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経歴

特許技監

私たちは、一緒に「挑戦する」仲間を求めています。

知的財産制度の役割
　我が国を取り巻く経済・社会環境は大きく変化しています。
新型コロナウィルス感染症拡大によりデジタル化が一気に進ん
だことで、企業価値や競争力の源泉として知的財産がより一層
注目されています。知的財産戦略において、SDGsやカーボン
ニュートラルなど社会的課題が強く認識されるようにもなりまし
た。知的財産制度は、創造・保護・活用の好循環により未来を
拓く「知」が生まれる「知財エコシステム」を実現させる仕掛けで
す。「知財エコシステム」が完成すれば、社会的課題を解決する
キーテクノロジーが次々に生まれ、持続的発展が可能な社会の
実現に向けてイノベーションが加速されていくでしょう。知的
財産制度は、今日的な課題を解決し、よりよい社会を実現する
上でとても重要な役割を担っているのです。

特許庁の使命について
　特許庁は、明治18年（1885年）に専売特許条例が公布され
て以来、特許法をはじめとする知的財産制度を所管し、我が国
経済の発展を知的財産の側面から支えてきました。その時々の
社会情勢や環境の変化、多様化する出願人ニーズに柔軟に対
応しながら、「知財エコシステム」実現に向けて知財行政を担っ

てきました。速やかに安定した特許権を設定する“特許審査”は、
その中核的機能と位置づけられます。また近年、新規産業創出
に向けて知財アクセラレーションプログラム（IPAS）などの
スタートアップ支援に力を入れるとともに、海外知的財産庁との
幅広い審査協力等にも取り組んでいます。

特許審査官に求められる資質
　特許審査官は、先端技術たる発明の内容や意義を理解し、
特許法に基づいて適切かつ公正に審査（特許性の判断）を行う
必要があります。1件1件の審査結果は、我が国の経済や産業に
影響を与えうるものであり、このような重責を担う特許審査官
には、先端技術知識のアップデート、ITの活用、判決や審決の動
向の把握、出願人等との円滑なコミュニケーションなど、多岐に
わたる知識・能力が求められます。外国文献の調査や海外知的
財産庁との連携協力等が行われているので、国際的な素養を
磨く必要もあります。我々審査官は、お互い支え合い切磋琢磨
し合いながら、プロフェッショナルとして日々力を発揮しているの
です。
　知的財産制度を通じて我が国の経済発展及びイノベーショ
ン促進を支えたいという高い志、そして自ら成長し続ける強い
意欲を持った方々をお待ちしております。
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より良い未来を拓く「知」は、
一人ひとりの「やりたい」から始まり、

その情熱こそが、真に豊かな未来へ導いてくれることを確信しています。

私たちは、「知」に寄り添い、
培ってきた実務の知見と最先端の技術を融合しながら、

未来を拓く「知」が育まれ、新たな価値が生み出される知財エコシステムを、
知的財産に関わる全ての人たちと協創します。

暮らしの質の向上から社会的課題の解決まで、
一人ひとりが創造力を発揮したくなる社会を実現するため、

イノベーションを促進することに
私たちは、全力で取り組みます。

ミッション・ビジョン・バリューズ

mission vision values
どのような社会を実現したいのか
●「知」が尊重され、一人ひとりが
　創造力を発揮したくなる社会を
　実現する

ミッションのために組織は何を成すのか
●産業財産権を通じて、未来を拓く
　「知」が育まれ、新たな価値が生み
　出される知財エコシステム*を協創
  することで、イノベーション*を促進
  する

ビジョンのために職員はどのような指針で
行動・判断するのか
●透明性をもって、公正、公平に実務を行う
●ユーザーの立場で考える
●前例にこだわらず、改善を続ける
●プロフェッショナルとして主体的に行動する
●特許庁全体の視野に立つ

*知財エコシステムとは、知的財産を創造し、保護し、活用する循環を示す知的創造サイクル
の概念に加え、そこから生まれる知的財産を基に、人々が互いに、また、社会に対して好影響
を及ぼし、自律的に新たな関係が構築され、新たな「知」が育まれ、新たな価値が生み出さ
れる、いわば知的財産の生態系を指します。
*イノベーションとは、技術革新に限らず、新しいビジネスモデルや社会の仕組みの創出など
を含む広義のイノベーションを指します。

ミッション ビジョン バリューズ



知的創造サイクル

産業財産権の例

特許制度の意義

知的財産権の種類

自然法則を利用した、新規かつ高度で
産業上利用可能な発明を保護

［例］通信の高速化、携帯電話の
通信方式に関する発明

特許権

独創的で美感を有する部品の形状、
模様、色彩等のデザインを保護

［例］携帯電話機をスマートにした
形状のデザイン

意匠権

物品の形状、構造、組合せに関する
考案を保護

［例］携帯性を向上させたベルトに取付け可能な
スマートフォンカバーの形状に関する考案

実用新案権

商品・サービスを区別するために使用する
マーク（文字、図形等）を保護

［例］電話機メーカーが自社製品の信用保持の
ために製品等に表示するマーク

商標権
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　産業財産権制度は、①研究開発された優れた成果を権利
化し、②産業財産権の活用等によって研究開発の費用を回収
し、③そして再び新しい研究開発に役立ててもらおうという、知
的創造サイクルの原動力となっています。

　特許制度は、新たな技術等に対して独占権を与えて保護することにより、新たな創作意欲や研究開発
を促進するとともに、出願された技術情報を一般公開することで、重複研究を防ぎ、新たな研究のヒント
を与えること等を目的としています。
　特許審査官は、世界各国の出願人から受け付けた発明について、技術的観点、法律的観点等から厳
正に審査し、独占的な権利を付与するか否かを判断することを通して、特許制度の一翼を担い、日本の
技術開発を支え、産業の発達に寄与しています。

● 産業財産権で、特許庁所管

●発明を保護　●出願から20年

●商標・サービスに使用するマークを規制
●登録から10年（更新可能）

●物品の形状等の考案を保護　●出願から10年

●物品等のデザインを保護　●出願から25年

○文芸、美術、音楽、映画、プログラム等の精神的作品を保護　
○死後（法人は公表後）50年（映画は70年）

○半導体集積回路の回路配置の利用を保護　
○登録から10年

○登記された商号を保護

以下の行為を規制
○著名な商品等表示　○混同惹起行為　○形態模倣行為
○ドメイン名の不正取得等　○誤認惹起行為

○植物の新品種を保護　○登録から25年（樹木は30年）

○ノウハウや顧客リストの盗用等不正行為を禁止

知的創造物についての権利

営業標識についての権利

特許権（特許法）

実用新案権（実用新案法）

意匠権（意匠法）

著作権（著作権法）

回路配置利用権
（半導体集積回路の回路配置に関する法律）

商標権（商標法）

商号（会社法、商法）

商品等表示、商品形態
（不正競争防止法）

育成者権（種苗法）

営業秘密（不正競争防止法）

＝信用の維持＝

＝創作意欲を促進＝

スマートフォンの例

知的財産権とは、人間の幅広い知的創
造活動によって生み出されたものを、創
作者の財産として一定の期間保護する
権利です。そのうち、特許権、実用新案
権、意匠権及び商標権の4つの権利を
総称して、産業財産権といいます。

出願

産業財産権

利益

研究開発
（創造）

コスト回収
（活用）

権利取得
（保護）

知的財産権、産業財産権
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総務部

審判部

審査第一部～第四部

〇審査・審判業務を中心に行う部署　●審査・審判周辺業務、その他の業務を行う部署

経済産業省

特許技監

長官

・発明及びデザインの審査に関する事務の企画・
 立案やその実施のための連絡調整事務
・主に物理、光学、社会基盤関係の特許審査
・意匠に関する審査
●調整課（審査推進室、審査基準室）　●意匠課
〇計測　〇応用物理　〇分析診断　〇応用光学　
〇光デバイス　〇事務機器　〇自然資源　
〇アミューズメント　〇住環境　〇情報・交通意匠　
〇環境・基盤意匠　〇生活・流通意匠

　特許庁は、①産業財産権の適切な付与、②産業財産権施策の企画
立案、③国際的な制度調和と途上国協力の推進、④産業財産権制度
の見直し、⑤中小企業・大学等に対する支援、⑥産業財産権情報提供
の拡充等、我が国産業の発展に向けた取組を積極的に進めています。

特　許　庁
出向等

特許庁の業務全般に関する事務の総合調整や、
他の部署が所管しない業務一般
●秘書課　●総務課（制度審議室、情報技術統括室）　
●会計課　●企画調査課　●普及支援課　
●国際政策課　●国際協力課

審査業務部 特許・実用新案・意匠・商標の出願受付、
方式審査及び登録の事務、商標の審査
●審査業務課（方式審査室、登録室）
●出願課（国際出願室、国際意匠・商標出願室、
　特許行政サービス室）
●商標課

・主に機械関係の特許審査
〇自動制御　〇動力機械　〇運輸　〇一般機械　
〇生産機械　〇搬送　〇繊維包装機械　
〇生活機器　〇熱機器　〇医療機器

・主に化学関係の特許審査
〇無機化学　〇素材加工　〇金属電気化学　
〇医療　〇生命工学　〇環境化学　〇有機化学　
〇化学応用　〇高分子　〇プラスチック工学

・主に電気、通信、情報関係の特許審査
〇電子商取引　〇インターフェイス　〇情報処理　
〇伝送システム　〇電力システム　〇デジタル通信　
〇映像システム　〇電気機器　〇電子デバイス

審査第一部

審査第二部

審査第三部

審査第四部

各省庁

● 経済産業省　
● 内閣官房　
● 人事院　
● 内閣府　
● 外務省

● 文部科学省
● 農林水産省　
● 防衛装備庁　
● 原子力規制庁　
● 復興庁

裁判所

● 知的財産高等裁判所
● 東京地方裁判所
● 大阪地方裁判所

大学

● 北海道大学
● 東北大学
● 会津大学　
● 東京大学
● 東京医科歯科大学　
● 東京工業大学　
● 一橋大学
● 千葉大学

● 信州大学
● 名古屋大学　
● 大阪大学　
● 大阪工業大学
● 広島大学
● 鳥取大学　　
● 香川大学

独立行政法人等

● 工業所有権情報・研修館（INPIT）　
● 発明推進協会（JIPII）　
● 工業所有権協力センター（IPCC）　
● 日本特許情報機構（Japio）　
● 日本貿易振興機構（JETRO）
● 産業技術総合研究所（AIST）　
● 新エネルギー・
　　産業技術総合開発機構（NEDO）
● 情報通信研究機構（NICT）
● 日本医療研究開発機構（AMED）　
　　　　　　　　　　　　　　ほか

海外

● 世界知的所有権機関（WIPO）　
● 経済協力開発機構（OECD）　
● 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部
● 在外日本国大使館・総領事館
● 日本台湾交流協会　
● 日本貿易振興機構（JETRO）
● 新エネルギー・
　　産業技術総合開発機構（NEDO）
● 国際協力機構（JICA）　
● 東アジア・アセアン経済研究センター　
　　　　　　　　　　　　　　ほか

審
査
官
・
審
判
官
と
し
て審判官

　特許審査官は、審査官・審判官として特許の審査・審判業
務に従事するとともに、行政官として特許制度を取り巻く様々
な業務に携わり、特許制度の一翼を担い、日本の技術開発を
支え、産業の発達に寄与しています。

● 入庁後は約２か月間の研修の修了を経て、審査官補に任用されます。
● 審査官になるための研修や試験と一定期間（学業等の経験に応じて２～４年）の勤務を経て、審査官に昇任します。
● 審査官昇任後は、審査官として特許の審査業務に従事するとともに、行政官として特許庁の内外で、
  特許に関する施策の企画立案、国際業務、法整備等に携わります。
● 様々な業務を経験し、審判官や各部署を統括する管理職へと昇進していきます。

課長補佐

管理職（課室長等）

管理職
（審査長、審判長等）

係長等

審査官補

審査官

入 庁

審査官が行った拒絶査定に対する不服の審判や、特許
等の無効や取消を求める審判等を裁判に類似した手続
で審理
●審判課（特許侵害業務室）
〇第1部門～第38部門

特許審査官の業務特許庁の役割
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　主に物理、光学、社会基盤関係の発明
を審査しています。
　センサや発光素子などの要素技術から、
VRに使われるヘッドマウントディスプレイ
やスマート農業システムなどの近年注目さ
れている応用技術まで、幅広い技術を担
当します。
　物理系、農学系、土木・建築系出身の
審査官が多く在籍しています。

審査第一部

審査第一部～審査第四部の担当技術

審査第一部

無機化学
セラミック、ガラス
触媒、蒸着素材加工

圧延、鋳造、精錬
3Dプリンタ、
射出成形

高分子
ポリマー、ゴム

金属
電気化学
合金、電池

化学応用
塗料、接着剤、
消毒・殺菌、香料

有機化学
有機化合物、
農薬、飲食品

プラスチック工学
フィルム、繊維、タイヤ

環境化学
水の処理、排ガス処理、

化粧料

生命工学
遺伝子工学
微生物・酵素

電力システム
非接触給電

デジタル通信
通信ネットワーク

伝送システム
5G、LTE

電子デバイス
パワーデバイス、半導体製造プロセス電子商取引

オンラインショップ、
決済システム

映像
システム
カメラ、VOD

情報処理
ソフトウェア、AI、
セキュリティ

インターフェイス
マンマシンインターフェイス、

機械翻訳
電気機器

プリント基板、電気部品

医療
医薬品、再生医療

光デバイス
発光素子、受光素子

光学部材

応用物理
放射線技術、プラズマ

自然資源
土木農業
スポーツ
ゲーム

応用光学
カメラ、メガネ、表示装置

事務機器
感光材料、プリンタ
事務用品

　主に機械関係の発明を審査しています。
　自動車、飛行機、鉄道、ロボット、ドロー
ン、掃除機、洗濯機、エアコンなどなど、機
械に関連する幅広い技術を担当します。
　普段の生活で何気なく接している製品
の中身をのぞくことができて面白いです。
　機械系出身の審査官が多く在籍して
います。

審査第二部

審査第二部

　主に化学関係の発明を審査しています。
　医薬品、化粧品、飲食品、洗剤、殺虫剤、
インク、電池、タイヤといった身近なものか
ら炭素材料、ポリマー、合金、PCR技術、
3Dプリンタ、排ガス処理まで多岐にわた
る技術を担当します。
　審査した出願の発明者が、後にノーベ
ル賞受賞ということもあります。
　材料工学系、化学系、薬学系、バイオ系
出身の審査官が多く在籍しています。

審査第三部

審査第三部

　主に電気、通信、情報関係の発明を審
査しています。
　Eコマース、人工知能、ICカード、ワイヤ
レス給電、スマートフォン、5G、4Kテレビ、
コンデンサ、半導体など、デバイスやシステ
ムからビジネスモデルに至るまで様々な
技術を担当します。
　IT系スタートアップ企業の台頭や、IoT、
DXの進展に伴い、益々目が離せなくなる
技術分野です。
　電気電子系、情報系出身の審査官が
多く在籍しています。

審査第四部

審査第四部

物理部門

光学部門

社会基盤部門 応用化学部門素材部門

画像部門情報部門

生命・環境部門

通信部門

搬送
　搬送システム、スイッチ、コネクタ　

繊維包装機械
繊維機械、容器

生産機械
マニプレータ
（ロボット）、
工作機械

生活機器
生活家電
サービス機器

運輸
車両機器、鉄道車両、
船舶、航空宇宙

医療機器
治療機器
福祉機器

動力機械
燃料供給装置、
ナビゲーション

一般機械
変速機、伝動機構、
ブレーキシステム

交通輸送部門生活福祉部門

生産基盤部門

分析診断
生体試料分析
人の検査

計測
センサ技術

アミューズメント
遊技機

熱機器
加熱機器、冷却機器

自動制御
電気自動車、

流体制御（風力発電等）

住環境
住宅とその設備、家具
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　発明内容の正確な理解が、特許審査の第一歩。出願書類を
しっかり読み、発明のポイントや背景を把握、理解します。技術的
な専門知識はもちろん、新しいアイデア等、技術の新しい切り口を
見抜く目も求められます。

　特許庁では、出願人・代理人と審査官との間でコミュニケー
ションを取り、意思疎通を円滑化するために、書面ではなく直接
対話を行う「面接審査」も実施しています。
　また、「事業戦略対応まとめ審査」では、新事業の概要、事業
戦略（実施予定、国際展開予定）、事業における出願の位置づけ
等について出願人から説明を受けた後で協議を行いながら審査
を進めることで、事業戦略に必要な知的財産（特許・意匠・商標）
を分野横断的に必要なタイミングで権利化できるようサポート
し、企業の事業展開を支援しています。

発明内容の理解

　庁内外の検索システムを用いて、特許文献や学術論文等の
データベースから過去に類似の技術がないか調査します。外国文
献も対象ですから、英語等の語学力が求められます。実務を重ね
ながら検索スキルの向上に努めています。

先行技術調査

出願人とのコミュニケーション

事業戦略対応まとめ審査

　審査官は、国内外の特許文献・非特許文献を
検索できる独自の検索システムを用いて、効率的
かつ漏れのない先行技術調査を行っています。
　上は検索画面です。審査官は、技術で分けられ
た分類記号や、任意の検索ワードを用いて文献を
絞り込みます。
　下は検索画面で絞り込んだ文献を表示した画
面です。例えば、左側に文章を、右側に図面を表
示することが可能であり、効率的に文献を把握す
ることができます。

審査官が使う検索システム

　特許審査官は、出願された発明と、発見された先行技術文献との対比を行い、特許性の判断を行いま
す。そして、特許性があると判断した場合は特許査定を、特許性がないと判断した場合は拒絶理由通知を
行います。
　出願人は、拒絶理由通知に対し意見・補正等の応答を行い、これに対し、特許審査官は再度審査を行
い、最終的に、特許査定、または拒絶査定を行います。特許となった出願には、特許証が交付されます。
　出願人・第三者の双方が納得する審査を行うためには、技術・法律の両専門知識に加え、高度な論理
的思考が必要とされます。また、拒絶理由通知等は書面で行われるため、論述能力も必要とされます。

特許性の判断・出願人とのやり取り

企業

特許

意匠 商標

必要な知的財産の権利化

事業戦略 出願の内容

事業

製造技術

車体デザイン
（意匠）

ロゴ（商標）

電池 素材

装置制御 モータ
特許庁

審査官が企業の事業戦略を理解
各分野の審査官による協議

特  許 拒  絶

特許審査官 出願人・代理人

拒絶理由通知書

手続補正書・意見書

意見・補正の検討

再審査

審  査

もし、審査結果に不服
があるときは審判請求
を行うことができます。
審判請求後は審判で
審理が行われます。
審判の業務については、
P27へ

（21）出願番号

（22）出願日 

　　  審査請求日

特願2015-000000（P2015-000000）

平成27年11月11日（2015.11.11）

平成27年11月22日（2015.11.22）

（54） 【発明の名称】 コンピュータ

最終頁に続く

（11）特許番号

（51）Int.C1 F1

（45）発行日　平成29年2月28日（2017.2.28） （24）登録日　平成29年2月8日(2017.2.8)

（19）日本国特許庁（JP） （12）特  許  公  報（B1）

（73） 特許権者

（74） 代理人

（72） 発明者

　　   審査官

00000000

パテント株式会社

東京都千代田区霞が関３丁目４番３号

000000000

代理　任  

東京　太郎
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特許第2400001号
（P2400001）
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1

3

審査業務の紹介



農学専攻から情報技術の審査へ

　私は情報技術の審査を担当していますが、大学の専攻は農学でし
た。そのため入庁前は、専攻と異なる分野の審査をすることに、期待と
ともに不安も感じていました。
　しかし、特許庁の充実した研修制度が、担当になった技術分野の
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充実した技術研修

イノベーションが盛んなカリフォルニアへ

　最先端かつ産業とも近いバイオテクノロジー関連の技術を勉強し
たいと思い、カリフォルニア大学デイビス校の無細胞タンパク質合成
技術を研究している研究室を選択しました。多くのイノベーションが
生み出されていることで有名なシリコンバレーがあるカリフォルニアは、
どのような環境なのか、現地の研究者は何を考えているのか知りたい
ということも同大学を選択した理由の一つでした。

米国への留学経験を欧州駐在員の業務に活かす

　審査官には、技術・法律に関する高度な知識が求められます。
　そのため、入庁から審査官に昇任するまでの審査官補の期間には、法律や審査実務の知識を学ぶための法令により定められた 
研修や指導審査官による実務指導等の体系的な育成プログラムを通じて、審査官としての基礎知識を習得することができます。
　また、審査業務等に必要なスキルを向上させるための研修（語学研修、法律研修等）も充実しています。

［ 審査官補コース研修 ］
入庁後の約2か月間をかけて、法令、条約、審査実務の初歩的な知識を習得します。この研修を修了すると、審査官補に任用されます。

［ 審査官コース前期研修・後期研修 ］
審査官補の期間に、法令、条約、審査実務の専門知識を前期（約2か月間）・後期（約1か月間）の2回に分けて習得します。
この研修を修了すると、審査官に昇任します。

入庁から審査官に昇任するまでの期間の研修制度

審査官として、更なるスキルアップに対応した研修制度が充実しています。
［ 海外留学 ］ 海外の大学に、年間20名以上の審査官が留学し、知的財産法や先端技術を学んでいます。
［ 国内大学派遣 ］ 国内の大学院等で、研究開発業務に携わったり、講義を聴講したりして、最新技術の知識を習得します。
［ 専門技術実習 ］ 専門技術の習得や、産業界の実態やニーズの把握を目的とし、民間企業へ派遣されて現場を体験します。
［ 法律研修 ］ 大学法学部への派遣聴講、法律専門家による講演により、法律の知識を磨きます。
［ 技術研修 ］ 研究者を招へいしての講演、学会参加等により、技術の習得範囲を広げます。
［ 語学研修 ］ 英語、中国語、独語、仏語、韓国語等を習得します。

その他の研修制度

平成22年
平成26年
平成28年
平成29年
平成30年
令和元年
令和 3年
令和 4年

4月
4月
10月
10月
7月
7月
7月
1月

入庁（特許審査第三部プラスチック工学（繊維・積層））
審査官昇任
調整課審査企画室 審査システム企画第二係長
審査第三部生命工学
留学（米国 カリフォルニア大学デイビス校）
内閣府個人情報保護委員会事務局 参事官補佐
審査第三部生命工学
日本貿易振興機構デュッセルドルフ事務所 知的財産副部長

審査官補
コース研修

審査官
コース
前期研修

指導審査官による実務指導

法律研修

技術研修

語学研修

審査官
コース
後期研修

入庁 審査官補 
（学業の経験に応じて２～４年間） 審査官

専門技術実習（企業でのインターンシップ）

海外留学・国内大学派遣等

審判官
コース研修

審査応用
能力研修

管理者
研修

充実した研修制度 研修制度を利用して

経歴

平成30年 4月
令和 3 年 4月

入庁（審査第四部インターフェイス）
審査官昇任

経歴

欧州駐在員の業務 

　留学中は、研究や意見交換を通じて、現地の研究者の苦労やマイ
ンドセットを知り、なぜカリフォルニアでイノベーションが生まれるのか
その理由の一端を知ることができました。現地で英語を母国語としな
い国々からの留学生とディスカッションする時に、拙い英語でも、一生
懸命説明して相手に理解してもらえたことで、流暢に話すよりも、何を
話したいか明確に話すことが重要であると実感しました。
　現在は、欧州地域を担当する知的財産駐在員の一人として、ドイツ
を拠点に活動しています。現地で情報収集や意見交換を行うため、欧
州各国の方 と々話をする機会が多くありますが、上手に話すよりも、話
したい内容を明確にすることを常に意識しています。
　今後は、留学経験を語学の面だけでなく、欧州と米国のイノベー
ションに対する考え方等を比較することで、欧州で知的財産がどのよ
うに考えられているのか理解するためにも活かしていきたいと考えて
います。

平成22年 入庁
日本貿易振興機構デュッセルドルフ事務所 
知的財産副部長

平成30年 入庁
審査第四部インターフェイス 審査官

理解を助けてくれました。特許庁では、希望に応じて様々な技術研修
に参加することができます。私も、入庁1年目から、学会や展示会、特
許庁内外の技術セミナーなどに積極的に参加することで、審査に必
要な知識を身につけることができました。また、入庁4年目には、希望
の大学の講義を毎週聴講する「大学聴講」を利用し、情報技術につい
て改めて体系的に学ぶことができました。

審査の責任とやりがいを再確認 

　技術研修は知識の習得だけでなく、研究開発者の方々のお話や、
研究開発の実物を見て触ることを通じて、研究開発の現場の熱意や
苦労を知ることができる機会でもあります。審査官はそのような熱意
や苦労を持って生み出された発明を扱っているのだと、自分の仕事の
「責任」と「やりがい」を再確認できる場にもなっています。
　特許庁は、技術研修のほか、法律研修や語学研修も充実していま
す。充実した研修制度のもと、仕事に責任とやりがいを持って日々成
長できる、そんな特許庁の環境で、皆さんもぜひ働いてみませんか？
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充実のサポート環境
　私は現在、高分子分野の特許審査を担当しています。入庁当初
は、初めての法律の勉強についていけるだろうか、馴染みのない高分
子分野の先端技術を理解できるだろうか、と不安で一杯でした。し
かし実際に働き始めてみると、サポート環境が充実していることを実
感しました。
　入庁直後から始まる研修では、法律をはじめとした、特許審査に
必要な知識を一から学ぶため、初学者でも無理なく習得することが
できます。また、その他にも語学研修や各種学会、セミナー参加によ
り自身の知識やスキルを向上させるとともに、企業との意見交換会に
参加することで、知的財産に関する現場での考え方について見識を
深めることができました。さらに、普段から他の審査官とグループで
相談・議論を行うなど、先輩方から学ぶ機会も多くあります。

学んできたことを活かして
　学生時代に薬学を専攻していた私にとって、高分子分野の審査に
おいては、高分子分野の高度な技術にも対応することが求められま
すが、薬学の基礎知識と、高校～大学で学んだ自然科学の基礎知
識とが大きく活かされています。具体的には、こうした知識を用いるこ
とで発明の内容を的確かつ迅速に理解できますし、特許性の判断に
も役立ちます。たとえ間接的であっても、学んできた知識を活かすこと
ができたときには、やりがいを感じます。

令和3年 入庁
審査第三部高分子 審査官補

大塚 龍平
OTSUKA Ryuhei

平成24年 入庁
審査第三部高分子 審査官

久保田 葵
KUBOTA Aoi

懇切丁寧なマンツーマン指導
　審査官補は、審査官に昇任するまでの数年間、指導審査官からマ
ンツーマンで指導を受けることになります。指導審査官からの指導は
とても丁寧で、審査官補がきちんと理解・納得しているかを確認しな
がら指摘や助言を頂けるため、日々少しずつ自分が成長できているこ
とを実感できます。また、いつも和やかな雰囲気で接して下さるため、
疑問等も気軽に質問することができ、大変心強いです。日々安心して
業務に臨むことができるのは、指導審査官の存在があってこそだと
感じています。
　特許庁には、若手が成長し、活躍できる環境が整っています。皆さ
んと一緒に働けることを、楽しみにしています。

経歴
令和3年4月 入庁（審査第三部高分子）

暮らしを支える高分子分野の技術
　私は入庁以来、プラスチック関連の様々な出願を審査してきまし
た。途中、行政官としての審査基準室での業務や育児休業を経験し
つつ、現在は高分子という、プラスチックの合成等の発明を審査する
部署に所属しています。
　プラスチックは我々の生活に不可欠な素材であり、最近は、微生
物分解性を高めたり植物由来成分を添加したりする、環境に配慮し
た技術の開発も盛んです。地球の未来をも支える分野であり、審査
を通じて産業の発達に寄与できればと思います。

指導審査官の役割と心がけ
　指導審査官は審査官補に対し、発明の理解、先行技術文献調
査、特許性の判断等の各審査段階での業務を確認しつつ、法令や
技術について説明したり、相談に乗ったりして、適切に審査できるよ
う指導し、一人前の審査官に成長する手助けを行います。
　指導にあたっては、単に教える・教わるだけではなく、同じ分野を

審査する仲間と考えてもらい、何でも気軽に話せて相談できる関係
作りを心がけています。審査官補が己の考えを十分に述べた上で深
い議論を行うことで、よりよい審査が実現でき、本人も成長できると
考えるためです。

やりがいと成長
　審査には様々な知識や応用力が必要で、それらをわかりやすく伝
えるのにはいつも苦労していますが、審査官補の成長を見るとやりが
いを感じますし、伝え方を考えることは自分の思考整理や説明力向
上にも繋がっています。また、特許庁の持つ柔軟な勤務制度や充実
したテレワーク環境も、審査官補との十分な議論を可能にしており、
業務と育児の両立にも役立っています。
　審査官補の指導には、自分の指導審査官からの教え、過去の審
査で得た知識、審査基準室で行った審査基準・ハンドブックの作
成・見直し等、特許庁での様々な経験が活きていると感じます。今後
も、多様な仕事に挑戦し自ら成長しつつ、学んだことを若い世代に伝
え、組織の成長にも貢献していきたいです。
　興味が沸いた方はぜひ、特許庁の門を叩いてみてください。皆さん
の成長を、我々は全力でサポートします。

経歴
平成24年
平成27年
平成30年
令和元年

入庁（特許審査第三部プラスチック工学）
審査官昇任
調整課審査基準室 基準企画係長
審査第三部高分子

4月
4月
10月
10月

専門性を活かし、
日々着実に
成長できる職場

経験を活かして
指導し、
審査官補と
ともに成長する

特許審査官からのメッセージ



審査官補の間に受ける研修
　特許庁に入ると、最初は「審査官補」という
立場で、一人前の審査官になるために、様々
な研修を受けます。
　研修は大きく分けて3つあり、入庁してすぐ
に受ける「審査官補コース研修」では法律や
審査実務に関する基礎的なことを学びます。
その後、実際に審査業務を一定期間行った
後に受ける「前期研修」では特許法を始めと
した知的財産の法律や特許審査の際に用い
る基準に関する深い知識を身につけ、最後に、

審査官に昇任する直前に受ける「後期研修」
では実務形式で多くの事例を経験します。こ
れらの研修を修了すると「審査官」に昇任でき
ます。
　また、これらとは別に、審査官補の期間に限
らず、自身が担当する技術分野の専門知識を
深めるために、学会や展示会への参加、企業
への工場見学やインターン等の技術研修も
受けることができ、充実した研修体制が整っ
ています。

働きやすい職場
 　審査官の仕事は、各個人に割り当てられた
特許出願を審査するものなので、自分のペー
スで業務を行いやすいです。
　その一方、周りの方 と々はあまり話すことの
ない孤独な仕事なのではないかと思われがち
ですが、決してそんなことはありません。
　審査官補の間は「指導審査官」という直属
の上司が常に相談に乗ってくれますし、審査
官に昇任してからも分からないことがあれば
気軽に相談できる環境であるため、その点で

は昇任後も特に変化は感じていません。
　また、とても話しやすい雰囲気なので、疲れ
た時にふと周りの方 と々話をしてリフレッシュ
でき、非常に働きやすい職場だと感じてい
ます。

今後の目標
　昇任前は一人前の審査官になることを目
指し「審査業務」に注力してきましたが、昇任
後の現在は、審査の質を向上させつつ今後は
「行政業務」にも幅広く携わっていきたいと考
えております。
　特許審査官は審査業務だけではない多様
な業務に携わることができますので、皆様も、
特許庁に入ったらどんな仕事をしたいか、どん
な自分になりたいかイメージしながら足を運ん
でいただけたらうれしいです！

充実した人材育成
～日々の審査業務～
　審査官補は、指導審査官からマンツーマン
で指導を受けながら審査業務を進めます。具
体的には、審査する発明や、サーチして発見し
た先行技術文献の発明等を指導審査官に説
明して、自分の判断や、探した範囲が適切か
否かなどの指導を受けます。難しい判断をす
る際、指導審査官と同じ結論を出せていた時
等に、成長を実感します。

充実した人材育成
～研修～
　審査官補の間に、前期研修という研修を受
けます。審査官になるために法律で定められ
た研修で、特許法を含む知的財産法等につい
て1～2ヶ月程かけて学びます。決して簡単な
研修ではありませんでしたが、同期と勉強会
等で切磋琢磨することで、自分一人ではなく
皆で乗り越える気持ちで挑むことができまし
た。また、語学研修等の各種研修も充実して

おり、一人前の審査官になるために成長でき
る機会が多いです。

これまでの経験を活かせる環境
　審査をしていると、様々な瞬間でこれまで身
につけてきた経験が活きていると実感します。
例えば、発明を理解する際には、大学時代の
専攻分野の知識の他、研究を通して身につけ
た技術文献を読む力等が役立ちます。また、
サーチの際には、技術分野の枠にとらわれず
先行技術文献を探すことも多いため、技術分
野の枠を越えて発明を理解する機会がありま

すが、このとき、意外かもしれませんが、高校時
代に学んだ基礎知識を活かして対応すること
もあります。

「専門性」とは何か
　「あなたたちは、勉強の仕方を勉強してきた
のです」。入庁時に聞いて印象に残っている言
葉です。当時の私は、大学の専攻・研究分野と
は異なる分野の審査をすることに不安を感じ
ていましたが、この言葉のおかげで、審査に必
要な「専門性」とは専門的な知識のみでなく、
知識を学ぶ過程で身につけた基礎知識、読解
力、勉強方法等の力も含まれるのだと自信を
持つことができました。
　今後、担当する技術分野が広がっても、自
身の「専門性」を活かして前向きに学び、審査
に必要な知識を着実に身につけ、審査してい
きたいです。

特許審査官からのメッセージ

審査官補から審査官へ一人前の審査官を目指して

令和2年 入庁
審査第四部伝送システム
（電話・伝送回路） 審査官補

小松崎 里沙
KOMATSUZAKI Risa

平成30年 入庁
審査第二部医療機器
（補綴・福祉機器） 審査官

土谷 秀人
TSUCHIYA Shuto

経歴
令和2年4月 入庁（審査第四部伝送システム）
令和4年4月 審査第四部伝送システム（電話・伝送回路）

入庁（審査第二部医療機器（治療機器））
審査第二部医療機器（補綴・福祉機器）
審査官昇任

経歴
平成30年
令和 2 年
令和 3 年

4月
4月
4月
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平成29年
令和 2 年
令和 4 年

4月
4月
4月

入庁（審査第三部素材加工）
審査官昇任
総務部企画調査課 スタートアップ支援係長

経歴

平成15年
平成19年
平成20年

平成21年
平成22年
平成22年
平成23年
平成25年
平成27年
平成28年
平成29年
平成30年

令和 2 年
令和 3 年
令和 3 年

4月
4月
4月

7月
7月
10月
10月
1月
4月
1月
10月
4月

4月
4月
7月

入庁（特許審査第二部熱機器（冷却機器））
審査官昇任
調整課審査推進室 
　審査推進企画係長・検索計画係長
留学（英国 ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン）
特許審査第二部搬送組立（組立製造）
特許審査第二部審査調査室 室長補佐
特許審査第二部福祉・サービス機器
総務部情報システム室 特実検索システム班長
審査第二部運輸
総務部特許情報室 特許情報企画調査班長
審査第二部搬送
近畿経済産業局地域経済部産業技術課 
　知的財産室長
審判官昇任（審判部第16部門）
審査第二部自動制御 上席審査官
総務部普及支援課 企画調査官

経歴

川上 佳
KAWAKAMI Kei

平成15年 入庁
総務部普及支援課 
企画調査官

大塚 美咲
OTSUKA Misaki

平成29年 入庁
総務部企画調査課 
スタートアップ支援係長

スタートアップにおける知的財産の重要性
特許庁では、企業の知的財産の活用を促進するため、様々な支援を実施するとと

もに、全国で普及活動を行っております。
その中で私は、革新的なアイディアや技術をもとに急成長を目指すスタートアップ

への支援に携わっています。
スタートアップは、革新的なアイディアや技術がビジネスのコアとなっており、これら

の知的財産を保護し、活用していくことが企業価値向上のために重要です。しかし、
創業期のスタートアップでは、ビジネスの立上げに注力するあまり知的財産が後回し
となっていることが課題となっています。そこで、創業期からスタートアップに寄り添
い、その成長をサポートすることが、スタートアップ支援班の役目です。

戦略的な知的財産保護を実現するために
スタートアップ支援班では、現在、知財アクセラレーションプログラム事業（IPAS）

と、スタートアップと知的財産専門家をつなげるIP BASE事業の主に2つの事業を
行っています。IPASは、ビジネス専門家と知的財産専門家を、スタートアップにチーム
派遣することで、ビジネスに連動した知的財産戦略の構築を支援するものです。
IP BASE事業では、スタートアップ向けに、知的財産コミュニティポータルサイト

（IP BASE）1を運営し、全国各地でのイベントの開催、Twitter等のSNS2での発信を
行っています。2021年からは、IP BASE YouTubeチャンネルも開設し、スタートアップ
が知的財産について気軽に学べるコンテンツを配信しています。
革新的なアイディアをもとに急成長するスタートアップを支援するためには、それに

対応したスピードと柔軟性が求められます。そのため、苦労やプレッシャーを感じる場
面もありますが、様々な技術分野のスタートアップの支援を通して、絶え間ない技術
の進歩や研究者の方々の熱い思いに刺激を受けながら、日々やりがいを感じていま
す。また、活気あるスタートアップ支援班の雰囲気の中で楽しく仕事をすることができ
ています。
特許庁に興味を持たれた皆様と一緒に働くことができる日を楽しみにしています。

知的財産の観点からスタートアップの成長を支援

スタートアップ企業が独創的な技術・アイディアをもとにビジネスを急成長させて

いくためには、戦略的な知的財産保護がカギになります。

特許庁では、知的財産の観点からスタートアップ企業の成長をサポートしていくた

め、スタートアップ企業向けの各種施策を用意しているほか、知的財産戦略事例集

等の役立つコンテンツを提供しています。

スタートアップ企業支援

中小企業は日本経済を支える存在、ですが…
日本の全企業数に対する中小企業の割合は99％超、と企業のほとんどが中小企業

であり、日本経済は中小企業によって支えられています。一方、中小企業による特許出
願の割合は約17％。中小企業の日本経済全体への寄与度から見て、もっと知的財産
を活用できる余地があるものと考えています。

個性派揃いの中小企業。知的財産の活かし方も千差万別
これまで近畿経済産業局で2年、現在の普及支援課で1年ほど中小企業支援に携

わり、多くの中小企業さんと出会ってきました。その多くは、独自のビジョンと創意工夫
をもって厳しい競争環境を生き抜いています。知的財産制度の本分は、世の中にある
アイデアや創意工夫を適切な形で保護することですから、知恵と工夫で勝負する中小
企業こそ知的財産活用のポテンシャルは高いと考えますが、そんな中小企業の個性を
活かすためには画一的なやり方ではうまくいきません。企業さんの想いを引き出し、適
切な施策を検討し、実行し、検証する、の繰り返し。その中で特許審査で培った「技術
を理解する力」は大いに役立っています。成功ばかりではありませんが、企業さんからの
反応をダイレクトに受け取れる、というのはなかなか得がたい経験と思います。

中小企業支援の は「チーム力」
普及支援課で中小企業支援担当の職員は20名ほど、地方で知的財産普及活動を

担う経済産業局知的財産室の仲間を含めても50名足らずで、この人数であまたある中
小企業に広く支援を行うのは無理な話です。そこで、中小企業の直接支援のほかに、
「知的財産普及の協力者を増やす」活動も進めています。地域で中小企業と関わりの
深い商工会等の支援機関はもちろんのこと、都道府県、地域金融機関等とも関係構
築を進め、広く中小企業支援に関わる方 と々「チーム」を組んで知的財産普及に取り
組んでいるところです。

中小企業の知財活用から始まる日本経済の復活
1社1社は小さくとも、多くの中小企業が企業価値向上を果たせば、日本経済に与え

るインパクトは相当大きいはず、それを知的財産活用で実現できれば。知的財産を所
管する官庁の一職員として、日 そ々ういう思いで業務をしています。

　日本全体の活力を上げることを目的とした地方創生に対する期待の高ま

りや、企業活動のグローバル化に伴う企業の知的財産戦略の多様化等、

日本の社会環境は日々変化しています。今後日本が持続的に発展するため

に、特許庁には知的財産の観点から、社会環境の変化に即した施策立案が

求められています。

　特許審査官は、ユーザーの声を汲み取って、このような施策立案を行う

業務にも携わります。

ユーザーの声を活かした施策立案

知的財産を活用した中小企業の付加価値向上

1 2
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平成15年
平成19年
平成20年
平成22年
平成22年
平成24年
平成25年

平成27年
平成28年

平成29年

令和元年
令和元年

令和 2年
令和 2 年

4月
4月
7月
1月
7月
7月
7月

11月
4月

7月

7月
10月

4月
10月

入庁（特許審査第四部画像処理）
審査官昇任
総務部国際課多国間政策班 欧州係長
特許審査第四部映像システム
留学（オランダ マーストリヒト大学ロースクール）
調整課企画調査班 企画第一係長
外務省経済局国際貿易課知的財産室 
室長補佐
審査第四部映像システム
総務部企画調査課 課長補佐
（特許戦略企画班長） 
総務部国際政策課 課長補佐
（多国間政策第一班長）
審判官昇任（審判部第30部門）
総務部国際政策課 課長補佐
（WIPO事務局長選挙担当）
審判部第30部門
総務部総務課情報技術統括室 
室長補佐（審判システム刷新担当）

経歴

平成26年
平成29年
平成30年
令和 2 年
令和 3 年

4月
4月
7月
4月
7月

入庁（審査第二部生産機械）
審査官昇任
総務部企画調査課 特許戦略企画係長
審査第二部搬送
総務部総務課 法規第一係長

経歴
平成29年
令和 2 年
令和 4 年

4月
4月
4月

入庁（審査第三部素材加工）
審査官昇任
総務部企画調査課 
スタートアップ支援係長

経歴

平成15年 入庁
総務部総務課
情報技術統括室 
室長補佐
（審判システム刷新担当）

私は、特許庁の審判官や審判書記官が利用する審判システムを新たに作るプロ
ジェクトに携わっています。これまでシステム開発は未経験だったため、着任当初は「IT
の知識やスキルがないけど大丈夫かな」と不安でしたが、今では「人と仕事をすること
の難しさ」と向き合いながら「人と仕事をすることの面白さ」に気付く日々です。

システムを使う「人」と作る「人」をつなぐ
システム開発は、システムを使う人の「業務をこのように進めたい」という思いから始

まります。情報技術統括室の役割は、その思いを理解し、システムを作る外部事業者
に伝えることです。この「理解」して「伝える」ことが、実際にやってみると簡単ではありま
せん。同じ言葉でも、組織や立場でその解釈が異なるためです。私は、真の要望を聞き
出すための聴き方、「業務」の言葉と「システム」の言葉を変換する工夫、メッセージが
伝わりやすい話し方など、試行錯誤しながらコミュニケーションを進めています。

「チーム」を作り、「チーム」のために働く
審判システムの開発は、100人以上が約3年にわたって関わる大規模プロジェクト

です。プロジェクトを進めていると、作業遅延やメンバの交替など、様々なことが起きま
す。これまでの私は「自分が頑張れば仕事は進む」という意識が強かったのですが、こ
のプロジェクトに携わるようになって「メンバに気持ち良く仕事をしてもらうにはどうし
たらいいか」を意識するようになりました。チームビルディングのために、メンバの話を
聞いて「共感」すること、メンバが話しやすい環境を作ることを重視して、プロジェクトを
進めています。

システム開発の経験を次の現場で活かしたい
私は、システム開発という「物作り」の現場で、「人」と仕事をすることの難しさと面白

さを学んでいます。システム開発の世界に私が足を踏み入れたように、特許庁で仕事
をすることの醍醐味の一つは、同じ特許庁にいながら様々な仕事を経験できることで
す。私自身、このシステム開発の経験で得た気付きや知見を、次の未知の現場で活か
せることを楽しみにしています。

システム開発の現場で学ぶ、「人」と「チーム」のこと

特許庁は1990年に世界で初めて、紙ではなく電子で出願できるシステ

ムを実現しました。そして現在、年間約50万件の出願の受付から審査、登

録、審判等に至るまで、多岐に渡る業務のほぼ全てをシステム化していま

す。特許審査官は、特許庁内の様々なシステムの企画、開発、管理業務に

携わるほか、最近ではAI技術を審査業務へ活用するための検証やシステ

ム開発も行っています。

システム開発

法解釈とは？
法解釈という用語を耳にしたことあるでしょうか？理系の方にはなじみが薄い用語か

もしれません。
特許庁は、日々生まれる新技術やデジタル化という環境の変化に応じて、知的財産

制度の改善をしています。特許出願人等のユーザーにとってより良い制度とするため、
様々な改善を行っています。最近では手続の利便性向上のため、書類への押印を廃止
する改善を行いました。
しかし、「良い」制度であっても、現在の法律に反する制度を作ることはできません。

「反するか」か否かは法律の文章からは明らかでないことも多く、法律の解釈が必要と
なります。法律の文章で使われている用語の意味、法律の目的、趣旨等を「解釈」して、新
制度を現在の法律内で実現できるか等を検討します。私は、この解釈に携わっています。

法解釈の難しさとやりがい
私は理系出身ということもあり、初めは法解釈のやり方を理解するのも一苦労でし

た。また扱う法律も特許法だけではありません。どんな解釈が妥当であるのか悩むことも
多いです。判断によっては、新制度の修正が必要となることもあるため、責任の重い業務
ですが、同時に、人のためになる新たな制度を作っていくというやりがいがある仕事でも
あります。日々の業務では、法学文献を調査し、制度の担当者や周りの方と相談をして、
適切な判断を心がけています。

技術の専門家、法律の専門家として
私が特許庁へ入庁した時、採用担当の方から、特許審査官は技術と法律の両方の

専門家として活躍できると聞きました。今、それを大いに実感しています。特許審査以外
の手続や法律についても、日々新たな知識を吸収し活用しています。この経験は今後の
特許審査における気づきにもつながり、それがまた将来の行政官としての仕事に活きる
と考えています。「審査官」という揺るぎないベースを軸に、新たな専門分野を開けるの
が審査官という仕事の魅力です。ぜひ審査官と会って様々な経験談を聞いてみてくだ
さい！

　特許法・特許制度をはじめとした産業財産権法・制度や審査基準は、時代のニーズに応じて改正や見直
しが必要となります。これまでも、ビジネスのIT化やバイオテクノロジーの発展により、特許保護に関する様々
なニーズが生まれ、特許保護の在り方の検討や見直しを行ってきました。また、国際協調の観点から、産業
財産権法・制度の見直しが必要となることもあります。審査官は、制度の在り方や審査基準を見直し、検討
する業務にも携わります。

時代に即した法整備

新制度の導入への貢献

平成26年 入庁
総務部総務課 
法規第一係長



平成16年 入庁
総務部国際政策課 
多国間政策第一班長

平成29年 入庁
総務部国際協力課 
地域協力第一係長

行政官としての業務 行政官としての業務
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平成29年
令和 2 年
令和 3 年

4月
4月
7月

入庁（審査第四部伝送システム（移動体通信システム））
審査官昇任
総務部国際協力課 地域協力第一係長

経歴

平成16年
平成20年
平成21年
平成22年
平成23年
平成24年
平成24年
平成26年
平成29年
平成30年
令和 2 年
令和 3 年
令和 3 年

4月
4月
8月
10月
7月
7月
11月
4月
4月
4月
4月
4月
10月

入庁（特許審査第一部自然資源）
審査官昇任
総務部総務課 情報技術調査係長
特許審査第一部アミューズメント
留学（米国 カリフォルニア大学サンタバーバラ校）
特許審査第一部アミューズメント
経済産業省製造産業局 模倣品対策室長補佐
在中国日本国大使館経済部 一等書記官
審査第一部自然資源
総務部国際協力課 地域協力第一班長
審判官（審判部第5部門）
審査第一部アミューズメント
総務部国際政策課 多国間政策第一班長

経歴

日本企業と途上国の双方を支える
途上国において日本企業が迅速かつ確実に知的財産権を取得し、活用できるよ

うにするために、特許庁では、途上国の知的財産庁に対して、知的財産権制度の整
備支援や運用に関する研修の提供等、さまざまな協力を行っています。こうした協力
を通じて途上国の知的財産権制度や運用の整備が進めば、日本企業が途上国で
活動しやすくなるだけでなく、途上国の経済発展にも貢献することができます。

途上国に貢献できたことへの喜び
あるとき、途上国の知的財産庁の方から、「新しく制度を導入するための法案を

検討しているため、日本の制度に関する質問に回答してほしい」との依頼を受けたこ
とがあります。その国に対しては、これまで先輩方がさまざまな支援を行っていたの
で、私も自分なりに日本の制度について調べて回答案を作成し、関係部署にも確認
をとって回答しました。約半年後、回答した内容を反映した法案が可決されたことを
知り、途上国における知的財産権制度の整備に微力ながらも貢献できたことに喜び
を感じました。特許審査に限らず、知的財産に関する幅広い依頼を受けるため、私自
身とても勉強になっています。

一丸となってイベントを作り上げる達成感
特許庁では、日本企業に途上国の最新の制度や運用に関する情報をお伝えする

とともに、途上国側に制度や運用に関する要望をお伝えして改善に役立てていただ
くために、日本企業と合同で、途上国の知的財産庁と意見交換会を実施しています。
特許庁から派遣されている駐在員の方や、庁内の関係者と緊密に連携し、一丸と
なって準備を行うので、意見交換会が無事に終わったときには、達成感を得ることが
できます。
今の部署に配属されるまでは、特許審査以外の業務を経験したことがなかった

ため、自分に務まるか不安もありました。しかし、困ったときには、先輩や周りの方に
相談すると丁寧に教えてくださるので、安心して業務に取り組むことができています。
この充実したサポート体制の中で、あなたも特許庁でしかできない国際協力に携

わってみませんか。

オール特許庁で日本企業と途上国を支援する

　二国間交渉やEPA（経済連携協定）交渉を通じて、途上国での知的財産権保護強

化を求めるとともに、審査協力、機械化協力、人材育成を積極的に推進しています。

　1996年から、主にアジア太平洋地域より、のべ6700名を超える研修生を受け入れる

とともに、各国への審査実務指導者等の専門家派遣を行っています。

途上国支援

特許庁の国際業務
特許庁では、世界各国の政府機関（特許庁）との会合等を通じて、知的

財産権の保護に関する海外の制度が日本企業等にとって使いやすいものと
なるよう、様々な働きかけを行っています。そのような業務を担当する部署と
して、主に先進諸国との交流を担当する国際政策課と、主に発展途上国と
の交流を担当する国際協力課とがあります。私はこれまで両方の部署を経
験し、ASEAN諸国や欧米の特許庁との交流を担当してきました。

途上国の近代化を支援（国際協力課）
ASEAN諸国を含めた発展途上国の経済成長は近年目覚ましく、日本企

業の多くがそういった国で生産や販売等を行っています。しかしながら、こう
いった国の制度には未成熟な部分が多く、必ずしも知的財産権が適切に保
護される環境が整っているとは言えません。状況は国によって様々ですが、
例えば特許審査に長い時間がかかってしまう等、多くの問題があります。
特許庁ではそういった国々に対して、法律を改正するよう働きかけたり、

政府職員向けの研修を提供したりしています。日本とは大きく文化の異なる
国 を々相手にする難しさがある反面、大変やりがいのある業務です。

先進国間での最先端の取組（国際政策課）
欧米をはじめとする先進諸国との関係においては、日本企業が相手国に

進出してその国の知的財産制度を活用しているのと同様に、相手国の企業
も日本に進出し、日本で特許出願等を行っています。そのため、先進諸国の
特許庁との間では、互いに相手国の制度が自国の企業等にとって使いやす
いものとなるよう、交渉や協力を重ねています。
このような議論の中では、既に成熟している制度をさらに改善するため、

高度な検討が必要となる場合があります。途上国を相手にするときとは違っ
た難しさがあり、これもまたやりがいのある業務だと感じています。

　企業活動がグローバル化した今日、日本のみならず海外での円滑な特許

取得へのニーズが高まっています。

　特許審査官は、日本企業のグローバルな事業展開を支えるべく、日本で

特許権を付与された発明が海外でも安定した権利として円滑に保護される

よう、国際ルール作りにも携わります。

　グローバルな事業展開には、グローバルな特許取得が欠かせません。国

際的な特許制度の調和を目指して、国連の専門機関である世界知的所有

権機関（WIPO）や、世界貿易機関（WTO）における多国間交渉、五大特許庁

（日米欧中韓）会合、アジア太平洋経済協力（APEC）の知的財産権専門家

会合、米国等との二国間交渉等の場に特許審査官が参加し、厳しい交渉を

行い、議論をリードしています。

国際ルール作りに向けた国際交渉

知的財産権が適切に保護される世界の実現へ



彩なフィールドで活躍する特許審査官

INPITでの中小企業支援

　独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）は、経済産業省・特許庁所管の
独立行政法人です。INPITでは、産業財産権情報を検索するWebサービスの提供、知
的財産制度を学ぶことができるeラーニング教材の提供、中小企業等に対する知的
財産の活用支援等を行っています。知的財産の活用支援のうち、私は海外展開を目
指す中小・ベンチャー企業に対して、知的財産面からアドバイスを行う窓口で働いて
います。この窓口での業務を通じて、特許審査業務では知り得なかった、権利を取得
した後どのようにビジネスで活用していくのかを知ることができました。また、実際に中
小企業支援を行う企業OBの専門家と支援の場に同席することで、専門家の企業時
代の豊富な知的財産経験にも触れることができます。これらの経験は、審査部に戻っ
た後にも質の高い特許審査に繋がると感じています。

多様な場で働くことができる環境 

　このメッセージを読んでいる皆様の中には、まだやりたいことが明確に決まっていな
い方もいらっしゃるかもしれません。特許庁では、特許審査以外にも特許審査官が活
躍できる場が数多くあり、私のように特許庁以外の組織に出向する機会もあります。
多彩なフィールドで働くチャンスに恵まれていますので、きっとやりがいや魅力を感じ
られる仕事に携われると思います。皆様とご一緒できることを楽しみにしています。

特許庁外からの中小企業支援

特許審査官の主な出向先

各省庁
●経済産業省
　本省（東京）
　中部経済産業局（名古屋）
　近畿経済産業局（大阪）
●内閣官房（東京）
●人事院（東京）
●内閣府（東京）
●外務省（東京）
●文部科学省（東京）
●農林水産省（東京）
●防衛装備庁（東京）
●原子力規制庁（東京）
●復興庁（東京）

裁判所
●知的財産高等裁判所（東京）
●東京地方裁判所（東京）
●大阪地方裁判所（大阪）

大学
●北海道大学(札幌)
●東北大学(仙台)
●会津大学（会津若松）
●東京大学（東京）
●東京医科歯科大学（東京）
●東京工業大学（東京）
●一橋大学（東京）
●千葉大学（千葉）
●信州大学（松本）
●名古屋大学（名古屋）
●大阪大学（大阪）
●大阪工業大学（大阪）
●広島大学（広島）
●鳥取大学（鳥取）
●香川大学（高松）

独立行政法人等
●工業所有権情報・研修館（INPIT）（東京）
●発明推進協会（JIPII）（東京）
●工業所有権協力センター（IPCC）（東京）
●日本特許情報機構（Japio）（東京）
●日本貿易振興機構（JETRO）（東京）
●産業技術総合研究所（AIST）（つくば）
●新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）（川崎）
●情報通信研究機構（NICT）（東京）
●日本医療研究開発機構（AMED）（東京）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　           ほか

平成28年 入庁
独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）
知財活用支援センター知財戦略部（海外展開支援担当） 主査
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仙台

会津若松

つくば

千葉

東京
川崎

名古屋

松本

大阪

鳥取

広島

高松

札幌

国内の特許庁以外の組織に出向し、知的財産制度に関する様々な課題に対して
幅広い視点で取り組むチャンスもあります。

特許法の講義に審査官の経験を注ぐ

　私は現在、一橋大学で知的財産法の教員をしています。社会人大
学院や学部で特許法の講義を担当しているほか、知的財産法のゼミ

審査官の経験を活かし、大学で特許法の講義などを担当

平成21年 入庁
一橋大学大学院
法学研究科ビジネスロー専攻 准教授

教員として修士論文の指導なども行っています。
　当初は自分が大学で講義などできるのかと不安でしたが、審査官の
経験を交えてお話をしてみると、学生さんから「ああ、そういうことなの
か」という反応が返ってきて驚きました。審査官であることで伝えられる
法律や制度の「中身」の話が学生さんの学びにつながることは、大きな
喜びです。

アカデミックな議論を通じて自らも成長

　ゼミの学生さんは弁理士や企業の知的財産部員など、知的財産の
専門家の方々です。ゼミでは、特許以外も含む様々な知的財産につい
て、実務的な課題から法理論まで、幅広いテーマを取り扱います。教員
の立場ですが教わることも多いです。学生さん達と一緒に、国内外の論
文や判決を読んで勉強し、イノベーションをビジネスや社会の現場で
役立てるためにどうしたらよいか、白熱した議論をしています。よい刺激
をもらい、自らも成長の機会をいただいているなと感じます。

庁内外の業務で専門性を磨く

　特許審査官には特許審査以外にも様々な業務が庁内外に広がっ
ていて、それらの経験を通じて専門性を養うことができます。皆さんの
中に、就職にあたって「専門性を身につけたい」「技術に関する知識を
社会に役立てたい」という思いをお持ちの方、いらっしゃいませんか？
そんな皆さんの思いに応える環境が特許庁にはありますよ！



行政官としての業務多彩なフィールドで活躍する審査官

国際機関の職員として、産業財産権施策のグローバル化に対応するため、
特許審査官が世界各地で活躍しています。

米国を知り、日本企業や特許庁の活動を支える

平成13年 入庁
日本貿易振興機構ニューヨーク事務所 知的財産部長
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アメリカ（シリコンバレー）

アメリカ（ニューヨーク）
スイス（ジュネーブ）

インド
（ニューデリー）

中国（北京）

ベトナム

タイ（バンコク）

シンガポール

韓国（ソウル）

台湾
香港

特許審査官の主な海外赴任先

●世界知的所有権機関（WIPO）
（スイス（ジュネーブ））
●経済協力開発機構（OECD）
（フランス（パリ））
●在ジュネーブ国際機関日本政府代表部
（スイス（ジュネーブ））
●在外日本国大使館・総領事館
（ドイツ（ミュンヘン））
（中国（北京））
（エジプト（カイロ））

●日本台湾交流協会
（台湾）
●日本貿易振興機構（JETRO）
（アメリカ（ニューヨーク））
（ドイツ（デュッセルドルフ））
（韓国（ソウル））
（中国（北京、香港））
（シンガポール）
（タイ（バンコク））
（インド（ニューデリー））
（アラブ首長国連邦（ドバイ））
（ブラジル（サンパウロ））

●新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
（アメリカ（シリコンバレー））
●国際協力機構（JICA）
   （ベトナム）
●東アジア・アセアン経済研究センター
   （インドネシア）
　　   　　　                                      ほか

インドネシア

アラブ首長国連邦
（ドバイ）

フランス（パリ）

より良い暮らしのためのより良い政策のために

平成18年 入庁
経済協力開発機構科学技術イノベーション局
科学技術政策課 エコノミスト

ブラジル
（サンパウロ）

米国駐在員の仕事

　米国の駐在員としてニューヨークを拠点にして活動しています。活動内容は、米国で事業
を行う日本企業を支援するために米国の知的財産に関する情報を収集、分析して発信し
たり、日本特許庁と米国特許商標庁との協力が円滑に進むように双方からの依頼に対応
したりすること等です。日本のPRをすることも重要な業務です。
　米国では知的財産に関する訴訟が多く起きています。訴訟や知的財産制度の話題は毎
日出てきます。米国の知的財産に関する活発な動きを追うのは苦労もありますが、駐在員と
して充実した日 を々過ごしています。
　ワシントンDCにも定期的に出掛けて米国特許商標庁の職員や米国弁護士と話し、米国
で起きていることを正確に把握できるように努めています。

経験を活かして 

　米国で関係者と話す際には、日本で重ねてきた審査官、審判官としての経験や日本の制
度、業務の知識が役に立っています。外国の制度を理解するにはベースとして日本の制度を
理解していることが重要です。私は国際課での業務経験がなく、駐在員として何ができるか
不安もありましたが、特許庁ではどの部署に配属されても知的財産という軸を持ちながら
経験を重ねていけるため、その経験が駐在員としても役に立つことを実感しています。
　また、私は入庁8年目に米国留学の機会をもらい、家族と共に11か月間テキサスで過ごし
ました。後に米国に赴任するとは想像していませんでしたが振り返ると留学も米国を知るた
めに良い準備になりました。

より良い政策のためのより良い特許情報分析

　経済協力開発機構は、「より良い暮らしのためのより良い政策」（Better policies 
for better lives）の構築に取り組む国際機関であり、私は、フランス・パリにて科学技
術・イノベーション分野に関する政策やその基礎となるデータの分析に従事していま
す。この分析において、特許情報分析は、例えば気候変動やパンデミック等、何らかの
文脈において利用されることが通常であり、その内容に応じた知識が幅広く求められ
る点で、苦労も多いですが学びも大きいと感じています。
　特許情報は、研究開発成果を測る指標の１つとして、技術分野などの技術的観
点、権利化情報などの法的観点、発明者や出願人、出願国の情報などのビジネス的
観点のほか、技術分野の件数推移等の観点から頻繁に利用されるものですが、正確
な情報分析のためには知的財産制度や政策への理解が不可欠です。ここが知的財
産の専門家として期待されているところであり、やりがいを感じる部分でもあります。

多様なキャリアパスと成長の機会

　私は、審査業務の他にも、庁内の情報システム、中国や韓国との国際協力、庁外出
向や留学など様々な経験を重ねてきました。審査実務に裏打ちされた論理的思考に
加え、多様な業務を通じて得た知識や経験は、かけがえのない財産となって現在の
業務にも活きています。
　特許庁は、審査官・行政官として多様な機会を提供してくれる職場です。知的財産
を武器とした専門家集団の一員となって、ぜひ一緒に働いてみませんか。

彩なフィールドで活躍する特許審査官 彩なフィールドで活躍する特許審査官

ドイツ（ミュンヘン、デュッセルドルフ）

エジプト（カイロ）



　本来、権利にはならない発明に対して特許が与えられた場合、そ
の特許を無効とし、はじめからなかったものとする手段として、「無
効審判」の制度があります。
　無効審判では、審判請求人と特許権者の双方が主張、立証をつ
くし、両当事者に納得感のある審理・審決を行うため、原則、口頭
審理を行っています。
※口頭審理：権利化された特許権の有効性を争う無効審判の中で、当事者が直
接主張を行う審理の方法です。

（特許庁審判廷）
写真では、中央の３人が合議体の審判官で、右側が特許の権利
者、左側が無効を訴える審判請求人です。

　通常、行政処分に不服がある場合は訴えを裁判所に提
起しますが、特許法等では、審査結果の妥当性を判断す
るための手段として「審判」の制度を整備しています。
　審判では、審判合議体が、職権による調査も行ったうえ
で審査官がした拒絶査定が妥当であったか否かを審理
し、審決を行います。
※審判合議体：審査は審査官が単独で行いますが、審判では、３人又は
５人の審判官による合議体で審理を行います。

拒絶査定の妥当性の判断
（拒絶査定不服審判）

審査の上級審

特許の有効性の判断
（無効審判）

紛争の早期解決 2

無効理由の主張・立証

主張・立証に対する反論

審判合議体

審判請求人 特許権者

審判は第一審としての
機能を担っているため、
審理結果に不服がある
場合は、知的財産高等
裁判所で争われます。

最高裁判所

司法

審判の審理結果に不服があるときは

特許庁審判部 知的財産高等裁判所

拒絶査定への不服 拒絶査定の
妥当性の判断

※写真は合議の様子です。

審判合議体

審判請求人

審判業務の紹介
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平成 3年
平成 7年
平成11年
平成12年
平成16年
平成18年
平成21年
平成23年
平成24年
平成27年
平成28年
平成29年
平成30年
令和 2 年

4月
4月
7月
7月
10月
4月
7月
4月
4月
4月
7月
4月
4月
7月

入庁（審査第三部産業機械）
審査官昇任
留学（米国 メリーランド大学ボルチモア校）
特許審査第二部自動制御
審判官昇任（第9部門）
特許審査第二部動力機械 上席審査官
特許審査第二部一般機械 主任上席審査官
特許審査第二部自動制御 主任上席審査官
大阪地方裁判所 裁判所調査官
審査第二部熱機器 審査監理官
審査第二部運輸 審査長
審判部 審判長（第10部門）
審判部 審判長（第9部門）
審判部 審判長（第9部門長）

経歴

平成3年 入庁
審判部 審判長（第9部門長）

審判の役割
審判では、審査の上級審として、拒絶査定不服事件において、審

査結果の妥当性を判断するとともに、紛争の早期解決のため、異議
申立や無効審判において、特許の有効性の判断を行います。さらに、
紛争を未然に防ぐために、特許権の範囲を見直すための訂正審判
や、特許侵害の事前判断を行う判定について審理することもありま
す。
審判部第9部門では、日用品や生活家電から発電機や燃料電池

システム等の産業機器に至るまで幅広い分野を扱っています。各技
術分野で審査経験が豊かな審判官が合議体に入ることで、信頼性
の高い判断を行うようにしています。

審判における審理
事件が請求されると、3人又は5人の審判官による合議体が審理

を行います。拒絶査定不服事件や異議申立の審理は、通常書面のみ
で行いますが、無効審判では、特許庁の審判廷において、審判請求
人と被請求人（特許権者）を交えた口頭審理も行います。
審理の結果は、合議体の判断の結論と理由を記載した審決で示

します。審決に不服があると、知的財産高等裁判所に出訴され、取り

審査の上級審・準司法機能を担うプロフェッショナルとして
　審判は、審査の見直しに位置づけられ、地方裁判所に代わって第一審としての機能を有する審判部が民事訴訟法等で定められ
た厳正な手続で審理するものです。
　審査官として一定のキャリア（一般的に10数年）を積み、法律で定められた研修を終了した後、審判官に昇任します。審判の主な
役割は大きく分けて次の２種類です。

厳正な審理を行う審判

消されることもありますから、担当分野の技術的知見はもちろん、特
許法はじめ民法・民事訴訟法等の法律知識、さらには実務経験も総
動員して、当事者が納得できる判断を示す必要があります。
一方で、侵害訴訟と並行する無効審判のように、特許庁の判断を

迅速に提供することも重要です。コロナ禍で口頭審理が一時的に停
滞した事件もありましたが、オンライン口頭審理の開始等、社会情勢
の変化に対応しながら、適時性の高い審決を提供できるよう取り組
んでいます。

知的財産のプロフェッショナルとして
以上のように、特許庁審判部は、審査の上級審であるとともに、知

的財産紛争の第一審としての機能があり、準司法的な役割を担うプ
ロフェッショナル集団です。
その中で、審判長は、合議体の審理を指揮・総括し、適切な判断

を導く役割があります。また、口頭審理では、当事者の主張・立証をそ
の場でまとめながら、審理を適切に指揮しなければなりません。特許
庁審判廷の審判長席に座るたびに、責任の重さに身の引き締まる思
いがしますが、大変やりがいのある仕事でもあります。
皆さんも、特許庁に入庁し様々な経験を積まれて、知的財産紛争

の第一審を担う審判で活躍されることを祈念しています。
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管理職からのメッセージ

新しい技術と向き合う
　新しい技術に触れることができる審査官の業務に惹かれ入庁しましたが、当初は、
技術の進展についていけるのか、ちゃんと審査官の重責をこなせるのか、不安の方が
大きかった気がします。その頃の先輩に「1件1件大事に審査をして1つずつ知識を身に
つける意識を持っていれば大丈夫」との助言と様々な指導をいただきながら、安心し
て審査の業務に取り組めたことを今でも覚えています。
　現在、審査室の管理職となり、審査官の業務を支援する立場となりました。新しい
働き方が求められる中、審査官が新しい技術と向き合い1件1件いい審査ができる環
境を維持・確保していきたいと思っています。

知的財産を軸に成長する
　特許庁内では審査・審判の環境を整備する業務、特許庁外では知的財産の利活
用を推進する業務等を経験する機会がありました。日々の審査業務を通じて得た経
験や知的財産に関する知識は、これら審査業務以外の業務にも役立つものでした。
また、新しい職場や新しい仕事に就いても、それまでの新しい技術をしっかりと理解
し、法律や基準に基づいて発明を判断するという審査業務で培った経験を生かし、新
しい仕事も臆することなく理解に努め、制約や条件を的確に把握しながら主体的に
業務を遂行できたと思います。審査官は、審査業務のみならず行政官としての業務も
経験することで、知的財産を軸に成長することができます。また、特許庁には、それがで
きる環境が用意されています。

伝統を重んじ変化に順応する
　審査官は、定められた法律のもと、長きにわたり特許庁で1件1件の特許出願の審
査を行ってきました。経済・社会情勢の変化によっても、これに変わりはありません。む
しろ、デジタル化など技術の進展とともに特許庁の組織と審査環境は変化を続けてき
ております。審査官が特許出願を審査するという伝統を重んじ、DX推進やAIとの共創
等の審査環境の改革に積極的に挑戦し環境変化に順応しようとする意欲を持ってい
る方、特許庁で一緒に働きましょう。

入庁（審査第三部空調機器）
審査官昇任
特許審査第二部審査調査室
特許審査第二部繊維包装機械
留学（米国 南カリフォルニア大学）
調整課審査推進室 室長補佐
　（電子情報計画班長）
特許審査第二部自動制御
審判官昇任（審判部第16部門）
審判部審判課 課長補佐
審査第二部生活機器
　（福祉・サービス機器）
審査第二部生産機械 主任上席審査官
（国研）産業技術総合研究所 
　知的財産・標準化推進部長
審査第二部生活機器（福祉・サービス機器） 
　技術担当室長
審査第二部繊維包装機械（包装・容器） 
　技術担当室長

平成10年
平成14年
平成16年
平成17年
平成19年
平成22年

平成24年
平成26年
平成26年
平成28年

平成28年
平成29年

令和元年

令和 3年

4月
4月
7月
7月
7月
10月

4月
4月
7月
4月

10月
7月

7月

7月

「人」と「組織」が
知的財産を未来へ紡ぐ

様々な技術の変遷と共に
　田園風景の中に工場の煙突が姿をあらわす地方で、働く大人達に囲まれて育ちま
した。大学では理論的な面白さに惹かれて専攻を選びましたが、職業選択の過程で、
社会で実際に使われている技術のために働きたい、と考えるようになりました。現実の
社会には、様々な技術に支えられて働く人達がいる、というのが、そのときの考えの根
底にあったように思います。
　入庁以来、最先端に近い技術と、技術の屋台骨を支える裏方技術と、様々な分野
を担当させていただきました。長く審査官をしていると、担当技術の製品化ニュースに
心躍らせることもあれば、役割を終えていく技術の終焉を見送ることもあります。技術
の変遷と共に年齢を重ね、今もなお、まだ知らない技術の数 と々発明者、出願人の
方々の熱意に触れることのできる審査官の仕事は、私にとっては天職でした。

人を大切にする職場
　20ウン年前の若手時代、とある会社へインターンに行かせていただく機会があり、と
てもチームワークのよい開発グループに入れていただいたことを今でも鮮明に覚えて
います。ものづくりにとって、まずはチームワークなのだな！と大変感銘を受けて帰って
きたものでした。
　私は今も現役の審査官ですが、管理職として課室の皆さんの業務調整やキャリア
形成をサポートすることも仕事としています。特許庁は人の育成に特に力を入れてお
り、私自身も多くの上司、先輩方に育てられ、また、後輩の指導をしてきました。課室内
がチームワークよく機動的に機能できること、経験年数によらずビジネスパーソンとし
て常に成長し続けられること、を大切にしていきたいと考えています。

特許庁の、これまでも、これからも
　審査官の仕事は審査実務に限ることなく、企業、出願人の方々から意見収集し、こ
れを知的財産行政へ反映させ、法整備や政策立案に携わる人もいます。ベンチャー
企業の支援に熱意を燃やす人もいて、国際的な制度調和に尽力する人達もいます。
全員に共通するのは、技術が好きで、人が好きで、技術の進歩を推し進め、これを社会
全体に還元したいという想いです。私達の想いに共感し、共に働く若い方々をお待ち
しています。

平成 8年
平成11年
平成12年
平成13年
平成14年
平成20年

平成22年
平成24年
平成25年
平成28年

平成30年

令和 2年

令和 3 年

4月
4月
4月
4月
5月
4月

10月
4月
4月
4月

7月

4月

4月

入庁（審査第二部事務機器）
審査第二部応用光学
審査官昇任
産前産後休暇／育児休業
特許審査第一部応用光学
特許審査第一部応用光学
　（光学要素・EL素子）
審判官昇任（審判部第5部門）
審判部第25部門
特許審査第三部化学応用
審査第三部化学応用 
　主任上席審査官
審査第三部化学応用（塗料・接着剤） 
　技術担当室長
審査第三部有機化学（複素環化合物）
　技術担当室長
審査第三部プラスチック工学 審査長

技術と社会と人を
繋ぐ仕事

磯貝 香苗
ISOGAI Kanae 

平成8年 入庁
審査第三部
プラスチック工学 
審査長

経歴

経歴

永石 哲也
NAGAISHI Tetsuya

平成10年 入庁
審査第二部
繊維包装機械（包装・容器） 
技術担当室長
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特許審査官のキャリア紹介

国内外で活躍できる場があなたを待っています！

平成7年 入庁
総務部国際政策課 国際政策課長

　特許庁には、庁内はもちろん、他省庁や国内外
の様々な場で、知的財産制度に直接・間接に関
わり合いながら、特許審査官として培った知見・
経験を十二分に活かしつつ、活躍できるチャンス
があります。身近な社会的課題から地球規模課
題に至るまでイノベーションの重要性がますます
高まってきている中、イノベーションの創出をグ
ローバルに下支えする知的財産制度の構築に向
けて、私たちと共に取り組んでみませんか。

　入庁後は、大学院までに学んだ物理学を基礎として、光学につい
て先輩の指導等を受けながら、顕微鏡等の光学機器、偏光板や光
ファイバなどの光学要素の審査に携わりました。グローバル競争の
激しい当該技術分野において、我が国の技術力の高さと企業等にお
ける知的財産戦略への取組みの重要性について、身をもって知るこ
とができました。

　米国の知的財産法を学ぶため、ワシントン大学に派遣され、法学
修士を取得。その後、裁判所や法律事務所でインターンとして職業
経験を積む機会にも恵まれました。この時に得た、英米法の知識と日
米の知的財産関係者とのネットワークは、その後のキャリアにおいて
大いに役立つこととなります。

　2002年の小泉首相（当時）提唱の「知的財産立国」の実現に向け
て、様 な々分野から有識者を集めて研究会等を立ち上げ、知的財産
戦略を中核と位置づけた企業経営に資する施策について、幅広く多
面的な検討を行いました。初めての出向経験であり、なじみのない証
券アナリスト等の有識者とのコミュニケーションには「共通言語」が
なく苦労しましたが、貴重な経験となりました。

　世界知的所有権機関（WIPO）や世界貿易機関（WTO）をはじめと
した国際機関等における知的財産に関する交渉等を担当しました。
なかでも、「知的所有権の貿易側面に関する協定」の改正条約の採
択から我が国における国会承認までの一連のプロセスに関与できた
ことは、良い経験となりました。

　環太平洋パートナーシップ協定や日EU経済連携協定などについ
て、特許庁・経済産業省の代表として、知的財産分野の交渉に関係
省庁と共に対応しました。利害が相互に衝突する２つの交渉を同時
並行的に、日本政府代表団のマネジメントの一翼も担いながら関与
できたことは、重圧もありましたが、やりがいも大きく感じられました。

　日本の産業競争力強化に資する知的財産関連の総合施策につ
いて、内閣の下に設置された「知的財産戦略本部」による「知的財産
推進計画」決定に向け、関係する省庁や有識者との協議を重ねなが
ら多面的に検討し、取りまとめを行いました。首相官邸での会議開催
や与野党議員へのご説明など他では得がたい経験を積むことがで
きました。

　審査業務のマネジメントを行う立場として、審査官が安心して働き
やすい環境作りに努めました。コロナ禍にあって、テレワーク中心の業
務形態への急激な転換が求められる中、多くの困難な場面がありま
したが、初めて担うマネージャーとしての役割にやりがいを感じました。

　日本企業のグローバルなビジネス活動のためには、世界中で知的
財産権を円滑かつ予見性高く取得し、活用できる環境を構築してい
くことが重要です。そこで、特許庁の長年の経験に基づく強みを最大
限に活かしつつ、日本の審査結果の発信や知的財産分野の制度・
運用調和などの取組を通じて、知的財産分野におけるグローバルな
ビジネス環境作りに日々努めています。

知的財産制度というインフラの今後を皆さんとともに

　特許出願の審査はもちろん重要なものですが、特許庁
の仕事は決して審査に閉じたものではありません。広い視
野を持って自身の力を伸ばし活かせる多様な機会があり
ます。特許庁内のあらゆる業務に関わる情報システムをは
じめとして、支援施策や国際交渉等に関するさまざまな業
務の中で、庁内外の多くの方 と々コミュニケーションをとり
ながら、知的財産制度という重要なインフラの一端を担い
支えていくことには大きな充実感があります。ぜひ皆さんと
ともにその今後を作りあげていければと思っています。

　審査官としてレーザー技術を中心に光デバイスに関する審査に
携わりました。出願の技術を理解し、関係する文献を幅広く調査し、
出願人とコミュニケーションをとりながら特許を作り上げていく審
査実務の能力は、他のさまざまな業務においてもその課題を把握し
て人に伝え解決を導くために応用が利くものであると思います。

 2000 ～
審査官

 2005～2007

経済産業省商務情報政策局 情報通信機器課 課長補佐

 2015～2017

総務部総務課情報技術統括室 情報技術企画班長

 1995 ～
審査官

 2011～2012

総務部企画調査課 研究班長・活用計画班長

　最初の異動先は経済産業省で、IT業界の知的財産に関する問
題に対応するという一般的な行政官としての仕事をしました。経済
産業省での業務は審査とはまったく勝手が異なり、異動当初非常
に戸惑ったことを覚えていますが、より広い視野で審査以外の知的
財産行政に関する仕事をしていく上で基本となる経験となったと
思っています。

 2008～2010

海外留学
　留学先には知的財産法の研究で有名なドイツのマックスプラン
ク研究所を選びました。併設ロースクールのミュンヘン知的財産法
センターの講義を聴講しながら、自由な雰囲気の中で知的財産法
の比較研究をしていました。ここで国際的な調査研究能力をじっく
りと伸ばすことができただけでなく、このときに得られた人のつなが
りは今でも貴重な財産となっています。

　特許庁の施策検討の基礎となる知的財産制度に関する調査研
究と並行して、今に続く活用支援施策の一環として、海外展開企業
のために新興国の知的財産に関する手続や調査手法などの情報
をまとめたデータバンクの作成や、知的財産戦略の策定を支援す
る知的財産プロデューサーを派遣する事業の立ち上げ等に関わり
ました。

　情報技術企画班長の主な業務は特許庁の情報システムに関す
る予算要求です。その年間予算は300億円前後にもなり、出願、審
査、登録から公開までの全業務を支える情報システムに対して担
当として重大な責任があると思って仕事をしていました。

 2020 ～ 現職
総務部総務課情報技術統括室 企画調査官
　特許庁の情報システムに関する国際専門家会合を担当する管
理職となり、今にいたっています。新型コロナウィルスの世界的な感
染拡大が続く中、各庁の出願の情報を一括で参照するためのグ
ローバルドシエの拡充について等、できる限りオンラインで海外庁
と国際協力の交渉をしていましたが、これから直接的な往来による
関係構築も再開しようとしているところです。さまざまな業務と国内
外の人のつながりを通じて、知的財産制度という重要なインフラを
支え、発展させていく手応えを感じているこの特許庁で、皆さんと
一緒に仕事ができることを心からお待ちしています。

 2017～2018

審判部審判課審判企画室 課長補佐

 2001～2003

海外留学

 2003～2005

経済産業省経済産業政策局
産業組織課・知的財産政策室 課長補佐

 2005～2007

外務省経済局国際貿易課・知的財産侵害対策室 課長補佐

 2013～2015

総務部国際課 国際制度企画官／経済産業省通商政策局 
国際知財制度調整官

 2009～2012

在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 一等書記官

 2016～2017

内閣府知的財産戦略推進事務局 参事官
（産業競争力強化担当）

 2019～2021

審査第一部応用物理 審査監理官

 2021  ～ 現職
総務部 国際政策課長

　審判企画室では制度担当として、法改正にともなう対応とともに、
標準必須特許の問題に関連し、庁内外の多くの関係者と話をしな
がら、標準必須性に係る判断のための判定の利用の手引きをまと
める等の仕事に携わりました。

 2019～2020

総務部総務課 特許情報室長
　管理職に昇進し、特許や商標などに関する国内外の情報を検索
可能なデータベースである特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）
の企画を含む、特許情報普及活用施策を担当する室長になりまし
た。より責任のある立場となり、J-PlatPatや機械翻訳システムのリ
リースについて緊張感を持って対応にあたりました。

　ジュネーブに赴任し、現地からWIPO やWTOなどの国際機関にお

ける知的財産に関する交渉等をフォローしました。閣僚会議や大使
級会合への対応などもあって、プレッシャーのかかる日も多くありまし
たが、欧州の中心に位置する国際都市ジュネーブでの生活も満喫す
ることができ、公私ともに充実の３年間でした。

平成12年 入庁
総務部総務課情報技術統括室 企画調査官
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審査・審判実務と共に成長して

平成2年 入庁
審判部 首席審判長

　女性も生涯活躍できるという理由で公務員試験を受験して、い
ずれの省庁に就職しようかと迷っていたときに、先輩から「特許庁
は働きやすい職場でありながら、種々の経験・研修機会も豊富に
提供されていて、段階を追って知識・経験を積んで審査官、審判
官、管理職となり、審査・審判実務を極めることができる」という
話を聞いて、即座に入庁を希望しました。そうはいっても最初は、
難しい案件を涼しい顔で審査・審理なさる先輩方を見て、自分も
このようになれるのかしらと心配でしたが、入庁以来、様々な機会
をいただき、それらをこつこつとこなすことでいつのまにか成長し、
後輩を育てることのできる能力を身につけることができました。
　特許庁は、日々の業務に取り組むことにより自らも大きく成長
することのできる素晴らしい官庁です。技術の好きな方、法律も習
得したい方、審査・審判の実務を極めたい方、ぜひいらしてくださ
い。特許庁は皆様の希望に必ず応えてくれます。

　入庁以来、化学分野を担当する審査・審判部に所属して、実務に
携わってきました。
　審査官時代は、ゲノム創薬やバイオの新技術が次 と々生み出され
た時期で、そのような新技術を適切に保護するための審査事例集を
同僚と検討し、関係業界との意見交換も重ねながら作成したことが
思い出されます。
　審判官には2002年に昇任しました。特許庁の最終判断を審決に
結実させる審判業務はとてもやりがいのある仕事で、昇任当時は審
判事件を担当できることが嬉しくて、日 わ々くわくと勤めていました。

　調整課は、審査部における総務課のような部署です。審査部に
おける意思決定プロセスや、審査実務を支える組織・環境を、若い
ときに直に知ることができたことは、幸運でした。

　米国特許商標局（USPTO）のほか、連邦巡回区控訴裁判所
（CAFC）に滞在する機会を得て、米国判例法における知的財産実
務の考え方を学びました。米国実務を学ぶときには自然に日本の
実務との比較で考えますから、米国にいながら日本の実務の理解
も深まったことが興味深い経験でした。なお滞在中は、メールや電
話で直接アポイントを取って訪問し、米国の様々な知的財産関係
者とディスカッションしました。おかげで、英語力よりも度胸がつい
たように思います。

　裁判所調査官は、特許の侵害訴訟事件などについて、主に技術
の面から裁判官をサポートする職務を担います。巨額の賠償金を
求める事件も数多くあり、技術説明を行うときには入念な準備をし
て臨み、わかりやすい説明を心がけました。そのときの裁判長・裁判
官の方々のお話から得た知見は、現在審判事件を担当する際の大
きな助けとなっています。

　50人を超える審査室の管理職として、業務遂行のためのマネー
ジメントに加えて、すべての審査官がやりがいをもって働き、また研
鑽を積みながら自己実現を図ることができるよう、希望に応じて
様々な機会を提供しました。特許庁の管理職は、自らも審査官であ
るため、若い審査官に寄り添った助言を行えることが強みです。

　審査基準は、特許法を審査実務に適用するための考え方の指
針となるもので、特許法の条文毎に裁判例などに基づく指針が示
された結構なボリュームの冊子です。私の審査基準室長時代は、そ
の大改正の時期と重なりましたので、毎日遅くまで室員や庁内外の
関係者と議論を重ねて改正作業を行いました。完成したときには
本当に嬉しく、皆で喜びをわかちあいました。
　加えて任期中には、機能性食品やAI・IoT関連発明の審査基準
や事例集の作成も行い、技術の進歩に沿った時代の要請に応える
仕事を行えた実感がありました。

　審判長は、合議体の合議を指揮し、合議の結果が審決にきちん
と反映されるよう、審理を総理します。部門長は、審判長業務に加
えて、審判部門のマネージメントも行います。
　2022年に就任した首席審判長は、審判部の実務面の代表者と
して、特許のみならず、意匠、商標の難事件や重要事件について、説
得力のある審決とするための助言を行ったり、審決取消訴訟にお
いて、特許庁の考えが裁判所に十分伝わる準備書面とするための
助言を行ったりします。
　また国際会議に出席して、外国特許庁の審判部の方 と々ケース
スタディの討論を行うこともあります。
　入庁以来一貫して取り組んできた審査・審判の実務能力を総動
員して取り組む必要のある、とてもやりがいのある仕事です。

キャリアを振り返って

平成4年 入庁
審査第一部 調整課長

　特許審査の仕事は、未来を支える技術を評価し、適
切な保護を与え、社会の発展の基盤を作る大切な仕
事です。加えて特許庁の審査官には、その審査の知見
を活かした様々な活躍の場が与えられています。私も、
入庁前には想像もしていなかった様々な業務を経験さ
せていただき、日々発見の連続でした。
　若い皆さんには、自分でも分からないたくさんの可能
性が秘められています。特許庁は、技術的な専門性を
活かしつつ、法律、国際、政策立案等、様々なチャレンジ
ができる職場です。若いエネルギーに満ちあふれた皆さ
んと、一緒に働ける日を楽しみにしています。

　特許庁からの先行技術調査の外注先の一つである工業所有権協力セ
ンターへの出向は、特許庁の審査業務を外から見つめる良い機会になり
ました。検索業務の効率化や品質の向上以外にも、特許検索競技大会
等の公益目的事業なども担当し、様々なことにチャレンジできました。

　国際的な知的財産制度の調和や日本の審査結果の国際発信に向け
た特許庁の国際業務の総合調整をしていました。毎月のような海外出張
以外にも、五大特許庁長官会合や日アセアン長官会合の日本でのホスト
開催等を経験し、おもてなしの心で参加各国との強い信頼関係を築くこ
とができました。

　審査第四部は、電気・情報・通信といった変化のスピードが速く、注目度
の高い技術分野を所管しています。このため、時代の変化に柔軟に対応で
きる組織作りと働き方改革に力を注ぎました。私には、久しぶりの審査の現
場で、一緒に働く若い審査官の方から多くのエネルギーをもらいました。

　入庁以来、審査・審判では、IT関係の技術を中心に担当し
てきました。新人の頃、今ではすっかり当たり前になった電子
マネーの出願を見て、これが普及する時代が本当に来るの
かなと思ったことを思い出します。審査官は、出願を通じて未
来の社会につながる最先端の技術を見ることのできる素晴
らしい仕事だと思います。

 1992 ～
審査官・審判官

 1990～
審査官・審判官

　WIPOへの出向は、私にとって初めての海外赴任であり、初
めての審査以外の仕事でした。電子出願ソフトの開発チー
ムに配属され、英語力の不足は、専門分野であるITの知識と
審査官の経験で何とかカバーして乗り切ることができました。

 1998～2000

世界知的所有権機関（WIPO）

 2013 ～ 2015

一般財団法人工業所有権協力センター 調査部長

 2010～2012

情報システム室 企画調査官（国際担当）

 1995～1996

調整課 企画班係員

 2009～2013

審査第三部 主任上席審査官（医療）、
上席総括審査官（有機化学、医療）、審査監理官（生命工学）

 2015～2017

調整課 審査基準室長

 2017 ～ 現職
審判部 審判長（審判第24部門（バイオ医薬））、
部門長（審判第25部門（生命工学））、首席審判長

 1998～1999

米国特許商標局派遣

 2005～2008

東京地方裁判所 裁判所調査官

 2016 ～ 2018

総務部 国際政策課長

 2018 ～ 2020

審査第四部 上席審査長・首席審査長

　ワシントン大学ロースクールで、米国の知的財産法を学び
ました。シアトルの法律事務所での長期研修の機会もあり、
米国の特許弁護士の仕事を間近で学ぶこともできました。3
人の子供達も現地の学校に元気に通い、公私ともに充実し
た2年間でした。

 2003～2005

海外留学

　知的財産戦略本部の事務局として、省庁の枠を超えた日
本全体の知的財産戦略の立案作業に関わる機会を得まし
た。小泉首相（当時）のもと首相官邸で行われる本部会合の
準備を緊張しながら行ったことは、良い思い出です。

 2005～2007

内閣官房知的財産戦略推進事務局 参事官補佐

　当時は、特許審査の迅速化目標（一次審査通知までの期
間を11月に短縮）の達成に向けて特許庁全体が一丸となっ
て取り組んでいた時期でした。私もその調整業務を担当させ
ていただき、後にこの野心的な目標が無事達成されたときに
は、本当に感慨深いものがありました。

 2008～2010

調整課 企画調査班長 　審査関連の様々な施策や審査業務の環境整備等の総合調整を担当し
ています。新型コロナの感染拡大で審査部も様々な影響を受けましたが、
職員の皆さんの創意と工夫で業務はしっかり継続されており、特許庁の
底力を感じています。調整課では、ピンチをチャンスに変える心意気で、審
査業務の改革に取組んでおり、活気あふれる職場で楽しく仕事をさせて
いただいています。

 2020 ～ 現職
審査第一部 調整課長

　海外特許庁とのIT協力に関する交渉担当として、2年半の間に16回の
海外出張、国際会議の議長等を経験しました。このとき米国と共同で提
案したグローバルドシエ（各国の審査情報の共有・活用システム）は、五大
特許庁協力の主要成果の一つになりました。



特許審査官の1日 特許審査官の1週間
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1day 1week

フレックスタイム制を活用し、日によって異なる登庁時刻を選
択しています。登庁後、まずはパソコンのメールと自分の担当
する案件の新着情報をチェックします。

昼食は、庁内で食べることもあれば、赤坂、虎ノ門、新橋等に
出かけることもあります。今日は、お弁当を買ってきて、自分の
席でいただきました。

審査している案件には特許
性がないと判断しましたが、
少し迷ったので、管理職の
方とベテランの方に相談し
ました。お二人の考えと自分
の考えとに大きなずれがな
いことがわかり、自分の判断
に自信を持てました。

先ほどの先行技術文献を使って拒絶理由通知書を起案し
終わった頃には、すっかり夜になっていました。明日の在宅勤
務で取り組む案件を決めて、帰宅しました。

特許の出願書類を読み、内
容を理解したあと、検索シス
テムを用いて先行技術を調
査しました。途中で、他の案
件について代理人の方から
電話があり、対応しました。

午前に引き続いて、先行技術を調査しました。しばらくすると、
有力な先行技術文献を発見しました。じっくり読み、出願さ
れた発明との対比を行いました。

登庁時刻
退庁時刻

10：00
20：00

退庁時

　入庁時より、審査第二部運輸という部
署に所属し、自動車の内装部品やサス
ペンション等の特許審査を担当していま
す。日々行う審査業務の中で新しい気づ
きを得ながら、審査官になるための勉強
をしています。

一日在宅勤務です。指導審査官と協議を行った案件につい
て、拒絶理由通知を起案しました。どのように記載すれば、
出願人に分かりやすく伝えることができるのか、日々考えて
います。

令和2年 入庁
審査第二部運輸
（車両機器） 審査官補

平成28年 入庁
審査第一部審査調査室 
係長

一日在宅勤務です。オンラインで自動車についての学会を聴
講しました。最新の研究内容やその背景を知ることで、担当
技術分野の知見を広げることができました。

映画鑑賞が趣味なので、休日はよく映画を観て気分転換を
しています。今日は、天気も良く、新しい服が欲しかったので
買い物にでかけました。自分の好みの服を見つけられたので
良かったです。

今日は、先行技術調査の手法について、グループ内でディス
カッションを行いました。他の人の考え方を聞き、自分に合う
ものを取り入れることで効率化や品質の向上につなげてい
ます。

　私の部署では、審査第一部が所管す
る技術動向の調査、企業との意見交換
会の運営、審査計画の立案やその進捗
管理等、部内の様々な業務の企画・調
整を行っており、効率的かつ的確な審査
に資するため、私も室員として業務に携
わっています。

木曜日に実施する、企業と特許審査部との意見交換会に関
して、企業側参加者と事前打ち合わせを行いました。議題詳
細をいただきましたので、特許庁側で意識合わせを行い、当
日の説明資料に追加しました。適切な情報をご提供できるよ
う、開催日まで調整を重ねます。

火曜日

関係部署から翌年の
審査計画の策定依頼
をいただきましたので、
技術分野別の出願状
況から翌年以降の出
願件数を予測し、処理
方針を上司に相談しました。まとまった計画骨子は各審査室
にて確認していただき、指摘をとりまとめて再検討します。

月曜日

企業との意見交換会にて、特許庁の施策を発信するととも
に、知的財産制度や特許庁へのご意見・ご要望を聴取しまし
た。制度や審査実務に関して多くのご意見を伺うことができ、
大変勉強になりました。いただいたご意見は特許庁内で共有
し、特許庁の施策の参考にします。木曜日

私の部署では、審査官が業務に使用するツールを開発する
こともあります。この日は特許庁内の運用変更を受けて、プロ
グラムを修正しました。

水曜日

学生時代に始めた謡曲を続けていて、時々仲間内で能舞台
を借りて発表会をします。集中して一曲謡うと、気分転換にな
ります。

週末

前年度実施したスマート農
業に関する技術動向調査に
関し、雑誌への記事寄稿の
機会をいただいておりました
ので、関係部署と相談し、原
稿提出を行いました。

金曜日

登庁時

午前

午後

夕方

昼休み

平成30年 入庁
審査第三部
プラスチック工学
（繊維・積層） 審査官

　審査に対するユーザーの満足度調査
の取りまとめや、特許庁に対して審査の
品質管理の改善提案を行う外部有識者
委員会の事務局を主に担当しています。
様々な方の貴重なご意見を活かし、世
界最高品質の審査を目指して日々奮闘
しています。

平成24年 入庁
調整課品質管理室 
課長補佐

　入庁時より、主に繊維に関する特許の
審査を担当しています。担当分野は、繊維
そのもの、繊維処理剤、織物、編物、不織
布等、多岐にわたります。また、積層体に
関する特許の審査も担当しています。

拒絶理由通知について、出
願人の方から電話で相談
を受けました。電話応対や
面接で出願人の方とコ
ミュニケーションをとること
で、双方が納得のいくよう
な審査に努めます。

担当する案件について、一
通り審査を行い、指導審
査官との協議を行いまし
た。指導していただく中で、
一つ一つの案件において、
新たな気づきが得られる
ので自分の成長を感じる
ことができます。

ユーザーの満足度調査に
は、多くの職員が携わりま
す。調査全体を取りまとめる
立場として、全体の流れはも
ちろん、細かな作業内容も
しっかりと把握して、他の職
員からの相談にも気軽に応
じるよう心掛けています。

まずはメールをチェック。その日の業務全体をイメージしなが
らスケジュールを確認します。複数の業務が並行することも多
く、優先順位を考えたスケジュールの管理や調整が大切です。

庁内の会議にオンラインで参加し
て、今後の調査方針案について説
明を行ないます。幹部が出席する
会議に出席し、自ら説明を行うこ
ともあります。資料を正確に理解
してもらえるよう、ポイントを押さ
えた説明を意識しています。

昼食は、職場付近で購入することが多いです。頭をリフレッ
シュするために糖分を摂取したいところですが、自身の健康
管理も重要となりますので、慎重な判断が求められます！

その日のうちに処理しなければならない案件がある場合は
残業することもありますが、今日は早めに業務を終えて、子供
と一緒にお風呂に入ります。

登庁時刻
退庁時刻

9：30
18：15

外部有識者委員会に向けて、審査官としての経験を活かしな
がら資料作成の準備を進めます。審査における品質管理の仕
組みや、現状を正しく把握していただくため、入念に下準備を
行いつつ、自身で判断することが困難な内容は、上司と相談し
て進めます。



私が特許庁を
選んだ理由

入庁後に
感じたこと

特許庁を
志望する方へ

私が目指す
特許審査官

令和 4 年入庁特許審査官補からのメッセージ

大学時代、学際的な研究分
野に取り組んでいたため、幅広
い業務に携わることのできる職
業を就職活動で重視していまし
た。そこで、審査官の多様な技
術分野を対象とした特許審査、
行政官の知的財産に関する施
策立案という特許庁の多様性
に富む業務に魅力を感じるとと
もに、自身の経験も生かすことが
できると考え、志望しました。

審査業務は個人ワークが主で、
一人一人が集中して行いますが、
不明点などはすぐに周りの審査
官に質問することができ、日々協
議が活発に行われています。
また、出向などにより様々な経
験を積んだ審査官がいるため、
多種多様な意見を聞くことがで
き、とても勉強になります。

　幅広く最先端の技術に興味があり、特許庁を志望し
ました。自分が学んできた知識を活かせるだけでなく審
査を通して新たな知識を得られることにとても魅力を感
じました。そして技術の審査だけでなく、法令の整備や
施策の立案等、行政官として技術発展に貢献していけ
ることも、特許庁を志望した大きな理由の１つです。

特許庁では、一人前の審査官になるための手
厚い研修が用意されており、優しい先輩に囲まれ
ながら日々知識を吸収しています。特許権の付与
には大きな責任を伴いますが、だからこそやりがい
があります。また、所定の割合でテレワークにて業
務を行うことができるなど、ワークライフバランスを
重視している職場であると実感しています。

先端技術に関する記事や番組に昔
から関心があり、より便利な社会の実
現には、技術開発の促進が欠かせな
いと考えていました。また、特許庁主催
のセミナーを通じて、技術の進歩に触
れられる特許審査にとても魅力を感じ
ました。そこで、特許庁に入庁し、特許
制度の運用を通して、テクノロジーの
発展に貢献したいと考えました。

入庁して研修制度の充実さを実感
しました。初めて法律に触れることを前
提に講義が進むため、法律を基礎か
ら学べます。また各 に々指導審査官が
つき、審査における法律の具体的な運
用や、出願の技術的な背景・発明者の
思い等について、より実践的な声を気
軽に聞けます。特許庁は安心して法律
や審査を身につけられる環境です。

書類の電子化が進み、テレワーク
を促進しているなど、官庁に抱きがち
な時代遅れな職場のイメージはあり
ません。オンラインのみならず対面で
も行われるコミュニケーションでは、
若手であっても積極的に議論ができ
る環境があり、こういった議論を通じ
て業務のスキルが向上し、日々の成
長を実感することができます。

皆さんには、大事にしている「も
の」はありますか？きっと日々の生
活で大事にしているものがあると
思います。特許庁は、知的財産を
大事にしています。知的財産は実
体がないので、ルールを作って守
らないといけません。皆さんも特
許庁に入庁して、日本の知的財
産を守りませんか？一緒に働ける
日を楽しみにしています。

　「理系で公務員？今まで勉強してきたこと、ちゃんと
活かせるの？」と不安になる方もいらっしゃるかと思い
ます。私も人に言われたことがあります。ご安心ください。
特許審査は発明内容を理解し、先行技術を探し、特
許性の判断を論理的に行う、という理系要素満載な
仕事です。理系を愛する皆さん、一緒に働きませんか。

少しでも特許庁に興味を持った
方は、ぜひ特許庁に足を運んでみ
てください！実際にその場で自分が
働いている様子を想像すると、特
許庁に対して新しい発見ができる
と思います。不安なことが多くある
就職活動ですが、特許庁を目指す
皆さんと一緒に働ける日が来るこ
とを楽しみにしています！

特許審査官になるためには、技術
や法律をはじめ様々な知識やスキル
が必要です。私自身、不安に感じてい
ました。しかし、手厚い研修を通じて
一歩一歩、前進していると実感してい
ます。また、職場は風通しも良く過ごし
やすい環境です。特許庁では説明会
も開催しています。興味を持たれた方
は参加していただけると嬉しいです。

特許庁を志望した理由は、豊富
なキャリアパスです。審査を通して
世界中の最先端技術に触れながら、
特許制度を利用する方 と々の意見
交換や、諸外国との交流により視野
を広げることができます。その経験
を活かし、知的財産面から経済発
展の支援ができることに魅力を感じ
ました。

入庁してから驚いたのは、以
前からの友人に特許について聞
かれ、話す機会が多いことです。
それ程特許庁の仕事は影響力
が大きく、ユーザーや社会の
人 の々ためにあるものであること
を再認識しました。どのような業
務を行う際にもユーザーの声に
耳を傾けることを忘れず、信頼
関係を構築できる審査官になり
たいと考えています。

　常に変化し続ける世の中に適応するために、日々多
方面の勉強をし続けていきたいと思います。それと同時
に、停滞は衰退と同義であるため、世の中が特許庁に対
して何を求めているのかを、アンテナを広く張り、常に考
えて、行動に移し、自分自身、そして特許庁全体の進化
に貢献できるような審査官を目指していきます。

審査官と行政官、双方の立場で仕
事に取り組めることが特許庁の魅力
だと思います。審査官として一つ一つ
の技術と真剣に向き合い、行政官とし
て社会のニーズと人々の想いに応え
ていく。そして、双方の業務で培った
経験を武器に、特許制度を通じて、イ
ノベーションを担う人々を支援する。
そんな特許審査官を目指します。

特許制度に関する国際交
渉や、ユーザーに対する諸外
国の知的財産制度の周知な
どを通して、日本企業が海外
進出する支援がしたいと考え
ています。まずは、科学技術と
法律の勉強に励み、審査業務
に精力的に取り組みます。さら
に、交渉の場で必要な語学力
を身に付け、国際的に活躍で
きる特許審査官を目指します。
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ワークライフバランス

特許庁での経験を活かして
　私は現在、国の研究機関の知財室で、知的財産権の出願から登録、
権利化された知的財産権の維持などの手続に関する調整、研究現場に
おける知的財産発掘のサポートなどを行っています。出願する側から知
的財産に携わるという点で、特許庁内では経験できない業務であること
を実感しながら日々の仕事に取り組んでいます。また、特許庁での審査経
験、研修はもちろんのこと、審査以外の仕事で経験してきた予算要求、シ
ステムの調達、庁内外の関係者との調整業務なども、現在の仕事では大
いに役立っています。

柔軟な働き方
　現在は、周囲の理解や協力のもと、テレワーク制度やフレックスタイム
制を活用しながら、日々家事・育児と仕事を両立させています。現在の仕
事に就く前から特許庁においても、これらの制度を活用していましたが、
特許庁では、育児時間の取得による勤務時間の短縮も活用していまし
た。夫婦でフレックスタイム制等を活用することで、早くに出社しなけれ
ばならない日や、遅くまで業務に対応しなければならない日等も協力し
て、柔軟に対応しています。特許庁は様々な勤務制度を活用することが
できるので、自分にあった働き方をすることができます。

自分にあった働き方ができる職場

平成21年 入庁
国立研究開発法人情報通信研究機構
イノベーション推進部門知的活用推進室 マネージャー

朝：スッキリとした頭で自己研鑽
　朝型の私は、6時に起床してオンライン英会話（特許庁の語学
研修制度）を30分間受講しています。朝に英会話を行うと頭がすっ
きりとし、その日の審査業務がはかどります。さらに、テレワークの日
（週2日程度）の朝は、通勤しないため、業務開始までの時間を担
当技術（原子力等）の勉強に当てています。

昼：審査官による審査官のための研修
　私は、現在、審査業務の他に、部内の人材育成ワーキンググ
ループ（WG）に参加しています。人材育成WGでは、審査官向けの
様 な々研修を企画し、昼休みの時間を利用して研修を開催してい
ます。審査官の研修ニーズを収集し、例えば、米国ロースクール留
学体験談、他省庁での業務経験紹介、プログラミング入門等バラ
エティ豊かな研修を開催しています。
　このパンフレットを読めば、審査官は、キャリアパスに応じて様々
な部署を経験していることがわかると思います。そこで審査官が得
られた知見や経験を、庁内の他の審査官に共有することで、組織
を活性化させるとともに、将来、技術系行政官としても活躍が期待
される若手審査官のスキル向上を図っています。

夜：翌日の仕事に向けたリラックスタイム
　早出勤務制度を利用しているため、残業がない日の夕方は、早く
帰宅しています。審査部は、自分で仕事のスケジュールを管理でき

ワークライフバランスが整った環境での自己研鑽

平成24年 入庁
審査第一部応用物理 審査官

るため、働きやすい職場だと思います。帰宅後は、映画を見たり、
ジョギングで体力づくりをしたり、早く寝て睡眠時間を十分に確保
したりすることで、体調を整えて翌日の仕事に備えています。
　皆さんも、ワークライフバランスが整った環境で、自己研鑽に励ん
でみませんか？

～仕事とプライベートの両立をめざして～

フレックスタイム制（日ごとの勤務時間数・時間帯を変更）
　➡柔軟な働き方ができる

テレワーク制度
　➡通勤時間等を有効活用できる

早出遅出勤務（始業・終業時刻を変更）
　➡ライフスタイルに合わせた勤務時間帯を選択できる

休憩時間の短縮（職場にいる時間を短縮）

育児短時間勤務、保育／育児時間
（未就学児の養育のために勤務時間を短縮）

介護時間（介護のために勤務時間を短縮）

●

●

●

● ●

●

●

配偶者同行休業（配偶者の海外勤務等に同行するため）
　➡継続的な勤務を促進できる

産前産後休暇

配偶者出産休暇（妻の出産に伴う入退院付添い等のため）

育児参加のための休暇（妻の産前産後期間中、未就学児の養育のため）

育児休業（3歳未満の子の養育のため）

子の看護休暇（未就学児を看護するため）

介護休暇

両立支援制度が多数あります（一部抜粋）

各種制度
対象

全職員 育児等 介護

●

女性のみ

男性のみ

男性のみ

●

●

●

詳しくは、人事院ウェブサイト等をご覧ください

ワークライフバランスの実現のため特許庁では働き方改革を進めています 
フレックスタイム制や早出遅出勤務等を活用して、柔軟な働き方を選択できます。
テレワーク制度はほとんどの審査官（補）が活用しています。
テレワーク中であっても、オンライン会議システム等を使って審査官同士や出願人等とのコミュニケーションを取っています。
働き方改革やワークライフバランスについて、審査官同士でも活発に議論しています。

勤
務
時
間
を
柔
軟
に
設
定

両
立
の
た
め
の
休
暇
・
休
業
制
度



オーダーメイド型

ワークショップ型

セミナー型

　　JAPAN  PATENT  OFFICE　　4241　　JAPAN  PATENT  OFFICE

 日々学び、成長していく志を持った人を求めています。
　特許審査官は、出願された発明について迅速・的確に審査を行う必要があります。担当する技術分野が多岐にわ
たることも珍しくありませんし、法律等の知識も必要になります。また近年のグローバル化に伴い、外国文献調査は欠
かせないため語学力も重要です。特許庁では、こうした幅広い見識に加え、強力な独占権を付与することに対する責
任感、新しい技術トレンドを常にキャッチアップしようとする向上心にあふれる人材を求めています。

■個別業務説明
ご希望に沿った内容の業務説明をマンツーマンで行います。
実施形式は、特許庁庁舎への来訪又はオンラインから選択できます。
・開催時期：随時（平日9:00~18:00）　※何回でも申込みできます
・時間：1～2時間程度
・詳細、お申込みはこちら↓
https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/kokka/tokkyo/event/kobetsu-setsume.html

採用 Q&A 採用情報
採用担当がお答えします！

特許庁が求める人物像は？

特許審査官になるには？

採用選考時にバックグラウンドによって不利になることはありますか？

学部卒、院卒（修士卒、博士卒）で入庁後に違いはありますか？

法律の勉強をしたことがないのですが大丈夫でしょうか？

■知財ゼミ
審査官による講演や班別実習により特許庁の業務に対する理解を深められます。
毎月、テーマを変えて開催しています。
・開催時期：10月～6月（月1回程度）
・時間：2時間程度
・詳細、お申込みはこちら↓
https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/kokka/tokkyo/event/chizai-zemi.html
■インターンシップ（サマープログラム／ウィンタープログラム）
模擬審査体験や政策討議等を通じて、短期間で総合的な職業体験ができます。
・開催時期：夏、冬（年2回程度）
・期間：2日間
・詳細が決まりましたら、特許庁採用のイベント情報ページに掲載します

（人事院主催、特許庁主催、大学別等）
特許審査官の業務内容や働く環境等について、全体概要を紹介します。
特許庁の説明を初めて受ける方向けの内容です。
・詳細はこちら↓
https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/kokka/tokkyo/event/seminar-jinjiin.html

総合職試験（大卒程度試験）合格の場合（一例）
　行政（一）2-1の場合　（大卒）224,040円
　行政（一）2-9の場合　（院卒）251,280円

※上記に加え、本府省業務調整手当が支給されます。また、このほか次のような諸手当があります。
　扶養手当　扶養親族のある者に、配偶者月額6,500円等
　住居手当　借家（賃貸のアパート等）に住んでいる者等に、月額最高28,000円
　通勤手当　交通機関を利用している者等に、1箇月当たり最高55,000円
　期末手当・勤勉手当（いわゆるボーナス）　1年間に俸給等の約4.3月分

勤務時間は1日7時間45分、原則として土・日曜日及び祝日等の休日は休みです。
休暇には、年20日の年次休暇（4月1日採用の場合、採用の年は15日。残日数は20日を限度として翌年に繰越し）のほか、
病気休暇、特別休暇（夏季・結婚・出産・忌引・ボランティア等）、介護休暇があります。

採用後の処遇（令和4年4月1日現在）

特許庁の採用イベント（一例）

採用実績

＊いずれも採用選考活動ではありません。

A

総合職試験の技術系区分※に合格して、特許庁での官庁訪問に参加してください。
　人事院が実施する国家公務員採用総合職試験（院卒者試験・大卒程度試験）の技術系区分※の合格者の中か
ら、特許庁で面接等（官庁訪問）を実施して採用者を決定します。
　なお、例年6月頃には、過年度試験の既合格者を対象とした官庁訪問も実施しています。

※技術系区分
工学、数理科学・物理・地球科学、化学・生物・薬学、農業科学・水産、 農業農村工学、 
森林・自然環境 、デジタル（2022年度新設）

・国家公務員採用総合職試験についてのお問合せ
　　人事院各地方事務局（事務所）
・特許庁での官庁訪問についてのお問合せ
　　特許庁審査第一部調整課　TEL：03-3581-1101 (内)3119
　https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/kokka/tokkyo/visit/index.html

A

特許庁は人物重視の採用をしており、経歴や専門分野によって不利になることはありません。
　学士、修士・博士の修了・中退、職歴ありなど、様々な学歴・経歴の人を毎年採用しています。また、技術系区分か
ら万遍なく採用しています。

A

審査官昇任時期等の処遇が異なりますが、業務内容は同じです。
　大学院等で研究に従事した期間を考慮して処遇が決定されます。学部卒では入庁から4年後に審査官に昇任す
るのが一般的ですが、修士卒は3年後、博士卒は2年後に審査官に昇任することができます。既卒の場合には、企業
等で研究に従事した期間も考慮して、最短2年後に審査官に昇任することができます。
　審査官昇任後の業務内容、キャリアパスに違いはありません。

A

入庁後に研修でゼロから学べるので問題ありません。
　特許審査官として審査業務をしていく上で特許法の知識は欠かせませんが、入庁してすぐに受ける研修で、特許
法を含め法律について学ぶことができるので心配いりません。研修の受講生、すなわち特許庁の新人は、法律につい
て勉強したことがない人ばかりなので、法律初心者でも理系でも理解しやすい研修内容になっています。

A

個別業務説明や各種イベントにお気軽にご参加ください！
　特許庁では、様々な内容・形式のイベントを随時開催しています。
各種説明会の最新情報は特許庁採用のイベント情報ページでご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/kokka/tokkyo/event/index.html

A

Q

Q

Q

Q

Q

特許庁のことをもっと詳しく知りたいです！Q

( 　) は女性の人数

平成30年

37（14）総合職技術系区分

平成31年

37（14）

令和2年

38（11）

令和3年

34（11）

令和4年

38（13）

給与

勤務時間
　休暇

総合職試験（院卒者試験） 合格の場合（一例）
　行政（一）2-11の場合　（院卒）255,600円
　行政（一）2-23の場合　（博士卒）279,360円



｜採用情報はこちら｜最新の採用イベント情報も掲載しています！

2022.08

経済産業省　特許庁　〒100-8915　東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

■アクセス

●丸ノ内線・千代田線・日比谷線／霞ケ関駅（A-13番出口）より徒歩7分
●丸ノ内線・千代田線／国会議事堂前駅（3番出口）より徒歩5分
●銀座線／虎ノ門駅（5番出口）より徒歩4分
●南北線・銀座線／溜池山王駅（8番出口）より徒歩5分

住友不動産
虎ノ門タワー
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