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新規性について（審査基準 第ＩＩＩ部 第2章 第1節）

特許庁 3

新規性の判断

請求項に係る発明と、引用する先行技術(引用発明)とを対比する

相違点あり 新規性あり

相違点なし 新規性なし

特許法第29条第1項
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、

その発明について特許を受けることができる
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明

又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

特許制度の趣旨は、発明の公開の代償として独占権を付与するもので
あるから、特許権が付与される発明は、新規な発明でなければならない

各号の発明＝先行技術

新規性



サブコンビネーションの発明について - 特定の表現を有する場合 -

特許庁 4

「他のサブコンビネーション」に関する事項が構造、機能等の観点からサブコンビネー
ションの発明の特定にどのような意味を有するのかを把握して、請求項に係るサブコン
ビネーションの発明を認定する

「他のサブコンビネーション」に関する事
項が、サブコンビネーションの発明の構造、
機能等を特定している場合

サブコンビネーションの発明を、そ
のような構造、機能等を有するもの
と認定する

サブコンビネーションの発明を「他のサブコンビネーション」に関する事項を
用いて特定しようとする記載がある場合（審査基準 第ＩＩＩ部第2章 第4節 4.）

「他のサブコンビネーション」に関する事
項が、サブコンビネーションの発明の構造、
機能等を何ら特定していない場合

サブコンビネーションの発明を、そ
のような構造、機能等を有しないも
のと認定する



特許庁 5

新規性のケーススタディ：

・事例４ 偏光板

・事例１７ シイタケ栽培方法及びシイタケ栽培容器

・事例３５ ロボット装置（サブコンビネーション）

（特許・実用新案審査ハンドブック

附属書Ａ 事例集「４.新規性」より）



事例４ 偏光板

特許庁 6

・本願発明
【請求項1】
ポリビニルアルコール系偏光フィルムとセルロース系保護層からなる積
層体の少なくとも一方の外側に、20~500ppm の溶剤を含有したアク
リル系樹脂粘着剤層を設けたことを特徴とする粘着剤層を有する偏光板。

・引用文献
【実施例】重合反応容器に、下記組成物を仕込み、…重合させた。
組成物：ブチルアクリレート890g、2-ヒドロキシエチルメタクリレー
ト10g、ベンジルメタクリレート100g、酢酸エチル3,000g。重合終了
後、固体分が15％になる様にトルエンを加え…アクリル系粘着剤を得
た。この粘着剤100g をポリエステルフィルムからなる離型フィルム上
に塗布し、残留溶剤が100ppm となるように乾燥して、感圧性接着
フィルムを作った。
上記で用意した感圧性接着フィルムの接着剤層側を、…ポリビニルアル
コール偏光フィルムの両面を…三酢酸セルロースフィルムで被覆してな
る偏光板の一面に積層し、60℃で2 分間乾燥させて、接着層付きの偏
光板を用意した。

新規性あり 新規性なし ？
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また、酢酸エチルの沸点は約77℃、トルエンの沸点は約110℃）



事例４ 偏光板
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［説明］
請求項1 に係る発明は、「20~500ppm の溶剤を含有したアクリル系樹脂粘着剤層」
という機能・特性等により表現された発明特定事項を含んでいる。
引用文献の偏光板は、残留溶剤が100ppm の粘着剤を離型フィルム上に備える感圧性
接着フィルムを、偏光板の一面に積層し、60℃で2 分間乾燥してなるものである。こ
こで、前記粘着剤の含有する溶剤成分である酢酸エチルとトルエンは、それぞれ沸点
が約77℃と約110℃であることが知られているから、60℃で2 分間加熱した後の粘着
剤においても、100ppm の残留溶剤が20ppm 未満まで揮発するとは認められず、残
留溶剤は20~500ppm の範囲内にある蓋然性が高い。
したがって、請求項1 に係る発明の偏光板は、引用文献に記載された偏光板と同一
であるとの一応の合理的な疑いが成り立つ。

新規性あり 新規性なし ！



事例１７ シイタケ栽培方法及びシイタケ栽培容器
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・本願発明
【請求項1】
フィルターを備えた栽培容器を用い、前記栽培容器に培地を充填して、所定の栽培
工程を経てシイタケを栽培するシイタケ栽培方法において、前記栽培容器として、
前記フィルターを前記培地の表面からの距離がそれぞれ異なる位置に設けた複数種
類の栽培容器を用意し、栽培環境が多湿下では前記栽培容器として前記フィルター
を前記培地の表面から離れた位置に設けたものを選択し、栽培環境が乾燥下では前
記栽培容器として前記フィルターを前記培地の表面に近い位置に設けたものを選択
し、栽培することを特徴とするシイタケ栽培方法。

新規性あり 新規性なし ？

【請求項2】
底部(1a)と、所定の高さ立設された側壁(1b~1e)とを有し、前記側壁の上端が開
口したシイタケ栽培容器であって、前記側壁は、前記底部から所定高さまで培地
が充填される培地充填部と、前記培地充填部の上方が空間となる空間部とに区分
されて、前記側壁の少なくとも一側壁には、前記培地充填部から前記開口へ向
かって所定距離離れた箇所から上方に通気孔が穿孔され、前記通気孔の開孔が
フィルター(2A)で塞がれていることを特徴とする請求項1 に記載のシイタケ栽培
方法で使用するシイタケ栽培容器。



事例１７ シイタケ栽培方法及びシイタケ栽培容器
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新規性あり 新規性なし ？

・引用文献
【実施例】
シイタケ人工栽培に用いられる容器は、…その袋製容器の側壁
対向二面の上部位面に…孔を空気流通用開孔(6)として打抜きパ
ンチで形成し、その各孔に、…通気性・撥水性膜を…打抜いた
円形バッチ(7)を当てがってバッチ周縁を…熱圧着して孔を覆い
処理したものである。また、袋製容器の下部には、培地を充填
すべき高さ位置に目印が施されている。



事例１７ シイタケ栽培方法及びシイタケ栽培容器
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新規性あり 新規性なし ！

［説明］
・請求項1について
（引用文献には、湿度に応じて、培地表面からのフィルターの距離が異なる容器を使
い分けることは開示されていない。）
請求項1 に係る発明は、同項で特定されるシイタケ栽培方法において、引用文献に記
載された発明と相違する。
請求項1 に係る発明と引用文献に記載された発明との間には相違点があるから、請求
項1 に係る発明は新規性を有する。

請求項１;



事例１７ シイタケ栽培方法及びシイタケ栽培容器

特許庁 11

新規性あり 新規性なし ？

相違？

請求項２;

「底部」

「空間部」

は図面から

認定できる

・本願発明
【請求項2】
底部(1a)と、所定の高さ立設された側壁(1b~1e)とを有し、前記側壁の
上端が開口したシイタケ栽培容器であって、前記側壁は、前記底部から
所定高さまで培地が充填される培地充填部と、前記培地充填部の上方が
空間となる空間部とに区分されて、前記側壁の少なくとも一側壁には、
前記培地充填部から前記開口へ向かって所定距離離れた箇所から上方に
通気孔が穿孔され、前記通気孔の開孔がフィルター(2A)で塞がれている
ことを特徴とする請求項1 に記載のシイタケ栽培方法で使用するシイタ
ケ栽培容器。

・引用文献
【実施例】
シイタケ人工栽培に用いられる容器は、…その袋製容器の側壁対向二面
の上部位面に…孔を空気流通用開孔(6)として打抜きパンチで形成し、
その各孔に、…通気性・撥水性膜を…打抜いた円形バッチ(7)を当て
がって…孔を覆い処理したものである。また、袋製容器の下部には、培
地を充填すべき高さ位置に目印が施されている。



事例１７ シイタケ栽培方法及びシイタケ栽培容器
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［説明］
・請求項2 について
請求項2 に係る発明の「シイタケ栽培容器」には、更に「請求項1 に記載のシイタケ栽培方法で使用す
る」という用途限定が付されている。しかし、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮し
ても、この用途限定の記載は、その用途に特に適した構造等を意味すると解釈することはできない。ま
た、請求項2 に係る発明は用途発明に該当するものでもない。したがって、この用途限定の記載は、請
求項2 の「シイタケ栽培容器」を更に特定するための意味を有していない。
そして、引用文献に記載の発明は、請求項2 で特定されている…発明特定事項を具備するものであり、
本願の請求項2 に係る発明と相違しない。
そうすると、請求項2 に係る発明は、シイタケ栽培容器としては、引用文献に記載の発明と相違せず、
請求項2 に係る発明は新規性を有しない。

新規性あり 新規性なし ！請求項２;

（なお、審査基準第III部第２章第４節3.「物の用途を用いてその物を特定しようとする記載（用途限
定）がある場合」には、機械、器具、物品、装置等について、通常、その物と用途とが一体であるため、
用途発明の考え方が適用されることはない旨記載されている。）



事例３５ ロボット装置（サブコンビネーション）
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・本願発明
【請求項１】
物体に対して作用するロボット装置であって、
物体を検知する少なくとも一種類のセンサと、当該センサの出力に基づいて物体に
係る情報を得るための質問をサーバに送信する送信部と、前記質問に対する回答
情報を前記サーバから受信する受信部と、受信した前記回答情報に基づいてロボッ
ト装置の作動を制御するプログラムを備えた制御部とを有し、
前記回答情報は、前記サーバによりネットワークを通じて前記物体の生産施設から
受信した情報に基づいて特定された前記物体の種類に関する情報である、
ロボット装置。

新規性あり 新規性なし ？

【請求項２】
物体に対して作用するロボット装置であって、
物体を検知する少なくとも一種類のセンサと、当該センサの出力に基づいて物体に
係る情報を得るための質問をサーバに送信する送信部と、前記質問に対する回答
情報を前記サーバから受信する受信部と、受信した前記回答情報に基づいてロボッ
ト装置の作動を制御するプログラムを備えた制御部とを有し、
前記回答情報は、前記サーバにより特定された前記物体個々の属性情報及び固
有識別情報を含む、
ロボット装置。



事例３５ ロボット装置（サブコンビネーション）
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新規性あり 新規性なし ？

・引用文献
【請求項１】
物体に対して作用するロボット装置であって、
物体を検知する少なくとも一種類のセンサと、当該センサの出力に基
づいて物体に係る情報を得るための質問をサーバに送信する送信部と、
前記質問に対する回答情報を前記サーバから受信する受信部と、受
信した前記回答情報に基づいてロボット装置の作動を制御するプログ
ラムを備えた制御部とを有し、
前記回答情報は、前記サーバにより特定された前記物体の種類に関
する情報である、
ロボット装置。

(ﾈｯﾄﾜｰｸ
に関する
言及なし)



事例３５ ロボット装置（サブコンビネーション）
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新規性あり 新規性なし ！請求項１;

［説明］
・請求項1 について
ロボット装置は、当該ロボット装置とサーバとの組合せ(コンビネーション)に対し、一のサブコンビネーションに該
当する。
そのロボット装置についての請求項1 には、「前記回答情報は、前記サーバによりネットワークを通じて前記物体
の生産施設から受信した情報に基づいて特定された前記物体の種類に関する情報である」との、他のサブコンビ
ネーションであるサーバに関する事項が記載されている。
しかしながら、その「ネットワークを通じて前記物体の生産施設から受信した情報に基づいて」との部分は、ロ
ボット装置とは別な物であるサーバが、どこから得た情報に基づいて回答情報の特定を行っているかを記載したも
のにすぎず、ロボット装置のプログラム自体の相違をもたらすものではなく、ロボット装置の構造、機能等を何ら
特定するものではない。
したがって、請求項1 に係る発明と引用文献に記載された発明との間に相違点はないから、請求項1 に係る発明は
新規性を有しない。



事例３５ ロボット装置（サブコンビネーション）
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新規性あり 新規性なし ！請求項２;

［説明］
・請求項2 について
請求項2 には、「前記回答情報は、前記サーバにより特定された前記物体個々の属性情報及び固有識別情報
を含む」との、他のサブコンビネーションであるサーバに関する事項が記載されている。請求項2 にはまた、
その回答情報に関し、ロボット装置が「受信した前記回答情報に基づいてロボット装置の作動を制御するプ
ログラムを備えた制御部」を有することが記載されている。
そうすると、請求項2 に係る発明において、ロボット装置は、物体個々の属性情報及び固有識別情報に基づ
いて当該ロボット装置の作動を制御するプログラムを備えた制御部を有しており、当該制御部によって個々
の物体の属性情報及び固有識別情報に応じた作動をするものである。
これに対し、引用文献に記載された発明においては、「前記回答情報は、前記サーバにより特定された前記
物体の種類に関する情報である」のであるから、ロボット装置は、当該回答情報との関係において、物体の
種類に関する情報に基づいて当該ロボット装置の作動を制御するプログラムを備えた制御部を有しているに
すぎず、個々の物体の属性情報及び固有識別情報に応じた作動をするものではない。
このように、請求項2 に係るロボット装置は、引用文献に記載されたロボット装置とは異なるプログラムを
備えており、異なる作動をするものである。
したがって、請求項2 に係る発明と引用文献に記載された発明との間には相違点があるから、請求項2 に係
る発明は新規性を有する。



特許庁 17

新規性

補正

１

３

２ 進歩性

４ 記載要件



進歩性について（審査基準 第ＩＩＩ部 第2章 第2節）

特許庁 18

✓ 本願発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有する
✓ 研究、開発のための通常の技術的手段を用いることができる
✓ 材料の選択や設計変更などの通常の創作能力を発揮できる
✓ 本願発明の属する技術分野の出願時の技術水準にあるもの全てを自らの知識とすることが

でき、発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の技術を自らの知識とすることが
できる

特許法第29条第2項
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発

明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、
特許を受けることができない

通常の技術者が容易に
発明をすることができたもの

特許付与の
対象から除外

個人よりも、複数の技術分野からの「専門家
からなるチーム」として考えた方が適切な場
合もある

「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」＝「当業者」
とは、以下の全ての条件を備えた者を想定している

特許権を付与すると、技術進歩に役立たない
ばかりでなく、かえってその妨げになる

進歩性



進歩性について（審査基準 第ＩＩＩ部 第2章 第2節 3.）
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進歩性が否定される方向に働く要素
進歩性が肯定される方向に働く要素

総合的に評価

進歩性が肯定される方向に
働く要素

1. 有利な効果

2. 阻害要因

例：副引用発明が主引用発明に適用

されると、主引用発明がその目的に

反するものとなるような場合等

進歩性が否定される方向に
働く要素

1. 主引用発明に副引用発明を適用す

る動機付け

(1) 技術分野の関連性

(2) 課題の共通性

(3) 作用、機能の共通性

(4) 引用発明の内容中の示唆

2. 主引用発明からの設計変更等

3. 先行技術の単なる寄せ集め

進歩性の判断における論理付け

※日本における進歩性判断手法の英語名称は「Multi-Factor Reasoning」(MFR)。



食品の用途発明について - 特定の表現を有する場合 -

特許庁 20
ただし、動物、植物は、用途限定が付されても、用途限定のない動物、植物そ
のものと解釈する（この用途限定は、動物、植物の有用性を示すにすぎない）

食品については、従来、
用途発明としての新規性を

認めていなかった

公知の食品の新たな属性を発見
したとしても、公知の食品と区
別できるような新たな用途を提
供することはないという考え方

（ 食品の用途 ⇒ 食べること ）

組成が同一なら、同一と判断
（用途発明でない）

組成が同一でも、異なると判断
（用途発明である）

健康志向の高まり等を背景に、
食品の機能性に関する研究開発が活発化

食品の機能性に関する発明の保護及び利用等を図る
ために、食品の用途発明を認めることとした

企業へのアンケート調査、裁判例調査、
有識者委員会による検討等の実施

食品の用途発明に肯定的な意見が多数

食品の用途発明 （平成２８年４月１日の審査から）

物の用途を用いてその物を特定しようとする記載がある場合 （審査基準 第ＩＩＩ部
第2章第4節3.1.2(1)例2）
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進歩性のケーススタディ：

・事例５ 洗濯機の脱水槽

・事例１３ シュープレス用ベルト

・事例２４ 筋肉増強用食品組成物

（特許・実用新案審査ハンドブック

附属書Ａ 事例集「５.進歩性」より）



事例５ 洗濯機の脱水槽
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・本願発明
【請求項1】
両端部がかしめ接合された円筒状の金属板よりなる胴部と、…底板、及
び胴部の上縁部に装着したバランスリングと、プラスチック製のカバー及び該
カバーに着脱自在に取り付けられるフィルタを具備するフィルタ部材とを備え
た洗濯機の脱水槽において、前記フィルタ部材は上端部に脱水槽内に延
設される延設部材を有し、フィルタ部材の上端部とバランスリングとの間に
は隙間を残して胴部の接合部を内側から覆うようにしていることを特徴とす
る洗濯機の脱水槽。

進歩性あり 進歩性なし ？

発明の詳細な説明の概要
この発明は、…かしめ接合部を、フィルタ部材によって覆うことで、…かしめ
部に洗濯物が引っかからないようにしつつ、見栄えを良くするとともに、フィル
タ部材をバランスリングと…の間に隙間を残して…取り付け、さらに、フィルタ
部材の上端部に延設部材を設けることで、胴部とフィルタ部材の熱収縮量
の違いがあるとしても洗濯物が挟まれない程度のスペースを保持し、延設
部材が隙間に洗濯物が接近しないようにする邪魔板として機能することで、
バランスリングとフィルタ部材との間に洗濯物が挟まれて、傷付いてしまうこと
を防止するものである。

フィルタ部材（カバー）

かしめ接合部

（槽の横断面）



事例５ 洗濯機の脱水槽
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進歩性あり 進歩性なし ？
・引用発明1
ステンレス鋼板を円筒状に曲げるとともに継ぎ目をかしめ結合することにより形成
された胴部と、…底板と、…バランスリングと、…回転羽根のポンプ作用によって
水を上昇循環させ、洗濯物の上部に散水するための循環路を形成する樹脂製循環路
体とからなる脱水槽を有する洗濯機において、樹脂製循環路体は、上端部の散水口
にフィルタが着脱自在に取付けられるとともに、胴体部の継ぎ目を底板からバラン
スリングにわたって覆うように脱水槽の内壁面に固着された洗濯機。

上端部の散水口に

フィルタ取付可能

引用発明1は、水を上下循環させ、洗濯物の上
部に散水するための循環路を形成する樹脂製循
環路体によって…胴部の継ぎ目を底部からバラ
ンスリングにわたって覆うことで、…カシメ結
合部に洗濯物が引っかかり損傷しやすく、また、
見た目も悪いという課題を解決することができ
るものである。

樹脂製

循環路体
継ぎ目

（槽の横断面）



事例５ 洗濯機の脱水槽
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進歩性あり 進歩性なし ？
・引用発明2
バランスリングと、樹脂製胴部と、樹脂製胴部の側壁に着脱自在に設けられたフィルタ部材を有する洗濯機の脱水
槽において、フィルタ部材のカバーは、…延設部材と、…流出孔に取り付けられたフィルタを有するとともに、脱
水槽と同種の樹脂材料で形成され、フィルタ部材は、脱水槽の上部に形成した山形ガイドを覆うよう、フィルタ部
材の上端部とバランスリングとの間に隙間を設けて着脱自在に取り付けられた洗濯機の脱水槽。

引用発明2は、洗濯工程において、洗濯槽を左右正逆回転させなが
ら洗濯するものにあっては、カバーの両側縁に設けられた流入孔を
水流が通過し前面中央の流出孔に取り付けられたフィルタをショー
トカットしてしまい、十分に異物を捕集することが…できなくなる
という課題を解決するものである。
発明の詳細な説明には、…脱水槽のフィルタ取り付け位置に山形ガ
イドを設けることで、側縁からフィルタ部材に入る水流を前面中央
の流出孔に確実にガイドしつつ、…フィルタ部材のカバーに延設部
材を設け、さらに、フィルタ部材の上端部とバランスリングとの間
に、延設部材を摘みやすくするために、指が入る程度の隙間を設け
ることで、フィルタ部材の着脱を容易とする点が記載されている。

（槽の横断面）



事例５ 洗濯機の脱水槽
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！

[拒絶理由がないことの説明]
（相違点について）
請求項1に係る発明と引用発明1とを対比すると、相違点は次のとおりである。
・「フィルタ部材」について、請求項1に係る発明は「…延設部材」が設けられ、「フィ
ルタ部材の上端部とバランスリングとの間には隙間を残して」取り付けられるものであ
るのに対して、引用発明1は「延設部材」及び「隙間」を有していない点。

(動機付けについて)
引用発明1の「樹脂製循環路体」に代えて、引用発明2の「フィルタ部材」（延設部材を
有し、バランスリングとの間に隙間を設けて取り付けられるもの）を適用して、進歩性
を否定することができるか否かを検討すると、次ページの(1)から(4)までの事情を総合
考慮した結果、引用発明1に引用発明2を適用する動機付けがあるとはいえない。
したがって、引用発明1に引用発明2を適用することは、当業者が容易に想到し得たもの
ではない。

進歩性あり 進歩性なし



事例５ 洗濯機の脱水槽
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！進歩性あり 進歩性なし

(動機付けについて考慮した事情)
(1) 技術分野の関連性
両者は同一の技術分野に属している（「脱水槽にフィルタ部材を備えた洗濯機」）。

(2) 課題の共通性
両者の課題は共通していない。

(3) 作用、機能の共通性
引用発明1の「樹脂製循環路体」と、引用発明2の「フィルタ部材」は、
ともに「フィルタ機構」として、その機能が共通しているともいえる。
しかしながら、引用発明1の「樹脂循環路体」は、水を底部から上昇循
環させ、洗濯物の上部に散水するためのものであり、引用発明2の
「フィルタ部材」は、側縁に設けられた流入孔から導入した水流を前面
に設けられた流出孔から流出するものであって、フィルタ部材内におけ
る水の流れが異なり、両者の作用、機能が共通するものとはいえない。

引用発明１の水流(底→上)

引用発明２の水流(横)

(4) 引用発明の内容中の示唆
引用発明1の内容中には、樹脂製循環路体を着脱させる点や、水を底部から上昇循環させ
る循環路以外の構成についての示唆はない。
引用発明2の内容中には、フィルタ部材の構成として、水を底部から上昇循環させる循環
路とする点、脱水槽を樹脂製以外の金属とする点についての示唆はない。

26



事例１３ シュープレス用ベルト
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進歩性あり 進歩性なし ？
・本願発明
【請求項1】
シュープレス用ベルトであって、熱硬化性ポリウレタンに補強基
材を埋設させ一体化してなり、熱硬化性ポリウレタンは、ウレタ
ンプレポリマーとジメチルチオトルエンジアミン硬化剤とを含む
組成物からなることを特徴とする、シュープレス用ベルト。

発明の詳細な説明の概要
【従来の技術】
シュープレス用ベルト･･･としては、これまで、3、3’-ジクロロ-4、4’-ジアミノジフェニルメタン等を硬化剤とす
る熱硬化性ポリウレタンが使用されている。
また、この3、3’-ジクロロ-4、4’-ジアミノジフェニルメタンについては、これまでに、人体に害を与えるものとの
報告がされており、･･･
【発明が解決しようとする課題とその解決手段】
シュープレス用ベルトの製造時に人体への影響を抑えることを課題とし、そのために、熱硬化性ポリウレタンの硬
化剤として、ジメチルチオトルエンジアミンを用いる。
【実施例(概要)】
ジメチルチオトルエンジアミン硬化剤を用いた熱硬化性ポリウレタンによってシュープレス用ベルトを製造し･･･、
該ベルトについて、耐屈曲性/耐クラック性/耐摩耗性試験を行ったところ、各試験結果は、いずれも五段階評価で
二番目に良い評価の4であったことが記載されている(ただし、比較例は記載されていない。)。



事例１３ シュープレス用ベルト
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進歩性あり 進歩性なし ？

・引用文献１
熱硬化性ポリウレタンに補強基材を埋設させ一体化してなるシュープレス用ベルトにおいて、熱硬化性ポリ
ウレタンとして、ウレタンプレポリマーとジアミン系硬化剤とを含む組成物を用いることが記載されており、
さらに、ジアミン系硬化剤として、具体的に化合物が列記されている。
そして、実施例において、ジアミン系硬化剤として3、3’-ジクロロ-4、4’-ジアミノジフェニルメタン硬化剤
を用いたことが記載されている。

・引用文献2(カタログ、パンフレット、製品レビュー等)
ジメチルチオトルエンジアミン、3、3’-ジクロロ-4、4’-ジアミノジフェニルメタン等を熱硬化性ポリウレタ
ンの硬化剤として用いることができること、及び、ジメチルチオトルエンジアミン硬化剤は、従来の硬化剤
と比べ、人体への影響を抑えられることが記載されている。



事例１３ シュープレス用ベルト
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進歩性あり 進歩性なし ！

[拒絶理由の概要]
請求項1に係る発明と引用文献1に記載の発明とを対比すると、硬化剤として、請求項1に係る発明は「ジメチル
チオトルエンジアミン」を用いるのに対し、引用文献1に記載の発明は「3、3’-ジクロロ-4、4’-ジアミノジフェ
ニルメタン」を用いる点で相違する。
上記相違点について検討すると、引用文献2には、熱硬化性ポリウレタンの硬化剤として「ジメチルチオトルエ
ンジアミン」を用いることで、人体への影響を抑えられることが記載されている。そして、引用文献1には、3、
3’-ジクロロ-4、4’-ジアミノジフェニルメタン硬化剤以外のジアミン系硬化剤を用いることも記載されている。
工業製品を製造するに当たり、人体への影響を抑えることは、当業者に自明の課題であるので、引用文献1に記
載の発明において、シュープレス用ベルト製造時における人体への影響を考慮して、硬化剤として「3、3’-ジク
ロロ-4、4’-ジアミノジフェニルメタン」に代えて、「ジメチルチオトルエンジアミン」を用いることは、当業者
が容易に想到し得たものである。
そして、ジメチルチオトルエンジアミン硬化剤を用いることで、人体への影響を抑えるとの請求項1に係る発明
の効果については、引用文献2に記載されており、当業者の予測を超えたものではない。
また、耐屈曲性、耐クラック性及び耐摩耗性に関する効果について、実施例では五段階評価で二番目に良い評価
の4と記載されているものの、本願の発明の詳細な説明には比較例の記載がなく、これらの請求項1に係る発明の
効果については、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであるとすることはできない。



事例２４ 筋肉増強用食品組成物

特許庁 30

進歩性あり 進歩性なし ？
・本願発明
【請求項1】
植物P の葉の抽出物を有効成分とする筋肉増強用食品組成物。
【請求項2】
食品組成物はこんにゃくである、請求項1 に記載の筋肉増強用食品組成物。

発明の詳細な説明の概要
【発明が解決しようとする課題】
じん帯断裂等の負傷後のリハビリテーションにおいて、筋肉量を増加するための有効な食品を提供する。
【課題を解決するための手段】
植物P の葉の抽出物を有効成分とするこんにゃくの摂取により、筋肉の増強を図る。
【実施例(概要)】
本発明の効果を確認するために、前十字じん帯を負傷したスポーツ選手40 名を対象に検討を行った。
被験者は脚部の屈曲運動によるトレーニング(週7 回)を20 週間実施し、毎回のトレーニング直後に植物P の葉の抽出物を含
有するこんにゃくを100g 摂取した。被験者は摂取する被験物により次の4 群に群分けした。
・A 群(実施例) ：植物P の葉の抽出物を有効成分とするこんにゃく
・B 群(比較例1)：通常のこんにゃく
・C 群(比較例2)：植物Q の葉の抽出物を有効成分とするこんにゃく
・D 群(比較例3)：植物R の葉の抽出物を有効成分とするこんにゃく
…被験者は、筋肉量の指標として大腿部の筋横断面積…をトレーニング開始前と20 週間のトレーニング終了後に測定した。
…筋横断面積のトレーニングによる増加率はB～D 群の増加率が10%程度であったのに対し、A 群は45%程度であった。



事例２４ 筋肉増強用食品組成物
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進歩性あり 進歩性なし ？

・引用文献1
引用文献1 には、植物Pの葉の抽出物を爽やかな風味を付与するために食品組成物、特にこんにゃくに配
合することが記載されている。

・周知技術
スポーツ選手等のじん帯断裂等の負傷後において、食事療法とリハビリテーションを両立させて低下した
筋肉量を回復させることは広く行われている。



事例２４ 筋肉増強用食品組成物
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進歩性あり 進歩性なし ！

[拒絶理由がないことの説明]
(一致点、相違点について)
請求項1、2 に係る発明と引用文献1 に記載された発明とは、植物P の葉の抽出物を含有する食品組成物(植物P 
の葉の抽出物を含有するこんにゃく)である点で一致する。
他方、請求項1、2 に係る発明には「筋肉増強用」との用途限定があり、引用文献1 に記載された発明において
は、そのような用途限定がない点において、請求項1、2 に係る発明と引用文献1 に記載された発明とは相違す
る。

(動機付けについて)
ここで、引用文献1 に記載された発明と周知技術とは、共に食品に関連する技術ではあるものの、植物P の葉の
抽出物を筋肉増強用の用途に用いること、こんにゃくを筋肉増強用の用途に用いること等について記載や示唆が
ある訳ではなく、引用文献1に記載された「植物P の葉の抽出物を含有する食品組成物」を筋肉増強用の用途に
供することについての動機付けがあるとまではいえない。
以上のように、請求項1、2 に係る発明は引用文献1 に記載された発明に周知技術を適用することについての動
機付けがあるとはいえないから、請求項1、2 に係る発明は進歩性を有する。
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新規性

補正

１

３

２ 進歩性

４ 記載要件



補正（新規事項）について（審査基準 第ＩV部 第2章 1.）

特許庁 34

特許法第17条の2第3項
「…明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、…願書に最初に
添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（…）に記載した事項の範囲内において
しなければならない」

したがって…

本規定の趣旨

補正は出願時に遡って効力を有する

出願当初の明細書等の開示の範囲を超える補正を許容するのは、
先願主義の原則に反する

新規事項の追加は認められない



補正（新規事項）について（審査基準 第ＩV部 第2章 ２． ～ ３.）

特許庁 35

（１）補正された事項が「当初明細書等に明示的に記載された事項」である場合には、
その補正は、新たな技術的事項を導入するものではないから許される。

（２）補正された事項が「当初明細書等の記載から自明な事項」である場合には、当
初明細書等に明示的な記載がなくても、その補正は、新たな技術的事項を導入するも
のではないから許される。

（３）補正された事項が上記（１）及び（２）のいずれにも該当しない場合であって
も、「当初明細書等に記載した事項」との関係において新たな技術的事項を導入する
ものでなければ、その補正は許される。

新規事項の判断に係る基本的な考え方

新規事項の具体的な判断

補正が「当初明細書等に記載した事項」（※）との関係において、新たな技術的事項
を導入するものであるか否かにより、その補正が新規事項を追加する補正であるか否
かを判断する。
（※）「当初明細書等に記載した事項」とは、当業者によって、当初明細書等の全ての記載を
総合することにより導かれる技術的事項
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（特許・実用新案審査ハンドブック

附属書Ａ 事例集「７.新規事項」より）

補正(新規事項)のケーススタディ：

・事例１７ 柱梁接合構造

・事例２４ 圧延方法



事例１７ 柱梁接合構造
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・補正前
【請求項１】
柱梁接合部と梁部とを含むプレキャスト製構造体により、プレキャスト
柱と鉄骨梁とが接合された柱梁接合構造であって、継手部材が突出した
プレキャスト製構造体を、…下階のプレキャスト柱の上に設置し、… 
ことを特徴とする柱梁接合構造。

(発明の詳細な説明の抜粋）
本発明にかかる柱梁接合構造体は、柱梁接合部と梁部とを予め一体化し
たプレキャスト製構造体が、建物のプレキャスト柱の上に取付けられた
柱梁接合構造体であって、プレキャスト製構造体2は、柱梁接合部5の
側面に梁部3の一方の端部がそれぞれ固定され、全体がプレキャストコ
ンクリートにより一体的に形成されている。…各々の梁部3の他方の先
端部から、鉄骨梁と接続するための継手部材16が突出している。

・補正後
【請求項１】
…継手部材が柱梁接合部から突出したプレキャスト製構造体を、…下階
のプレキャスト柱の上に設置し、… ことを特徴とする柱梁接合構造。

新規事項の追加 ？ プレキャスト製構造体

柱梁接合部

梁部

継ぎ手部材

プレキャスト柱

？



事例１７ 柱梁接合構造
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［説明］
当初明細書等において、プレキャスト製構造体の柱梁接合部から継手部材を突出させるこ
とは記載されてなく示唆もない。
一方、意見書において、当初の特許請求の範囲には、プレキャスト製構造体から継手部材
が突出していると記載されており、さらに、継手位置として、梁部先端部を選択するか柱
梁接合部を選択するかは、当業者が適宜行う設計変更であるから、当初明細書等の記載か
ら、プレキャスト製構造体の柱梁接合部から継手部材を突出させることは明らかであって、
その事項がそこに記載されているのと同然であると理解できる旨、主張された。
しかしながら、当初明細書等における実施例には、梁部先端部から継手部材が突出してい
るものしか記載されておらず、継手部材の取付箇所を柱梁接合部に特定した発明について
の記載はなく、また、柱梁接合部と梁部とを含むプレキャスト製構造体の継手部材取付箇
所として、柱梁接合部の上下面や梁部側面等、多様なものが想定され、「継手部材が柱梁
接合部から突出したプレキャスト製構造体」が、当初明細書等の記載から明らかであると
はいえず、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解されない。さらに、こ
の補正が新たな技術的事項を導入するものではないといえる特段の事情も見いだせない。

新規事項の追加



事例２４ 圧延方法
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・補正前
【請求項1】
断面長方形状の鋳片に対して、短辺側及び長辺側からそれぞれ複数回圧下する圧延方
法であって、長辺側からの圧下回数を短辺側からの圧下回数と同数以下にした圧延方
法。

(発明の詳細な説明の抜粋）
長辺側からの圧下回数を短辺側からの圧下回数と同数以下に設定するのは、長辺側か
らの圧下によって短辺側からの圧下効果が解消されてしまうが、長辺側からの圧下回
数が短辺側からの圧下回数以下であれば、短辺側からの圧下効果が残るからである。
実施例では、圧下を短辺側からは５回行い、長辺側からは２ 回行っている。従って、
短辺側からの圧下の効果は保持されている。

・補正後
【請求項１】
･･･同数未満にした圧延方法。

(発明の詳細な説明の抜粋）
･･･同数未満に設定するのは、･･･長辺側からの圧下回数が短辺側からの圧下回数未満
であれば、短辺側からの圧下効果が残るからである。

新規事項の追加 ？



事例２４ 圧延方法
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［説明］
この補正は、当初の請求項においては、長辺側からの圧下回数を短辺側からの圧下回
数と「同数以下」に設定していたものを、「同数未満」とするものである。
当初明細書等には、長辺側からの圧下回数を短辺側の圧下回数未満にするとの直接的
な記載はないものの、長辺側からの圧下回数を短辺側の圧下回数と同数以下にするこ
と、すなわち、長辺側からの圧下回数を短辺側の圧下回数と同数又は同数未満にする
ことが記載されていると認められる。また、実施例として、長辺側から２回、短辺側
から５回それぞれ圧下する方法が記載されている。そして、当初明細書等の記載及び
出願時の技術常識から、長辺側からの圧下回数を短辺側からの圧下回数と同数未満に
することは、短辺側からの圧下の効果を保持するためのものであると認められ、この
補正により新たな技術上の意義が追加されないことは明らかである。
そうすると、この補正は、新たな技術的事項を導入するものではなく、当初明細書等
に記載した事項の範囲内においてするものということができる。

新規事項の追加に該当しない ！
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新規性

補正

１

３

２ 進歩性

４ 記載要件



発明の詳細な説明の記載要件について（審査基準第ＩＩ部第1章第1節 1.）

特許庁 42

特許法第36条第4項
「…発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければなら
ない。

一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野
における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に
明確かつ十分に記載したものであること。

二 （略）」
実施可能要件

発明の詳細な説明の記載要件

特許法施行規則第24条の2 特許法第三十六条第四項第一号 の経済産業省令で定
めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他の
その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義
を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。

委任省令要件



特許法施行規則第24条の3 特許法第三十六条第六項第四号 の経済産業省令で定めるところによる特許請求の範囲の記載
は、次の各号に定めるとおりとする。

一 請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。
二 請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
三 請求項の記載における他の請求項の記載の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
四 他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。
五 他の二以上の請求項の記載を択一的に引用して請求項を記載するときは、引用する請求項は、他の二以上の請求項の

記載を択一的に引用してはならない。
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特許法第36条第6項
「…特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。

二 特許を受けようとする発明が明確であること。

三 請求項ごとの記載が簡潔であること。

四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。 」

サポート要件

特許請求の範囲の記載要件

明確性要件

簡潔性要件

特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件

特許請求の範囲の記載要件について（審査基準第ＩＩ部 第2章）
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記載要件のケーススタディ：

・事例１７ 鉛筆芯

・事例３１ 使い捨ておむつ

（特許・実用新案審査ハンドブック

附属書Ａ 事例集「１.記載要件」より）



事例１７ 鉛筆芯
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【請求項1】
炭素からなる鉛筆芯であって、気孔率が15～35％であり、
気孔の占める全容積に対して、
0.002≦a≦0.05(μm)の範囲にある気孔径a を有する気孔の占める容積の割合A(％)と、
0.05＜b≦0.20(μm)の範囲にある気孔径b を有する気孔の占める容積の割合B(％)と
の関係が、1.1＜A／B＜1.3、A＋B≧80％であり、
鉛筆芯の径の50％を占める中心部に存在する気孔径a を有する気孔の容積の割合(A1)
が0.8≦A1／A≦0.9 であることを特徴とする鉛筆芯。

（発明の詳細な説明の概要）
本発明の目的は、適正な強度を有し、良好な書き味及び実用的な濃度を有する鉛筆芯
を提供することにある。鉛筆芯を製造する際の原材料や、混練条件、押出条件、焼成
条件等の製造条件を様々に変化させて試行錯誤した結果、鉛筆芯の気孔が特定の条件
を満足する場合に、上記の目的を達成できることを見いだした。
実施例、比較例として、それぞれ、本発明の数値条件を満たす鉛筆芯、満たさない鉛
筆芯について、強度、書き味及び濃度の測定結果が記載されており、上記の条件を満
たす鉛筆芯が、満たさない鉛筆芯よりも、強度、書き味及び濃度の点で優れているこ
とが示されている。
(ただし、本発明の数値条件を満たす鉛筆芯を製造するために、どのような原材料を用
いるか、製造条件をどのように設定すればよいか等について具体的な記載はない。)

記載要件を ？満たさない満たす



事例１７ 鉛筆芯
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［拒絶理由の概要］
・第36 条第4 項第1 号(実施可能要件)：
鉛筆芯の気孔率、気孔径、気孔分布の制御は難しく、原材料や、混練条件、押出条件、
焼成条件等の多くの製造条件が密接に関連するものであることが出願時の技術常識で
ある。しかしながら、発明の詳細な説明には、原材料や上記の製造条件をどのように
調整することにより本発明に係る鉛筆芯を製造することができるか(特に、径の異なる
2 種類の気孔の容積量及び気孔の分布状態を制御する製造条件)については記載されて
おらず、またこれが出願時の技術常識であるということもできない。
よって、これらの原材料や製造条件を設定するためには、当業者に期待しうる程度を
超える試行錯誤や複雑高度な実験等が必要である。
したがって、発明の詳細な説明は、請求項1 に係る発明を当業者が実施できる程度に
明確かつ十分に記載されていない。

記載要件を ！満たさない満たす



事例３１ 使い捨ておむつ
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記載要件を 満たさない満たす

【請求項1】
液透過性の表面シート(11)と液不透過性の裏面シート(12)
とこれら両シート間に介在された、材料Ｘからなる液保持性
の吸収体(13)とを具備する縦長の使い捨ておむつ。
【請求項2】
前記使い捨ておむつの幅方向の中間領域に長手方向に沿って、
前記吸収体(13)を折り返すことを容易にする一対の折り返し
手段を形成した請求項1 記載の使い捨ておむつ。
【請求項3】
前記一対の折り返し手段は、前記吸収体(13)に形成した肉薄
部又は小坪量部である請求項2 記載の使い捨ておむつ。

（発明の詳細な説明の概要）
本発明の目的は、コンパクトな折り畳みが可能な使い捨ておむつを提供することにある。
･･･本発明では、そのような使い捨ておむつの幅方向の中間領域に長手方向に沿って、材料
Ｘからなる液保持性の吸収体を折り返すことを容易にする一対の折り返し手段を形成する
ことにより、当該折り返し手段に沿って折り曲げた場合の幅方向の折り畳み寸法を短くす
ることができ、コンパクトな折り畳みを行うことが可能であることを見いだした。
実施例において、一対の折り返し手段として、(1)吸収体13 に肉薄部を形成した場合及び
(2)吸収体13 に小坪量部を形成した場合、の具体例が記載されている。



事例３１ 使い捨ておむつ
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［拒絶理由の概要］
・第36 条第6 項第1 号(サポート要件)：請求項１
発明の詳細な説明には、発明の課題として、コンパクトな折り畳みが可能な使い捨ておむ
つを提供することが記載され、当該課題の解決手段として、おむつの幅方向の中間領域に
長手方向に沿って、材料Ｘからなる液保持性の吸収体を折り返すことを容易にする一対の
折り返し手段を形成することが記載されている。しかしながら、請求項1 には、折り返し
手段について何ら規定されておらず、発明の課題を解決するための手段が反映されていな
い。
そうすると、請求項1 に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであ
る。

［備考］
サポート要件を満たすためには、請求項において、発明の詳細な説明に具体的に開示され
た、肉薄部あるいは小坪量部により形成した折り返し手段(請求項3)そのものを反映する必
要は必ずしもない。
請求項2 には、発明の詳細な説明から把握される課題を解決するための手段である、吸収
体に形成した折り返し手段に関連する事項が反映されているので、請求項2，3 はいずれも、
サポート要件を満たす。

請求項1 ；記載要件を ！

請求項2,3；記載要件を ！満たさない満たす

満たさない満たす



ありがとうございました
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