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１. はじめに 
本稿では、ビジネス方法特許の現状の問題点をまとめた上で、サービスやビジネスモデルを保

護するための知的財産制度の在り方を考察する。まず、ビジネス方法特許で保護できるビジネス

の範囲を分析し、出願や登録の傾向などから実質的にサービス企業の間で競争できる制度になっ

ているかを考察する。次に、サービスで、特許で独占させることが望まれない場合について考察

する。そのような問題点を鑑みた上で、サービスやネットのイノベーションを促進するために望

ましい知的財産制度を提案する。 

 

２.  ビジネス方法特許の現状と問題点 
日本でのビジネス関連発明の特許査定率は、2003～2006 年の間、8％前後に留まっていることが

特許庁から報告されている。また、Harris [5] によると、米国においても、ビジネス方法特許 

(米国では「クラス705」に分類) の特許許可率は、一時5割程度あったが、2003年には約16%にま

で下がっている。また、欧州でもビジネス方法特許の査定には慎重であるといわれる。このよう

に、全世界的に、ビジネス方法特許はプロパテントとはいえないような取り扱いがされている。 

今日のｅビジネス業界での寡占化は、特許政策に起因するところもあると思われる。ビジネス

方法特許がなかなか取得できずに権利化できないため、模倣されやすく、ベンチャーが育ちにく

いと考えられる。しかし、ビジネス方法特許に関して、単純にプロパテント政策を取ればいいか

というと、そうとも言えない。ここで、ビジネス方法特許は現状、ネット企業/サービス提供企業

の間で競争するための制度になっていないことを示したい。 

上野 [1] は、ビジネス方法特許はすべての業種の企業において取得可能となったが、特許を生

み出す組織力は、これまで特許の開発を日常的に行ってきた製造業に一日の長がある、と指摘し

ている。限られた業界（金融や広告など）では、それぞれの業界の企業からの出願が活発である。

しかし、全般的には、サービス企業よりも IT ベンダーや製造業からの出願が目立っている。例え

ば、2008 年 2 月に公開されたビジネス方法特許をみると、大手製造業（一部上場か同規模で、建

設・印刷も含む。それらの子会社も含む）による出願が、全体の約 6 割を占めている。このよう

な状況が続くと、プロパテント政策を取った場合、IT ベンダー等に多くのビジネス方法特許を握

られてしまう危険性がある。 

米国で2006年、IBMが Amazon.comに対してEC関連の特許訴訟をおこした事件があった。このま

までは、日本でもネットでサービスしていない企業（特許のみ取得しようとする IT ベンダー等）

が、実際にサービスを提供している企業（ネットベンチャー等）へ警告・訴訟することが増えて
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しまうことが危惧される。パテントトロールのような存在になってしまうのである。そのような

状況になると、特許制度がネット企業やサービス提供企業にとって足かせになるばかりである。 

  そのため、単純にプロパテント政策を取るのでなく、実際にサービスを提供している企業のみ

が恩恵を受けるような制度にすることが望ましい。 

 

３.  サービスを特許で独占させてしまうことの弊害 
サービスは特許になじまないという意見は多い。サービスを特許で独占させてしまうことへの

弊害が、いくつかのサービス分野で生じている。サービスを独占させると、発明が普及しにくく

なることで、発明による便益を受ける機会が減り、発明の社会への還元が遅れてしまうことにも

なりかねない。製造では、特許による独占がイノベーションを促進できる。それは、研究開発費

を回収したり、製品化のための設備投資のリスクが低めるのに役立つためである。しかし、サー

ビスでは、研究開発費や設備投資は比較的少ないため、特許による独占よりも、サービスの販売

に直接つながる営業的な効果を持つ権利のほうが望ましいと考えられる。また、サービス（特に、

ハイ・コンタクトなサービス）は、従業員の採用や教育などが必要であり、事業展開の速度に制

限があるため、独占させると普及が遅れる。そのため、サービスでは非独占が望ましい。 

 特に、医療行為については社会への広がりや普及が重要である。現状は、医師が行う医療行為

は「産業上利用することができる発明」（特許法第 29 条第 1 項柱書）でないとして、運用上は保

護対象にはしていない。医療行為のイノベーション促進のためには、医療行為への知的財産を認

めるべきであろう。しかし、特許権によって医師による医療行為が制約を受けることへの反対意

見は多い。また、米国では近年、ビジネス方法特許の一種の Tax Patent（納税のしかたの戦略に

関する特許）を、保護対象から除外すべきという議論がされている [6]。 

そのように、今後もサービスに関する発明では、独占させてしまうことへの弊害が生じること

が予想される。そのため、サービスに関してはプロパテント政策を取りにくい。 

独占させてしまうと、革新的なサービスの社会への普及率（浸透率）はなかなか高まらない(図

１のⅰ)。しかし、何の権利も与えない場合、競争により、フォロアがそのサービスの仕組みを模

倣して社会への普及率は高まるが、先行者はフォロアに逆転されて事業に失敗してしまう危険性

が生じる (ⅱ)。もしも、非独占ではあるが先行者優位をもたらすような知的財産権を与えること

ができれば、先行者の事業をある程度保護しながら、そのサービスの社会への普及率を高めるこ

とができる (ⅲ)。つまり、革新的サービスによる社会への恩恵を最大化でき、かつ、先行者の事

業の保護も可能となる。 

 

図１．革新的なサービスの社会への普及率 

先行者のみ 

ⅰ) 独占を許した場合     ⅱ) 全く権利を与えない場合 ⅲ) 非独占で先行者優位をも

たらす権利を与えた場合 

先行者とフォロ

アの合計 

先行者とフォロ

アの合計 

時間 時間 時間 

先行者 

先行者 先行者 
フォロア

普
及
率 

フォロア



 

日本知財学会 2008 年学術研究発表会 

４.  サービスやビジネスモデルの権利化についての提案 
以上の問題点を見ると、既存の特許制度の考え方の中で運用の方法をいくら工夫しても、サー

ビスに関する発明に対応することには閉塞感を感じる。そこで、サービスやネットのイノベーシ

ョンを促進できる新たな知的財産権を考えてみたい。 

Lessig [7] は、サイバー空間の知的財産に関して、「こういう時代にあって、法にとっての本

当の問題は、法がその保護をどうやって支援できるかでなく、むしろその保護が大きすぎないか

ということなのだ」(訳本 P.244) と述べている。また、彼は「知的財産を保護するのは、それを

作る十分なインセンティブを確保するためだけだ」(訳本 P.254) とも述べている。この意見は主

に著作権を対象とした意見であるが、サービスの発明でも取り入れることを検討するべきである。

つまり、独占による弊害を避けるため、インセンティブを確保できる程度の最低限の保護に抑え

て、極力発明を共有できるような制度を考えるべきである。 

革新的なサービス創出のインセンティブを高めるためには、独占できなくてもいいが、取得し

やすく、サービスを行っている企業のみに有効な権利が望ましい。独占排他権にはとらわれる必

要はないであろう。そこで、イノベーション政策として、サービス向けの新たな知的財産制度の

要件として、次の3点を提案する [3]。 

 

提案１：非独占で先行者に何らかの営業的な優位性をもたらす権利 

非独占で営業的な優位をもたらす制度を提案する。最初に革新的なサービスを発明した企業が、

先行者優位として事業展開で有利になるような知的財産権である。医療行為等の独占問題につい

ても、このような知的財産権であれば、独占による弊害をもたらさずに知的財産権を付与できる。 

通常実施権をだれにも与えるような制度にする案も考えられる。しかし、ロイヤルティーが高

く設定されれば、実質的には独占状態となってしまうことも考えられる。 

 

提案２：革新的なサービスを最初に始めた企業に与えられる権利 

サービス産業の知的財産では、実施していることを条件とするべきである。提案 1 で示したよ

うな先行者優位の与え方であれば、発明を実施していないと意味がない。 

また、ライセンスにより収益を得ようとするパテントトロールのようなビジネスを許さないほ

うが、サービス産業の発展に役立つと思われるためである。現実的には、サービスでは、ライセ

ンスよりも、ノウハウを提供する事業モデル（例えば、フランチャイズ）のほうがふさわしい。 

研究開発で先行するのでなく、サービスの事業化で先行した企業に優位性を与えることで、革

新的なサービスがいち早く提供されるように促すことができる。早く革新的なサービスを享受で

きたほうが、社会的に利益となるためである。そこで、最初に発明した企業でなく、実際にサー

ビスを始めた企業が持ち得る権利が望ましい。つまり、登録されるためには発明したサービスを

実施していることが条件となる。 

 

提案３：発明の定義として「自然法則の利用」という条件を緩めた権利 

特許の要件には「自然法則を利用」したものという前提がある。ビジネス方法特許のように、

IT 活用の面の工夫があれば特許化できる。しかし、人が行うサービスや純粋なビジネスモデルを

含むものは、現状では「発明」にはならず権利化できない。そこで、革新的なサービスやビジネ

スモデルを最初に考えた人・会社に対して何らかの恩恵を与えることで、それらの創出を促進で
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きるはずである。 

そのため、サービス／流通の仕組みやビジネスモデルでは、一部で自然法則を利用していれば

全体も「発明」(または、「役務考案」といった用語を定義) と見なし、権利化できるようにする

ことが望ましい。純粋ビジネスモデルを権利化というのではなく、構成の一部に自然法則（IT 利

用等）が含まれていれば、全体を対象に新規性や進歩性を判断するという案である。 

サービスの発明のための新たな知的財産権の位置付けとしては、実用新案制度と似た位置付け

を考えたい。現在の実用新案制度は物品のみを対象としている。穂積 [4] は、実用新案の保護客

体を広げて（特許と同一にして）、方法の発明も含めることを提案している。しかし、前節で見

たように、サービスの発明を、物品と同じように保護することは望ましくない。そこで、実用新

案が物品の発案を保護する権利であるのに対して、新たな知的財産権として、図２に示すように、

サービスを対象に権利は弱いが使いやすい権利を考えるべきである。 

物品 サービス

権利は弱い

使いやすい

権利は強い

特許

実用新案
新たな知的
財産権？

 

図２．提案する知的財産権の位置付け 

 

具体的には、「元祖権」という権利を提案している [2]。特許と同じように新規性やある程度

の進歩性が求められるが、「自然法則を利用」という要件は緩和する。独占させずに、フォロア

企業に元祖企業へ送客する仕組みを義務付けることで、営業的な先行優位性を与える権利である。

「元祖」という用語には、最初に始めた者を尊ぶようなニュアンスがある。つまり、サービスに

関する発明を開発した企業に、模倣した企業が敬意を払う、ということを制度化する提案である。 
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