必要情報の入手は容易である。しかも仕事の中で英語の勉強ができるメリ

ットを大いに享受すべきである。 
 
 
3. コミニュケーションが取れる対話力と人間力を身につける。 
 
研究開発技術者への知財支援に必要な能力について考える。技術への興味や理解力（技術的背景を持

つ）、そして知財創出（知財つくり）の応用力が求められるのは当然である。それにはまず、対人と

の対話が成り立つコミニュケーション能力が無ければ話にならない。更に御互いの思考（考え方）を

整理できる論理力も必要となる。 
（＊）できれば、お互いが共有できる道具（ツール）を持つと良い。例えば、ＫＪ法 MC 法といった

知的生産技術の創造技法など。 
 
「黎明・成長期」での研究開発は、課題には困らず、やる事が沢山あった。その課題は上層部から与

えられ、技術者が自ら課題を生み出す必要が無かった。技術者にとって良き時代であった。しかし「成

熟・衰退・変革期」は、課題を解決する能力は勿論のこと、筋の良い研究テーマ（コンセプト）を技

術者が自ら発掘（探索）することが求められている。 
 
しかし、いま最もクリエイティブであるべき世代は、相変わらずの旧来のシステム・プロセスと制約

の中で、情報の洪水と時間の不足のために、新しい方向を探り、自身の創造カ・独創力を発揮するチ

ャンスを与えられていない。こんな状態では、日本企業の将来は危うい。研究開発技術者にとって、

知財に関する面倒な（手離れが悪い）知財業務が大きな負担となっていることも確かである。この状

況を改善して行くには、知財マンからの知財教育を含めた「知財支援」が必要である。 
 
例えば「特許侵害調査」を行うには、研究開発技術者のアタマの中にある「ボンヤリ」とした潜在

情報を顕在化させねばなら無い。つまり商品開発に使われる技術（確定、予定、未定）から要素技術

を炙り出し、それら要素技術の解決手段を分析、整理しながら「特許調査観点」を具体的、かつ明確

に設定する必要がある。この作業（聞き取り）を積み重ねることで気になる他社（者）技術と自社（自

分）技術との比較が容易にできる。この聞き取り作業の精度を高めて行くには、研究開発技術者との

コミニュケーションが欠かせない。 
 
更にもう一つの例として、「特許出願明細書」の作り方支援について述べる。「グローバル知財」で

最も重要なことは、「特許出願明細書」の文書品質である。特許は「特許出願明細書」で始まり、特

許明細書で終わるとも言われている。特許明細書は、権利の保護だけでなく、発明技術の事業計画書

でもある。例えばスタートアップ企業が投資家への説明責任を果たす、あるいは技術移転で相手への

説明責任を果たす役割を担う文書でもある。 
 
「特許出願明細書」の作成は、発明者から届けられた発明提案書が起点となる。発明提案書を受け

れば、知財マンは、発明者から発明技術の説明を必ず受けるはずだ 
（丸受け、丸投げはしていないと思うが・・）。この聞き取り（聞き出し）が大事である。 
結論として、聞き取り上手の知財マンでなければ、世界で通用する（戦える・共生する）特許出願明

細書は作れない。幸いにして特許明細書の様式（書き方）は、ロジカル（論理的）に構成されている

から能力のある知財マンであれば、「聞き取り回路（ロジック）」を整理しておくことは容易である。 
 
要するに知財マンに求められる能力は、技術力、知財力、対話力、そして文章の読解力と作成力で

ある。更に発明技術の本質を正確に把握する論理力、発明枝術のバリエーションを増やす創造力など

も求められる。しつこく繰り返すが、知財マンの聞き取りの「上手い下手」が特許明細書の品質を決

めることになる。それは、知財価値を高め、会社の持統的発展に貢献するだけでなく、発明者への評

価にも繋がる。その責任は極めて重いものがある。 
 
発明技術の聞き取りは、発明者への知財支援の一つである。その目的は、発明者のアイデアを発明
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に、発明を特許に作り上げるプロセスを身に付けてもらうことである。それには「発明提案書」の作

成支援（知財教育）を実践することで実現できる。 
 
（参考）：発明提案書作成のナピゲーション例を紹介しております。 
https://www.ipma~japan.org/e~learn 06/05-01,html 
 

先にも述べたが、これからの新規事業は、IoT 技術、AI 技術等を組み込んだシステム商品（サービ

ス）が主流になる。これ等のシステム商品は、1)パーツ（最小単位の部品）、2) ユニット（パーツの

集合体）、3)ブロック（ユニットの集合体）、4)システム（ブロックの集合体）で構成される。日本、

あるいは日本人は、最小単位のパーツを組み込んだユニット部分の技術開発が得意である。しかし、

全体のシステムをデザイン（設計）することは苦手としているようだ。それは「システム⇔ブロック

⇔ユニット⇔パーツ」の関連を矛盾なく正確に、仕様書が書けないことにも繋がっているのではなか

ろうか。そのことが、“特許を保護するには、出願量でカバーするしかない＂という考えになったの

かも知れない、と推察している。 
 

ところで半津体、液晶関連の日本特許は、本当に役に立ったのであろうか。数え切れないほど、膨

大な特許を持っていながら、韓国、台湾、中国のアジア企業に、なぜ追い越されたのか、いまだに謎

である。威力のある弾（特許）が元々無かったのか、威力のある弾（特許）を探し出せなかったのか、

あるいは何を書いているのか、意味不明な、係争に勝てない特許文章が障害となったのか、当事者の

話を是非、聞きたいものである。「特許有効期限が切れた、ライセンス契約が切れて、更新契約がで

きなかった」。それだけの問題では無さそうである。 
 

その答えになるか否かは判らないが、先輩から聞き及んだ話を、ここ紹介する。「日本の半導体メ

ーカーは、メモリーチップで圧倒的な勝利を収めても、マイクロプロセッサーでは何故、苦戦をして

いるのか」。という内容である。 
 
『日本のメーカーが世界の DRAM (Dynamic Random Access Memory ) 市場を席巻していたこ

ろ、知り合いになった半導体技術者から、知っていますか？とたずねられたことがある。なぜ日本の

メーカーはメモリーチップでは圧倒的勝利を収めても、マイクロプロセサではインテルや AMＤに遠

く及ばないのか、そのわけを知っていますか、ということだ。答えは、日本のメーカーはマイクロプ

ロセサの仕様書が書けないからだ、であった。彼の話によると、仮に DRAM の設計仕様書が１００

ページで収まるとすれば、マイクロプロセサのそれは、その１０倍も２０倍も、すなわち千ページも

二千ページもの仕様書になるとのことだった。この話を実証する能力は自分にはないが、およその察

しはつく。メモリーチップの命は書き込みと読み出しの速度である。極めて単純な仕事を命令に忠実

に迅速に行なえばＯＫである。一方、マイクロプロセサは司令塔であるから、周りのすべての存在に

気を配らなければならない。したがって、その関係を一つ一つ規定していけば、書いても書いても終

わらないことになろう。とてもじゃない 
が、日本人が乗り出せる世界ではない』と。 
 
4、、知財文書（内外国）の読解能力と作成能力を身につける。 
 
◇「特許出願明細書」は、発明技術の説明書である 
 
ここで、目に見える劇的な効果が得られる「知財改革案」を提案する。それは、外国出願の流れ変え

るだけで、「知財文書の品質向上」と「知財コストの削減」そして「知財マンの働き方を変える」こ

とができるという美味しい提案である。 
 
簡単に言えば、日本特許出願明細書が、翻訳ソフトの支援が受けられる世界共通の文明言語で書か

れていれば、翻訳者は翻訳ソフトの支援を受けながら万全の翻訳作業を進めることができることであ

る。幸いに技術の説明は「文明言語」で記述される。つまり、知財文書（特許明細書など）は、翻訳

ソフトを使うに最適な分野である。これで日本の「知財改革」は、一気に進む。 
 
特許業界にとってグーグル翻訳の「超進化」は脅威、あるいは歓迎と、受け取り方は様々であるが、

翻訳ソフト(AI)が使える環境が整ってきたことは間違いない。知財文書を改善する経済効果は、即効
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性があり絶大である。 
 
能書はさておいて、その流れを説明する。翻訳ソフトで 7 0 ～ 80%の翻訳品質が得られれば、翻

訳作業の生産性は飛躍的に上がる。あとは翻訳者の知識と、これまでの翻訳経験を吹き込んで 100%
の翻訳品質を目指せばよい。プロ翻訳者の手によって万全に仕上げられた、この「英文特許出願明細

書」を世界各国へ出願する「基準明細書（ゲージ）（＊）」にすれば良い、この「基準明細書」を各出

願国の現地代理人へ渡せば各国間の翻訳バラツキは少なくなる。 
（＊）世界で通用する「基準・規準」となる特許出願明細書のこと。 
 
この「基準明細書」は欧州語、露語、北京語など他言語への翻訳も、翻訳ソフトの支援が受けられ

現地代理人も歓迎する。信頼できる現地代理人の手によって自国の「特許出願明細書」へ仕上げて貰

えばよい。現地代理人の翻訳を確認する場合でも、翻訳ソフトで逆翻訳して英語へ戻し「基準明細書」

と比較すれば、確認したい箇所や質問もしやすい。また各国特有の表現も学べるメリットは大きい。 
 
私は考える。翻訳の問題ではなく先ず日本語がしっかり書けているのか、つまり論理的整合性を踏ま

えて思考し、それを文書化して自ら客観的に読み直せる能力があるか、ということが肝要だと思う。

つまり「国際特許出願明細書」の文章は、他言語に変換（翻訳）することを意識して日本語文章を書

くということが軽視されているといっても過言ではない。 
 
論理的に整合性ある普遍的な文章で記述された日本語であれば翻訳者の負担は軽く、翻訳品質も高

まり、致命的な誤訳がなくなる。本来なら翻訳不可能と思われる文章であっても、翻訳者は懸命に何

とか形にしようと努力する。しかし限界がある。つまり知財文書の構成は論理的に展開され、文章の

記述は箇潔、明快に表現することで世界へ「物・事・考え」を伝えることができるのだ。翻訳が難し

い日本語は、国益を損ねることにも成りかねない 
 
◇とても悩ましい和製英語（ジャパニッシュ） 
 
「和製英語（ジャパニッシュ）」を、そのまま渡したのでは各出願国での「翻訳バラツキ」が大き

く、各々の国が違う内容の「特許出願明細書」になって収支がつかなくなる。この「基準明細書」は、

社内の「文書品質管理体制」を築くだけではなく、劇的なコストダウンと外国出願担当者の仕事効率

を格段と上げる。こんな美味しい改善策は他に無いと思う。なぜ改善が進まないのか不思議である。 
 
とにかく日本から外国へ出願するために要する出願費用（翻訳、チエック、OA 対応など）」は、

半端な額でなく容赦なく、際限なく、確実に増え続けていく。お金と人手を掛ければ品質が上がると

言うならともかく、OA 対応が増えることで品質は低下して行くことに間違いない。英語を公用語に

している外国企業（特に米国）と比ベ、スタート時点から、コスト、文書品質、人的負担で大きなハ

ンデイを抱えていることになる。この根本的な問題を一日でも早く改善しない限り「日本知財村」の

将来は惨憔たる状態に なること間違いない。特許明細書の書き手は、普遍的な表現で日本語文章（文

明日本語）を書く！これを強く意識すべきである。 
 
◇知財文書の品質保証 
 

英語への翻訳が難しいのは、発明技術の理解をしながら日本語を日本語へ翻訳する「日⇔日翻訳」

の作業である。翻訳者の負担（労力）の多くが、この「日⇔日翻訳」に充てられている。日本語を母

語としている日本人翻訳者が、その日本語の「読解」に苦しんでいるのが現状である。「日⇔日翻訳」

は、作業効率が悪いだけでなく、翻訳品質に大きなバラツキを生む。 
 
この「日⇔日翻訳」で費やしているムダで虚しい時間を翻訳ソフト(AI) に任せる。翻訳者は、その後

の翻訳品質の向上に時間をかける。その結果、翻訳者は、達成感を感じる。これまでの経験と職人技

が生かされ、より創造的な仕事が楽しめ働き方も変われるはずだ。 
 
いま翻訳関係者達（法人．個人）の関心ごとは、翻訳ソフト(AI)で、翻訳の仕事が減り、更にコス

トダウンの圧力が強まるのではないか、という懸念である。つまり翻訳作業の効率が良くなるから翻

訳コストは下がる。という論理であろう。しかし、この論理は「ちょいと」おかしい。翻訳ソフトを

活用する目的は、翻訳品質の向上である。いちばん大事である品質向上、そこに時間を賭ける（掛け
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る）のであって、品質に見合う適切なコストは頂くべきである。 
 
日本企業の［自社製品］に対する品質保証は一流であると言われている（最近は怪しい？）。しか

し「自社製品」の「知的財産」を守るべき特許明細書を含めた「知財文書」の品質は明らかに欠陥品

が多いと感じている。世界から日本人の知性が疑われても仕方がない。 
 
日本企業の知財部門は「特許出願明細書」の品質をチェックする「文書品質保証体制（検査機能）

の設置が急がれる。製品と違って、特許出願明細書 ( Patent Specification) は市場でユーザーにチェ

ックされるものではない。知財部門の責任で、文書品質を検査して、外（内外国）へ発信すべきであ

る。表現は不適切かもしれないが、読んで理解に苦しむ文書は、単なる「紙クズ」に成りかねない。 
 
◇総括 

 
特許を海外に出願する場合、国内出願の特許明細書の日本語文章を、外国語に翻訳する上で、オリ

ジナル文章そのままで翻訳依頼することは、往々にして、オリジナルで記述されていることが正しく

翻訳されないというリスクが伴う。このリスクは、翻訳者の能力に原因するというよりも「日本特許

出願明細書」のオリジナルの日本語文章が不備・難解・意味不明であるため、あるいは特殊な表現方

法でなされているため、記述されている内容を翻訳者が理解できないことに起因すると考えられる。 
 

1)特許明細書は、背景（文化）の異なる人たちにも理解できるように分かりやすく明確に記述する

義務と責任を負う。技術は、普遍性のあるものであるから、それを記述する際には、文化的な要素は

できるだけ排除されている。技術の説明には、美しい日本語でなくて伝わる「文明言語」で記述すれ

ば良い。 
2)我々日本人は文化を同じくするもの同士であれば、情報の意思の交換に何ら支障もない言語を手

にしているし、他言語のそれを日本語に転換する上での柔軟性も十分に持った言語を母語として享受

している。しかし、一方において世界の人々を相手として意識したときに、誰にでも理解できる平明

な普遍的表現で、ということを我々日本人は意識してきたであろうか？残念ながら否である。阿吽の

呼吸を期待した以心伝心の日本語は、発明技術の説明には向かない。 
 

3)詰まるところ IP (知財）戦争とは言語の戦争である。世界で使われる言語は英語である。日本に

とって、これほど不利な条件で戦わなければならない例は、歴史上一度もなかった。製品の品質や価

格で勝負するのとは違う舞台で戦わなければならないのである。そのためには、グローバル知財で活

躍が出来る数多くの「知財人材」をできるだけ短期間に育成しなければならない。 
 
【関連書籍の紹介】：井上ひさしさん（故人）が、日本語教室（新潮新書）で、木下是雄先生（当時、

学習院大学理学部教授）の『理科系の作文技術』（中央公書）について、素暗らしい御本だと述べて

いる。『木下先生の教え子たちが、一生懸命に自分たちの研究を英語で書こうとしても、ぜんぜん書

けない。書いてもめちゃくちゃなのです。木下先生は、さんざんそれを観察して考えました。そして

結局、教え子たちは日本語を知らない、日本語を知らないから英語も書けないのだ、ということに気

づいた。そこで      ハッキリしたことは、英語でなければ世界の人たちに読んでもらえないという

事実です。英語を母語としていない学者たちも今では英語が必要です』と。（原文を引用） 
 
【関連書籍の紹介】：「論文の書き方」（澤田昭夫著、講談社学術文庫）。その「はしがき」に澤田教授

が次のように書いている；「…自分の考えをまとめて有効に表現するという訓練を日本語でも受けて

いない…」、この本は 1 9 77 年、いまから四十二年前に書かれているのだが、どうも事態はいっこう

に改善されていないと思われる。 
 
◇結論：「グローバル知財」で求められる知財マンのスキルは、 
 
1) 考えを整理できる論理力と思考力。 
2) 何かを生み出す独創力と創造力。 
3) 必要情報を収集して分析する情報力。 
4) 技術への理解力と知財つくりの応用力。 
5) 人とコミニュケーションが取れる対話力と人間力。 
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6) 文書の読解力及び作成力。特に英語文書の読解力、願わくは世界と橋渡しが出来る語学力等のス

キルが求められる。 
 
5. 知財業務を源流から観直し、働き方を考える。 

一仕事を楽しみ、考え抜くことで、働き方が変わる一 
 
 
政府が最重要法案と位置づける「働き方改革関連法案」が注目される。この関連法案は、労働時間

の短縮で社員の過労死を防止し、且つ企業の成長を促すこと、端的に言えば残業は減らし、生産効率

を上げ、会社の業績を伸ばすということであろう。ただ人間は、「効率」だけで動くものではなく、

また「効率」が人間の生きる「目的」となることもない。効率的経営はその多くの場合、そこで働く

従業員の精神的、物理的苦痛をもたらす。しかし、仕車を見直し改善することで、この苦痛から逃れ

る事ができる。 
 
知財マンの仕事は良い意味での「サービス業（人に喜んでもらう、周りから期待される）」である。

日々こなしている仕車を「遣り甲斐ある仕事」に変えること出ある。知財経営の重要性が増すにつれ

て、人間だけしか出来ない「思考」、「判断」、「評価」といった創造的な仕事を大いに楽しみ、自分の

アタマで深く考えぬくことで、これまでにない効率のよい独創的な仕事を生み出すことができれば、

自身の働き方が変わるはずである。 
 
社員は、「働き方改革」でストレス、疲れを貯めずに規則正しい生活をし、良い睡眠を取れば、交

感神経が緩み身体の免疫が増えるらしい。つまり病気にならず心身とも健康でいられる。心身とも健

康であることが、仕事の質を高め周りからの期待も膨らみ、そして喜ばれる。この循環が、結果的に

会社への貢献へ繋がる。（以上） 
 
（後記）：私は、世界へ「物・事・考え」を伝えるための日本語、つまり「文明日本語」を持つこと

の必要性を、1990 年頃から「アレコレ」と発信してきたが、何処まで届いているのか定かではない。

しかし、今後も諦めずに能書を発信して行くつもりでいる。「知財立国日本」を目指すには、やはり

抜本的な改善が必要と考えている。その一つが、「知財文書」の品質向上であると確信している。(2019/ 
02/ 11) 
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