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背景
日本国特許庁（JPO）で認められた特許が米国特許商標庁（USPTO）や欧州特許庁（EPO）
で拒絶される事例があり、主に進歩性に関して、JPO と USPTO 又は EPO の判断がかい
離する事例の検討を期待する声が寄せられている。JPO としては、そのような事例を明
らかにし、ユーザーにとってより魅力ある特許審査の提供に努めることが望ましい。
目的
JPO と USPTO 又は EPO との間で審査結果のかい離が生じた事例を調査し、主に進歩性
の判断に関してユーザーの意見等に基づいて特に検討を要する事例を把握し、当該事例
からユーザーが求める特許審査の在り方を検討することで、今後の特許審査の取組の参
考とする。

公開情報調査（特許審査に関する運用の相違・進歩性等の判断に関する判決等）
書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、判例データベース、インターネ
ット情報等を利用して、JPO、USPTO 及び EPO の特許審査に関する運用の相違、進歩
性等の判断に関する判決等を調査して整理し、調査研究活動全般に活用した。
公開情報調査（審査結果かい離事例の抽出及び分析・モデル事例作成）
1200 件の PCT 国際出願から、JPO と USPTO 又は EPO との間で同一の請求項、か
つ、同一の文献に対して進歩性等の判断が相違した案件を抽出し、抽出した 153 件に
ついて、審査結果のかい離の要因をこれまでにユーザーから出された意見等に基づい
て設定した論点を中心に分析した。分析結果に基づき、委員会での議論に適した進歩
性等の判断に関する事例を 8 事例抽出し、抽出した事例に基づいたモデル事例を 8 件
作成した。
委員会による検討
専門的な視点からの検討、分析、助言を得るために、特許審査実務に関する専門的な
知見を有する 9 名（学識経験者、裁判所経験者、弁理士及び企業知財実務者）で構成
される委員会を設置し、4 回にわたって議論を行った。委員会では、運用の相違・判
決等の調査、審査結果かい離事例の抽出及び分析調査の結果を踏まえて、モデル事例
に対して適切と考える審査について議論した。

まとめ
JPO と USPTO 又は EPO との間で同一の請求項、かつ、同一の文献に対して進歩性等
の判断が相違した審査結果かい離事例の抽出・分析を実施し、事例に基づいて進歩性
等の判断について議論するためのモデル事例を作成し、モデル事例に対して適切と考
える審査について具体的に議論することができた。そして、抽出・分析の結果及び具
体的な議論から、特許審査における種々の留意点を把握することができた。
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Ⅰ． 序
１．

本調査研究の背景・目的

日本国特許庁（以下、
「JPO」という）は、
「世界最速・最高品質」の特許審査の実現に向
けて、平成26年4月に特許審査に関する品質管理の基本原則を示した「特許審査に関する品
質ポリシー」1を策定し、ユーザーニーズに応えた質の高い権利の設定を進めてきた。
しかしながら、特許審査の判断について、JPOで認められた特許が米国特許商標庁（以下、
「USPTO」という）や欧州特許庁（以下、
「EPO」という）で拒絶される事例もある。平成
30年11月21日の第26回特許制度小委員会2や平成31年2月18日の第1回審査品質管理小委員
会3では、産業界からこのような事例に関して検討することが要請された。また、産業界か
らは、主に進歩性に関して、JPOとUSPTO又はEPOの判断がかい離する事例の検討を期待す
る声が寄せられている。
そこで、本調査研究では、JPOとUSPTO又はEPOとの間で審査結果のかい離が生じた事例
を調査し、その中から、主に進歩性の判断に関してこれまでに出されたユーザーの意見等
に基づいて特に検討を要する事例を把握し、当該事例からユーザーが求める世界最高品質
の特許審査の在り方を検討することで、今後の特許審査の取組の参考とすることを目的と
する。

２．

調査研究内容及び実施方法

（１）

公開情報調査

（ｉ）

日米及び日欧間の特許審査の運用の相違に関する公開情報調査

明細書及び特許請求の範囲の記載要件、新規性、進歩性、拡大先願の各論点について、
国内、海外（米国及び欧州共同体）の判例データベース、書籍、論文、判例、調査研究報告
書、審議会報告書、インターネット情報等を利用して、平成 27 年 10 月以降の JPO の審
1

特許庁 特許審査に関する品質ポリシー
https://www.jpo.go.jp/introduction/hinshitu/shinsa/tokkyo/document/shinsa_policy/policy.pdf［最終アクセス日：2019 年 12 月 4
日］
2 産業構造審議会知的財産分科会第 26 回特許制度小委員会
産業構造審議会知的財産分科会第 26 回特許制度小委員会
議事録 10 頁
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/index/newtokkyo_026.pdf［最終アクセ
ス日：2019 年 12 月 4 日］
3 産業構造審議会知的財産分科会
平成 30 年度第 1 回審査品質管理小委員会 議事録 13-15、20、24-25、27-29 頁
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/hinshitu_shoi/document/index/h30-01-gijiroku.pdf［最終アクセ
ス日：2019 年 12 月 4 日］
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査基準と EPO 及び USPTO の特許審査に関する運用の相違を調査・分析した。
（ⅱ）

進歩性等の判断に関する判決等の公開情報調査

後記（ⅲ）に記載の論点 1～4 について、国内の判例データベース、書籍、論文、判例、
調査研究報告書、審議会報告書、インターネット情報等を利用して、関連する判決等（審
決例・裁判例）を調査・分析した。
（ⅲ）

日米及び日欧間の審査結果かい離事例に関する公開情報調査

以下のパターン 1～4 を含む、JPO から指定された PCT 国際出願 1200 件を対象に、当
該 PCT 国際出願の請求項と各庁の国内段階移行出願4におけるファースト・アクション5
（以下、
「FA」という）前の請求項が同一6、かつ、比較する請求項に対する国際調査報告
と FA の引用文献が同一であって、判断が相違した案件を抽出した。
・ パターン 1
JPO が国際調査報告を作成した公開された PCT 国際出願7のうち、JPO が国際調査
報告で A 文献のみを提示し、かつ、EPO が国内段階移行出願の FA で対象請求項に
係る発明の新規性又は進歩性を否定する引用文献（以下、「XY 文献」という）を提
示したケース
・ パターン 2
EPO が国際調査報告を作成した公開された PCT 国際出願のうち、EPO が国際調査
報告で A 文献のみを提示し、かつ、JPO が国内段階移行出願の FA で XY 文献を提
示したケース
・ パターン 3
JPO が国際調査報告を作成した公開された PCT 国際出願のうち、JPO が国際調査
報告で A 文献のみを提示し、かつ、USPTO が国内段階移行出願の FA で XY 文献を
提示したケース
・ パターン 4
USPTO が国際調査報告を作成した公開された PCT 国際出願のうち、USPTO が国
4

PCT 第 22 条又は第 39 条に基づく所定の手続を経て、指定官庁又は選択官庁の国内出願と同等の扱いを受けるものを
いう。
5 審査官による出願人への審査結果の最初の通知のこと。EPO の FA は、見解書（European Search Opinion）及び補充欧
州調査報告（Supplementary European Search Report）と定義する。
6 各庁 FA で新規性・進歩性が否定された請求項に対応する、技術的範囲が最も広い PCT 国際出願の請求項を選定し、
比較する。
7 平成 27 年以降にされた国際出願を対象とした。パターン 2～4 についても同様。
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際調査報告で A 文献のみを提示し、かつ、JPO が国内段階移行出願の FA で XY 文
献を提示したケース
その後、抽出した案件について、PCT 国際出願、PCT 国内段階移行出願及び引用文献の
内容を理解8し、両庁で審査結果がかい離した事例が、以下に記載のどの論点に該当するか
を調査・分析し、該当する事例を合計 8 事例抽出した。
ここで、以下の論点 1～4 は、本調査研究に先立ち、産業界と JPO との間で意見交換会
を実施して得られたユーザーの意見等に基づいて設定した論点である。また、以下の論点
5 及び 6 は、本調査研究において事例の調査・分析を進めていく過程で、類型化すること
が妥当であると判断した論点である。
・ 論点 1
証拠を示していない技術常識の考慮又は周知技術の適用に係る設計的事項の判断に
ついて
・ 論点 2
他の技術分野における技術常識の考慮又は周知技術の適用に係る設計的事項の判断
について
・ 論点 3
人が行っていることの単なる機械化に係る設計的事項の判断について
・ 論点 4
実施例とは相違しているが、請求項の記載からは文言上入り得る引例を通知するか
否かの判断について
・ 論点 5
同一技術分野に属する文献だが、組み合わせることが困難とする判断について
・ 論点 6
本願発明について、クレームの構成要件の一部を無視して進歩性等の判断がなされ
たことで生じる審査結果のかい離について
分析は、弁理士をはじめとする JPO の特許審査実務に精通した複数の者が実施した。
8

XY 文献が日本語文献である場合、及び XY 文献が英語文献であって日本語ファミリー文献がない場合には、原則、当
該文献に基づいて記載内容を把握した。
XY 文献が外国語文献であって日本語ファミリー文献がある場合には、当該ファミリー文献を参考にしつつも、できる
だけ原文で記載内容を把握した。
XY 文献が英語以外の外国語であって、日本語ファミリー文献はないが英語ファミリー文献がある場合には、当該ファ
ミリー文献を参考にし、記載内容を把握した。
XY 文献が、英語以外の外国語であって日本語及び英語ファミリー文献がない場合、原則、当該 XY 文献は分析不能と
して分析対象から除外した。ただし、当該文献の図面、抄録、機械翻訳及び他庁 FA の拒絶理由等からその記載内容を
把握できた際には分析対象とした。
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分析にあたっては、どの論点に該当するかを判断するための情報を分析者間で共有し、
判断にばらつきが生じないようにした。また、各分析者が分析した内容をチェックする者
を 1 名配置し、分析内容の品質の統一を図るとともに、分析した全ての案件について 2 名
の担当者が総合的な分析を行った。
（ⅳ）

モデル事例作成に関する公開情報調査

上記（ⅲ）で抽出した 8 事例に対して、実際の出願を特定できない程度に改変を施し、
委員会での議論に適した進歩性等の判断に関するモデル事例を作成した。
（２）

委員会による検討

本調査研究を進めるにあたり、専門的な視点からの検討、分析、助言を得るために、特
許審査実務に関する専門的な知見を有する 9 名（学識経験者、裁判所経験者、弁理士及び
企業知財実務者）で構成される委員会を設置し、4 回にわたって議論を行った。委員会で
は、日米及び日欧間の特許審査の運用の相違に関する公開情報調査及び進歩性等の判断に
関する判決等の公開情報調査の内容を踏まえて、日米及び日欧間の審査結果かい離事例に
関する公開情報調査における論点について検討した後、これら公開情報調査の結果も踏ま
えて、モデル事例作成に関する公開情報調査で作成したモデル事例を検討し、モデル事例
に対して適切と考える審査について議論した。

Ⅱ．

調査結果

１．

日米及び日欧間の特許審査の運用の相違に関する公開情報調査

日米及び日欧間の審査結果かい離事例を分析する上で必要となる、日米及び日欧間の審
査結果のかい離に影響を与えうる JPO、USPTO 及び EPO の特許審査の運用の相違を把
握することができた。

２．

進歩性等の判断に関する判決等の公開情報調査

モデル事例に対して適切と考える審査の検討に資する、論点 1（証拠を示していない技
術常識等）、論点 2（他の技術分野における技術常識等）、論点 3（単なる機械化に係る設計
的事項）及び論点 4（文言上入り得る引例の通知）についての進歩性等の判断に関する判決
等を把握することができた。
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３．
（１）

日米及び日欧間の審査結果かい離事例に関する公開情報調査
対象案件の抽出

パターン 1（JPO は新規性及び進歩性ありと判断し、EPO は新規性又は進歩性なしと判
断したケース）では、JPO が A 文献として提示した文献のみを用いて、EPO が新規性又
は進歩性なしと判断したものが多く（85 件／420 件：抽出率 20.2%）、JPO が A 文献とし
て提示した文献と他の文献（国際調査報告では挙げられていない文献）との組合せにより
EPO が進歩性なしと判断したものは比較的少なかった（36 件／420 件：抽出率 8.6%）。
一方、パターン 2（EPO は新規性及び進歩性ありと判断し、JPO は新規性又は進歩性な
しと判断したケース）では、EPO が A 文献として提示した文献のみを用いて、JPO が新
規性又は進歩性なしと判断したものは少なく（19 件／420 件：抽出率 4.5%）
、EPO が A
文献として提示した文献と他の文献（国際調査報告では挙げられていない文献）との組合
せにより JPO が進歩性なしと判断したものが非常に多かった（81 件／420 件：抽出率
19.3%）。
以上のことから、EPO では、国際調査報告で JPO が提示した A 文献のみを用いて進歩
性等について JPO とは異なる判断をする傾向があるのに対し、JPO では、国際調査報告
で EPO が提示した A 文献に文献を加えて進歩性等について EPO とは異なる判断をする
傾向があることを把握できた。
パターン 3（JPO は新規性及び進歩性ありと判断し、USPTO は新規性又は進歩性なし
と判断したケース）では、JPO が A 文献として提示した文献のみを用いて、USPTO が新
規性又は進歩性なしと判断したものと、JPO が A 文献として提示した文献と他の文献（国
際調査報告では挙げられていない文献）との組合せにより USPTO が進歩性なしと判断し
たものとが同程度であり、いずれも少なかった（21 件／180 件：抽出率 11.7%）。
一方、パターン 4（USPTO は新規性及び進歩性ありと判断し、JPO は新規性又は進歩
性なしと判断したケース）では、USPTO が A 文献として提示した文献のみを用いて、JPO
が新規性又は進歩性なしと判断したものは比較的少なく（28 件／180 件：抽出率 15.6%）、
USPTO が A 文献として提示した文献と他の文献（国際調査報告では挙げられていない文
献）との組合せにより JPO が進歩性なしと判断したものが比較的多かった（38 件／180
件：抽出率 21.1%）。
以上のことから、USPTO では、国際調査報告で JPO が提示した A 文献のみを用いて進
歩性等について JPO とは異なる判断をすることも、国際調査報告で JPO が提示した A 文
献に文献を加えて進歩性等について EPO とは異なる判断をすることも同様にありうるこ
とを把握できた。また、JPO では、国際調査報告で USPTO が提示した A 文献のみを用い
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て進歩性等について USPTO とは異なる判断をすることが EPO との比較を参照すると多
いものの、国際調査報告で USPTO が提示した A 文献に文献を加えて進歩性等について
USPTO とは異なる判断をする傾向が強いことを確認できた。
（２）

対象案件の分析

論点 1（証拠を示していない技術常識等）に該当した案件は、153 件中 110 件と非常に
多かった。
論点 1 に該当した案件では、数値限定発明が多く見られた。パターン 1（JPO は新規性
及び進歩性ありと判断し、EPO は新規性又は進歩性なしと判断したケース）、パターン 3
（JPO は新規性及び進歩性ありと判断し、USPTO は新規性又は進歩性なしと判断したケ
ース）において、JPO は数値限定に係る事項以外に本願発明と引用発明に相違点がなけれ
ば新規性及び進歩性ありと判断し、EPO 又は USPTO は新規性又は進歩性なしと判断した
案件が多く見られた。
また、JPO が、国際調査見解書において、本願発明と引用発明を比較して有利な効果が
認められると言及しているものもあったが、単に、いずれの文献にも数値限定に係る事項
が記載されていないし自明でもない、との言及のみで新規性及び進歩性ありと判断してい
る案件が見られた。
以上のことから、数値限定発明について、ユーザーが、JPO の審査では他国に比べて特
許になりやすいと感じている可能性がある。
論点 2（他の技術分野での技術常識等）に該当した案件は、1 件のみであった。国際調査
報告で提示された A 文献と国内段階移行出願の FA で提示された XY 文献とが完全に一致
した案件のみを抽出したため、他の技術分野での技術常識等として挙げられる文献が国際
調査報告と国内段階移行出願の FA で一致することがほとんどなかったものと考えられる。
論点 3（単なる機械化に係る設計的事項）に該当した案件は、3 件見つかったものの、進
歩性等の判断についての議論に適する案件は見つからなかった。委員から、AI、IoT 関連
発明（例えば特許分類 G06Q）に関して論点 3 に該当する審査結果かい離が問題となり得
るとの意見が寄せられたが、本調査研究のように同一の引用文献に基づく進歩性等の判断
のかい離を前提とすると、当該特許分類に該当する案件はそもそも対象案件として抽出さ
れなかった。
論点 4（文言上入り得る引例の通知）に該当した案件は、30 件見つかった。論点 4 のみ
を含む案件もあったが、論点 4 とともに論点 1（証拠を示していない技術常識等）を含む
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案件も見られた。また、請求項の表現が不明確である場合に論点 4 に該当することが多か
った。
パターン 1（JPO は新規性及び進歩性ありと判断し、EPO は新規性又は進歩性なしと判
断したケース）、パターン 3（JPO は新規性及び進歩性ありと判断し、USPTO は新規性又
は進歩性なしと判断したケース）において、論点 4 に該当するものが比較的多かった。JPO
では、明細書に記載された態様に限定して本願発明を捉えた結果、提示文献に対して新規
性及び進歩性ありと判断した可能性があり、一方、EPO 又は USPTO では、当該提示文献
を、文言上、本願発明に入り得る引例であるとして新規性又は進歩性なしと判断した可能
性がある。そのような案件について、ユーザーが、JPO の審査では比較的特許になりやす
いと感じている可能性がある。
論点 5（同一技術分野だが組合せ困難）に該当した案件は、8 件見つかった。これらは、
JPO における全体的な審査の傾向を表すものではなく、個別具体的な審査の判断の問題で
あると考えられる案件であった。そのような案件についても、ユーザーが、JPO の審査で
は比較的特許になりやすいと感じている可能性がある。
論点 6（クレームの構成要件の一部を無視した進歩性等の判断）に該当した案件は、32
件見つかった。論点 6 に該当する案件として、EPO の審査においてコンピュータ・ソフト
ウェア関連発明等で非技術的特徴とみなされて審査対象から除外された構成があるものや、
技術分野にかかわらず明確性要件違反で不明確とされた表現や用語について無視して審査
したものが見つかった。
EPO では、クレームの構成要件の一部を無視して進歩性等の判断をするにあたって、国
内段階移行出願の FA において、審査便覧の記載を引用する形で根拠を明示することが多
かった。
パターン 1（JPO は新規性及び進歩性ありと判断し、EPO は新規性又は進歩性なしと判
断したケース）が対象案件 153 件中 85 件と最も多かったものの、弁理士をはじめとする
JPO の特許審査実務に精通した者による分析では、パターン 1 であっても JPO の審査が
妥当である可能性が高いと判断された案件が見られた。パターン 1 の件数が多いから JPO
の審査が妥当でないと一概にはいえなかった。

４．

モデル事例に対して適切と考える審査の検討

委員会では、モデル事例に対して適切と考える審査の検討を通じて、委員から以下のよ
うな意見を得ることができた。
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数値限定発明において、本願発明と引用発明との数値範囲の重なりについての新規
性・進歩性の判断は、明細書中の実施例や比較例を参考にして判断すべきである。例
えば、進歩性の判断では、本願明細書や引例の実施例や比較例などのより詳細な記載
を参照しながら数値範囲の意義について検討すべきである。本願発明に至ることの
論理付けを妨げる事情が明らかでないなら、まずは拒絶理由を通知して出願人の反
論をみてはどうか。



本願発明と主引用発明との相違点は周知技術であるとの拒絶理由通知を受ける場合、
主引用発明と同一技術分野であるか異なる技術分野であるかを問わず、当該相違点
が周知技術であることを示す文献を付けてほしい。文献がないと反論の方向が定め
にくい。



拒絶理由の回数は少ない方がコスト面で有利である。例えば、先に記載要件違反を通
知して後で進歩性を議論するよりも、記載要件違反と進歩性なしの拒絶理由を 1 回
で通知してもらう方が出願人にとって好ましい。記載要件違反と進歩性なしの拒絶
理由を一緒に通知してもらった方が出願人は対応しやすい。



本願発明の目的を捉えて同じ目的の周知技術をサーチすれば、より適切な文献を用
いて拒絶理由を通知することができたのではないか。



本願発明の範囲について 2 通りの解釈が可能であれば、広い方で解釈して拒絶理由
を通知するべきと思う。



引用文献の図面をそのまま読み取ると、本願の請求項の数値範囲に入るような場合
には、その図の性質や技術常識も考慮して新規性及び進歩性の判断をすべきである。



権利行使される可能性のある第三者にとっては、どのような権利範囲についての特
許が認められたのかが不透明な状況は望ましくないと思う。本願発明を広く解釈し
てひとまず拒絶理由を通知してはどうか。出願人とのやり取りの結果、狭い解釈に落
ち着いて特許査定することになってもよいと思う。



審査では、請求項の記載を文言どおりになるべく広く解釈して、課題や実施例に引き
ずられずに権利範囲を判断してほしい。そして、疑わしい場合は、拒絶理由や面接等
により出願人とコンタクトを取る機会を持ってほしい。権利活用やクリアランスの
観点でも、権利範囲が明確であることが重要と考えている。
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Ⅲ．

まとめ

本調査研究では、JPO と USPTO 又は EPO との間で同一の請求項、かつ同一の文献に
対して進歩性等の判断が相違した審査結果かい離事例の抽出・分析を実施し、事例に基づ
いて進歩性等の判断について議論するためのモデル事例を作成し、モデル事例に対して適
切と考える審査について具体的に議論することができた。そして、抽出・分析の結果及び
具体的な議論から、特許審査における種々の留意点を把握することができた。
本調査研究では、JPO が国際調査報告で A 文献のみを提示した事例で、USPTO 又は
EPO の国内段階移行出願の FA において、当該 A 文献のみを用いて新規性又は進歩性なし
と判断された案件から抽出してモデル事例化した 8 件に関する議論においては、JPO の審
査における進歩性等の判断が妥当でないと一概には言い切れないことを確認できた。
また、弁理士をはじめとする JPO の特許審査実務に精通した者が実施した対象案件の分
析からは、JPO と EPO の審査を比較した結果、EPO の審査では技術常識等に関して文献
を示すことなく拒絶理由を通知する傾向が強いことを確認できた。このことは、ユーザー
が JPO では他国に比べて特許になりやすいと感じている一因かもしれない。しかしなが
ら、EPO の審査のように進歩性の判断において技術常識等に関して文献を示すことなく拒
絶理由を通知するべきとするニーズはなかった。
さらに、請求項の記載が曖昧で本願発明が特定されておらず、本願発明の解釈が分かれ
うるようなものは、拒絶理由を通知することにより、補正の機会を与え、本願発明を明確
にさせた方がよいのではないかとの意見も多かった。
本調査研究により、同一の引用文献に関する進歩性等の判断のかい離についての一般的
な調査は、一定の成果を上げたと考えられる。今後、ユーザーから JPO の審査における進
歩性等の判断が妥当でないとの意見がある際には、特定の技術分野を対象とした調査や、
異なる文献が提示された事例の調査（先行技術文献サーチの妥当性）など、さらに詳細な
検討が必要であると考えられる。
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はじめに
日本国特許庁（JPO）は、「世界最速・最高品質」の特許審査の実現に向けて、平成26年
4月に特許審査に関する品質管理の基本原則を示した「特許審査に関する品質ポリシー」を
策定し、ユーザーニーズに応えた質の高い権利の設定を進めてきた。
一方で、特許審査の判断について、JPOで認められた特許が米国特許商標庁（USPTO）や
欧州特許庁（EPO）で拒絶される事例もある。産業界からは、主に進歩性に関して、JPOと
USPTO又はEPOの判断がかい離する事例の検討を期待する声が寄せられている。
本調査研究は、このような事態に鑑みてなされたものであり、その目的は、JPOとUSPTO
又はEPOとの間で審査結果のかい離が生じた事例を調査し、その中から、主に進歩性の判
断に関してこれまでに出されたユーザーの意見等に基づいて特に検討を要する事例を把握
し、当該事例からユーザーが求める世界最高品質の特許審査の在り方を検討することで、
今後の特許審査の取組の参考とすることにある。
本調査研究が、世界最高品質の特許審査の実現を掲げるJPOの今後の審査において活用
されるとともに、ユーザーにとっても参考となれば幸いである。
最後に、本調査研究の遂行に当たり、委員会にて貴重なご意見を頂いた委員及びオブザ
ーバー各位、審査結果かい離事例の分析にご協力いただいた弁理士に対して、この場を借
りて深く感謝申し上げる次第である。
令和元年12月
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Ⅰ． 序
１．

本調査研究の背景・目的

日本国特許庁（以下、「JPO」という）は、「世界最速・最高品質」の特許審査の実現に
向けて、平成 26 年 4 月に特許審査に関する品質管理の基本原則を示した「特許審査に関
する品質ポリシー」9を策定し、ユーザーニーズに応えた質の高い権利の設定を進めてき
た。平成 30 年度のユーザー評価調査の結果10によると、特許審査の質全般について、「満
足」又は「比較的満足」と回答した割合は、62.2%であり、肯定的な回答の割合は、年々
増加している。
一方で、特許審査の判断について、JPO で認められた特許が米国特許商標庁（以下、
「USPTO」という）や欧州特許庁（以下、「EPO」という）で拒絶される事例もある。
平成 30 年 11 月 21 日の第 26 回特許制度小委員会11や平成 31 年 2 月 18 日の第 1 回審査
品質管理小委員会12では、産業界からこのような事例に関して検討することが要請され
た。また、産業界からは、主に進歩性に関して、JPO と USPTO 又は EPO の判断がかい
離する事例の検討を期待する声が寄せられている。
過去には、新規性を中心とした、JPO と USPTO との間でのかい離を把握する調査13が
行われてはいるが、進歩性等の判断に関しては調査が行われていない。そのため、昨今の
JPO と USPTO 又は EPO の進歩性等の判断に関して、どのような事例においてどのよう
なかい離が生じているのかは明らかになっていない。世界最高品質の特許審査の実現を掲
げる JPO としては、そのような事例を明らかにし、よりユーザー（出願人）にとって魅
力ある特許審査の提供に努めることが望ましい。
そこで、本調査研究では、JPOとUSPTO又はEPOとの間で審査結果のかい離が生じた事
例を調査し、その中から、主に進歩性の判断に関してこれまでに出されたユーザーの意見
等に基づいて特に検討を要する事例を把握し、当該事例からユーザーが求める世界最高品
9

特許庁 特許審査に関する品質ポリシー
https://www.jpo.go.jp/introduction/hinshitu/shinsa/tokkyo/document/shinsa_policy/policy.pdf［最終アクセス日：2019 年 12 月 4
日］
10 特許庁
平成 30 年度特許審査の質についてのユーザー評価調査報告書 ii 頁
https://www.jpo.go.jp/resources/report/user/document/2018-tokkyo/2018-tokkyo-report.pdf［最終アクセス日：2019 年 12 月 4
日］
11 産業構造審議会知的財産分科会第 26 回特許制度小委員会
産業構造審議会知的財産分科会第 26 回特許制度小委員会
議事録 10 頁
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/index/newtokkyo_026.pdf［最終アクセ
ス日：2019 年 12 月 4 日］
12 産業構造審議会知的財産分科会
平成 30 年度第 1 回審査品質管理小委員会 議事録 13-15、20、24-25、27-29 頁
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/hinshitu_shoi/document/index/h30-01-gijiroku.pdf［最終アクセ
ス日：2019 年 12 月 4 日］
13 平成 27 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究「日米間の新規性を中心とした内外乖離に関する調査研究報告書」
7-22 頁（一般財団法人知的財産研究所、2016 年 3 月）
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質の特許審査の在り方を検討することで、今後の特許審査の取組の参考とすることを目的
とする。

２．

調査研究内容及び実施方法

（１）

公開情報調査

（ⅰ）

日米及び日欧間の特許審査の運用の相違に関する公開情報調査

明細書及び特許請求の範囲の記載要件、新規性、進歩性、拡大先願の各論点について、
国内、海外（米国及び欧州共同体）の判例データベース、書籍、論文、判例、調査研究報告
書、審議会報告書、インターネット情報等を利用して、平成 27 年 10 月以降の JPO の審
査基準と EPO 及び USPTO の特許審査に関する運用の相違を調査・分析した。
（ⅱ）

進歩性等の判断に関する判決等の公開情報調査

後記（ⅲ）に記載の論点 1～4 について、国内の判例データベース、書籍、論文、判例、
調査研究報告書、審議会報告書、インターネット情報等を利用して、関連する判決等（審
決例・裁判例）を調査・分析した。
（ⅲ）

日米及び日欧間の審査結果かい離事例に関する公開情報調査

主に進歩性の判断のかい離の実態を把握するという本調査研究の目的に鑑み、同一の審
査対象について、同一の文献が発見されたという条件下において、日米及び日欧間で進歩
性等の判断結果が異なった事例を調査することとした。具体的には、以下のパターン 1～4
を含む、JPO から指定された PCT 国際出願 1200 件を対象に、当該 PCT 国際出願の請求
項と各庁の国内段階移行出願14におけるファースト・アクション15（以下、「FA」という）
前の請求項が同一16、かつ、比較する請求項に対する国際調査報告と FA の引用文献が同一
であって、判断が相違した案件を抽出した。

14

PCT 第 22 条又は第 39 条に基づく所定の手続きを経て、指定官庁又は選択官庁の国内出願と同等の扱いを受けるもの
をいう。
15 審査官による出願人への審査結果の最初の通知のこと。EPO の FA は、見解書（European Search Opinion）及び補充欧
州調査報告（Supplementary European Search Report）と定義する。
16 各庁 FA で新規性・進歩性が否定された請求項に対応する、技術的範囲が最も広い PCT 国際出願の請求項を選定し、
比較する。
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・ パターン 1
JPO が国際調査報告を作成した公開された PCT 国際出願17のうち、JPO が国際調査
報告で A 文献のみを提示し、かつ、EPO が国内段階移行出願の FA で対象請求項に
係る発明の新規性又は進歩性を否定する引用文献（以下、「XY 文献」という）を提
示したケース
・ パターン 2
EPO が国際調査報告を作成した公開された PCT 国際出願のうち、EPO が国際調査
報告で A 文献のみを提示し、かつ、JPO が国内段階移行出願の FA で XY 文献を提
示したケース
・ パターン 3
JPO が国際調査報告を作成した公開された PCT 国際出願のうち、JPO が国際調査
報告で A 文献のみを提示し、かつ、USPTO が国内段階移行出願の FA で XY 文献を
提示したケース
・ パターン 4
USPTO が国際調査報告を作成した公開された PCT 国際出願のうち、USPTO が国
際調査報告で A 文献のみを提示し、かつ、JPO が国内段階移行出願の FA で XY 文
献を提示したケース
その後、抽出した案件について、PCT 国際出願、国内段階移行出願及び引用文献の内容
を理解18し、両庁で審査結果がかい離した事例が、以下に記載のどの論点に該当するかを調
査・分析し、該当する事例を合計 8 事例抽出した。
ここで、以下の論点 1～4 は、本調査研究に先立ち、産業界と JPO との間で意見交換会
を実施して得られたユーザーの意見等に基づいて設定した論点である。また、以下の論点
5 及び 6 は、本調査研究において事例の調査・分析を進めていく過程で、類型化すること
が妥当であると判断した論点である。

17

平成 27 年以降にされた国際出願を対象とした。パターン 2～4 についても同様。
XY 文献が日本語文献である場合、及び XY 文献が英語文献であって日本語ファミリー文献がない場合には、原則、
当該文献に基づいて記載内容を把握した。
XY 文献が外国語文献であって日本語ファミリー文献がある場合には、当該ファミリー文献を参考にしつつも、できる
だけ原文で記載内容を把握した。
XY 文献が英語以外の外国語であって、日本語ファミリー文献はないが英語ファミリー文献がある場合には、当該ファ
ミリー文献を参考にし、記載内容を把握した。
XY 文献が、英語以外の外国語であって日本語及び英語ファミリー文献がない場合、原則、当該 XY 文献は分析不能と
して分析対象から除外した。ただし、当該文献の図面、抄録、機械翻訳及び他庁 FA の拒絶理由等からその記載内容を
把握できた際には分析対象とした。

18
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・ 論点 1
証拠を示していない技術常識の考慮又は周知技術の適用に係る設計的事項の判断に
ついて
・ 論点 2
他の技術分野における技術常識の考慮又は周知技術の適用に係る設計的事項の判断
について
・ 論点 3
人が行っていることの単なる機械化に係る設計的事項の判断について
・ 論点 4
実施例とは相違しているが、請求項の記載からは文言上入り得る引例を通知するか
否かの判断について
・ 論点 5
同一技術分野に属する文献だが、組み合わせることが困難とする判断について
・ 論点 6
本願発明について、クレームの構成要件の一部を無視して進歩性等の判断がなされ
たことで生じる審査結果のかい離について
（ⅳ）

モデル事例作成に関する公開情報調査

上記（ⅲ）で抽出した 8 事例に対して、実際の出願を特定できない程度に改変を施し、
委員会での議論に適した進歩性等の判断に関するモデル事例を作成した。
（２）

委員会による検討

本調査研究を進めるにあたり、専門的な視点からの検討、分析、助言を得るために、特
許審査実務に関する専門的な知見を有する 9 名（学識経験者、裁判所経験者、弁理士及び
企業知財実務者）で構成される委員会を設置し、4 回にわたって議論を行った。委員会で
は、日米及び日欧間の特許審査の運用の相違に関する公開情報調査及び進歩性等の判断に
関する判決等の公開情報調査の内容を踏まえて、日米及び日欧間の審査結果かい離事例に
関する公開情報調査における論点について検討した後、これら公開情報調査の結果も踏ま
えて、モデル事例作成に関する公開情報調査で作成したモデル事例を検討し、モデル事例
に対して適切と考える審査について議論した。
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３．

本報告書の構成

本報告書は、上記２．の方法で実施した調査研究の結果をまとめたものであり、以下の
構成からなる。
・ 上述のとおり、第Ⅰ章では、本調査研究の目的とその背景、調査研究内容及び実施方
法について説明した。
・ 第Ⅱ章では、上記２．
（１）に示した公開情報調査、及び上記２．
（２）に示した委員
会による検討の結果について報告する。
・ 第Ⅲ章では、第Ⅱ章で得られた調査結果を取りまとめる。
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Ⅱ．

調査結果

１．

日米及び日欧間の特許審査の運用の相違に関する公開情報調査

（１）

目的

日米及び日欧間の審査結果のかい離に影響を与えうる、特許審査の運用の相違を把握す
る。
（２）

調査実施方法

国内、海外（米国及び欧州共同体）の判例データベース、書籍、論文、判例、調査研究報
告書、審議会報告書、インターネット情報等を利用して、明細書及び特許請求の範囲の記
載要件、新規性、進歩性、拡大先願の各論点について、平成 27 年 10 月以降の JPO の審査
基準と EPO 及び USPTO の特許審査に関する運用の相違を調査・分析した。
ここでは、JPO が審査基準を全面改訂した平成 27 年 10 月以降の主要な文献を基に、特
許審査に関する運用の相違を調査・分析した。
以降に、明細書及び特許請求の範囲の記載要件、新規性、進歩性、拡大先願の論点ごと
に JPO、USPTO、EPO の特許審査に関する運用について整理した結果を記載した。JPO
の審査については「特許・実用新案審査基準19」を、USPTO の審査については米国特許審
査便覧20（Manual of Patent Examining Procedure: MPEP）を、EPO の審査については
欧州特許庁審査便覧21（Guidelines for Examination in the European Patent Office）を主
に参酌した。
なお、以降の記載における MPEP の和文は、JPO のホームページで公開されている仮
訳（MPEP 第 2100 章 特許性 第 9 版, 2015 年 11 月22）を使用した。また、欧州特許庁審
査便覧の和文は、日本貿易振興機構（ジェトロ）のホームページで公開されている仮訳（欧

19

特許庁 特許・実用新案審査基準
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/all.pdf［最終アクセス日：2019 年 12 月
4 日］
20 Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) Ninth Edition, Revision 08.2017, Last Revised January 2018
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html［最終アクセス日：2019 年 12 月 4 日］
21 Guidelines for Examination in the European Patent Office, November 2019 edition
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html［最終アクセス日：2019 年 12 月 4 日］
22 特許庁
外国産業財産権制度情報 参考仮訳 米国 特許審査便覧第 2100 章 特許性 第 9 版（2015 年 11 月）
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-shinsa_binran2100.pdf［最終アクセス日：2019 年 12 月 4
日］
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州特許庁審査便覧（2012 年 6 月）（日本語仮訳）23）を使用した。
運用の相違に関する公開情報調査の結果は、日米又は日欧で審査結果がかい離した事例
に基づいて作成したモデル事例に対して適切と考える審査を検討する際の資料とした。
（３）

明細書の記載要件（実施可能要件）

JPO、USPTO、EPO の実施可能要件に関する運用についてまとめた。
・ JPO
「発明の詳細な説明は、請求項に係る発明について、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ければならない。」（審査基準第 II 部第 1 章第 1 節 2.(1)）
「当業者が、明細書及び図面に記載された発明の実施についての説明と出願時の技術
常識とに基づいて、請求項に係る発明を実施しようとした場合に、どのように実施する
かを理解できないときには、当業者が実施することができる程度に発明の詳細な説明が
記載されていないことになる。」（審査基準第 II 部第 1 章第 1 節 2.(2)）
「出願人は、実施可能要件違反の拒絶理由通知に対して、意見書、実験成績証明書等
により反論、釈明等をすることができる。
」（審査基準第 II 部第 1 章第 1 節 4.2）
・ USPTO
「出願の開示に記載される情報は、クレームの発明の製造方法及び使用方法の両方を
関連技術の熟練者に伝えるために十分なものでなければならない。」
（MPEP§2164 第 2
パラグラフ）
「特定のクレームが出願の開示によって裏付けられているか否かの分析には、その開
示が、出願時に、当該技術の熟練者がクレームされる発明を製造及び使用することがで
きることに関して、当該クレームの保護対象について十分な情報を含んでいたか否かの
判断を必要とする。明細書が実施可能要件を満たしているか否かの判断基準は、当該発
明を実施するために必要となる実験は過度又は不当であるか、という質問をとった
Mineral Separation v. Hyde 事件, 242 U.S. 261, 270 (1916)に関する最高裁判所の判決
において固められた。その基準は今もなお適用されるべきものである。」（MPEP§
2164.01 第 1 パラグラフ）

23

日本貿易振興機構（ジェトロ） 欧州 知的財産に関する情報 欧州特許庁審査便覧（2012 年 6 月）（日本語仮訳）
F 部 欧州特許出願
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/ip/pdf/guidelines_part_f.pdf［最終アクセス日：2019 年 12 月 4 日］
G 部 特許性
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/ip/pdf/guidelines_part_g.pdf［最終アクセス日：2019 年 12 月 4 日］
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EPO
「発明を実施するための少なくとも 1 の例について詳細な説明がなければならない。

出願は当該技術の熟練者に向けられたものであるため、周知の付随的特徴についての詳
細な説明は不要であり、望ましくもない。ただし、明細書には、発明の実施に不可欠な
特徴について、当該技術の熟練者にとっての発明を実施する方法を明白にする程度まで
十分に詳しく開示しなければならない。」（審査便覧 F 部第 III 章 1.）
「発明を実施及び再現できるかについて重大な疑義がある場合は、この可能性を立証
する責任、又は少なくともその成功が信頼できるものだと実証する責任は、出願人又は
特許の権利者にある。」（審査便覧 F 部第 III 章 4.）
（４）

特許請求の範囲の記載要件（サポート要件）

JPO、USPTO、EPO のサポート要件に関する運用についてまとめた。
・ JPO
「特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たすか否かの判断は、請求項に係る発明
と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとを対比、検討してなされる。」（審
査基準第 II 部第 2 章第 2 節 2.1(1)）
「審査官は、この対比、検討に当たって、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発
明として記載されたものとの表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係
について検討する。」（審査基準第 II 部第 2 章第 2 節 2.1(2)）
「審査官によるこの実質的な対応関係についての検討は、請求項に係る発明が、発明
の詳細な説明において「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載
された範囲」を超えるものであるか否かを調べることによりなされる。請求項に係る発
明が、
「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された発明」を超
えていると判断された場合は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記
載されたものとが、実質的に対応しているとはいえず、特許請求の範囲の記載はサポー
ト要件を満たしていないことになる。」（審査基準第 II 部第 2 章第 2 節 2.1(3)）
「発明の詳細な説明の記載が不足しているために、出願時の技術常識に照らしても、
請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化
することができるといえない場合には、出願後に実験成績証明書を提出して、発明の詳
細な説明の記載不足を補うことによって、請求項に係る発明の範囲まで、拡張ないし一
般化できると主張したとしても、拒絶理由は解消されない。（参考：知財高判平成 17 年
11 月 11 日（平成 17 年（行ケ）10042 号）「偏光フィルムの製造法」大合議判決）
」（審
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査基準第 II 部第 2 章第 2 節 3.2.1）
・ USPTO
サポート要件に対応する、書面記載要件（written description requirement）がある。
「書面記載要件を満足するには、特許明細書はクレームの発明を当該技術の熟練者が
発明者はクレームの発明を所有すると合理的に結論することができる十分な詳細さをも
って記述しなければならない。」（MPEP§2163 I. 第 2 パラグラフ）
「書面記載要件への適合を判断するための客観的基準は、
「当該発明の記載は当該技術
の熟練者にクレームされたものをその者が発明したと明確に認識させるか」である。
Gosteli, 872 F.2d 1008, 1012, 10 USPQ2d 1614, 1618 (Fed. Cir. 1989)。Vas-Cath, Inc.
v. Mahurkar, 935 F.2d 1555, 1563-64, 19 USPQ2d 1111, 1117 (Fed. Cir. 1991)を受け
て、書面記載要件を満たすため出願人は、出願日現在において、自身が当該発明を所有
していたこと及び当該発明は、そのために、何であれ現在クレームされているものであ
ることを当業者に対して合理的明瞭さをもって伝えねばならない。」（MPEP§2163.02
第 1 パラグラフ）
・ EPO
「クレームは、明細書によって裏付けられていなければならない。これは、すべての
クレームの主題について明細書に根拠がなければならないこと、及びクレームが、明細
書及び図面の範囲並びに技術の寄与によって正当化されるものより拡張されてはならな
いことを意味する(T 409/91)。」（審査便覧 F 部第 IV 章 6.1）
「一般原則として、クレームは、明細書によって裏付けられているものとみなすべき
である。ただし、出願時の出願に示された情報に基づき、当該技術の熟練者が型どおり
の実験又は分析の方法を使用しても、明細書中の特定の教示をクレームされた分野全体
には拡張することができないと考えられる十分に根拠のある理由が存在する場合を除
く。ただし、裏付は、技術的性格のものでなければならず、技術的内容を伴わない漠然
とした陳述又は主張は、このような根拠を提供しない。」（審査便覧 F 部第 IV 章 6.3）
（５）

特許請求の範囲の記載要件（明確性要件）

JPO、USPTO、EPO の明確性要件に関する運用についてまとめた。
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・ JPO
「請求項に係る発明が明確に把握されるためには、請求項に係る発明の範囲が明確で
あること、すなわち、ある具体的な物や方法が請求項に係る発明の範囲に入るか否かを
当業者が理解できるように記載されていることが必要である。また、その前提として、
発明特定事項の記載が明確である必要がある。」（審査基準第 II 部第 2 章第 3 節 2.1(1)）
「明確性要件の審査は、請求項ごとに、請求項に記載された発明特定事項に基づいて
なされる。ただし、発明特定事項の意味内容や技術的意味・・・の解釈に当たっては、審
査官は、請求項の記載のみでなく、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも
考慮する。」（審査基準第 II 部第 2 章第 3 節 2.1(2)）
・ USPTO
「当該技術の熟練者に対して、保護された主題の限界を明瞭、かつ正確に知らせる明
確なクレームを伴って特許が発行されることは極めて重要である。したがって、この基
準に適合しないクレームは不明確なものであることを理由として特許法第 112 条(b)又は
改正前特許法第 112 条第 2 段落に基づいて拒絶されなければならない。そのような拒絶
は、出願人が文言が明確であることの理由を説明し又はクレームを補正することによっ
て応答し、それにより発行前のクレーム限界に関する記録を明確にすることを要件とし
ている。不明確性による拒絶は、出願人に対して文言が明確であることの理由を説明し
又はクレームを補正することによって応答することを要求するもので、そのような拒絶
はクレームを不明瞭なものとし、かつ全面的に拒絶に関する論拠を説明する原因となる
文言を明瞭に識別しなければならない。」（MPEP§2173 第 4 パラグラフ）
「特許法第 112 条(b)又は改正前特許法第 112 条第 2 段落に基づいて、クレームが不明
確であるか否かについて行う決定は、クレームが明細書からみて解読される際にクレー
ムされているものを当該技術の熟練者が理解するか否かの判断を要件とする。」（MPEP
§2173.02 第 3 パラグラフ）
・ EPO
「クレームが明瞭でなければならない旨の要件は、個別のクレームのみならず、クレ
ーム全体に適用される。クレームの明瞭性は、保護が求められている事項を規定する機
能を考慮して、最も重要である。したがって、クレームの文言の意味は、できる限り、ク
レームの文言のみから当該技術の熟練者にとって明瞭なものとすべきである。」（審査便
覧 F 部第 IV 章 4.1）
「明細書において、明示した定義又はその他の方法によって文言が特別の意味を有す
る旨が示されている特定の場合を除き、各クレームは、その文言について、当該技術分
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野における通常の意味及び範囲を与えるものと解釈すべきである。更に、そのような特
別の意味を有する場合は、審査官は、できる限りクレームの文言のみで意味が明瞭にな
るよう、クレームの補正を求めるべきである。これは、EPO 公用語で公告されるのが欧
州特許のクレームのみであって、明細書が含まれないことからも重要である。クレーム
は更に、そこから技術的な意味を理解するように努めて解釈すべきでもある。このよう
に解釈するためには、クレームの文言について、厳格な言葉通りの意味から逸脱するこ
とも必要な場合がある。第 69 条及びその解釈に関する議定書は、クレームの文言により
文字通りに含まれるものを除外する根拠を与えない（T 223/05 参照）。」（審査便覧 F 部
第 IV 章 4.2）
（６）

新規性

JPO、USPTO、EPO の新規性に関する運用についてまとめた。
・ JPO
・本願発明の認定
「審査官は、請求項に係る発明を、請求項の記載に基づいて認定する。この認定にお
いて、審査官は、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請求項に記
載されている用語の意義を解釈する。
審査官は、請求項の記載に基づき認定した発明と明細書又は図面に記載された発明と
が対応しないことがあっても、請求項の記載を無視して明細書又は図面の記載のみから
請求項に係る発明を認定し、それを審査の対象とはしない。審査官は、明細書又は図面
に記載があっても、請求項には記載されていない事項は、請求項には記載がないものと
して請求項に係る発明の認定を行う。反対に、審査官は、請求項に記載されている事項
については、請求項に記載されている事項については必ず考慮の対象とし、記載がない
ものとして扱ってはならない。（参考）最二小判平成 3 年 3 月 8 日（昭和 62 年（行ツ）
3 号・民集 45 巻 3 号 123 頁）
「トリグリセリドの測定法」
（リパーゼ事件判決）」
（審査基
準第 III 部第 2 章第 3 節 2.）
・引用発明の認定
「審査官は、先行技術を示す証拠に基づき、引用発明を認定する。」
（審査基準第 III 部
第 2 章第 3 節 3.）
先行技術は、本出願の出願時より前に、日本国内又は外国において公然知られた発明、
公然実施をされた発明、頒布された刊行物に記載された発明、電気通信回線を通じて公
衆に利用可能となった発明である。（審査基準第 III 部第 2 章第 3 節 3.1 参照）
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「「刊行物に記載された発明」とは、刊行物に記載されている事項及び刊行物に記載さ
れているに等しい事項から把握される発明をいう。審査官は、これらの事項から把握さ
れる発明を、刊行物に記載された発明として認定する。刊行物に記載されているに等し
い事項とは、刊行物に記載されている事項から本願の出願時における技術常識を参酌す
ることにより当業者が導き出せる事項をいう。」
（審査基準第 III 部第 2 章第 3 節 3.1.1(1)）
「引用発明は、引用発明が示されている証拠に依拠して（刊行物であれば、その刊行
物の文脈に沿って）理解されなければならない。」（審査基準第 III 部第 2 章第 3 節 3.3）
・新規性判断の手法
「審査官は、請求項に係る発明が新規性を有しているか否かを、請求項に係る発明と、
新規性及び進歩性の判断のために引用する先行技術（引用発明）とを対比した結果、請
求項に係る発明と引用発明との間に相違点があるか否かにより判断する。相違点がある
場合は、審査官は、請求項に係る発明が新規性を有していると判断する。相違点がない
場合は、審査官は、請求項に係る発明が新規性を有していないと判断する。」（審査基準
第 III 部第 2 章第 1 節 2.）
・ USPTO
・本願発明の認定
本願発明を「最も広く合理的な解釈」
（Broadest Reasonable Interpretation）に基づ
いて認定する。（MPEP§2111 参照）
・引用発明の認定
「先行技術の引例の明確、黙示的かつ潜在的開示は、特許法第 102 条又は第 103 条に
よるクレームの拒絶において依拠され得る。」（MPEP§2112）
「当該技術において通常のスキルを有するものが発明時点においてその潜在性の開示
を認識するようになったことの必要性はなく、主題が実際に先行技術引例の中に本来的
に存在するだけでよい。」（MPEP§2112 II.）
・新規性判断の手法
「クレームされた発明は、当該発明が先行技術として利用可能な引例により新規性を
欠如している場合、特許法第 102 条に基づき拒絶することができる。クレームが新規性
を喪失しているとするには、引例が当該クレームの全ての要素を教示しなければならな
い。
「クレームは、そのクレームに記載される一つ一つの要素が、単一の先行技術の引例
の中に、記載が明示的にせよ潜在的にせよ、確認される場合に限って、新規性を喪失す
る。」（MPEP§2131 第 1～3 パラグラフ）
通常、特許法第 102 条に基づく拒絶を行う際には一つの引例だけを使用すべきである。
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しかし、複数引例による特許法第 102 条の拒絶は、追加の引例が所定の目的で引用され
る場合、適切でありうる。（MPEP§2131.01 参照）
・ EPO
・本願発明の認定
クレームは、その文言について、当該技術分野における通常の意味として解釈する。
（審査便覧 F 部第 IV 章 4.2 参照）
・引用発明の認定
「文献は、その文献から直接かつ明瞭に推論し得る、クレームされた主題の新規性を
喪失させる。この文献は、当該文献に明示された事項で当該技術の熟練者に示唆された
何らかの特徴も含む。」（審査便覧 G 部第 VI 章 2.）
「文献から「直接かつ明瞭に推論し得る」主題の特定は重要である。したがって、新規
性を考慮するときに、文献の教示をその文献で開示されていない公知の均等物まで包含
するものと解釈することは正確でない。これは自明性の問題である。」
（審査便覧 G 部第
VI 章 2.）
・新規性判断の手法
「発明は、それが技術水準を構成していなければ、新規なものとみなされる。」（審査
便覧 G 部第 VI 章 1.）
（７）

進歩性

JPO、USPTO、EPO の進歩性に関する運用についてまとめた。
・ JPO
・進歩性の判断に係る基本的な考え方
「進歩性の判断の対象となる発明は、請求項に係る発明である。審査官は、請求項に
係る発明の進歩性の判断を、先行技術に基づいて、当業者が請求項に係る発明を容易に
想到できたことの論理の構築（論理付け）ができるか否かを検討することにより行う。
当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたかの判断には、進歩性が否定される方向
に働く諸事実及び進歩性が肯定される方向に働く諸事実を総合的に評価することが必要
である。そこで、審査官は、これらの諸事実を法的に評価することにより、論理付けを
試みる。」（審査基準第 III 部第 2 章第 2 節 2.）
「論理付けを試みる際には、審査官は、請求項に係る発明の属する技術分野における
出願時の技術水準を的確に把握する。そして、請求項に係る発明についての知識を有し
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ないが、この技術水準にあるもの全てを自らの知識としている当業者であれば、本願の
出願時にどのようにするかを常に考慮して、審査官は論理付けを試みる。」（審査基準第
III 部第 2 章第 2 節 2.）
・当業者
「「当業者」とは、以下の(i)から(iv)までの全ての条件を備えた者として、想定された
者をいう。当業者は、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。
(i) 請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術常識・・・を有していること。
(ii) 研究開発（文献解析、実験、分析、製造等を含む。
）のための通常の技術的手段を用
いることができること。
(iii) 材料の選択、設計変更等の通常の創作能力を発揮できること。
(iv) 請求項に係る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こと。」（審査基準第 III 部第 2 章第 2 節 2.）
・進歩性の具体的な判断手法
「審査官は、先行技術の中から、論理付けに最も適した一の引用発明を選んで主引用
発明とし、以下の(1)から(4)までの手順により、主引用発明から出発して、当業者が請求
項に係る発明に容易に到達する論理付けができるか否かを判断する。審査官は、独立し
た二以上の引用発明を組み合わせて主引用発明としてはならない。
審査官は、特許請求の範囲に二以上の請求項がある場合は、請求項ごとに、進歩性の
有無を判断する。
(1) 審査官は、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に関し、進歩性が否定され
る方向に働く要素・・・に係る諸事情に基づき、他の引用発明（以下この章において「副
引用発明」という。
）を適用したり、技術常識を考慮したりして、論理付けができるか否
かを判断する。
(2) 上記(1)に基づき、論理付けができないと判断した場合は、審査官は、請求項に係る
発明が進歩性を有していると判断する。
(3) 上記(1)に基づき、論理付けができると判断した場合は、審査官は、進歩性が肯定さ
れる方向に働く要素・・・に係る諸事情も含めて総合的に評価した上で論理付けができ
るか否かを判断する。
(4) 上記(3）に基づき、論理付けができないと判断した場合は、審査官は、請求項に係る
発明が進歩性を有していると判断する。上記(3)に基づき、論理付けができたと判断した
場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していないと判断する。」（審査基準
第 III 部第 2 章第 2 節 3.）
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・後知恵
「請求項に係る発明の知識を得た上で、進歩性の判断をするために、以下の(i) 又は(ii)
のような後知恵に陥ることがないように、審査官は留意しなければならない。 (i) 当業
者が請求項に係る発明に容易に想到できたように見えてしまうこと。 (ii) 引用発明の認
定の際に、請求項に係る発明に引きずられてしまうこと・・・。」
（審査基準第 III 部第 2
章第 2 節 3.3(1)）
「審査官は、請求項に係る発明の知識を得た上で先行技術を示す証拠の内容を理解す
ると、本願の明細書、特許請求の範囲又は図面の文脈に沿ってその内容を曲解するとい
う、後知恵に陥ることがある点に留意しなければならない。」（審査基準第 III 部第 2 章
第 3 節 3.3）
・周知技術又は慣用技術であることの証拠
「審査官は、拒絶理由通知又は拒絶査定において、論理付けに周知技術又は慣用技術
を用いる場合は、例示するまでもないときを除いて、周知技術又は慣用技術であること
を根拠付ける証拠を示す。このことは、周知技術又は慣用技術が引用発明として用いら
れるのか、設計変更等の根拠として用いられるのか、又は当業者の知識・・・若しくは能
力・・・の認定の基礎として用いられるのかにかかわらない。」
（審査基準第 III 部第 2 章
第 3 節 5.3(3)）
・ USPTO
・進歩性の判断に係る基本的な考え方
自明性の判断において、Graham v. John Deere 事件（グラハム事件）で米国最高裁が
判示した事実審理を適用する。
「裁判所により明確に述べられた事実審理は次のとおり。
(A) 先行技術の範囲と内容を確認すること。
(B) クレームの発明と先行技術との違いを確認すること。
(C) 当該技術分野の当業者レベルを解決すること。
自明性の問題にかかわる客観的証拠が審査官により評価されなければならない。」
（MPEP§2141 II.）
・当業者
「当該技術の熟練者とは発明時点において、関連技術を周知するとみなされる仮想上
の者である。当該技術分野の通常知識のレベルを判断する際に検討する際に検討される
要因は、次に挙げる各号がある：
(1) 「当該技術分野において遭遇する課題の型式」
；
(2) 「それらの課題に対する先行技術の解決策」；
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(3) 「革新がなされる迅速性」
；
(4) 「技術の高度化」
；及び
(5) 「当該分野における現役作業者の教育レベル。
」」（MPEP§2141 II. C.）
所定の場合において、すべての要因が提示されない可能性がある。また、1 以上の要因
が支配的な場合もある。（MPEP§2141 II. C.参照）
・進歩性の具体的な判断手法
KSR International Co. v. Teleflex Inc. (KSR) 事件の最高裁判決において、最高裁判
所は、自明性の判断に TSM テスト（teaching-suggestion-motivation test）を過度に厳
格に適用することに対して警告をしているが、TSM テストは自明性を判断するために使
用できる数多い有効な論理的根拠の一つであることも認めている。
（MPEP§2141 A. III.
参照）
KSR 判決が例示した、自明性の結論を裏付け得る例示的な論理的根拠には以下のもの
がある。
「(A) 予測可能な結果を生じる周知の方法による先行技術要素の結合
(B) 周知の要素の予測可能な結果を得ることができる他の要素との単純な置換
(C) 類似の考案品（方法又は製品）を改善するために同一方法で周知の技術を使用
(D) 予測可能な結果を生ずることができる改善の準備ができている周知の考案品（方法
又は製品）に周知の技術を応用
(E) 「当然の試行」－成功の合理的期待をもって限定された特定の予測可能な解決策か
ら選択
(F) 一つの努力分野で周知の成果は、同一分野異分野を問わずデザイン・インセンティブ
又はその他の市場要因に基づき、使用のために成果の変形を促進することができる。た
だし、その変形したものが当業者に推測可能な場合。
(G) 当業者に先行技術の引例を修正させる又は先行技術の引例の教示を組み合わさせて
クレームの発明に到達させるであろう先行技術の教唆、示唆又は動機」
（MPEP§2141 A.
III.）
・後知恵
「出願人は、審査官の自明性の結論は不適切な後知恵的推論に基づくものと主張する
ことができる。しかし、
「自明性についての判断はある意味で後知恵的推論に基づく必要
な再構築であるが、クレームの発明が行われた時点の当業者レベル内の知識のみを考慮
に入れ、出願人の開示からしか得られない知識を含めない限り、このような再構築は適
切である。」（MPEP§2145 X.A.）
・周知技術又は慣用技術であることの証拠
「一定の状況において適切な場合には、審査官は記録には存在しないが当局に知られ
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た事実を採用し、あるいは、
「共通の知識」に依拠して、拒絶を行うことができる。しか
し、かかる拒絶は慎重に適用しなければならない。
」
（MPEP§2144.03 第 1 パラグラフ）
「審査官の結論を裏付ける証拠書類がない場合の公知は、ある状況においてのみ容認
される。
「公知」に依拠できるとはいえ、そのような状況は希であって、出願が最終拒絶
又は特許規則第 1.113 条に基づく最終処分を受けた場合である。証拠書類による裏付け
のない公知は、よく知られている、または当該技術分野の共通の知識であると主張され
る事実が、即時に疑う余地なくよく知られているものと実証できる場合にのみ、審査官
によって採用されるべきである。」（MPEP§2144.03 A. 第 1 パラグラフ）
・ EPO
・進歩性の判断に係る基本的な考え方
「客観的かつ予測的な方法で進歩性を評価するために、いわゆる「課題解決アプロー
チ」が適用されるべきである。このアプローチが適用されないことは、例外的にするべ
きである。
課題解決アプローチは、次の 3 つの主要段階がある。
(i) 「最も近接する先行技術」を決定する段階
(ii) 解決すべき「客観的な技術的課題」を確定する段階、及び
(iii) 最も近接する先行技術及び客観的な技術的課題から着手して、クレームされた発明
が当該技術の熟練者に自明であったか否かを検討する段階」
（審査便覧 G 部第 VII 章 5.）
・当業者
「「当該技術の熟練者」とは、平均的な知識及び能力を有し、かつ、基準日に当該技術
において共通の一般的知識が何であるかを承知している関係技術分野の通常の実務家を
想定したものである（T 4/98,T 143/94 及び T 426/88 参照）。当該技術の熟練者は更に、
「技術水準」にあるもの全て、特に、調査報告書に引用された文献を入手可能であり、
日常的業務及び実験のための、普通の手段及び能力を駆使しることができる状態にあっ
たと想定される。課題に促され当該技術の熟練者が他の技術分野での解決法を探求する
場合は、その分野における専門家は、その課題解決の適任者である。当該技術の熟練者
は、その技術分野の持続的発展に関与する(T 774/89 及び T 817/95 参照)。周辺技術分野
及び技術分野全般(T 176/84 及び T 195/84 参照)又は遠隔技術分野においても、そのよう
に促された場合は、提案を模索することが想定される(T 560/89 参照)。したがって、解
決法が進歩性を含むか否かの評価は、その専門家の知識及び能力に基づくものでなけれ
ばならない(T 32/81 参照)。場合によっては、個人よりも多人数からなるグループ、たと
えば、研究チーム又は生産チームとして考えた方が適切なこともある(T 164/92 及び T
986/96 参照)。当該技術の熟練者は、進歩性の評価及び十分な開示について同じ技術水準
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を有することに注意すべきである(T 60/89, T 694/92 及び T 373/94 参照)。」（審査便覧 G
部第 VII 章 3.）
・進歩性の具体的な判断手法
課題解決アプローチの「最も近接する先行技術及び客観的な技術的課題から着手して、
クレームされた発明が当該技術の熟練者に自明であったか否かを検討する段階」におい
て、Could-Would アプローチが採用されている。Could-Would アプローチでは、客観的
な技術的課題に直面している当業者を促して、先行技術の教示内容を参酌しながら最も
近接する先行技術を変更し又は適応させ、その結果、クレームの条件に該当するものま
で到達し、それによって発明が達成しようとしたものを達成したであろう（単に「でき
たであろう」ではなく、したであろう）先行技術全体としての教示が存在するか否かが
問題となる。（審査便覧 G 部第 VII 章 5.3 参照）
「換言すれば、ここで重要になるのは、当該技術の熟練者が最も近接する先行技術を
適用させ又は変更することによって発明に到達することができたであろうか否かという
ことではなく、当該技術の熟練者が先行技術によって、客観的な技術的課題を解決する
ことができるという希望、又はいくらかの改善若しくは利点があるという期待をもって、
そうすることを誘発されたので、それをしたであろうか否かということである(T2/83 参
照）。当該技術の熟練者が先行技術からの要素を組み合わせたであろうことを証明するた
めには、黙示的に促されたか又は黙示的に認識できる動機があれば十分である（T 257/98
及び T 35/04 参照）。」（審査便覧 G 部第 VII 章 5.3）
・後知恵
「一見して自明であると思われる発明であっても、実際には進歩性を含むことがあり
得るので留意すべきである。いったん新規なアイデアが形成されてしまうと、それが一
連の明らかに容易な手順によって、既知のものから出発して成し遂げられることを理論
的に示すことができる場合が多い。審査官は、この種の事後の分析に注意すべきである。
審査官は常に、調査で提出された文献が必然的に、主張された発明の構成要件の予備知
識をもって得られたものであることに留意すべきである。すべての場合に審査官は、出
願人の貢献前に当業者が直面していた技術水準全体を思い浮かべるように努め、このこ
と及び他の関係要因の「現実」の評価を行うべきである。」（審査便覧 G 部第 VII 章 8.）
・周知技術又は慣用技術であることの証拠
「共通の一般的知識は、各種の情報源に由来することができ、必ずしも特定の日にお
ける特定文献の公開とは関係がない。あるものが共通の一般的知識だと断言するために
は、これに対する反論がある場合には、文献証拠（たとえば、教本）により裏付ければよ
いだけである（G-IV, 2 参照）。」（審査便覧 G 部第 VII 章 3.1）
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（８）

拡大先願

JPO、USPTO、EPO の拡大先願に関する運用についてまとめた。
・ JPO
以下の(i)から(iv)までの全てに該当する場合には、審査の対象となっている特許出願
（以下、「本願」という。）について、特許を受けることができない。
(i) 本願に係る発明が本願の出願の日前に出願された他の特許出願又は実用新案登録出
願（以下、他の特許出願又は実用新案登録出願を「他の出願」という。）の出願当初の明
細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明又は
考案（以下、発明又は考案を「発明等」という。）と同一であること。
(ii) 本願の出願後に、他の出願が特許掲載公報の発行若しくは出願公開又は実用新案掲
載公報の発行がされたこと。
(iii) 他の出願に係る上記の発明等をした者と、本願に係る発明の発明者とが同一でない
こと。
(iv) 本願の出願時において、本願の出願人と、他の出願の出願人とが同一でないこと。
（審査基準第 III 部第 3 章 1.参照）
「審査官は、本願の請求項に係る発明と、引用発明とを対比した結果、以下の(i)又は
(ii)の場合は、両者をこの章でいう「同一」と判断する。
(i) 本願の請求項に係る発明と引用発明との間に相違点がある場合がない場合
(ii) 本願の請求項に係る発明と引用発明との間に相違点がある場合であっても、両者が
実質同一である場合
ここでの実質同一とは、本願の請求項に係る発明と引用発明との相違点が課題解決のた
めの具体的手段における微差（周知技術、慣用技術・・・の付加、削除、転換等であっ
て、新たな効果を奏するものではないもの）である場合をいう。
」
（審査基準第 III 部第 3
章 3.2）
・ USPTO
クレームされた発明が、米国特許公開公報、米国特許公報又は米国を指定国に含む国
際公開公報が発行された出願に記載されており、その特許出願又は特許に該当するもの
が、他の発明者を記しており、かつ、クレームされた発明に係る有効出願日前に有効に
出願されていた場合には、本願発明は新規性を有さない。（MPEP§2154 参照）
ただし、先願の内容が後願の発明者若しくは共同発明者から取得された場合、先願の
内容が後願の発明者若しくは共同発明者から取得した他人により公表された場合、2 つ
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の出願が同一の出願人又は同一人に譲渡される義務があった場合には適用されない。
（MPEP§2154.02(a), 2154.02(b), 2154.02(c)参照）
・ EPO
「公開された欧州出願が第 54 条(3)に基づく抵触出願であり得るか否かは、最初にそ
の出願の出願日及び公開日によって決定される。出願日については、審査中の出願の出
願日前又は有効な優先日前でなければならず、公開日については、同日以後でなければ
ならない。」（審査便覧 G 部第 IV 章 5.1.1）
第 54 条(3)は新規性の要件の一種であり、発明者・出願人が同一の場合であっても適
用される（自己衝突）。

２．

進歩性等の判断に関する判決等の公開情報調査

（１）

目的

日米及び日欧間の審査結果かい離事例に関する公開情報調査を実施するにあたっての以
下の論点 1～4 について、モデル事例に対して適切と考える審査の検討に資する、進歩性等
の判断に関する判決等（審決例・裁判例）を把握する。
・ 論点 1（証拠を示していない技術常識等）
証拠を示していない技術常識の考慮又は周知技術の適用に係る設計的事項の判断に
ついて
・ 論点 2（他の技術分野における技術常識等）
他の技術分野における技術常識の考慮又は周知技術の適用に係る設計的事項の判断
について
・ 論点 3（単なる機械化に係る設計的事項）
人が行っていることの単なる機械化に係る設計的事項の判断について
・ 論点 4（文言上入り得る引例の通知）
実施例とは相違しているが、請求項の記載からは文言上入り得る引例を通知するか
否かの判断について
（２）

調査実施方法

国内の判例データベース、書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、インタ
ーネット情報等を利用して、上記の各論点に関する審決例・裁判例を調査・分析した。
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モデル事例に対して適切と考える審査の検討に資する進歩性等の判断に関する審決例・
裁判例を以下の抽出方法により抽出した。
•

文献を用いた審決例・裁判例の抽出
論点に該当する審決例・裁判例を効率的に抽出するために、各論点に関する調査研究
報告書、審議会報告書、論文及びインターネットに挙げられた審決例・裁判例を調査
し、該当するものを抽出した。

•

委員へのヒアリングによる審決例・裁判例の抽出
モデル事例に対して適切と考える審査を検討する上で有益な審決例・裁判例を抽出
するために、専門的な知見を有する委員から審決例・裁判例についてヒアリングし、
内容を精査した上で、該当するものを抽出した。

•

判例データベースを用いた裁判例の抽出
モデル事例に対して適切と考える審査を検討する上で重要と考える近時の判断動向
や必要に応じて判断動向の経年推移を把握するため、各論点に関連するキーワード
に基づいて、判例データベースにより裁判例を検索した。検索した裁判例の内容を精
査し、さらに判決年を考慮し、該当するものを抽出した。また、上記「文献を用いた
審決例・裁判例の抽出」で該当する審決例・裁判例を十分に抽出できなかった論点に
対しては、判例データベースを用いて、該当するものを抽出した。また、主要な裁判
例が存在する論点に関しては、要件等を分析するため、当該裁判例を引用している他
の裁判例を判例データベースを用いて検索し、該当するものを抽出した。

抽出した審決例・裁判例から、以下に示す基準に従って、20 件の審決例・裁判例を選出
した。
•

モデル事例に対して適切と考える審査を検討する上で裁判・審判上でのその適否を
検討するために、各論点に対して、進歩性等が肯定された事例及び否定された事例を
それぞれ選出した。

•

モデル事例に対して適切と考える審査を検討する上で裁判・審判上でのその適否を
検討するため、各論点に対して、進歩性が認められるための条件又は進歩性が否定さ
れるべき条件について判示された事例を選出した。
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•

ユーザーに多様な審決例・裁判例の情報を提供するため、可能な限り、特許・実用新
案審査ハンドブック附属書 D（「特許・実用新案審査基準」審判決例集）24に取り上
げられていない事例を選出した。

なお、委員から、最高裁判決の判示事項における一般論は重要であるが、下級審の判決
は個別性が高く、一般化して他の事例に適用できるとは限らないことに留意すべきである、
との意見が寄せられた。
20 件の審決例・裁判例の概要について、以下にまとめた。
なお、20 件の審決例・裁判例の詳細は、資料編の資料Ⅱ「進歩性等の判断に関する判決
等の公開情報調査」に記載した。
（３）

論点 1 証拠を示していない技術常識等

（ⅰ）

証拠を示していない技術常識等の適用を否定した事案

事件

「インクカートリッジおよびインクカートリッジホルダ」
（査定不服・審決取消訴訟）
知財高判平成 21 年 9 月 1 日（平成 20 年（行ケ）第 10405 号）

事件の概要
本件発明は、記憶装置にインクを供給するインクカートリッジに関する。本件発明と
引用発明との相違点は、本件発明ではインクカートリッジにおいて「位置決め部」と「接
続電極部」の位置関係を特定しているのに対し、引用発明では特定していない点であっ
た。審決では、位置関係は当業者が必要に応じて適宜設計し得る事項にすぎないと判断
された。一方、裁判所は、製品ごとのばらつきを意識した本件発明とこれを意識してい
ない引用発明とは課題認識が相違していると認定した上で、
「インク導入口のような他の
必要な部材と共に回路基板及び開口穴を配置しようとする場合、これらの部材をスペー
スに余裕のある長手方向に配列しようとするのが自然な発想であり、あえて短手方向に
複数の部材を配置しようとするには、何らかの示唆に基づくそれなりの動機付けを必要
とするというべきである。」と述べ、「回路基板と位置決め開口穴との位置関係をどうす
るかは当業者が必要に応じて適宜設計し得る事項にすぎないとした判断は誤りである」
として、審決を取り消した。
24

特許庁 特許・実用新案審査ハンドブック附属書 D「特許・実用新案審査基準」審判決例集
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_d.pdf［最終アクセス日：2019 年
12 月 4 日］
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事件

「食品及び飼料サプリメントとその使用」
（査定不服・審決取消訴訟）
知財高判平成 25 年 12 月 5 日（平成 25 年（行ケ）第 10019 号）

事件の概要
本件発明は、各種の栄養素を含むサプリメントに関する。本件発明と引用発明との相
違点は、本件発明ではサプリメントの乾燥重量 1g 当たり 10～50mg の量のビタミン B6、
B9 及び B12 が規定されているのに対し、引用発明の食品では各栄養素が含まれる量が
明らかでない点であった。審決では、引用発明において、各栄養素の摂取量や配合比を
検討し最適化を図ることは設計事項の範囲内と判断された。一方、裁判所は、含有量を
本件発明と同等とするためには、引用発明におけるその量を 5.8～33 倍とする必要があ
るところ、「引用発明におけるビタミン B6、B9 及び B12 の量をそれぞれ 5.8 倍ないし
33 倍に増量しなければ、運動量の多いスポーツ選手のパフォーマンスが向上しないとい
うような動機付けとなることも引用発明には一切記載されていない」と述べ、いずれも
設計事項の範囲であるとはいえず、当業者において適宜なし得たということはできない
として、審決を取り消した。
事件

「骨代謝疾患の処置のための医薬の製造のための，ゾレドロネートの使用」
（査定不服・審決取消訴訟）
知財高判平成 26 年 12 月 24 日（平成 26 年（行ケ）第 10045 号）

事件の概要
本件発明は、ゾレドロン酸を含む処置剤に関する。本件発明と引用発明との相違点は、
本件発明が所定の用法・用量（4mg のゾレドロン酸を 15 分間かけて静脈内投与）で特
定されたゾレドロン酸を含む処置剤であるのに対し、引用発明では 4mg のゾレドロン酸
を 5 分間かけて点滴する点であった。審決では、用法・用量の設定は当業者が通常行う
ことであるとの前提に立ち、引用発明において、点滴の時間を 15 分間にすることは、実
験的に適宜なし得たことであると判断された。一方、裁判所は、引用発明において、
「安
全性が一応確認されたゾレドロン酸 4mg の 5 分間投与という投与時間を更に延長し、こ
れを 15 分とする動機付けがあると認めることはできない」として、審決を取り消した。
事件

「モニタリング装置及び方法」（査定不服・審決取消訴訟）
知財高判平成 30 年 4 月 16 日（平成 29 年（行ケ）第 10139 号）

事件の概要
本件発明は、ホスト自動車の外部の環境で物体をモニタリングするためのモニタリン
グ装置に関する。本件発明と引用発明との相違点は、自車線上にある存在物の特定をア
クション開始の事前に行うか、事後に行うかの点であった。審決では、引用発明におい
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て条件判断の順序を入れ替えることは設計変更であると判断された。一方、裁判所は、
「引用発明において、自車線上の存在物であるか否かという条件の充足性判断を、ACC
制御、PCS 制御のための処理の前に行うか、後に行うかによって、その技術的意義に変
動が生じる。したがって、複数の条件が成立したときに特定のアクションを始動する装
置において、複数の条件の成立判断の順序を入れ替えることが通常行い得る設計変更で
あったとしても、引用発明において、まず、特定の ACC 制御や PCS 制御を開始するた
めに自車両の速度等の条件判断を行い、続いて、自車線上の存在物であるか否かという
条件の充足性判断を行うという構成を採用することはできない。よって、引用発明にお
ける条件判断の順序を入れ替えることが、単なる設計変更であるということはできない」
として、審決を取り消した。
（ⅱ）
事件

証拠を示していない技術常識等の適用を肯定した事案
「ランフラットタイヤ」（無効審判・審決取消訴訟）
知財高判平成 29 年 12 月 21 日（平成 29 年（行ケ）第 10058 号）

事件の概要
本件発明は、突部のピッチ、突部の高さ、溝部の幅及び突部の幅らに関するパラメー
タが特定された凹凸部を備えたランフラットタイヤに関する。本件発明と引用発明との
相違点は、本件発明では凹凸部の構造をパラメータで特定しているのに対し、引用発明
では凹凸部の構造について具体的に特定していない点であった。審決では、引用発明に
周知技術を適用することで引用発明の構造の凹凸部が想定され得るとしても、当該パラ
メータを引用発明の数値範囲に設定し、熱伝導率をより向上させることまでもが当業者
にとって容易になし得たとはいえず、設計事項であると解すべき合理性もないと判断さ
れた。一方、裁判所は、
「放熱効果の観点から、熱伝導率が向上する部分である溝部の幅
を、突部の幅に比してどのような割合で設けるかは当然に着目されるものである」と述
べ、本件明細書の各種実施例の結果から熱伝達率の向上について精査し、所定の数値範
囲に限定した技術的意義は認められないとした上で、当該パラメータを本件発明の数値
範囲に特定することは、数値を好適化したものにすぎず、当業者が適宜調整する設計事
項というべきであるとし、進歩性を肯定した審決を取り消した。
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事件

「分散組成物及びスキンケア用化粧料並びに分散組成物の製造方法」
（侵害差止等請求訴訟）
知財高判平成 29 年 10 月 25 日（平成 28 年（ネ）第 10093 号）

事件の概要
本件発明は、スキンケア用化粧料に関する。本件発明と引用発明との相違点は、本件
発明では pH の値が「5.0～7.5 の範囲」であるのに対し、引用発明では特定されていな
い点であった。原審では、引用発明の pH の値を本件発明の範囲に設定することが格別
困難であるとはうかがわれないし、予測し得る範囲を超えた顕著な効果を有するとは認
められないと判断された。裁判所は、本判決において、化粧品の pH を弱酸性～弱アル
カリ性の範囲に設定することは技術常識であったと認め、引用発明の pH を、
「弱酸性～
弱アルカリ性の範囲に含まれる「5.0～7.5」の範囲内のいずれかの値に設定することも、
格別困難であるとはいえず、当業者が適宜なし得る程度のことといえる」と判示した。
（４）

論点 2 他の技術分野における技術常識等

（ⅰ）

他の技術分野における技術常識等の適用を否定した事案

事件

「安全な認証型距離測定法」（査定不服・審決取消訴訟）
知財高判平成 28 年 12 月 26 日（平成 28 年（行ケ）第 10040 号）

事件の概要
本件発明は、第 1 通信装置と第 2 通信装置の距離を測定し、測定した距離が事前に規
定された距離間隔の範囲にある場合、第 1 通信装置に記憶されるマルチメディアデータ
へのアクセスを第 2 通信装置に許可するマルチメディアデータへのアクセス法に関す
る。本件発明と引用発明との相違点は、マルチメディアデータへのアクセスの言及の有
無、第 1 通信装置と第 2 通信装置との間の安全な伝送方法についての言及の有無であっ
た。審決では、キーレスエントリーシステムに関する引用発明（甲 1）に、情報処理シス
テムに対する不正使用防止の技術が記載された文献（甲 3、甲 4）に記載の周知の技術事
項を採用することは当業者が適宜なしえることであると判断された。一方、裁判所は、
「甲 3 及び 4 に記載された技術は、情報処理システムに対する不正使用防止の技術であ
るのに対し、甲 1 発明は、ドアの解錠システムという、情報処理システムではないシス
テムに対する不正使用防止の技術であって、両者は、その前提とするシステムが相違し
ており、技術分野が異なる。」と認定し、当業者が、引用発明と他の技術分野の文献に記
載された周知技術を組み合わせることは、容易とはいえないとした。
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事件

「樹脂凸版」（査定不服・審決取消訴訟）
知財高判平成 23 年 10 月 4 日（平成 22 年（行ケ）第 10329 号）

事件の概要
本件発明は、バーコードが凸版本体の印刷部とは別の個所の表面側から読み取り可能
な樹脂凸版に関する。本件発明と引用発明との相違点は、本件発明では「合成樹脂板の
裏面にバーコードが、上記凸版本体の印刷部とは別の個所の表面側から読み取り可能な
状態で形成されている」と特定しているのに対し、引用発明では特定していない点であ
った。審決では、樹脂凸版の一方の面（合成樹脂板側の表面）にバーコードを設けると
ともに、他方の面（樹脂凸版本体側の表面）からバーコードを読み取るようにすること
は、当業者が容易に着想し得たことであると判断された。一方、裁判所は、審決におい
て示された「透明基材の一方の面にバーコードを設け、他方の面からバーコードを読み
取るようにすること」が周知とする根拠文献はいずれも刷版に関するものではなく、技
術分野が異なるとし、その結果、刷版の技術分野において、
「透明基材の一方の面にバー
コードを設け、他方の面からバーコードを読み取るようにすることが本件出願前に周知
であると認定した点は誤り」であり、この周知技術を前提として進歩性を否定した審決
の判断を誤りとした。
（ⅱ）
事件

他の技術分野における技術常識等の適用を肯定した事案
「識別対象偏向装置」（査定不服・審決取消訴訟）
知財高判平成 19 年 1 月 31 日（平成 17 年（行ケ）第 10523 号）

事件の概要
本件発明は、アミューズメント施設などにおいてメダルの識別、仕分けを行なう識別
対象偏向装置に関する。本件発明と引用発明との相違点は、本件発明が偏向路と対向す
る開口に偏向板を備え、偏向板により識別対象を偏向路に向けてはじくのに対して、引
用発明では開口の下方に偏向路を設け、開口に備えた正貨ゲートにより識別対象を偏向
路に偏向させる点であった。審決では、周知例として「穀粒選別機」を例示して、板バネ
（偏向板）と対向する不良品用通路（偏向路）に向けて選別対象をはじいて偏向させる
ことは、周知の技術手段であり、相違点に係る構成は当業者が容易に想到し得ることで
あると判断された。裁判所は、他の技術分野の文献も参酌して、識別対象を直接押圧す
ることにより偏向路に移動させることは種々の分野で行われていることであり、引用例
と周知例の技術分野が異なることが周知例における「識別対象をはじく」という技術手
段を引用例に適用する際の阻害事由にならないとして、審決の判断を支持した。
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事件

「クレンジングパッド」（無効審判・審決取消訴訟）
知財高判平成 17 年 10 月 6 日（平成 17 年（行ケ）第 10382 号）

事件の概要
本件考案は、ブラシ部を有するクレンジングパッドに関する。本件考案と引用考案と
の相違点は、本件考案が顔面の汚れを落とすためのクレンジングパッドであるのに対し、
引用考案はヘアブラシである点であった。審決では、引用考案におけるブラシとしての
構成を、顔面の汚れを落とすための「クレンジングパッド」のブラシの構成として転用
することは、当業者がきわめて容易に想到し得た設計上の転用であるといわざるを得な
いとした。裁判所は、
「本件考案の出願当時、ブラシ部を使用して洗顔を行うことは周知
であったと認められるところ、本件考案と引用考案は、その技術分野、課題、目的、機
能、作用効果において近似しているということができるのであるから、引用考案におけ
るブラシとしての構成を、顔面の汚れを落とすための「クレンジングパッド」のブラシ
の構成として転用することは、当業者がきわめて容易に想到し得たというべきである」
として、審決の判断を支持した。
（５）

論点 3 単なる機械化に係る設計的事項

（ⅰ）

単なる機械化に係る設計的事項の適用を肯定した事案

事件

「液体流路を有する装置の気泡除去方法及びその装置」
（無効審判・審決取消訴訟）
東京高判平成 15 年 3 月 6 日（平成 14 年（行ケ）第 5 号）

事件の概要
本件発明は、液体流路を有する装置の気泡除去に関する。本件発明と引用発明との相
違点は、本件発明が液体流路への液体の移送を間欠的に行なわしめる液体移送調整手段
を備えたものであるのに対し、引用発明は係る手段を備えていない点であった。審決で
は、当該相違点について、
「刊行物 2 には、人が鉗子を用いて直接ダイアライザー下方の
血液回路を、時々、しめることが記載されているにすぎない。そして、装置を使用する
人による操作がその装置の構成部分であるとはいえないから、刊行物 2 には、ダイアラ
イザーから空気を除去する装置の構成部分として、液体流路への液体の移送を間欠的に
行わしめる手段が記載されているとはいえない。」と判断された。一方、裁判所は、「刊
行物 1 に記載された発明に刊行物 2 に記載された技術的事項を組合せ、人が行う鉗子の
操作を機械化することによって、本件発明 2 の構成に想到することは、当業者が容易に
なし得たことというべきである」とし、審決の進歩性についての判断は誤りであると判
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示した。
事件

「コーヒーメーカ及びその操作方法」（査定不服審判）
平成 29 年 9 月 26 日審決（不服 2016-2269）

事件の概要
本件発明は、コーヒーメーカに関する。本件発明と引用発明との相違点は、分配フィ
ルタユニットを第 1 の位置と第 2 の位置との間で動かすにあたって、本件発明では、駆
動ユニットを電気的又は液圧応用的に操作するのに対して、引用発明では、プレスハン
ドル等を人手で操作する点であった。審決では、当該相違点に関し、
「コーヒーメーカは、
半自動から全自動まですでに様々な内部機器の自動化が知られており、所望の内部機器
の駆動について自動化を図ることは、当業者の通常の創作能力の発揮にすぎず、また、
引用発明において、ピストン（26）を第 1 の位置と第 2 の位置との間で動かすにあたっ
て、電気的又は液圧応用的に操作する駆動ユニットを用いることに特段の阻害要因は見
出せない。」とし、引用発明に上記周知技術を適用し、相違点に係る本件発明の構成とす
ることは、当業者が容易に想到し得たことであると判断された。なお、本審決に対する
審決取消請求事件（平成 30 年（行ケ）第 10017 号）では、上記判断に関しては争いが
なかった。
事件

「生産管理システムおよび生産管理方法、制御プログラム、可読記憶媒体」
（査定不服審判）
平成 26 年 10 月 15 日審決（不服 2013－16919）

事件の概要
本件発明は、生産管理システムに関する。本件発明と引用発明（刊行物 1 発明）との
相違点は、本件発明では管理パーソナルコンピュータがオフライン装置の装置稼動状況
を該シグナルタワーのシグナルタワー信号から読み取っているのに対し、引用発明では
そのような装置であるかどうか不明である点であった。審決では、当該相違点に関し、
「段落【0052】に「作業者がプリント基板 400 に対する作業を終了すると」と記載され
ているように、刊行物 1 発明の作業工程を実行するための手段は、作業者自身の手作業
が含まれているといえるところ、人間の作業を機械化して作業効率の向上を図ることは、
当業者が当然に検討するべき技術的課題といえる。
」とされ、「刊行物 1 発明で行う作業
と、刊行物 2 記載事項の「設備機械 11」が行う作業とは近接しているから、当業者であ
れば、刊行物 1 発明における人間の作業工程を機械化するにあたり、刊行物 2 記載事項
のような情報収集装置を有するオフライン装置の適用を試みるはずである」として、当
業者が容易に想到できた事項であると認定された。
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（ⅱ）
事件

単なる機械化に係る設計的事項の適用を否定した事案
「薬剤手撒き装置」（無効審判）
平成 19 年 1 月 26 日審決（無効 2006－80119）

事件の概要
本件発明は、薬剤手撒き装置に関する。本件発明と引用発明との相違点は、本件発明
が処方に応じた薬剤の所要の包装数に対応して使用するマスの個数を表示する手段を設
けたものであるのに対し、引用発明には、供給カセットに個数を表示する格別の開示が
なされていない点であった。審決では、当該相違点について、「請求人は、「使用するマ
スの個数」なる事項は、作業者が表示された分包データに基づいて、自身で考えていた
事項、即ち、人間が行っていた事項を単に機械に行わせたにすぎない旨主張している」
が、作業者が自身で考え判断していたのは表示手段に表示させるための処理ではないた
め、人間が行っていた事項を単に機械化した旨主張は採用できない、として、請求人の
主張を退けた。
（６）

論点 4 文言上入り得る引例の通知

（ⅰ）

請求項の記載のみで要旨認定した事案

事件

リパーゼ事件

「トリグリセリドの測定法」
（査定不服審判）

最二小判平成 3 年 3 月 8 日（昭和 62 年（行ツ）第 3 号）
事件の概要
「要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記
載に基づいてされるべきであり、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に
理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書
の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限っ
て、明細書の発明の詳細な説明を参酌することが許されるに過ぎない」と判示した。
事件

「電子装置へのアクセスを制御するマン・マシン・インターフェース」
（査定不服審判）
知財高判平成 26 年 11 月 20 日（平成 26 年（行ケ）第 10044 号）

事件の概要
本件発明は、電子装置へのアクセスを制御するマン・マシン・インターフェースに関
する。本件発明の用語「セキュリティ特権」の解釈が問題となった。審決では、本件発明
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の用語「セキュリティ特権」について、明細書、図面の記載を参酌して、
「機能」と登録
した「指紋」を結び付けるものであり、
「機能」や「指紋」から独立して設定可能な「セ
キュリティ特権」があるものではないと判断された。一方、裁判所は、請求項の記載の
みから「セキュリティ特権」と「機能」が関連付けを有するということができるとの原
告の主張を支持し、審決における「セキュリティ特権」の明確な定義はないことを前提
に本願明細書の記載を参酌した認定を誤りとした。
事件

「経皮吸収製剤、経皮吸収製剤保持シート、及び経皮吸収製剤保持用具」
（無効審判・審決取消訴訟）
知財高判平成 25 年 11 月 27 日（平成 25 年（行ケ）第 10134 号）

事件の概要
本件発明は、皮膚に挿入されることにより目的物質を皮膚から吸収させる経皮吸収製
剤に関する。本件発明の「基材に保持された目的物質とを有し」の解釈が問題となった。
審決では、これについて、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確ではない
として、明細書の記載も参酌し、目的物質が基剤に混合されて基剤とともに存在してい
ることを意味すると解釈した。一方、裁判所は、本件発明について、
「「保持」の技術的意
義は、目的物質を基剤で保持する（たもちつづける）という意味のものとして一義的に
明確に理解することができるのである」とし、審決が「基材に保持された目的物質」と
の記載について、目的物質が基剤に混合されて基剤とともに存在していると理解される
ことと解したのは、本件発明を「基材に混合されて保持された目的物質」と解したのと
同義であって、誤りであるといわざるを得ない、と述べ、本件発明について、請求項の
記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないなど、発明の詳細な説明を
参酌することができる特段の事情がある場合にも当たらないから、本件発明の要旨認定
については、発明の詳細な説明を参酌する必要はないとして、審決における判断を誤り
とした。
（ⅱ）
事件

発明の詳細な説明を参酌して要旨認定した事案
「炭化珪素半導体装置の製造方法」（無効審判・審決取消訴訟）
知財高判平成 26 年 11 月 4 日（平成 25 年（行ケ）第 10300 号）

事件の概要
本件発明は、炭化珪素半導体装置の製造方法に関する。本件発明の用語「除去」の解
釈が問題となった。審決では、本件発明の「除去」する工程は、当該対象物を「除去」す
る工程、すなわち取り除く工程であるから、「犠牲酸化により形成された」「二酸化珪素
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層」をすべて取り除くものと認定された。裁判所は、「「除去」の辞書的意味は、広辞苑
（乙 1）によれば、
「とりのぞく」ことである。もっとも、本件特許の特許請求の範囲の
請求項 1 には、
「犠牲酸化により形成された 40nm 以上（ただし、50nm 未満を除く）の
二酸化珪素を除去する工程」における除去の対象につき、二酸化珪素層の全部であるの
か、又は、全部及び一部の両方を含むのかにつき、これを明示する記載はなく、同請求
項の記載から一義的に明確に理解できるとまではいえない。したがって、本件において
は、本件明細書の記載を参酌することが許されるものというべきである。なお、このよ
うな参酌はリパーゼ判決に反するものではない。」として、特段の事情を肯定し、明細書
の発明の詳細な説明を参酌しての要旨認定が許された。
事件

「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」
（無効審判・審決取消訴訟）
知財高判平成 29 年 3 月 8 日（平成 27 年（行ケ）第 10167 号）

事件の概要
本件発明は、オキサリプラチン溶液組成物に関する。本件発明の「緩衝剤の量」との
用語の解釈について、①解離シュウ酸を含んだ「オキサリプラチン溶液組成物に現に含
まれる全ての緩衝剤の量」を意味するのか、②解離シュウ酸を含まない「置き去りプラ
チン溶液組成物を作製するためにオキサリプラチン及び担体に追加され混合された緩衝
剤の量」を意味するのかが問題となった。審決では、①の解釈を採用し、これに基づい
て請求項の記載は明確であると判断された。一方、裁判所は、明細書中の「緩衝剤」の用
語を定義した記載やその他の記載、本件訂正発明と従来技術との関係等を総合的に検討
した結果、②の解釈を採用し、審決が①の解釈に基づいてした本件発明の要旨認定は誤
りであるとした。
事件

「振動低減機構およびその諸元設定方法」
（無効審判・審決取消訴訟）
知財高判平成 27 年 4 月 28 日（平成 26 年（行ケ）第 10175 号）

事件の概要
本件発明は、多層構造物の振動を低減する振動低減機構に関する。本件発明の用語「同
調」の解釈が問題となった。審決では、本件発明の「同調」との用語の意義について、
明細書の記載を参酌して「一致」を意味するとし、発明の詳細な説明に記載される作用
効果を達成できるように特定の関係とすることと解釈した。一方、裁判所は、本件発明
の記載の技術的意義を一義的に明確に理解するためには、
「「同調」の具体的意義、特に、
「同調」が「一致」を意味するのか否かを明らかにすることが不可欠といえる。しかし
ながら、「同調」という語は、社会一般に用いられるものではなく、「同」という文字か
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ら、
「合わせる」というようなニュアンスを含む趣旨を有するものと推測し得るが、その
正確な意義は、自明とまではいえない」とし、本件においては、特許請求の範囲の記載
のみによっては、本件請求項の前記記載の技術的意義を一義的に明確に理解できないと
いう「特段の事情」があるものといえるから、
「同調」という用語の意義の解釈に当たっ
て明細書の記載内容を参酌することは、許されるものというべきである、と判示した。

３．
（１）

日米及び日欧間の審査結果かい離事例に関する公開情報調査
調査概要

主に進歩性の判断に関して特に検討を要する事例を把握するために、JPO と EPO の審
査結果がかい離した案件及び JPO と USPTO の審査結果がかい離した案件を抽出し、抽出
した案件における審査結果かい離の具体的な要因について、これまでにユーザーから出さ
れた意見等に基づいて設定した論点を中心に分析し、進歩性等の判断についての議論に適
した 8 事例を抽出する。
（２）

調査実施方法

（ⅰ）

対象案件の抽出

以下のパターン 1～4 を含む、特許庁から指定された PCT 国際出願 1200 件（平成 27 年
以降に出願されたもの）を対象に、当該 PCT 国際出願の請求項と各庁の国内段階移行出願
における FA 前の請求項が同一、かつ、比較する請求項に対する国際調査報告と FA の引用
文献が同一であって、判断が相違した案件を抽出した。
・

パターン 1（420 件）

JPO が国際調査報告を作成した公開された PCT 国際出願のうち、JPO が国際調査報告
で A 文献のみを提示し、かつ、EPO が国内段階移行出願の FA で対象請求項に係る発明の
新規性又は進歩性を否定する引用文献（以下、「XY 文献」という）を提示したケース
・

パターン 2（420 件）

EPO が国際調査報告を作成した公開された PCT 国際出願のうち、EPO が国際調査報告
で A 文献のみを提示し、かつ、JPO が国内段階移行出願の FA で XY 文献を提示したケー
ス
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・

パターン 3（180 件）

JPO が国際調査報告を作成した公開された PCT 国際出願のうち、JPO が国際調査報告
で A 文献のみを提示し、かつ、USPTO が国内段階移行出願の FA で XY 文献を提示した
ケース
・

パターン 4（180 件）

USPTO が国際調査報告を作成した公開された PCT 国際出願のうち、USPTO が国際調
査報告で A 文献のみを提示し、かつ、JPO が国内段階移行出願の FA で XY 文献を提示し
たケース
なお、対象案件の抽出にあたっては、国内段階移行出願の FA における XY 文献が、国際
調査報告で提示された A 文献のみから選ばれた案件を抽出した。例えば、国際調査報告に
おいて A 文献が提示され、国内段階移行出願の FA において、前記 A 文献と同一の文献と、
国際調査報告で提示されていない文献とを Y 文献として進歩性欠如が指摘された案件は、
抽出の対象外とした。
（ⅱ）

対象案件の分析

抽出した案件について、PCT 国際出願、国内段階移行出願及び引用文献の内容を理解し、
国際調査報告、国際調査見解書及び国内段階移行出願の FA の内容も参考にしながら、JPO
と EPO 又は USPTO で同一請求項・同一文献に対して審査結果がかい離した具体的な要
因について、以下に記載のどの論点に該当するかを中心に分析を実施した。
・

論点 1（証拠を示していない技術常識等）
証拠を示していない技術常識の考慮又は周知技術の適用に係る設計的事項の判断
について

・

論点 2（他の技術分野での技術常識等）
他の技術分野における技術常識の考慮又は周知技術の適用に係る設計的事項の判
断について

・

論点 3（単なる機械化に係る設計的事項）
人が行っていることの単なる機械化に係る設計的事項の判断について

・

論点 4（文言上入り得る引例の通知）
実施例とは相違しているが、請求項の記載からは文言上入り得る引例を通知するか
否かの判断について

・

論点 5（同一技術分野だが組合せ困難）
同一技術分野に属する文献だが、組み合わせることが困難とする判断について
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論点 6（クレームの構成要件の一部を無視した進歩性等の判断）

・

本願発明について、クレームの構成要件の一部を無視して進歩性等の判断がなされ
たことで生じる審査結果のかい離について
分析は、弁理士をはじめとする JPO の特許審査実務に精通した複数の者が実施した。
分析にあたっては、どの論点に該当するかを判断するための情報を分析者間で共有し、
判断にばらつきが生じないようにした。また、各分析者が分析した内容をチェックする者
を 1 名配置し、分析内容の品質の統一を図るとともに、分析した全ての案件について 2 名
の担当者が総合的な分析を行った。
分析者は、該当する論点及び該当すると判断した理由のほか、以下の項目についてもチ
ェックした。
・ 特殊クレーム（数値限定クレーム、用途発明、機能的表現を含むクレーム、プロダク
ト・バイ・プロセス・クレーム）に該当するか
・ 引用文献は PCT 国際出願の明細書に記載の従来技術又は PCT 国際出願の出願人の
出願に係る文献であるか
・ 国際調査報告、国際調査見解書及び国内段階移行出願の FA における明確性要件に関
する指摘の有無
・ 国際調査報告、国際調査見解書及び国内段階移行出願の FA におけるサポート要件に
関する指摘の有無
・ 進歩性等の判断についての議論に適する 8 事例として抽出する候補とすべきか、そ
の理由
・ その他（国際調査見解書又は国内段階移行出願の FA の判断に疑義がある、設定した
論点以外の審査結果かい離理由がある、等）
（ⅲ）

8 事例の抽出

対象案件の分析終了後、進歩性等の判断についての議論に適する 8 事例を抽出した。8 事
例の抽出は、上記「進歩性等の判断についての議論に適する 8 事例として抽出する候補と
すべきか、その理由」を参照し、以下の観点に従って実施した。
・ 各論点に該当することの疑義が少ないこと
・ 8 事例で可能な限り多くの論点を網羅すること
・ 各論点における議論のポイントが明確なこと

-34-

・ 上記（ⅱ）の分析において、少なくとも一方の庁の進歩性等の判断に疑義があるとさ
れた案件でないこと
8 事例の抽出にあたっては、まず 4 事例を抽出してそれに基づいたモデル事例（案）4 件
を作成して委員会において委員に提示し、作成した 4 件のモデル事例（案）に対する意見
及び他の 4 事例はどのようなものが望ましいかの意見を聞き、最終的に 8 事例を抽出した。
また、なるべく分野の偏りが生じないように、8 事例を抽出した。
（３）

対象案件の抽出結果

（ⅰ）

抽出件数

対象案件の抽出件数をパターン別に、以下の図表 II-3-1 に示した。1200 件から 153 件
の対象案件が抽出された。参考として、図表 II-3-2 も示した。
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【図表 II-3-1】

対象案件の抽出件数（パターン別）

（国際調査報告で A 文献として提示された文献のみに基づいて判断が相違した案件を
抽出した結果）
パターン
パターン 1（JPO は新規性及び進歩性あり、EPO
は新規性又は進歩性なしと判断）
パターン 2（EPO は新規性及び進歩性あり、JPO
は新規性又は進歩性なしと判断）
パターン 3（JPO は新規性及び進歩性あり、
USPTO は新規性又は進歩性なしと判断）
パターン 4（USPTO は新規性及び進歩性あり、
JPO は新規性又は進歩性なしと判断）
計

【図表 II-3-2】

対象数

抽出数

抽出率[%]

420

85

20.2

420

19

4.5

180

21

11.7

180

28

15.6

1200

153

12.8

参考

（国際調査報告で A 文献として提示された文献と他の文献（国際調査報告では挙げら
れていない文献）との組合せにより判断が相違した案件を抽出した結果）
パターン
パターン 1（JPO は新規性及び進歩性あり、EPO
は新規性又は進歩性なしと判断）
パターン 2（EPO は新規性及び進歩性あり、JPO
は新規性又は進歩性なしと判断）
パターン 3（JPO は新規性及び進歩性あり、
USPTO は新規性又は進歩性なしと判断）
パターン 4（USPTO は新規性及び進歩性あり、
JPO は新規性又は進歩性なしと判断）
計

対象数

抽出数

抽出率[%]

420

36

8.6

420

81

19.3

180

21

11.7

180

38

21.1

1200

176

14.7

以下、図表 II-3-1 及び図表 II-3-2 を参照して、抽出件数等について説明する。
パターン 1（JPO は新規性及び進歩性ありと判断し、EPO は新規性又は進歩性なしと判
断したケース）の 420 件では、JPO が提示した A 文献の一つを EPO が X 文献とした案件
又は JPO が提示した A 文献の中から 2 つ以上を EPO が Y 文献として当該 2 つ以上の文
献の組合せにより進歩性なしとした案件が 85 件あり、EPO が、JPO の提示文献（A 文献）
の一つを Y 文献とし、JPO が提示しなかった他の文献との組合せにより進歩性なしとした
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案件が 36 件あり、EPO が、JPO の提示しなかった文献のみを用いて新規性又は進歩性な
しとした案件が 299 件あった。
パターン 2（EPO は新規性及び進歩性ありと判断し、JPO は新規性又は進歩性なしと判
断したケース）の 420 件では、EPO が提示した A 文献の一つを JPO が X 文献とした案件
又は EPO が提示した A 文献の中から 2 つ以上を JPO が Y 文献として当該 2 つ以上の文
献の組合せにより進歩性なしとした案件が 19 件あり、JPO が、EPO の提示文献（A 文献）
の一つを Y 文献とし、EPO が提示しなかった他の文献との組合せにより進歩性なしとし
た案件が 81 件あり、JPO が、EPO の提示しなかった文献のみを用いて新規性又は進歩性
なしとした案件が 320 件あった。
パターン 3（JPO は新規性及び進歩性ありと判断し、USPTO は新規性又は進歩性なし
と判断したケース）の 180 件では、JPO が提示した A 文献の一つを USPTO が X 文献と
した案件又は JPO が提示した A 文献の中から 2 つ以上を USPTO が Y 文献として当該 2
つ以上の文献の組合せにより進歩性なしとした案件が 21 件あり、USPTO が、JPO の提
示文献（A 文献）の一つを Y 文献とし、JPO が提示しなかった他の文献との組合せにより
進歩性なしとした案件が 21 件あり、USPTO が、JPO の提示しなかった文献のみを用い
て新規性又は進歩性なしとした案件が 138 件あった。
パターン 4（USPTO は新規性及び進歩性ありと判断し、JPO は新規性又は進歩性なし
と判断したケース）の 180 件では、USPTO が提示した A 文献の一つを JPO が X 文献と
した案件が 28 件あり、JPO が、USPTO の提示文献（A 文献）の一つを Y 文献とし、
USPTO が提示しなかった他の文献との組合せにより進歩性なしとした案件が 38 件あり、
JPO が、USPTO の提示しなかった文献のみを用いて新規性又は進歩性なしとした案件が
114 件あった。
（ⅱ）
①

抽出結果の傾向
JPO と EPO の審査結果のかい離

パターン 1（JPO は新規性及び進歩性ありと判断し、EPO は新規性又は進歩性なしと判
断したケース）では、JPO が A 文献として提示した文献のみを用いて、EPO が新規性又
は進歩性なしと判断したものが多く（85 件／420 件：抽出率 20.2%）、JPO が A 文献とし
て提示した文献と他の文献（国際調査報告では挙げられていない文献）との組合せにより
EPO が進歩性なしと判断したものは比較的少なかった（36 件／420 件：抽出率 8.6%）。
なお、審査結果のかい離案件はパターン 1 が最も多かったものの、下記（４）
（iii）に示
すように、案件の内容を分析するとパターン 1 であっても JPO の審査が妥当である可能
性が高いと分析された案件が見られた。パターン 1 の件数が多いから JPO の審査が妥当
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でないと一概にはいえないことに留意が必要である。
一方、パターン 2（EPO は新規性及び進歩性ありと判断し、JPO は新規性又は進歩性な
しと判断したケース）では、EPO が A 文献として提示した文献のみを用いて、JPO が新
規性又は進歩性なしと判断したものは少なく（19 件／420 件：抽出率 4.5%）
、EPO が A
文献として提示した文献と他の文献（国際調査報告では挙げられていない文献）との組合
せにより JPO が進歩性なしと判断したものが非常に多かった（81 件／420 件：抽出率
19.3%）。
以上のことから、EPO では、国際調査報告で JPO が提示した A 文献のみを用いて進歩
性等について JPO とは異なる判断をする傾向があるのに対し、JPO では、国際調査報告
で EPO が提示した A 文献に文献を加えて進歩性等について EPO とは異なる判断をする
傾向があることを把握できた。
②

JPO と USPTO の審査結果のかい離25

パターン 3（JPO は新規性及び進歩性ありと判断し、USPTO は新規性又は進歩性なし
と判断したケース）では、JPO が A 文献として提示した文献のみを用いて、USPTO が新
規性又は進歩性なしと判断したものと、JPO が A 文献として提示した文献と他の文献（国
際調査報告では挙げられていない文献）との組合せにより USPTO が進歩性なしと判断し
たものとが同程度であり、いずれも少なかった（21 件／180 件：抽出率 11.7%）。
一方、パターン 4（USPTO は新規性及び進歩性ありと判断し、JPO は新規性又は進歩
性なしと判断したケース）では、USPTO が A 文献として提示した文献のみを用いて、JPO
が新規性又は進歩性なしと判断したものは比較的少なく（28 件／180 件：抽出率 15.6%）、
USPTO が A 文献として提示した文献と他の文献（国際調査報告では挙げられていない文
献）との組合せにより JPO が進歩性なしと判断したものが比較的多かった（38 件／180
件：抽出率 21.1%）。
以上のことから、USPTO では、国際調査報告で JPO が提示した A 文献のみを用いて進
歩性等について JPO とは異なる判断をすることも、国際調査報告で JPO が提示した A 文
献に文献を加えて進歩性等について EPO とは異なる判断をすることも同様にあることを
把握できた。また、JPO では、国際調査報告で USPTO が提示した A 文献のみを用いて進
歩性等について USPTO とは異なる判断をすることが EPO との比較を参照すると多いも
のの、国際調査報告で USPTO が提示した A 文献に文献を加えて進歩性等について USPTO
とは異なる判断をする傾向が強いことを確認できた。

25

パターン 3 及び 4 に該当する抽出案件数は比較的少ないことから、抽出件数又は抽出率そのものについて統計的に議
論するものでない点に留意されたい。
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（４）

対象案件の分析

（ⅰ）

論点別の該当件数

分析対象として抽出した 153 件の案件について、JPO と EPO 又は USPTO の審査結果
かい離の具体的な要因について、論点 1～6 のどれに該当するかを中心に分析を実施した。
論点別の該当件数を以下の図表 II-3-3 に示した。
【図表 II-3-3】
論点

件数（重複あり）

110

論点 1（証拠を示していない技術常識等）
論点 2（他の技術分野での技術常識等）

1

論点 3（単なる機械化に係る設計的事項）

3
30

論点 4（文言上入り得る引例の通知）

8

論点 5（同一技術分野の文献だが組合せ困難）

32

論点 6（クレームの構成要件の一部を無視）

特殊クレーム（数値限定クレーム、用途発明、機能的表現を含むクレーム、プロダクト・
バイ・プロセス・クレーム）別の該当件数を以下の図表 II-3-4 に示した。
【図表 II-3-4】
特殊クレーム

件数

32

数値限定クレーム

3

用途発明

26

機能的表現を含むクレーム
プロダクト・バイ・プロセス・クレーム
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5

（ⅱ）
①

論点別の傾向
論点 1（証拠を示していない技術常識等）

論点 1 に該当した案件は、153 件中 110 件と非常に多かった。
論点 1 に該当した案件では、数値限定発明が多く見られた。パターン 1（JPO は新規性
及び進歩性ありと判断し、EPO は新規性又は進歩性なしと判断したケース）、パターン 3
（JPO は新規性及び進歩性ありと判断し、USPTO は新規性又は進歩性なしと判断したケ
ース）において、JPO は数値限定に係る事項以外に本願発明と引用発明に相違点がなけれ
ば新規性及び進歩性ありと判断し、EPO 又は USPTO は新規性又は進歩性なしと判断した
案件が多く見られた。
また、JPO が、国際調査見解書において、本願発明と引用発明を比較して有利な効果が
認められると言及しているものもあったが、単に、いずれの文献にも数値限定に係る事項
が記載されていないし自明でもない、との言及のみで新規性及び進歩性ありと判断してい
る案件が見られた。また、これらの中には、日本への移行後、JPO から拒絶理由通知を受
けることなく特許査定されているものも複数見つかった。
以上のことから、数値限定発明について、ユーザーが、JPO の審査では他国に比べて特
許になりやすいと感じている可能性がある。
論点 1 に該当した案件の一例を以下に挙げる。
・ 数値限定発明において本願発明と引用発明で数値範囲が重複する場合の新規性及び
進歩性の判断について
本願発明が数値限定発明であって、本願発明と引用発明で数値範囲が重複する場合
において、引例には、本願発明で数値限定された物質の量について、できるだけ少な
くするよう努めるものであることが記載されており、本願発明では当該物質を意図
的に添加している（添加する物質の数値範囲を最適化又は好適化する）場合の新規性
及び進歩性の判断についての事例（モデル事例 1 参照）
・ 出願当初から「〇〇を除く」との表現を含む、特定の化合物を除くクレームの新規性
及び進歩性の判断について
本願発明が、出願当初から「化合物 A を除く」との表現を含む、特定の化合物を除
くクレームであった場合に、本願発明で除かれた化合物 A を開示する引例に対する
新規性及び進歩性の判断についての事例
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②

論点 2（他の技術分野での技術常識等）

論点 2 に該当した案件は、1 件のみであった。
見つかった 1 件は、論点 1（証拠を示していない技術常識等）に該当する案件であって、
国内段階移行出願の FA で念のため、他の技術分野での技術常識等を示す文献も挙げられ
たものであった（モデル事例 2 参照）。
対象案件の抽出にあたって、国際調査報告で提示された A 文献と国内段階移行出願の FA
で提示された XY 文献とが完全に一致した案件のみを抽出したため、他の技術分野での技
術常識等として挙げられる文献が国際調査報告と国内段階移行出願の FA で一致するもの
はなかったと考えられる。
③

論点 3（単なる機械化に係る設計的事項）

論点 3 に該当した案件は、3 件見つかった。
委員から、AI、IoT 関連発明（例えば特許分類 G06Q）に関して論点 3 に該当する審査
結果かい離が問題となり得るとの声が寄せられ、その調査・分析が期待された26が、本調査
研究のように同一の引用文献に基づく進歩性等の判断のかい離を前提とすると、当該特許
分類に該当する案件はそもそも対象案件として抽出されなかった。
また、論点 3 に該当した案件は、いずれも、複数の論点に該当した案件であって、論点
3 が主たる論点ではなかった。
論点 3 に該当した案件の一例を以下に挙げる。
・ 「固視ずれのある眼鏡レンズの装用者の、前記固視ずれを矯正するための眼鏡レン
ズを供給する眼鏡レンズ供給システム」の発明において、「A と B と C とに基づい
て、固視ずれを矯正するために眼鏡レンズに一様に備えさせるアライニングプリズ
ム量を決定する決定手段」について、引用発明ではアライニングプリズム量を医師な
どの専門家によって決定することが示唆されている事例
・ 「心臓弁位置決めのためにＣアームアンギュレーションを決定するための装置」の
発明において、本願発明では、処理装置が、2 次元画像における弁尖位置（2 次元位
置）及び解析的 3 次元モデルにおける 3 次元位置を示すための計算を実行している

26

審議会において、IoT 関連発明で無線を使ってデバイスを接続しただけで進歩性があるのかということが議論となっ
た。産業構造審議会知的財産分科会 平成 30 年度第 1 回審査品質管理小委員会議事録 15、19 頁
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/hinshitu_shoi/document/index/h30-01-gijiroku.pdf ［最終アク
セス日：2019 年 12 月 4 日］
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が、引用発明では、3 次元画像における大動脈の位置の指定を医師又は技術者が行っ
ていることが明示されている事例
④

論点 4（文言上入り得る引例の通知）

論点 4 に該当した案件は、30 件見つかった。
論点 4 のみを含む案件もあったが、論点 4 とともに論点 1（証拠を示していない技術常
識等）を含む案件も見られた。論点 1 にも論点 4 にも該当する場合とは、本願発明と引用
発明を比較して欠如している構成要件があっても、その点を技術常識等で埋めれば文言上
入り得る場合であった。
また、請求項の表現が不明確である場合に論点 4 に該当することが多かった。PCT 国際
出願と国内段階移行出願の比較する請求項の内容が同一であるものについて分析を行った
ため、翻訳の問題ではなく、PCT 国際出願時の請求項の表現そのものが不明確であるため
に論点 4 に該当する案件が多く見られた。
また、パターン 1（JPO は新規性及び進歩性ありと判断し、EPO は新規性又は進歩性な
しと判断したケース）、パターン 3（JPO は新規性及び進歩性ありと判断し、USPTO は新
規性又は進歩性なしと判断したケース）において、論点 4 に該当するものが比較的多かっ
た。JPO では、明細書に記載された態様に限定して本願発明を捉えた結果、提示文献に対
して新規性及び進歩性ありと判断した可能性があり、一方、EPO 又は USPTO では、当該
提示文献を、文言上、本願発明に入り得る引例であるとして新規性又は進歩性なしと判断
した可能性がある（モデル事例 3、モデル事例 4 参照）。そのような案件について、ユーザ
ーが、JPO の審査では比較的特許になりやすいと感じている可能性がある。
⑤

論点 5（同一技術分野だが組合せ困難）

論点 5 に該当した案件は、8 件見つかった。
論点 5 に該当した案件の一例を以下に挙げる。
・ 2 つの引用文献のいずれを主引例としているかに起因して論理構成が異なり、審査結
果にかい離が生じたと思われた事例
・ 引用文献の従来技術の記載で A に B を適用することについて示唆があるものの、引
用文献ではコスト面からその構成を採用しなかった場合において、その構成を採用
することで本願発明が想到可能とされた事例（モデル事例 7 参照）
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⑥

論点 6（クレームの構成要件の一部を無視した進歩性等の判断）

論点 6 に該当した案件は、32 件見つかった。
論点 6 に該当した案件の一例を以下に挙げる。
・ 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の進歩性等の判断について
サブコンビネーションの発明であって、
「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を含む場合、JPO では他のサブコンビネーションの
発明に関する事項についても検討対象として検討しているのに対し、EPO では当該
事項を second entity（クレームの主題とは異なるもの）であるとして不明確とし、
当該事項を無視して進歩性等の判断をした事例（モデル事例 8 参照）
論点 6 は、EPO の審査においてコンピュータ・ソフトウェア関連発明等で非技術的特徴
（non-technical features）とされて審査対象から除外されるような運用27を考慮して設定
した論点であった。
分析によれば、EPO では、非技術的特徴について審査対象から除外された構成があるも
のも見つかったが、技術分野にかかわらず明確性要件違反で不明確とされた表現や用語に
ついて無視して審査しているものも見つかった。
また、EPO では、クレームの構成要件の一部を無視して進歩性等の判断をするにあたっ
て、国内段階移行出願の FA において、審査便覧の記載を引用する形で根拠を明示するこ
とが多かった。
⑦

その他の留意事項

プロダクト・バイ・プロセス・クレームについての審査結果のかい離が 5 件抽出された。
うち 3 件を、以下に示す。
・ 「A 工程と、B 工程と、C 工程とを少なくとも有する製造方法により製造される積層
体。」について、JPO は新規性及び進歩性ありと判断し、EPO は最終製品自体を既
知のものと変わらないとして新規性なしとしたケース

27

課題解決アプローチにおいて、クレームされた主題と最も近接する先行技術との相違が技術的なものでない場合、
EPC 第 56 条に基づき進歩性なしの拒絶理由が提起される。拒絶理由の論拠は、先行技術に対する技術的貢献がないと
いうものになるはずである。（審査便覧 G 部第 VII 章 5.4 参照）
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・ 「請求項 1 乃至 6 のいずれか 1 項に記載の仕上げ方法によって仕上げられた中空回
転シャフト。」について、JPO は新規性及び進歩性ありと判断し、EPO は完成した
中空回転シャフトは当該技術分野で周知のものであるから新規性なしとしたケース
・ 「請求項 1 乃至 3 のいずれか 1 項に記載の微多孔プラスチックフィルムの製造方法
で製造した微多孔プラスチックフィルム。」について、JPO は新規性及び進歩性あり
と判断し、EPO は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームとしての明確性要件を
満たさないし、当該フィルムは引例に開示されているとして、新規性なしとしたケー
ス
製造方法で特定された物の発明において、最終的に得られた物自体に相違がなければ請
求項に記載された製造方法が新規であるか否かにかかわらず新規性が否定されることは、
JPO28でも EPO29でも同様と考えられる。上記のケースについて、少なくとも本調査研究
において分析した範囲では、本願発明と引用発明との間に、最終的に得られた物自体の相
違があるとする根拠が把握できず、JPO の審査官が審査基準に沿った判断をしたのか、と
いう点について疑義が残った。
また、特許請求の範囲にカテゴリーの異なる２つの発明が記載されている場合、あるい
は、同一カテゴリーの独立請求項に係る２つの発明が記載されている場合に、JPO が作成
した国際調査報告では両方の発明について新規性及び進歩性ありと判断しているのに対し、
EPO 又は USPTO の FA では一方の発明について新規性及び進歩性ありと判断し、他方の
発明について新規性及び進歩性なしと判断している案件があった。当該案件を分析した結
果、一方の発明についての進歩性等の判断に引きずられて他方の発明についての進歩性の
判断をした可能性が考えられるなど、例えばカテゴリーごとの適切な審査がなされている
のか、という点について疑義が残った。

28

請求項中に記載された製造方法による生産物と、引用発明に係る生産物とが同一である場合は、請求項中に記載され
た製造方法が新規であるか否かにかかわらず、その製造方法に係る発明特定事項によっては、請求項に係る発明は、新
規性を有しない。（審査基準第 III 部第 2 章第 4 節 5.2.1 参照）
29 「
「プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、当該製品自体が特許性の要件、すなわち、新規性及び進歩性を備え
ている場合にのみ許される。製品は、新規な方法によって生産されたという事実のみでは新規とはされない（T 150/82
参照）。方法によって製品を規定するクレームは、その製品自体に関するクレームとして解釈されるべきである。たと
えば、そのクレームは「方法Ｙによって得ることができる製品Ｘ」の形態とすることが考えられる。プロダクトバイプ
ロセスクレームにおいて、「得ることができる」「得られた」「直接得られた」又はそれと同等の文言が使用されたか否
かにかかわらず、そのクレームは製品自体に向けられたものであり、製品に絶対的な保護を与えるものとなる（T
20/94 参照）。」（審査便覧 F 部第 IV 章 4.12）
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（ⅲ）

パターン別の傾向

パターン 1（JPO は新規性及び進歩性ありと判断し、EPO は新規性又は進歩性なしと判
断したケース）及びパターン 2（EPO は新規性及び進歩性ありと判断し、JPO は新規性又
は進歩性なしと判断したケース）では、JPO の判断も EPO の判断も一理あり議論になり
うる事例が多く見られ、進歩性等の判断についての議論に適する 8 事例として抽出する候
補になりうる案件が比較的多かった。
一方、パターン 3（JPO は新規性及び進歩性ありと判断し、USPTO は新規性又は進歩
性なしと判断したケース）及びパターン 4（USPTO は新規性及び進歩性ありと判断し、
JPO は新規性又は進歩性なしと判断したケース）では、本願発明又は引用発明の認定内容
に疑義がある事例や、発明の単一性の欠如に起因する審査対象範囲の相違による審査結果
のかい離事例30が多く見られ、進歩性等の判断についての議論に適する 8 事例として抽出
する候補になりうる案件は比較的少なかった。
また、パターン 1（JPO は新規性及び進歩性ありと判断し、EPO は新規性又は進歩性な
しと判断したケース）が対象案件 153 件中 85 件と最も多かったものの、パターン 1 であ
っても JPO の審査が妥当である可能性が高いと分析された案件が見られ、パターン 1 の
件数が多いから JPO の審査が妥当でないと一概にはいえなかった。
（５）

委員会での指摘

上記（３）及び（４）の抽出結果及び分析について、委員会では、以下のような意見及
び議論があった。
・ 実務上、EPO では１つの引用文献のみで進歩性なしの拒絶理由を通知することが多
く、USPTO では構成や課題を考慮せずに文献を組み合わせて進歩性なしの拒絶理由
を通知することが多いと感じているため、上記（３）
（ⅱ）の抽出結果の傾向には納
得感がある。実際に調査した結果で実務上の感覚を裏付けられたと思う。
・ 例えば、用途発明のクレームの記載形式は各国で異なるが、どの国の記載形式が正し
いか、というようなものではない。根本的な考え方が異なるため審査結果も異なる、
といった情報も有意義であると思う。


JPO の審査における進歩性等の判断に疑義があると分析された案件に関する情報は
審査品質管理において有益であるから、審査品質の向上のために活用すべきと思う。

30

特に、パターン 4（USPTO は新規性及び進歩性ありと判断し、JPO は新規性又は進歩性なしと判断したケース）の対
象案件は化学・バイオ系の選択発明が多く、JPO と USPTO で審査対象範囲の相違したケースが多く見られた。
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４．

モデル事例作成に関する公開情報調査

（１）

調査概要

主に進歩性の判断に関して特に検討を要する事例について、適切と考える審査を検討す
るために、日米及び日欧間の審査結果かい離事例に関する公開情報調査で抽出した事例を
ベースにして、進歩性等の判断についての議論に適したモデル事例を作成する。
（２）

調査実施方法

日米及び日欧間の審査結果かい離事例に関する公開情報調査で抽出した 8 事例に対して、
実際の出願を特定できない程度に改変を施し、委員会での議論に適した進歩性等の判断に
関するモデル事例を作成した。
モデル事例は、特許審査に対するユーザーニーズを把握するための議論の前提となるも
のである。そのため、モデル事例は、議論に必要な情報を網羅し、委員が理解しやすいも
のとするとともに、ユーザーニーズを把握できるように判断の前提条件の程度を複数設け
た。また、公開に資するように、個別案件を特定できないようにした。
モデル事例作成における基本的な考え方を以下に示した。
・ 実際の案件が特定できないように適宜内容を変更する。
・ 本願発明と引用発明との関係や請求項の記載形式等は実際の案件の内容を維持し、
実際の案件ベースに近い形で議論が行えるようにする。
・ 進歩性等の判断に必要な情報は、漏れなく記載する。
・ 進歩性等の判断に不要な情報は、可能な限り記載しない。
・ 必要な図面を付ける。
・ わかりやすい文章で記載する。
・ 特許・実用新案審査ハンドブック附属書 A「特許・実用新案審査基準」事例集 を参
考にする。
（３）

モデル事例の作成

進歩性等の判断についての議論に適したものとして抽出した 8 事例に基づいて、8 件の
モデル事例を作成した。作成した 8 件のモデル事例は、資料編の資料Ⅰ「進歩性等の判断
に関するモデル事例」に記載した。
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５．
（１）

モデル事例に対して適切と考える審査の検討
調査概要

４．の公開情報調査で作成したモデル事例に対して適切と考える審査を委員会で議論し、
ユーザーが求める世界最高品質の特許審査の在り方を検討する。
（２）

調査実施方法

特許審査実務に関する専門的な知見を有する 9 名（学識経験者、裁判所経験者、弁理士
及び企業知財実務者）から構成される委員会において、４．の公開情報調査で作成したモ
デル事例に対して適切と考える審査を検討した。
検討にあたっては、各モデル事例の基になった案件の審査における JPO と USPTO 又は
EPO の進歩性等の判断のポイントについての妥当性も検討しつつ、出願人又は第三者の視
点から、拒絶理由を通知した方がよいのか、通知した方がよいとすれば、どのような内容
の拒絶理由が期待されるのか、というユーザーニーズに主眼を置いて議論を進めた。
（３）

モデル事例 1

（ⅰ）

モデル事例 1 の概要

モデル事例 1 は、化学系分野において、論点 1（証拠を示していない技術常識の考慮又
は周知技術の適用に係る設計的事項の判断について）を含む事例である。
本願発明は、
元素 A 合金膜であって、
元素 B を 0.001 質量%以上 0.005 質量%以下含有し、
元素 C を 0.3 質量%以上 1.0 質量%以下含有し、
残部が元素 A 及び不可避不純物からなる、元素 A 合金膜
である。
一方、文献 1 は、
元素 A 合金膜であって、
不純物として元素 B を 0.01 質量%未満含有し、
元素 C を 0.1 質量%以上 1.5 質量%以下含有し、
元素 D を 0.1 質量%以上 2.0 質量%以下含有し、
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残部が元素 A と不純物（元素 B を含む）とからなる、元素 A 合金膜
を開示している。
つまり、本願発明と文献 1 に開示される発明（引用発明）とは、以下の点で相違する。
ア）本願発明が元素 B を「0.001 質量%以上 0.005 質量%以下含有」するのに対し、引用
発明は「不純物として」元素 B を「0.01 質量%未満含有」する点。
イ）本願発明が元素 C を「0.3 質量%以上 1.0 質量%以下含有」するのに対し、引用発明
は元素 C を「0.1 質量%以上 1.5 質量%以下含有」する点。
ウ）本願発明が「元素 B を・・・含有し、元素 C を・・・含有し、残部が元素 A 及び不
可避不純物からなる」のに対して、引用発明は元素 D を「0.1 質量％以上 2.0 質量％以下
含有」する点。
モデル事例 1 の基になった案件の国際調査見解書（JPO）の進歩性等の判断におけるポ
イントは、以下のとおりである。
請求項 1 に係る発明は、新規性および進歩性を有する。
特に、元素 A 合金膜における元素 B の含有量を 0.001 質量%以上 0.005 質量%以下に
する点は、いずれの文献にも開示されていないし、当業者といえども容易に想到し得な
いものである。
モデル事例 1 の基になった案件の移行国（欧州）の FA の進歩性等の判断におけるポイ
ントは、以下のとおりである。
請求項 1 に係る発明は、文献 1 に開示される導電膜に対して新規性を有しない。
文献 1 は、元素 A 合金で構成された導電膜が「元素 B を 0.001 質量%以上 0.005 質
量%以下含有」する点を開示していないが、「元素 B の含有量は 0.01 質量%未満である
ことが好ましい」ことを開示している。元素 B が不可避不純物であることは当業者に知
られており、0.001 質量%以上の元素 B は文献 1 に開示される導電膜においても存在す
ると考えられる。また、不純物の量をできるだけ少なくすべきことは当業者に知られて
おり、文献 1 に開示される導電膜においても元素 B の含有量は 0.005 質量%以下である
と考えられる。
また、請求項 1 に係る発明は、文献 1 に開示される導電膜に対して進歩性を有しない。
たとえ「元素 B の含有量が 0.005 質量%以下である」ことが新規であるとしても、当業
者は不純物である元素 B の量をできるだけ少なくしようとすると考えられ、元素 B の含
有量を 0.005 質量%以下にすることは当業者にとって自明である。
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上記 2 つのポイントを踏まえ、モデル事例 1 の審査において、ユーザーは拒絶理由を通
知するのが適切と考えるか、通知する場合はどのような拒絶理由通知を期待するか、を検
討した。例えば、上記相違点ア）～ウ）に対する審査官の見解について、一度は拒絶理由
を通知して示してほしい、といったようなユーザーニーズについて議論した。
（ⅱ）

委員会での議論

相違点ア）、イ）に関する新規性・進歩性の判断について、委員から以下の意見があった。


元素 B 及び元素 C について、本願発明と引用発明で数値範囲が重複している。数値
範囲が重複する場合、EPO の審査では、新規性なしとされるのではないか31。一方、
JPO の審査では、新規性について検討した上で進歩性について検討することになる
のではないか32。



本願や引例の実施例などの記載によるのではないか。数値範囲が重なっているか否
かだけでは進歩性について判断できないと思う。明細書中のより詳細な記載を参照
しながら議論すべきである。

31

発明が製品に関する場合は、クレームにおいてそれを例外的にそのパラメータによって規定することができる。パラ
メータとは、直接測定可能な特性の数値（たとえば、物質の融点、鉄鋼の座屈強度、導電体の抵抗）又は数式の方式
で、数種類の可変値の数個を多少とも複雑な数学的組合せによって規定することができる特徴的な数値である。製品を
主としてそのパラメータによって特徴付けることは、発明を何れか他の方法で十分に規定することができない場合に限
り許されるべきである。ただし、この場合は、そのパラメータを、明細書中の記述、又は当該技術分野で通常行われる
客観的手順の何れかによって、明瞭かつ確実に決定することができることを条件とする（T 94/82 参照）。通常使用され
ていないパラメータが採用され、又はパラメータを測定するために利用可能な装置が使用される場合は、先行技術との
有意義な比較を一切することができないので、明瞭性の欠如を理由として一応の拒絶理由をすることができる。このよ
うな場合は新規性の欠如を隠していることもあろう。（審査便覧 F 部第 IV 章 4.11 参照）
32 「6.
数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合
6.1 請求項に係る発明の認定
請求項に数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合も、通常の場合と同様に請求項に係る発明を
認定する（・・・）。
6.2 進歩性の判断
請求項に数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合において、主引用発明との相違点がその数値
限定のみにあるときは、通常、その請求項に係る発明は進歩性を有していない。実験的に数値範囲を最適化又は好
適化することは、通常、当業者の通常の創作能力の発揮といえるからである。
しかし、請求項に係る発明の引用発明と比較した効果が以下の(i)から(iii)までの全てを満たす場合は、審査官
は、そのような数値限定の発明が進歩性を有していると判断する。
(i) その効果が限定された数値の範囲内において奏され、引用発明の示された証拠に開示されていない有利なも
のであること。
(ii) その効果が引用発明が有する効果とは異質なもの、又は同質であるが際だって優れたものであること（すな
わち、有利な効果が顕著性を有していること。）。
(iii) その効果が出願時の技術水準から当業者が予測できたものでないこと。
なお、有利な効果が顕著性を有しているといえるためには、数値範囲内の全ての部分で顕著性があるといえなけ
ればならない。
また、請求項に係る発明と主引用発明との相違が数値限界の有無のみで、課題が共通する場合は、いわゆる数値
限定の臨界的意義として、有利な効果の顕著性が認められるためには、その数値範囲の内と外のそれぞれの効果に
ついて、量的に顕著な差異がなければならない。他方、両者の相違が数値限界の有無のみで、課題が異なり、有利
な効果が異質である場合には、数値限定に臨界的意義があることは求められない。」（審査基準第 III 部第 2 章第 4
節 6.、6.1、6.2）
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例えば、本願発明において、元素 A～C がいずれも不可避不純物ではなく、意図的に
添加したものであれば、新規性も進歩性もあるのではないか。

相違点ア）に関する進歩性の判断及び拒絶理由の通知について、委員から以下の意見が
あった。


元素 B について、EPO の FA では、数値範囲が多少異なっていても当業者の動機付
けとして不純物の量をできるだけ少なくすべきことが知られていると述べられてい
る。本願と文献 1 では元素 B を添加している目的は異なるが、請求項ではどのよう
な目的で添加したかを特定していないため、本願発明における元素 B の数値範囲を
文献 1 の数値範囲に合わせる動機付けがあるのであれば進歩性なしとなりうる。こ
のモデル事例では、本願発明と引用発明との数値範囲が重複していることから、論理
付けを妨げるような明らかな事情が見られないのであれば、まずは拒絶理由を通知
してもよいのではないか。まずは拒絶理由を通知して、種々の事情を考慮すれば動機
付けがなかったり阻害要因があったりするといったような反論を出願人にさせても
よいのではないか。

相違点ウ）に関する新規性・進歩性の判断について、委員から以下の意見があった。


本願発明では元素 D を含まないと考えられる33のに対して、引用発明は元素 D を含
むから、進歩性の判断はさておき、新規性の判断については、JPO の審査34は適切だ
と思う。



元素 D を確実に含むとする引用発明に対して新規性はあり、進歩性の問題となると
思う。

相違点ウ）に関する新規性・進歩性の判断及び拒絶理由の通知について、委員から以下
の意見があった。


文献 1 には、元素 D の含有量が 0.1 質量%よりも少ないと好ましくない旨の記載が
ある。元素 D と抽象的な記載にしているため一概にはいえないが、この量からする
と不可避不純物とはいえず、新規性はあると思う。文献 1 の従来技術に元素 D が入

33

「～からなる」との記載は、一般に「～のみからなる」と解釈されるとの意見が出された。
ここでは、JPO が作成した国際調査報告及び国際調査見解書についても「JPO の審査」に含めている。委員からは、
国際調査報告書及び国際調査見解書で特許性ありと判断していても、JPO への国内段階移行出願がそのまま特許されて
いるとは限らないため、国際段階の判断と一回目の拒絶理由の判断とを同等に考えてよいのだろうか、との意見もあっ
た。

34
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らないことが記載されている、あるいは明細書に比較例の記載があって元素 D が入
らないものが記載されているのであれば、EPO の審査のように元素 D について相違
点とみなさないで拒絶理由を通知することもあると思う。
（４）

モデル事例 2

（ⅰ）

モデル事例 2 の概要

モデル事例 2 は、電気系分野において、論点 1（証拠を示していない技術常識の考慮又
は周知技術の適用に係る設計的事項の判断について）及び論点 2（他の技術分野における
技術常識の考慮又は周知技術の適用に係る設計的事項の判断について）を含む事例である。
本願発明は、
情報を表示する表示部と、
前記表示部の情報の表示を制御する表示制御部と、
電子黒板を起動させる ON の入力、及び電子黒板の動作を停止させる OFF の入力を
受け付ける受付部と、
前記受付部が OFF の入力を受け付けた時刻である OFF 時刻と、OFF 時刻に前記表
示部に表示されている情報である直前情報とを記録する記録部と、
前記受付部が ON の入力を受け付けた場合、前記受付部が ON の入力を受け付けた時
刻である ON 時刻と、前記 ON 時刻の直前に前記記録部に記録された OFF 時刻とに基づ
いて、前記表示制御部が前記直前情報を前記表示部に表示させるか否かを判定する判定部
と、
を具備する、電子黒板
である。
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【図表 II-5-1】

モデル事例 2 PCT 国際出願

図3

一方、文献 1 は、
情報を表示する表示部と、
前記表示部の情報の表示を制御する表示制御部と、
電子黒板を起動させる ON の入力、及び電子黒板の動作を停止させる OFF の入力を
受け付ける受付部と、
前記受付部が OFF の入力を受け付けた場合に前記表示部に表示されている情報であ
る直前情報を記録する記録部と、
を具備し、
前記表示制御部は、前記電源ボタンが ON の入力を受け付けた場合、前記直前情報を
前記表示部に表示させる、電子黒板
を開示している。
つまり、本願発明と文献 1 に開示される発明（引用発明）とは、本願発明が、受付部が
OFF の入力を受け付けた OFF 時刻と、その後に受付部が ON の入力を受け付けた ON 時
刻とに基づいて、OFF 時刻における表示情報を表示部に表示させるものであるのに対して、
引用発明は、OFF 時刻及び ON 時刻に基づくことなく、ON の入力を受け付けた場合に直
前の OFF 時刻における表示情報を表示部に表示させるものである点で相違する。
文献 2（周知技術を示す文献）は、電子黒板とは異なる技術分野に属するプリンタにおい
て、スリープモードに入った OFF 時刻と、プリンタが何らかの入力を受け付けてスリープ
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モードが解除された ON 時刻とに基づいて、OFF 時刻における表示情報を表示部に表示さ
せるか否かを判定することを開示している。
モデル事例 2 の基になった案件の国際調査見解書（JPO）の進歩性等の判断におけるポ
イントは、以下のとおりである。
請求項 1 に係る発明は、新規性および進歩性を有する。
請求項 1 に係る発明における、受付部が OFF の入力を受け付けた時刻である OFF 時
刻を記録し、受付部が ON の入力を受け付けた場合、ON の入力を受け付けた時刻であ
る ON 時刻と、ON 時刻の直前に記録された OFF 時刻とに基づいて、表示制御部が直前
情報を表示部に表示させるか否かを判定することは、いずれの文献にも記載されておら
ず、かつ、当業者にとって自明なものでもない。
モデル事例 2 の基になった案件の移行国（欧州）の FA の進歩性等の判断におけるポイ
ントは、以下のとおりである。
請求項 1 に係る発明は、文献 1 に対して進歩性を有していない。
電源ボタンの OFF 時刻と ON 時刻とを考慮して表示を判断することは、独創的でな
く、当業者であれば同じ解決策に達することは明白である。なお、例えば、文献 2 は、
操作が行われなかった時刻を考慮して表示を切り替える技術を開示しており、この点に
おいても、請求項 1 に係る発明は進歩性を有していない。
上記 2 つのポイントを踏まえ、モデル事例 2 に対して適切と考える審査の検討を行った。
ユーザーは、受付部が OFF の入力を受け付けた OFF 時刻と、その後に ON の入力を受
け付けた ON 時刻とに基づいて、OFF 時刻における表示情報を表示部に表示させるか否か
の判定をすることを、証拠を示すことなく周知技術であるとして拒絶理由を通知するのを
適切と考えるか、を議論した。
また、ユーザーは、電子黒板とは異なる技術分野に属するプリンタに係る、OFF 時刻と、
その後に何らかの入力を受け付けた ON 時刻とに基づいて、OFF 時刻における表示情報を
表示部に表示させるか否かの判定をすることを証拠として挙げて、受付部が OFF の入力
を受けた OFF 時刻と、その後に ON の入力を受けた ON 時刻とに基づいて、ON 時刻に
おける表示情報を表示部に表示させるか否かの判定をすることを、他の技術分野における
周知技術であるとして拒絶理由を通知するのを適切と考えるか、を議論した。
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（ⅱ）

委員会での議論

モデル事例 2 において、本願発明と引用発明との相違点について証拠を示すことなく周
知技術であるとして拒絶理由を通知することについて、委員から以下の意見があった。


出願人の立場では、本願発明と引用発明との相違点は周知技術であるとの拒絶理由
通知を受ける場合、当該相違点が周知技術であることを示す文献を付けてほしい。文
献がないと反論の方向性が定めにくい。



文献を引用しないでの周知技術、設計事項という観点は、後知恵防止という点でのせ
めぎ合いからできてきたと思う。できる限り文献は示すべきと思う。

また、文献 1 と文献 2（他の技術分野における周知技術文献）を引用して拒絶理由を通
知することについて、委員から、拒絶理由を通知してよいとの意見と拒絶理由を通知すべ
きでないとの意見との両方の意見があった。
【拒絶理由を通知してよいとの意見】


本願発明は電子黒板というカテゴリーの限定はあるものの、電子黒板らしい構成は
請求項に表現されていない。周知技術としてプリンタの文献 2 が付けられているが、
本願発明の構成をプリンタに読み替えてもよくあるプリンタ、電子機器の構成であ
ると考えられる。一般的な電子機器相当の構成しか記載されていないため、他の技術
分野としてプリンタと組み合わせられても違和感はあまりない。プリンタ以外でも、
表示画面、入力ボタン、メモリ及びタイマを備える電子機器であれば、パソコン、ス
マートフォンなどであっても組み合わせていいと思う。



出願人の立場からすると、この請求項の記載では、文献 1、文献 2 を引用して進歩性
なしとの拒絶理由を通知されても仕方ないと感じる。例えば、
「～に基づいて判定す
る」といった表現はいろいろなものを包含しており、不明確だと思う。まずは拒絶理
由を通知してもらい、請求項の記載を明確にした上で進歩性の判断をしてもらうの
がよいと思う。



出願人の立場では、この請求項の記載で文献 1、文献 2 を引用して進歩性なしとする
拒絶理由を通知するのは妥当だと思う。この文献 1、文献 2 を引用して進歩性なしと
通知されたら、課題を明確にすべき、あるいは電子黒板ならではの要件を請求項に記
載すべきといった審査官からのメッセージだと解する。その場合、権利範囲をより明
確にするような補正で対応すると思う。拒絶理由を通知されても理不尽とは思わな
い。
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他に適切な文献が見つからなければ、この文献 1、文献 2 を引用して進歩性なしとの
拒絶理由を通知するのもありだと思う。ただし、出願人としては反論すると思う。

【拒絶理由を通知すべきでないとの意見】


本願発明に係る電子黒板は、誤って電源を切った際の誤操作の救済を目的としてい
る。これに対して、文献 2 のプリンタは、スリープモードに入ってからの時間が長
いと他の人が使用するであろう、同じ人が同じ設定でまた使用するのであればその
時間は短いだろう、といった考えに基づいている。誤操作とは関係がない。そうする
と、本願と文献 2 とは目的が異なる。文献 2 から他の技術分野でも使われている周
知技術であるとして認定できるのは、時間に依存して何らかの操作が変わるという
のは世の中によくある、といった程度で、画面表示をどうするかといったところまで
周知といえるものではないと思う。そのような前提で考えると、電源を切ったら表示
が消える電子黒板と、文献 1 のような電源を切っても消えない電子黒板の両方が知
られていて、そのどちらを選択するかを時間によって何らかの処理で変えることが
容易かどうかということがポイントになると思う。文献 1 に組み合わせて進歩性な
しとする文献としては、文献 2 は不適切、不十分だと思う。



電子黒板は会議室などで複数の者が入れ替わり利用するものなので、所定時間内で
あれば表示を再現できるようにし、所定時間を過ぎたら他の人が見てしまうのを防
ぐために再現しない、といった電子黒板特有の課題があると思う。プリンタにはその
ような課題はない。課題が異なるため、文献 1 と文献 2 を組み合わせることはでき
ないのではないか35。



文献 2 のプリンタは省電力を目的としている。電子黒板の ON、OFF 操作とは異な
る。プリンタで再現されるのは設定情報であり、電子黒板にユーザーが自由に書いた
ものの再現とは異なる。文献 1、文献 2 の組合せで拒絶理由を通知するのは無理があ
るのではないか。

また、委員から、サポート要件違反や明確性要件違反を通知すべきとの意見もあった。


サポート要件違反や明確性要件違反を通知してほしい。課題が解決されない36構成で
あるとか、明細書にサポートがない構成であるとかに該当するのではないか。例え

35

「主引用発明と副引用発明との間で課題が共通することは、主引用発明に副引用発明を適用して当業者が請求項に係
る発明に導かれる動機付けがあるというための根拠となる。」（審査基準第 III 部第 2 章第 2 節 3.1.1 (2)）
36 「(4) 請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないた
め、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することになる場合」
（審査基準第 II 部第 2 章第 2 節 2.2
(4)）
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ば、ON 時刻と OFF 時刻に基づいて表示を判断するという請求項の記載は、明細書
の記載よりも広いと感じる。図 3 のステップ S23 の YES と NO が逆のものも本願
発明に入っていると思う。また、
「情報を表示する」の「情報」がユーザーが電子黒
板に書いていたものという限定もない。そのあたりを明確にさせる意図で拒絶理由
を通知して補正で限定させるのがよいと思う。


この請求項の記載には、誤って電源を切ったことに関して特徴となるような時間の
限定がない。文献 1、文献 2 を用いて、請求項の記載に時間に関する限定を入れても
らうような拒絶理由を通知するのはよいと思う。



EPO の審査では、このような請求項の記載はなかなか認められない印象がある。第
三者の立場からすると、JPO の審査でも、このような場合には請求項の記載を明確
にした上で引例との比較をしてほしい。



明確性要件の拒絶理由を通知するのはよいと思う。一方で、明細書の記載がそれに対
応できているか、というのもある。第三者の立場からすると、明確性の判断を厳しく
するのはよいと思うが、出願人の立場からすると、明確性の判断を厳しくされると明
細書の記載がそれに対応できておらず補正をしても新規事項の追加となりえ対応が
難しくなることもある。

また、進歩性なし、記載要件違反の拒絶理由を通知する場合、記載要件違反についての
拒絶理由を先に通知した後に進歩性について議論するのがよいのか、まとめて通知するの
がよいのか議論したところ、委員から以下の意見があった。


一般論として、出願人の立場からすると、1 回で通知してもらった方がよい。コスト
面などで有利である。また、記載要件違反と進歩性なしの拒絶理由を一緒に通知して
もらった方が出願人は対応しやすい。



このモデル事例に関しては、明確性要件違反と進歩性なしの拒絶理由を一緒に通知
してほしい。



拒絶理由通知の記載の仕方によると思う。同じ対応で明確性要件違反と進歩性なし
の拒絶理由を解消できることが拒絶理由通知から読み取れることもある。

さらに、他の技術分野における周知技術文献のサーチについて、委員から以下の意見が
あった。


「誤って電源」というキーワードで検索すると、誤って電源を切ったときにすぐに電
源を入れれば元の表示に戻る電子アルバムを見つけることができた。他の技術分野
の周知技術を検索するときは、本願発明の目的を捉えて同じ目的の周知技術をサー
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チすればより適切な拒絶理由を通知できるのではないか。
課題や目的を観点に組合せを検討するのがいいと感じる。最近増えている IoT 関連



発明の出願に関して、いろいろなものを組み合わせたような発明が登録になってい
ると感じる。そのような発明の審査において、目的や課題を踏まえてサーチをすれ
ば、より適切な文献を見つけることができたのではないか。
（５）

モデル事例 3

（ⅰ）

モデル事例 3 の概要

モデル事例 3 は、電池に関する発明において、論点 4（実施例とは相違しているが、請
求項の記載から文言上入り得る引例を通知するかの判断について）を含む事例である。
本願発明は、
正極活物質を含む正極層と、負極活物質を含む負極層と、一方の面に前記正極層が形
成され、他方の面に前記負極層が形成された集電体と、を有するバイポーラ電極と、
非水電解質層と、を備え、
前記バイポーラ電極は、折り曲げられてつづら折り状になっている、非水電解質二次
電池
である。
本願発明に係る非水電解質二次電池 1 は、正極活物質を含む正極層 13 と、負極活物質
を含む負極層 14 と、一方の面に前記正極層が形成され、他方の面に前記負極層が形成され
た集電体 12 とを有するバイポーラ電極 11（明細書及び図面では正極層 13、負極層 14 及
び集電体 12）が、折り曲げられてつづら折り状になっているものである。
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【図表 II-5-2】

モデル事例 3 PCT 国際出願

図1

【図表 II-5-3】

モデル事例 3 PCT 国際出願

図2
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一方、文献 1 は、
正極活物質を含む正極層 14,15 と、負極活物質を含む負極層 12,13 と、一方の面に前
記正極層が形成され、他方の面に負極層が形成された集電体 3 と、を有するバイポーラ電
極 1 と、
非水電解質層と、を備え、
前記バイポーラ電極 1（集電体 3）は、折り曲げられてつづら折り状になっている、非
水電解質二次電池
を開示している。
【図表 II-5-4】

モデル事例 3 文献 1 図 1

モデル事例 3 の基になった案件の国際調査見解書（JPO）の進歩性等の判断におけるポ
イントは、以下のとおりである。
請求項 1 に係る発明は、新規性および進歩性を有する。
請求項 1 に係る発明が有する「前記バイポーラ電極は、折り曲げられてつづら折り状
になっている」点は、いずれの文献にも記載されていないし、当業者にとって自明な事
項でもない。
モデル事例 3 の基になった案件の移行国（欧州）の FA の進歩性等の判断におけるポイ
ントは、以下のとおりである。
請求項 1 に係る発明は、文献 1 に対して新規性及び進歩性を有していない。
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文献 1 には、正極活物質を含む正極層（14、15）と、負極活物質を含む負極層（12、
13）と、一方の面に前記正極層が形成され、他方の面に前記負極層が形成された集電体
（3）と、を有するバイポーラ電極（1）と、非水電解質層と、を備え、前記バイポーラ
電極は、曲げられてつづら折り状になっている、非水電解質二次電池である。
本願発明を文献 1 に開示される従来技術のものと区別するためには、この場合に不可
欠である以下の特徴を何らかの形で請求項 1 に導入すべきである。
1）集電体の一方の面に正極活物質を含む正極層が一様に形成されていること。
2）集電体の他方の面に負極活物質を含む正極層が一様に形成されていること。
3）折り曲げ部分においても、一方の面に正極活物質を含む正極層が形成されており、他
方の面に負極活物質を含む負極層が形成されていること。
上記 2 つのポイントを踏まえ、モデル事例 3 に対して適切と考える審査の検討を行った。
本願発明において、折り曲げられてつづら折り状になっている「バイポーラ電極」をど
のように認定するのが適切か、を検討した。
例えば、請求項の文言を 2 通りに解釈する余地があって、一方の解釈では引例は文言上
入らないが、他方の解釈では引例は文言上入る、というような場合37であって、請求項に係
る発明の認定に際して、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請求項
に記載されている用語の意義を解釈した結果、実施例とは相違しているが請求項の記載か
ら文言上入り得る引例を通知しなかったような場合に、審査官の見解について一度は拒絶
理由を通知してほしい、といったようなユーザーニーズについて議論した。
（ⅱ）

委員会での議論

モデル事例 3 における新規性・進歩性の判断について、委員から以下の意見があった。


本願発明では正極層と負極層と集電体を有するものをバイポーラ電極と称している。
請求項の記載では、バイポーラ電極が折り曲げられてつづら折り状になっていると
しているので、層状になっているものが折り曲げられていると考えられる。文献 1 で
はバイポーラ電極自体は折り曲げられていないので、少なくとも新規性はあると思
う。

37

請求項に係る発明が新規性を有していないと判断されるとともに、進歩性も有していないと判断され得る例として、
特許・実用新案審査ハンドブックには、以下のものが挙げられている。
「(vi) 請求項に係る発明が多義的に解釈でき、新規性の欠如が指摘できるとともに、進歩性の欠如も指摘できる場合
例: 請求項に「メール」という記載があり、「電子メール」を指すのか「郵便」を指すのか不明な場合であって、前者
で解釈した場合には、請求項に係る発明は新規性を有しているが進歩性は有していないと判断でき、後者で解釈した場
合には、請求項に係る発明は新規性を有していないと判断できる場合」
（特許・実用新案ハンドブック第 III 部第 2 章
3201）
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また、モデル事例 3 における新規性・進歩性の判断及び拒絶理由の通知について、委員
から以下の意見があった。


広い意味でバイポーラ電極は折り曲げられていると解釈して、新規性なし、進歩性な
しとする拒絶理由を通知して、EPO の審査のようにバイポーラ電極を特定する補正
を促す方がよいのではないか。



文献 1 のものが入ると解釈する余地があるならば、拒絶理由を通知して明確にさせ
た方が第三者にとってよいと思う。例えば侵害訴訟の場面では明細書を参酌して検
討するべきであるが、審査では広めの解釈を採って拒絶理由を通知して出願人に意
見をもらう方が、審査の過程も残るし、第三者の予測可能性という点で好ましいと思
う。



一般論として、本願発明の範囲について 2 通りの解釈が可能であれば、広い方で解
釈して拒絶理由を通知するべきと思う。

（６）

モデル事例 4

（ⅰ）

モデル事例 4 の概要

モデル事例 4 は、日用品分野において、論点 4（実施例とは相違しているが、請求項の
記載から文言上入り得る引例を通知するかの判断について）を含む事例である。
本願発明は、
前側部分と、後側部分と、前記前側部分と前記後側部分との間の側方部分とを有し、
前記側方部分に位置し、前記側方部分の身生地を貫通している、縦方向に延びた細長
い第 1 の通気口と、
前記前側部分に開口した開口部を有するようにして、前記第 1 の通気口を覆っている
覆い部と、
前記後側部分に位置し、前記後側部分の身生地を貫通している第 2 の通気口と、
を備える通気性ズボン
である。
本願発明に係る通気性ズボン 1 は、前側部分 2 と、後側部分 3 と、前側部分 2 と後側部
分 3 との間の側方部分 4 とを有し、側方部分 4 に位置し、側方部分 4 の身生地を貫通して
いる、縦方向に延びた細長い第 1 の通気口 5 と、前側部分 2 に開口した開口部 7 を有する
ようにして、第 1 の通気口 5 を覆っている覆い部 6 と、後側部分 3 に位置し、後側部分 3
の身生地を貫通している第 2 の通気口 8 と、を備える。
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【図表 II-5-5】

モデル事例 4 PCT 国際出願

図1

【図表 II-5-6】

モデル事例 4 PCT 国際出願

図2
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一方、文献 1 は、
前側部分 2 と、後側部分 3 と、前記前側部分 2 と前記後側部分 3 との間の側方部分と
を有し、
前記側方部分に位置し、前記側方部分の身生地を貫通している、縦方向に延びた細長
い第 1 の通気口 6 と、
前記前側部分に開口した開口部 6 を有するようにして、前記第 1 の通気口 6 を覆うた
めに閉じることが可能なファスナー4 と、
前記後側部分 3 に位置し、前記後側部分 3 の身生地を貫通している第 2 の通気口 7 と、
を備える通気性ズボン
を開示している。
【図表 II-5-7】

モデル事例 4 文献 1 図 1
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【図表 II-5-8】

モデル事例 4 文献 1 図 2

モデル事例 4 の基になった案件の国際調査見解書（JPO）の進歩性等の判断におけるポ
イントは、以下のとおりである。
請求項 1 に係る発明は、新規性および進歩性を有する。
特に、請求項 1 に係る発明が有する「前記側方部分に位置し、前記側方部分の身生地
を貫通している、縦方向に延びた細長い第 1 の通気口と、前記前側部分に開口した開口
部を有するようにして、前記通気口を覆っている覆い部と、前記後側部分に位置し、前
記後側部分の身生地を貫通している第 2 の通気口」は、いずれの文献にも開示されてい
ない。
モデル事例 4 の基になった案件の移行国（欧州）の FA の進歩性等の判断におけるポイ
ントは、以下のとおりである。
請求項 1 に係る発明は、文献 1 に対して新規性及び進歩性を有していない。
文献 1 には、前腿部分に位置し、前腿部分の身生地を貫通している、縦方向に延びた
細長い第 1 の通気口（第 1 のファスナーを開いて形成される開口部）と、前腿部分に開
口した開口部を有するようにして、第 1 の通気口を覆っている覆い部（開閉可能な第 1
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のファスナー）と、後腿部分に位置し、前記後腿部分の身生地を貫通している第 2 の通
気口（第 2 のファスナーを開いて形成される開口部）とが開示されている。
上記 2 つのポイントを踏まえ、モデル事例 4 に対して適切と考える審査の検討を行った。
本願発明において、前側部分に開口した開口部を有するようにして、第 1 の通気口を覆
っている「覆い部」をどのように認定するのが適切かを検討した。
実施例とは相違しているが、請求項の記載からは文言上入り得る引例がある場合に、審
査官の見解について一度は拒絶理由を通知してほしい、といったようなユーザーニーズに
ついて議論した。
（ⅱ）

委員会での議論

モデル事例 4 における新規性・進歩性の判断について、委員から以下の意見があった。


文献 1 のズボンには側方部分がないのではないか。また、ファスナーはあるが、覆
い部もないと考える。課題からすると同じことをやっているように思うが、少なくと
も新規性はあると思う。



文献 1 のズボンには覆い部がないので、新規性はあると思う。

また、モデル事例 4 における新規性・進歩性の判断及び拒絶理由の通知について、委員
から以下の意見があった。


文言上では新規性はありそうだが、進歩性はなさそうな印象を受けた。拒絶理由を通
知してよいのではないか。



一般論として、文言上入り得るなら一度は拒絶理由を通知すべきである。この請求項
の記載で文献 1 が入るとまで解釈できるのかはわからなかった。

（７）

モデル事例 5

（ⅰ）

モデル事例 5 の概要

モデル事例 5 は、機械系分野において、論点 1（証拠を示していない技術常識等の考慮
又は周知技術の適用に係る設計的事項の判断について）を含む事例である。
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本願発明は、
先端側から基端側へと軸方向に延び、筒状に形成された、圧縮機用羽根車をシャフト
に固定するための固定用ナットであって、
前記基端側に位置するナット部と、
前記先端側に位置し、前記基端側から前記先端側に向かって外径が大きくなり、前記
軸方向に沿った断面において径方向外側に凸形状となっている外側曲面を有する曲面形状
部と、
を備え、
前記曲面形状部の外径の最大値 Dmax、最小値 Dmin、前記軸方向における前記曲面
形状部の長さ L が
(Dmax－Dmin）／2 < L
の関係を満たす、固定用ナット
である。
【図表 II-5-9】

モデル事例 5 PCT 国際出願
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図2

一方、文献 1 は、
先端側から基端側へと軸方向に延び、筒状に形成された、圧縮機部材をシャフトに固
定するための固定用ナットであって、
前記基端側に位置するナット部と、
前記先端側に位置し、前記基端側から前記先端側に向かって外径が大きくなり、前記
軸方向に沿った断面において径方向外側に凸形状となっている外側曲面を有する曲面形状
部と、
を備える固定用ナット
を開示している。
【図表 II-5-10】

モデル事例 5 文献 1 図 1

つまり、本願発明と文献 1 に開示される発明（引用発明）とは、本願発明が、前記曲面
形状部の外径の最大値 Dmax、最小値 Dmin、前記軸方向における前記曲面形状部の長さ
L が(Dmax－Dmin）／2 < L の関係を満たすように構成されたものであるのに対し、引用
発明では（図面からそのような構成であると読み取ることもできるものの）そのような構
成を意図しているかはっきりしない点で相違する。
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モデル事例 5 の基になった案件の国際調査見解書（JPO）の進歩性等の判断におけるポ
イントは、以下のとおりである。
請求項 1 に係る発明は、国際調査報告で引用された文献に対して新規性および進歩性
を有する。
特に、請求項 1 に係る「前記曲面形状部の外径の最大値 Dmax、最小値 Dmin、前記
軸方向における前記曲面形状部の長さ L が（Dmax－Dmin）／2 ＜ L の関係を満たす」
は、いずれの文献にも記載されておらず、当業者にとって自明なものでもない。
モデル事例 5 の基になった案件の移行国（欧州）の FA の進歩性等の判断におけるポイ
ントは、以下のとおりである。
請求項 1 に係る発明は、新規性を有しない。請求項 1 に係る発明は、文献 1 に開示さ
れている。
上記 2 つのポイントを踏まえ、例えば、機械系の分野において、明細書には具体的な記
載がなく、図面から読み取れ得る構成上の差異に関する審査官の見解について、一度は拒
絶理由を通知してほしい、といったようなユーザーニーズについて議論した。
（ⅱ）

委員会での議論

モデル事例 5 における新規性・進歩性の判断について、委員から以下の意見があった。


仮に公然実施されているのであれば、当然新規性がない。同様に、図面であっても実
際に測ってその寸法に収まるものがあるのであれば、新規性がないのではないか。



寸法が合ったナットがあるのであれば、新規性がない。図面になっているだけで現実
に存在したかどうかわからないということであれば、引用発明として認定できない
と思う。



一般論として、自由技術に特許を与えるべきではない。



文献 1 の図 1 は、請求項の数値範囲に入ると思うが、この図の性質によると思う。
機械の設計図面のようなものであれば新規性なしといえるかもしれないが、たまた
ま請求項の数値範囲に入ってしまうような図面となっていたのであれば、新規性な
しとすべきかわからない。そのような技術常識があれば進歩性なしとしてよいと思
うが、図面から読み取れるものをどこまで一般化できるかは疑問がある。
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また、モデル事例 5 における新規性・進歩性の判断及び拒絶理由の通知について、委員
から以下の意見があった。


この事例では新規性なしとする拒絶理由を通知してよいと思う。特殊な部品ではな
く、ありふれたナットであるし、文献 1 の明細書中に具体的な記載がないからとい
って新規性あり、進歩性ありと判断するのは違和感がある。



このような発明に特許性を認めた場合、第三者の立場では、この特許権をどう取り扱
ったらよいかわからない。拒絶理由を通知して意見書で出願人に何らかの主張をし
てもらい、権利化するかどうかを判断すべきではないか。

（８）

モデル事例 6

（ⅰ）

モデル事例 6 の概要

モデル事例 6 は、化学分野において、論点 1（証拠を示していない技術常識の考慮又は
周知技術の適用に係る設計的事項の判断について）を含む事例である。
本願発明は、
表面に元素 A－元素 B 合金めっきを施した、ゴム製品補強用スチールワイヤであって、
スチールワイヤの最表面における元素 B に対する元素 A の原子数比が 2～4 であり、
前記最表面に含まれる各元素が、
元素 B：5.0 原子%以下、
元素 C：0.5 原子%以上、
酸素：50.0 原子%以下、である、ゴム製品補強用スチールワイヤ、
である。
なお、明細書中には、以下の記載がある。
「元素 B を 5.0 原子%以下の含有量とすることで、スチールワイヤとゴムとの初期接着
速度を向上させることができる。なお、元素 B の含有量の下限は限定されないが、1.0 原
子%以上とした場合には、接着速度が速すぎず、接着層の肥大化を防ぐことができる。」
「XPS により測定されたとき、スチールワイヤの最表面には、元素 C が 0.5 原子%以上
の量含まれる。これにより、熱劣化によるめっき成分のゴム側への溶出を抑制することが
でき、スチールワイヤとゴムとの耐熱接着性を向上させることができる。なお、元素Ｃの
含有量の上限は限定されないが、5.0 原子%以下とした場合には、初期接着速度を必要な速
度に保つことができる。」
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一方、文献 1 は、
表面に元素 A－元素 B 合金めっきを施した、ゴム製品補強用スチールワイヤであって、
スチールワイヤの最表面における元素 B に対する元素 A の原子数比が 2 であり、
前記最表面に含まれる各元素が、
元素 B：10 原子%以下、
元素 C：2.5 原子%以下、である、ゴム製品補強用スチールワイヤ、
を開示している。
つまり、本願発明と文献 1 に開示される発明（引用発明）とは、以下の点で相違する。
ア）スチールワイヤの最表面における元素 B に対する元素 A の原子数比が本願発明では
2～4 であるのに対し、引用発明では 2 である点。
イ）スチールワイヤの最表面に含まれる元素 B が本願発明では 5.0 原子%以下であるの
に対し、引用発明では 10 原子%以下である点。
ウ）スチールワイヤの最表面に含まれる元素 C が本願発明では 0.5 原子%以上であるの
に対し、引用発明では 2.5 原子%以下である点。
エ）スチールワイヤの最表面に含まれる酸素が本願発明では 50.0 原子%以下であるのに
対し、引用発明では酸素を含むか明らかでない点。
モデル事例 6 の基になった案件の国際調査見解書（JPO）の進歩性等の判断におけるポ
イントは、以下のとおりである。
請求項 1 に係る発明は、国際調査報告で引用された何れの文献にも開示されておらず、
新規性、進歩性を有する。
モデル事例 6 の基になった案件の移行国（米国）の FA の進歩性等の判断におけるポイ
ントは、以下のとおりである。
請求項 1 に係る発明は、文献 1 から自明なものである。文献 1 に開示される元素 A－
元素 B 合金めっきを施したスチールワイヤは、元素 B の表面濃度が 10 原子%以下、元
素 C の表面濃度が 2.5 原子%以下であるから、請求項 1 に係る発明と重複する。また、
元素 A－元素 B 合金めっきの組成は、元素 A：66.7 原子%、元素 B：33.3 原子%の組成
であるから、元素 B の元素 A に対する原子数量比が 2 であり、請求項 1 に係る発明と重
複する。
文献 1 は、請求項 1 に係る発明と同様の元素 B、元素 C、酸素、および元素 A－元素 B
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の比を有する元素 A 合金めっきワイヤを明確に教示していないが、実質的に教示してい
ることが当業者に明らかである。
上記 2 つのポイントを踏まえ、モデル事例 6 に対して適切と考える審査の検討を行った。
モデル事例 6 の審査において、ユーザーは拒絶理由を通知するのが適切と考えるか、通
知する場合はどのような拒絶理由通知を期待するか、を検討した。例えば、上記相違点ア）
～エ）に対する審査官の見解について、一度は拒絶理由を通知して示してほしい、といっ
たようなユーザーニーズについて議論した。
また、
「元素 B：5.0 原子%以下、元素 C：0.5 原子%以上、酸素：50.0 原子%以下」のよ
うな、上限又は下限だけを示すような数値範囲限定の記載は、発明の範囲が不明確となり
うる38。このような記載の審査についても議論した。
（ⅱ）

委員会での議論

モデル事例 6 における新規性・進歩性の判断について、委員から以下の意見があった。


数値範囲に下限がない場合、当然に 0 の場合も含めて新規性・進歩性を検討するこ
とになる。0 のものが他の文献に開示されていれば新規性なしということになる。本
願と文献 1 では数値範囲に重なりがあるが、選択発明の観点もあるため、実施例や
比較例を参考にして判断すべきと思う。この程度の重なりがあるのであれば、この事
例では新規性なしとなると思う。

モデル事例 6 における新規性・進歩性の判断及び拒絶理由の通知について、委員から以
下の意見があった。


新規性なし、進歩性なし、明確性要件違反及び実施可能要件違反を通知してほしい。
元素 B は下限がなく 0 を含み、元素 B が必須成分かどうかわからない。明確性要件
違反だと思う。また、明細書には、元素 B は 1.0 原子%以上がよいとの記載があり、
元素 B が 1.0 原子%未満だと発明の効果の全部あるいは一部がないと考えられるの
で、実施可能要件違反かと思う。元素 C についても、明細書には 5.0 原子%以下がよ

38

審査基準には、明確性要件違反の類型として、「範囲を曖昧にし得る表現がある結果、発明の範囲が不明確となる場
合」が挙げられており、その一例として、「b 上限又は下限だけを示すような数値範囲限定（「～以上」、「～以下」等）
がある結果、発明の範囲が不明確となる場合」が記載されている。「審査官は、範囲を曖昧にし得る表現があるからと
いって、発明の範囲が直ちに不明確であると判断するのではなく、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考
慮してその表現を含む発明特定事項の範囲を当業者が理解できるか否かを検討する。」（審査基準第 II 部第 2 章第 3 節
2.2 (5)）
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いと読める効果の一部のような記載があり、5.0 原子%を超えると効果がないという
ようにも読めるので、実施可能要件違反かと思う。本願発明では酸素を少なくするこ
とがポイントだと思うが、本願では酸素の含有量を 50.0 原子%以下としており、文
献 1 にも酸素は少ない方がよいとの記載がある。いずれも 0 を含むと考えられるた
め、新規性なし、進歩性なしで拒絶理由を通知してほしい。


数値の下限が示されていない場合であっても、本願発明では下限は 0 であり明確性
要件についての問題はないと理解している。しかし、この事例では、実質的にある程
度以上の数値でないと作用効果を奏しないのではないかと思う。そのような場合で
あれば、明確性要件違反というよりは、課題を解決できないような構成だとしてサポ
ート要件違反、あるいは実施可能要件違反の問題になると思う。仮にこの請求項の記
載を、数値はこのように限定されているが課題が解決できるような範囲に限定して
解釈するといったようなこととなると、そこで初めて明確性要件の問題となるので
はないか。

（９）

モデル事例 7

（ⅰ）

モデル事例 7 の概要

モデル事例 7 は、太陽光発電モジュールの発明において、論点 1（証拠を示していない
技術常識の考慮又は周知技術の適用に係る設計的事項の判断について）及び論点 5（同一
技術分野に属する文献だが、組み合わせることが困難とする判断について）を含む事例で
ある。
本願発明は、
開口面と、樹脂製の側壁と、底板とを備える筐体と、
前記底板に配置された複数の発電素子と、
前記開口面を覆うように前記筐体に取り付けられ、前記複数の発電素子と光学的に位
置合わせして配置された集光部材と、
前記集光部材によって集光された光が前記側壁の内側面に照射されるのを遮蔽するた
めに、前記筐体内に前記内側面よりも内方に配置された遮蔽板と、
を備える、集光型太陽光発電モジュール
である。
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【図表 II-5-11】

モデル事例 7 PCT 国際出願

図1

一方、文献 1 は、
開口面と、樹脂製の側壁と、底板とを備える筐体と、
前記底板に配置された複数の発電素子と、
前記開口面を覆うように前記筐体に取り付けられ、前記複数の発電素子と光学的に位
置合わせして配置された集光部材と、を備え、
前記集光部材によって集光された光が前記側壁の内側面に照射されるのを遮蔽するた
めに、前記内側面に遮蔽板としての機能を持たせた集光型太陽光発電モジュール
を開示している。
また、文献 1 は、従来技術として、
「太陽光発電モジュールの内側に金属板を設置してプ
ラスチック製のモジュール壁を保護する」ことを開示しているが、これについて、
「モジュ
ールの製造コストを増加させうる」として採用していない。
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【図 II-5-12】

モデル事例 7 文献 1 図 1

【図 II-5-13】

モデル事例 7 文献 1 図 2（従来技術）

モデル事例 7 の基になった案件の国際調査見解書（JPO）の進歩性等の判断におけるポ
イントは、以下のとおりである。
請求項 1 に係る発明は、国際調査報告で引用された何れの文献にも開示も示唆もされ
ておらず、新規性および進歩性を有する。
文献 1 に記載された集光型太陽光発電モジュールは、内側面自体が遮蔽板として機能す
るものである点で、本願発明と相違する。
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モデル事例 7 の基になった案件の移行国（欧州）の FA の進歩性等の判断におけるポイ
ントは、以下のとおりである。
請求項 1 に係る発明は、文献 1 に対して新規性を有しない。
文献 1 には、従来技術として、プラスチック製のモジュール壁を太陽光照射による損
傷から保護するために金属板で覆うことが開示されている。
上記 2 つのポイントを踏まえ、モデル事例 7 に対して適切と考える審査の検討を行った。
「筐体内に内側面よりも内方に配置された遮蔽板」が、文献 1 に開示されていないとす
ると、ユーザーは、これについて証拠を示すことなく周知技術であるとして拒絶理由を通
知するのを適切と考えるか、を議論した。
また、文献 1 にはアイディアとして記載されているのみで採用に至っていない構成につ
いて、進歩性の判断においてどのように取り扱われるのが適切と考えるかを議論した。
（ⅱ）

委員会での議論

モデル事例 7 における新規性・進歩性の判断及び拒絶理由の通知について、委員から以
下の意見があった。


組合せの阻害事由について、コストの問題で組み合わせられないというのは裁判で
もよく主張されるが、あまり重視されていない。経費削減を技術的な課題としたよう
な発明であれば阻害要因になり得る39が、単に費用がかかるという程度の記載がある
ことは阻害要因にはならないのではないか。



文献 1 では側壁が側壁として隔てる機能と遮蔽の機能の両方を持っているが、2 つ
の機能を統合するのか分離するのかは阻害事由がなければ設計事項といってよいと
思う。1 つの構成部が 1 つの機能を果たすように別々になっている方がより一般的
であり、事例にもよるが 2 つの構成部を統合する方が難しいと考えるのが一般的で
はないか。分離してより内側に配置したとしても進歩性がないように思う。



文献 1 の従来技術の記載を先行技術としてよいと思う。採用しなかった理由はコス
ト面だけなので、技術的な阻害要因はなく、文献 1 に記載の従来技術を引用して進

39

「阻害要因の例としては、副引用発明が以下のようなものであることが挙げられる。
(i) 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副引用発明(…)
(ii) 主引用発明に適用されると、主引用発明が機能しなくなる副引用発明（…）
(iii) 主引用発明がその適用を排斥しており、採用されることがあり得ないと考えられる副引用発明（…）
(iv) 副引用発明を示す刊行物等に副引用発明と他の実施例とが記載又は掲載され、主引用発明が達成しようとする課題
に関して、作用効果が他の実施例より劣る例として副引用発明が記載又は掲載されており、当業者が通常は適用を考え
ない副引用発明（…）」（審査基準第 III 部第 2 章第 2 節 3.2.2）
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歩性なしとしてよいと思う。コストが非常識なレベルでかかるのであれば問題にな
る。コストについては、文献 1 では他の部分にコストがかかっているようにも思え
るので、文献 1 に記載されているコスト面での主張をそのまま採用できるのかは疑
問がある。コストの話は無視してよいと思う。


EPO の審査の方が新規性に関して厳しめに判断している印象がある。くびれた形の
ものが既にあるというところから出発して、2 つの機能を分けたものを作るというこ
とを容易に想到するかは疑問がある。進歩性はあるのではないか。
モデル事例 8

（１０）
（ⅰ）

モデル事例 8 の概要

モデル事例 8 は、電気系分野において、論点 1（証拠を示していない技術常識の考慮又
は周知技術の適用に係る設計的事項の判断について）及び論点 6（本願発明について、クレ
ームの構成要件の一部を無視して進歩性等の判断がなされたことで生じる審査結果のかい
離について）を含む事例である。
本願発明は、
画像記録される被記録部と、予め画像が形成された画像部とを有する搬送容器を管理
する搬送管理装置であって、
前記搬送容器の少なくとも前記被記録部に所定の波長のレーザ光を照射して前記被記
録部に画像を記録する第 1 照射部と、
前記搬送容器の少なくとも前記被記録部に前記第 1 照射部とは異なる所定の波長のレ
ーザ光を照射して前記被記録部に記録された画像を消去する第 2 照射部と、を備え、
前記第 1 照射部及び前記第 2 照射部が照射するレーザ光の波長において、前記被記録
部におけるレーザ光の吸収率αと、前記画像部におけるレーザ光の吸収率βとが、α＋40
＞βを満たす、搬送管理装置
である。
なお、明細書中には以下の記載がある。
「このような搬送管理システムにおいて、熱可逆記録媒体だけでなく、熱可逆記録媒体
の周囲にある他の搬送容器や、搬送容器に予め形成された画像にもレーザ光が照射されて
しまうと、画像の材料によってはレーザ光を吸収して画像が消失することがある。」（背景
技術）
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一方、文献 1 は、
画像記録される被記録部を有する搬送容器を管理する搬送管理装置であって、
前記搬送容器の少なくとも前記被記録部に所定の波長のレーザ光を照射して前記被記
録部に画像を記録する画像記録装置と、
前記搬送容器の少なくとも前記被記録部に所定の波長のレーザ光を照射して前記被記
録部に記録された画像を消去する画像消去装置と、を備える、搬送管理装置
を開示している。
つまり、本願発明と文献 1 に開示される発明（引用発明）とは、以下の点で相違する。
ア）本願発明では、搬送容器が予め画像が形成された画像部を有するのに対して、引用
発明では搬送容器が予め画像が形成された画像部を有するのか明らかでない点。
イ）本願発明では、前記第 1 照射部及び前記第２照射部が照射するレーザ光の波長にお
いて、前記被記録部におけるレーザ光の吸収率αと、前記画像部におけるレーザ光の吸収
率βとが、α＋40＞βを満たすものであるのに対し、引用発明ではそのような関係にある
か明らかでない点。
モデル事例 8 の基になった案件の国際調査見解書（JPO）の進歩性等の判断におけるポ
イントは、以下のとおりである。
請求項 1 に係る発明は、国際調査報告で引用された文献に対して新規性及び進歩性を
有する。
特に、
「第 1 照射部及び第 2 照射部が照射するレーザ光の波長において、被記録部にお
けるレーザ光の吸収率αと、画像部におけるレーザ光の吸収率βとが、α＋40＞βを満
たすように構成することは、何れの文献にも記載されていない。本願発明は、それによ
り、被記録部に照射されるべきレーザ光が誤って画像部に照射されたとしても表示画像
の視認性及び機械読み取り性低下を抑制できるという有利な効果を発揮する。
モデル事例 8 の基になった案件の移行国（欧州）の FA の進歩性等の判断におけるポイ
ントは、以下のとおりである。
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請求項 1 に係る発明は、コンベアラインシステムだけでなく、コンベアラインシステ
ムとは別の“second entity”である搬送容器について規定しており、不明確である（審
査便覧 F-IV 4.14 参照40）。
請求項 1 に係る発明は、文献 1 に開示されており、新規性を有しない。
上記 2 つのポイントを踏まえ、モデル事例 8 の審査において、ユーザーは拒絶理由を通
知するのが適切と考えるか、通知する場合はどのような拒絶理由通知を期待するか、を検
討した。例えば、上記相違点ア）、イ）に対する審査官の見解について、一度は拒絶理由を
通知して示してほしい、といったようなユーザーニーズについて議論した。
（ⅱ）

委員会での議論

モデル事例 8 における新規性・進歩性の判断について、委員から以下の意見があった。


α＋40＞βという特徴が何れの文献にもなく、証拠がないならば拒絶理由を通知す
るべきではないと思う。EPO の審査ではなぜこの文献 1 を引用して拒絶理由を通知
したのかわからなかった41。

また、モデル事例 8 における新規性・進歩性の判断及び拒絶理由の通知について、委員
から以下の意見があった。


「予め画像が形成された画像部」との請求項の記載は、書き直しを伴わないバーコー
ドなどを対象としている。本願の明細書の背景技術には、画像部が消失するとある。
一方で、発明の詳細な説明には書き換えられてしまうような画像部であるといった
記載はない。搬送容器の材質や画像部の材質についても言及はないが、搬送容器を識
別するために一般的に貼られているようなものは何でもこの画像部に入ってしまう

40

「4.14 用途別の有体物の引用による定義
物理的有体物（製品、装置）に関するクレームにおいて、その有体物の用途に関する特徴を引用して発明を定義しよう
とする場合は、明瞭性の欠如が生じることがある。特にこれに該当するのは、クレームが有体物自体を規定するのみで
なく、クレームされた有体物の部分ではない第 2 の有体物に対する関係も特定している場合（たとえば、エンジン用の
シリンダヘッドであって、それがエンジンにおけるその所在箇所についての特徴に規定されている場合）である。2 の
有体物の組合せに対する制限を検討する前に常に留意すべきことであるが、出願人は通常、第 1 の有体物それ自体につ
いて、それが第 2 の有体物に対する関係によって当初規定されたものであっても、独立の保護を受ける資格がある。第
1 の有体物については通常、第 2 の有体物とは独立して反復生産及び市販することができるので、適当にクレームを表
現する（たとえば、「連結した」の代わりに「連結可能」という言葉を使用する）ことによって、独立の保護を得るこ
とが可能となる。第 1 の有体物それ自体について明瞭な規定を示すことが不可能であれば、クレームは、第 1 及び第 2
の有体物の組合せ（たとえば、「シリンダヘッドを有するエンジン」又は「シリンダヘッドからなるエンジン」）を対象
にすべきである。」（審査便覧 F 部第 IV 章 4.14）
41 審査便覧Ｆ部第Ⅳ章 4.11 パラメータとＧ部第Ⅵ章 6. 黙示の開示及びパラメータを参照しているのではないかという
意見が委員から出された。
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のではないか。請求項の最後の３行は、画像部の材質などを特定しないと意味がない
のではないか。公知技術の中にこれに該当するものも見つかるのではないか。この請
求項だけ見ると、第三者の立場では驚くと思う。画像部についてきちんと特定するべ
きだと思う。特に課題との関係について特定が足りておらず、明確性違反やサポート
要件違反などを検討するべきではないか。文献 1 には、当たり前のことは書いてな
いと思われる。書き換える情報と書き換えない情報のうち、書き換えない情報の方は
説明の必要がないから記載がないだけだと思う。2 つの情報があって、一方は書き換
えて他方は書き換えない、といった観点でサーチを行ってみたところ、書き換えない
方については記載しないのが一般的のようだが、発明の説明に関係ないから記載し
ていないだけだと思えた。また、書き換える情報と書き換えない情報の両方について
記載している文献も複数見つけられた。書き換える情報と書き換えない情報の両方
を有することは周知技術といえるのではないか。現在の請求項は画像部を十分に限
定していないために数値限定の技術的意義（効果）が不明なので、文献 1 と周知技
術との組合せで進歩性なしとして拒絶理由を通知してもよいのではないか。
また、モデル事例 8 は、いわゆるサブコンビネーションの発明42である。サブコンビネ
ーションの発明の審査について、委員から以下の意見があった。
・ サブコンビネーションの発明は、平成 27 年 10 月の審査基準改訂で審査基準ができ
たが、審査における判断は、審査官や案件により分かれているのではないか。
（１１）

全般的な議論

モデル事例に対して適切と考える審査の検討を通して、以下の議論があった。


出願人の立場では、拒絶理由を通知してほしくなく、第三者の立場では、拒絶理由を
通知して権利範囲を明確にしてほしいと考えるため、ユーザーニーズとしての意見
がまとまりにくい。



権利範囲の予見性として、第三者の立場では、出願公開された時点でどのような権利
になるかある程度わかりたい。出願人としても、どの範囲で権利化されるかどうかあ
る程度知りたい。最近、その予見性が揺らいでいるのではないか。

42

「サブコンビネーションとは、二以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明、二以上の工程を組み合わせてなる
製造方法の発明等（以上をコンビネーションという。）に対し、組み合わされる各装置の発明、各工程の発明等をい
う。」（審査基準第 III 部第 2 章第 4 節）
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知財に強い企業では、第三者の特許が気になることが多い。そのような企業では、自
社の出願で広い権利範囲の特許が取れることよりも、他社の特許の権利範囲が明確
であることを望んでいることが多いと思う。しかしながら、中小企業・ベンチャー企
業では、より広い権利を取って資金調達などに活用するような面もあり、何度も拒絶
理由を通知されて明確な権利になるよりも早く権利にしてほしいというニーズもあ
ると思う。権利範囲が実質的に変わらないのに何度も拒絶理由を通知されるより早
く登録にしてほしいと思うかもしれない。不要な限定をさせられる懸念もあるかも
しれない。



IT 系、バイオ系などのベンチャー企業・スタートアップ企業は、なるべくコストを
かけたくないという考えもあるが、拒絶理由を受けることには理解があると思う。そ
のような企業の出願では当初は権利範囲の広いクレームを書くことが多いため、だ
いたい拒絶理由を受けるように思うが、それについて大きな不満はなさそうだと感
じる。



審査では、請求項の記載を文言どおりになるべく広く解釈して、課題や実施例に引き
ずられずに権利範囲を判断してほしい。そして、疑わしい場合は、拒絶理由通知や面
接等により出願人とコンタクトを取る機会を持ってほしい。権利活用やクリアラン
スの観点でも、権利範囲が明確であることが重要と考えている。



審査におけるクレーム解釈と、訴訟におけるクレーム解釈は少し異なっていてもよ
いように思う。審査の場面、とりわけ最初の拒絶理由通知では、USPTO の審査のよ
うに本願発明を合理的な最も広い解釈に基づいて解釈し、ひとまず拒絶理由通知を
出してはどうか。そうでないと、権利行使される可能性のある第三者にとっては、ど
のような権利範囲についての特許が認められたのかが不透明な状況になってしまい、
望ましくないと思う。可能であれば拒絶理由を通知してより明確な請求項の記載に
補正させるべきだと思う。出願人とのやり取りの結果、狭い解釈に落ち着いて特許査
定することになってもよいと思う。
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Ⅲ．

まとめ

１．

調査結果について

本章では、第Ⅱ章の調査結果を中心として、本調査研究から把握された事項について取
りまとめる。
（１）

日米及び日欧間の特許審査の運用の相違について

日米及び日欧間の審査結果かい離事例を分析する上で必要となる、日米及び日欧間の審
査結果のかい離に影響を与えうる JPO、USPTO 及び EPO の特許審査の運用の相違を把
握することができた。
（２）

進歩性等の判断に関する判決等について

モデル事例に対して適切と考える審査の検討に資する、論点 1（証拠を示していない技
術常識の考慮又は周知技術の適用に係る設計的事項の判断について）、論点 2（他の技術分
野における技術常識の考慮又は周知技術の適用に係る設計的事項の判断について）
、論点 3
（人が行っていることの単なる機械化に係る設計的事項の判断について）及び論点 4（実
施例とは相違しているが、請求項の記載からは文言上入り得る引例を通知するか否かの判
断について）についての進歩性等の判断に関する判決等を把握することができた。
（３）

日米及び日欧間の審査結果かい離事例について

（ⅰ）

対象案件の抽出

パターン 1（JPO は新規性及び進歩性ありと判断し、EPO は新規性又は進歩性なしと判
断したケース）では、JPO が A 文献として提示した文献のみを用いて、EPO が新規性又
は進歩性なしと判断したものが多く（85 件／420 件：抽出率 20.2%）、JPO が A 文献とし
て提示した文献と他の文献（国際調査報告では挙げられていない文献）との組合せにより
EPO が進歩性なしと判断したものは比較的少なかった（36 件／420 件：抽出率 8.6%）。
一方、パターン 2（EPO は新規性及び進歩性ありと判断し、JPO は新規性又は進歩性な
しと判断したケース）では、EPO が A 文献として提示した文献のみを用いて、JPO が新
規性又は進歩性なしと判断したものは少なく（19 件／420 件：抽出率 4.5%）
、EPO が A
文献として提示した文献と他の文献（国際調査報告では挙げられていない文献）との組合
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せにより JPO が進歩性なしと判断したものが非常に多かった（81 件／420 件：抽出率
19.3%）。
以上のことから、EPO では、国際調査報告で JPO が提示した A 文献のみを用いて進歩
性等について JPO とは異なる判断をする傾向があるのに対し、JPO では、国際調査報告
で EPO が提示した A 文献に文献を加えて進歩性等について EPO とは異なる判断をする
傾向があることを把握できた。
パターン 3（JPO は新規性及び進歩性ありと判断し、USPTO は新規性又は進歩性なし
と判断したケース）では、JPO が A 文献として提示した文献のみを用いて、USPTO が新
規性又は進歩性なしと判断したものと、JPO が A 文献として提示した文献と他の文献（国
際調査報告では挙げられていない文献）との組合せにより USPTO が進歩性なしと判断し
たものとが同程度であり、いずれも少なかった（21 件／180 件：抽出率 11.7%）。
一方、パターン 4（USPTO は新規性及び進歩性ありと判断し、JPO は新規性又は進歩
性なしと判断したケース）では、USPTO が A 文献として提示した文献のみを用いて、JPO
が新規性又は進歩性なしと判断したものは比較的少なく（28 件／180 件：抽出率 15.6%）、
USPTO が A 文献として提示した文献と他の文献（国際調査報告では挙げられていない文
献）との組合せにより JPO が進歩性なしと判断したものが比較的多かった（38 件／180
件：抽出率 21.1%）。
以上のことから、USPTO では、国際調査報告で JPO が提示した A 文献のみを用いて進
歩性等について JPO とは異なる判断をすることも、国際調査報告で JPO が提示した A 文
献に文献を加えて進歩性等について EPO とは異なる判断をすることも同様にあることを
把握できた。また、JPO では、国際調査報告で USPTO が提示した A 文献のみを用いて進
歩性等について USPTO とは異なる判断をすることが EPO との比較を参照すると多いも
のの、国際調査報告で USPTO が提示した A 文献に文献を加えて進歩性等について USPTO
とは異なる判断をする傾向が強いことを確認できた。
（ⅱ）

対象案件の分析

分析対象として抽出した 153 件について、JPO と EPO 又は USPTO の審査結果かい離
事例の具体的な要因を、論点 1（証拠を示していない技術常識の考慮又は周知技術の適用
に係る設計的事項の判断について）、論点 2（他の技術分野における技術常識の考慮又は周
知技術の適用に係る設計的事項の判断について）
、論点 3（人が行っていることの単なる機
械化に係る設計的事項の判断について）
、論点 4（実施例とは相違しているが、請求項の記
載からは文言上入り得る引例を通知するか否かの判断について）、論点 5（同一技術分野に
属する文献だが、組み合わせることが困難とする判断について）及び論点 6（本願発明につ
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いて、クレームの構成要件の一部を無視して進歩性等の判断がなされたことで生じる審査
結果のかい離について）のいずれに該当するかを中心に分析した。
分析は、弁理士をはじめとする JPO の特許審査実務に精通した者が実施した。
分析にあたっては、どの論点に該当するかを判断するための情報を分析者間で共有し、
判断にばらつきが生じないようにした。また、各分析者が分析した内容をチェックする者
を 1 名配置し、分析内容の品質の統一を図るとともに、分析した全ての案件について 2 名
の担当者が総合的な分析を行った。
①

論点 1（証拠を示していない技術常識等）

論点 1 に該当した案件は、153 件中 110 件と非常に多かった。特に、数値限定発明にお
いて、論点 1 に該当する案件が多く見られた。パターン 1（JPO は新規性及び進歩性あり
と判断し、EPO は新規性又は進歩性なしと判断したケース）
、パターン 3（JPO は新規性
及び進歩性ありと判断し、USPTO は新規性又は進歩性なしと判断したケース）において、
JPO は数値限定に係る事項以外に本願発明と引用発明に相違点がなければ新規性及び進歩
性ありと判断し、EPO 又は USPTO は新規性又は進歩性なしと判断した案件が多く見られ
た。
また、JPO が、国際調査見解書において、本願発明と引用発明を比較して有利な効果が
認められると言及しているものもあったが、単に、いずれの文献にも数値限定に係る事項
が記載されていないし自明でもない、との言及のみで新規性及び進歩性ありと判断してい
る案件が見られた。
以上のことから、数値限定発明について、ユーザーが、JPO の審査では他国に比べて特
許になりやすいと感じている可能性がある。
②

論点 2（他の技術分野での技術常識等）

論点 2 に該当した案件は、1 件のみであった。対象案件の抽出にあたって、国際調査報
告で提示された A 文献と国内段階移行出願の FA で提示された XY 文献とが完全に一致し
た案件のみを抽出したため、他の技術分野での技術常識等として挙げられる文献が国際調
査報告と国内段階移行出願の FA で一致することがほとんどなかったものと考えられる。
③

論点 3（単なる機械化に係る設計的事項）

論点 3 に該当した案件は、3 件見つかったものの、進歩性等の判断についての議論に適
する案件は見つからなかった。委員から、AI、IoT 関連発明（例えば特許分類 G06Q）に関
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して論点 3 に該当する審査結果かい離が問題となり得るとの意見が寄せられたが、本調査
研究のように同一の引用文献に基づく進歩性等の判断のかい離を前提とすると、当該特許
分類に該当する案件はそもそも対象案件として抽出されなかった。
今後も論点 3 に関する進歩性等の判断について指摘する意見が出るようであれば、本調
査研究とは異なる抽出方法で対象案件を抽出する必要があると考えられる。
④

論点 4（文言上入り得る引例の通知）

論点 4 に該当した案件は、30 件見つかった。論点 4 のみを含む案件もあったが、論点 4
とともに論点 1（証拠を示していない技術常識等）を含む案件も見られた。論点 1 にも論
点 4 にも該当する場合とは、本願発明と引用発明とを比較して欠如している構成要件があ
っても、その点を技術常識等で埋めれば文言上入り得る場合であった。
また、請求項の表現が不明確である場合に論点 4 に該当することが多かった。PCT 国際
出願と国内段階移行出願の比較する請求項の内容が同一であるものについて分析を行った
ため、翻訳の問題ではなく、PCT 国際出願時の請求項の表現そのものが不明確であるため
に論点 4 に該当する案件が多く見られた。
また、パターン 1（JPO は新規性及び進歩性ありと判断し、EPO は新規性又は進歩性な
しと判断したケース）、パターン 3（JPO は新規性及び進歩性ありと判断し、USPTO は新
規性又は進歩性なしと判断したケース）において、論点 4 に該当するものが比較的多かっ
た。JPO では、明細書に記載された態様に限定して本願発明を捉えた結果、提示文献に対
して新規性及び進歩性ありと判断した可能性があり、一方、EPO 又は USPTO では、当該
提示文献を、文言上、本願発明に入り得る引例であるとして新規性又は進歩性なしと判断
した可能性がある。そのような案件について、ユーザーが、JPO の審査では比較的特許に
なりやすいと感じている可能性がある。
⑤

論点 5（同一技術分野だが組合せ困難）

論点 5 に該当した案件は、8 件見つかった。これらは、JPO における全体的な審査の傾
向を表すものではなく、個別具体的な審査の判断の問題であると考えられる案件であった。
そのような案件についても、ユーザーが、JPO の審査では比較的特許になりやすいと感じ
ている可能性がある。
⑥

論点 6（クレームの構成要件の一部を無視した進歩性等の判断）

論点 6 に該当した案件は、32 件見つかった。論点 6 に該当する案件として、EPO の審
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査においてコンピュータ・ソフトウェア関連発明等で非技術的特徴とみなされて審査対象
から除外された構成があるものや、技術分野にかかわらず明確性要件違反で不明確とされ
た表現や用語について無視して審査したものが見つかった。
EPO では、クレームの構成要件の一部を無視して進歩性等の判断をするにあたって、国
内段階移行出願の FA において、審査便覧の記載を引用する形で根拠を明示することが多
かった。
⑦

その他の事項

パターン 1（JPO は新規性及び進歩性ありと判断し、EPO は新規性又は進歩性なしと判
断したケース）が対象案件 153 件中 85 件と最も多かったものの、弁理士をはじめとする
JPO の特許審査実務に精通した者による分析では、パターン 1 であっても JPO の審査が
妥当である可能性が高いと判断された案件が見られた。パターン 1 の件数が多いから JPO
の審査が妥当でないと一概にはいえなかった。
（４）

モデル事例に対して適切と考える審査の検討について

日米及び日欧間の審査結果かい離について分析を行った案件から抽出し、主に進歩性の
判断に関して特に検討を要する事例として作成した 8 件のモデル事例に対して適切と考え
る審査の検討を行った。
委員会では、各モデル事例に対して適切と考える審査の検討を通して、委員から以下の
ような意見を得ることができた。


数値限定発明において、本願発明と引用発明との数値範囲の重なりについての新規
性・進歩性の判断は、明細書中の実施例や比較例を参考にして判断すべきである。例
えば、進歩性の判断では、本願明細書や引例の実施例や比較例などのより詳細な記載
を参照しながら数値範囲の意義について検討すべきである。本願発明に至ることの
論理付けを妨げる事情が明らかでないなら、まずは拒絶理由を通知して出願人の反
論をみてはどうか。



本願発明と主引用発明との相違点は周知技術であるとの拒絶理由通知を受ける場合、
主引用発明と同一技術分野であるか異なる技術分野であるかを問わず、当該相違点
が周知技術であることを示す文献を付けてほしい。文献がないと反論の方向が定め
にくい。
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拒絶理由の回数は少ない方がコスト面で有利である。例えば、先に記載要件違反を通
知して後で進歩性を議論するよりも、記載要件違反と進歩性なしの拒絶理由を 1 回
で通知してもらう方が出願人にとって好ましい。記載要件違反と進歩性なしの拒絶
理由を一緒に通知してもらった方が出願人は対応しやすい。



本願発明の目的を捉えて同じ目的の周知技術をサーチすれば、より適切な文献を用
いて拒絶理由を通知することができたのではないか。



本願発明の範囲について 2 通りの解釈が可能であれば、広い方で解釈して拒絶理由
を通知するべきと思う。



引用文献の図面をそのまま読み取ると、本願の請求項の数値範囲に入るような場合
には、その図の性質や技術常識も考慮して新規性及び進歩性の判断をすべきである。



権利行使される可能性のある第三者にとっては、どのような権利範囲についての特
許が認められたのかが不透明な状況は望ましくないと思う。本願発明を広く解釈し
てひとまず拒絶理由を通知してはどうか。出願人とのやり取りの結果、狭い解釈に落
ち着いて特許査定することになってもよいと思う。



審査では、請求項の記載を文言どおりになるべく広く解釈して、課題や実施例に引き
ずられずに権利範囲を判断してほしい。そして、疑わしい場合は、拒絶理由や面接等
により出願人とコンタクトを取る機会を持ってほしい。権利活用やクリアランスの
観点でも、権利範囲が明確であることが重要と考えている。

（５）

全体の取りまとめについて

本調査研究全体の取りまとめについて、委員会では以下の意見が得られた。


本調査研究で抽出した範囲で JPO の審査と比較した場合、EPO の審査では、技術常
識等に関し、文献を示すことなく拒絶理由を通知する傾向にあり、USPTO の審査で
は、発明の課題や効果を考慮せずに、文献を組み合わせて拒絶理由を通知する傾向に
ある、といえるのではないか。（第Ⅱ章３．（５）、５．（４）（ⅱ）参照）
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本調査研究で抽出した JPO が国際調査報告を作成した案件について、EPO の国内
段階移行出願の FA においては、JPO が A 文献としたものと同一の文献を引用例と
し、種々の理由（本願発明が明確でない、数値限定に特徴はない、非技術的特徴であ
る）により、本願発明と引用発明に相違点はないとみなしたり、相違点があっても設
計事項や周知技術であるとしたりすることがわかった。（第Ⅱ章３．（４）（ⅱ）①、
５．（３）（ⅱ）、５．（８）（ⅱ）、５．（１０）（ⅱ）参照）



JPO が国際調査報告で A 文献のみを提示した事例で、USPTO 又は EPO の国内段
階移行出願の FA において、当該 A 文献のみを用いて新規性又は進歩性なしと判断
されたものを基に作成した 8 件のモデル事例は、ほとんどが EPO の国内段階移行出
願に関するものであったが、JPO の審査と EPO の審査とを比較してどちらかが一
方的に妥当でないということはなかった、といえるのではないか。



請求項の記載が曖昧で本願発明が特定されておらず、本願発明の解釈が分かれうる
ようなものは、何らかの拒絶理由を通知することにより、補正の機会を与え、本願発
明を明確にさせた方がよいのではないか。（第Ⅱ章５．（４）（ⅱ）、５．（５）（ⅱ）、
５．（６）（ⅲ）、５．（８）（ⅱ）、５．（１１）参照）



同一の引用文献に基づく進歩性等の判断のかい離についての一般的な調査は、本調
査研究で十分といってよいと思う。今後も、ユーザーから日本の審査が甘いとする意
見がある場合は、その根拠を明らかにした上で、明らかになった点についてまた別の
形で調査研究を進めていければよいと思う。例えば、分野特有の問題であれば、分野
を絞った深い分析が考えられるし、それ以外の理由が明らかになれば、例えば、FA
だけでなく登録状況まで含めた分析などをするのがよい。

２．

結び

本調査研究は、特許審査の判断において、JPO で認められた特許が USPTO や EPO で
拒絶される事例があり、平成 30 年 11 月 21 日の第 26 回特許制度小委員会や平成 31 年 2
月 18 日の第 1 回審査品質管理小委員会で産業界からこのような事例に関して検討するこ
とが要請されたこと、また、主に進歩性に関して、JPO と USPTO 又は EPO の判断がか
い離する事例の検討を期待する声が産業界から寄せられたことを背景として行われたもの
であり、その目的は、JPO と USPTO 又は EPO との間で審査結果のかい離が生じた事例
を調査し、その中から、主に進歩性の判断に関してこれまでに出されたユーザーの意見等
に基づいて特に検討を要する事例を把握し、当該事例からユーザーが求める世界最高品質
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の特許審査の在り方を検討することで、今後の特許審査の取組の参考とすることであった。
本調査研究では、上述のような要請や期待に応え、特許審査実務に関する専門的な知見
を有する 9 名（学識経験者、裁判所経験者、弁理士及び企業知財実務者）から構成される
委員会を設置し、具体的な議論の場を設けることができた。そして、審査結果のかい離が
生じた案件の分析及び委員会での具体的な議論から、特許審査における種々の留意点を把
握することができた。
本調査研究では、JPO が国際調査報告で A 文献のみを提示した事例で、USPTO 又は
EPO の国内段階移行出願の FA において、当該 A 文献のみを用いて新規性又は進歩性なし
と判断された案件から抽出してモデル事例化した 8 件に関する議論においては、JPO の審
査における進歩性等の判断が妥当でないと一概には言い切れないことを確認できた。
また、弁理士をはじめとする JPO の特許審査実務に精通した者が実施した対象案件の分
析からは、JPO と EPO の審査を比較した結果、EPO の審査では技術常識等に関して文献
を示すことなく拒絶理由を通知する傾向が強いことを確認できた。このことは、ユーザー
が JPO では他国に比べて特許になりやすいと感じている一因かもしれない。しかしなが
ら、EPO の審査のように進歩性の判断において技術常識等に関して文献を示すことなく拒
絶理由を通知するべきとするニーズはなかった（第Ⅱ章５．（４）（ⅱ）参照）
。
さらに、請求項の記載が曖昧で本願発明が特定されておらず、本願発明の解釈が分かれ
うるようなものは、拒絶理由を通知することにより、補正の機会を与え、本願発明を明確
にさせた方がよいのではないかとの意見も多かった。
（第Ⅱ章５．
（４）
（ⅱ）、５．
（５）
（ⅱ）、
５．（６）（ⅱ）、５．（８）（ⅱ）、５．（１１）参照）
本調査研究により、同一の引用文献に関する進歩性等の判断のかい離についての一般的
な調査は、一定の成果を上げたと考えられる。今後、ユーザーから JPO の審査における進
歩性等の判断が妥当でないとの意見がある際には、特定の技術分野を対象とした調査や、
異なる文献が提示された事例の調査（先行技術文献サーチの妥当性）など、さらに詳細な
検討が必要であると考えられる。
本調査研究が、世界最高品質の特許審査の実現を掲げる JPO の今後の審査において活用
されるとともに、ユーザーにとっても参考となれば幸いである。
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資料編

資料Ⅰ
進歩性等の判断に関するモデル事例
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モデル事例 1

PCT 国際出願
請求の範囲
【請求項 1】
元素 A 合金膜であって、
元素 B を 0.001 質量%以上 0.005 質量%以下含有し、
元素 C を 0.3 質量%以上 1.0 質量%以下含有し、
残部が元素 A 及び不可避不純物からなる組成を有する、元素 A 合金膜。
明細書
【発明の名称】元素 A 合金膜
【背景技術】
有機 EL ディスプレイなどの反射電極膜として、元素 A 合金膜が用いられている。元素
A 合金膜は、元素 A 合金からなる成膜材料を用いたスパッタリングにより形成される。
元素 A 合金膜では、元素 A のイオンマイグレーションが発生しやすい。有機 EL ディス
プレイでは、電極パターンの微細化が求められているが、イオンマイグレーションが発生
すると、電極パターンに短絡が起こりうる。このため、元素 A 合金膜には、耐マイグレー
ション性が求められる。
また、ディスプレイ製造工程においては、フォトレジストの塗布や除去で使用される薬
品に硫黄が含まれている。このため、元素 A 合金膜には、耐硫化性が求められる。
【発明の概要】
耐マイグレーション性及び耐硫化性に優れた元素 A 合金膜を提供する。
本発明の実施形態は、元素 A 合金膜であり、元素 B を 0.001 質量%以上 0.005 質量%以下
含有し、元素 C を 0.3 質量%以上 1.0 質量%以下含有し、残部が元素 A 及び不可避不純物か
らなる組成を有する。
本発明の実施形態によれば、元素 A 合金膜は、元素 B を 0.001 質量%以上 0.005 質量%以
下含有していることにより、元素 A のイオンマイグレーションの発生を抑制でき、耐マイ
グレーション性を高めることができる。また、元素 C を 0.3 質量%以上 1.0 質量%以下含有
していることにより、耐硫化性を高めることができる。
【発明を実施するための形態】
・・・
元素 A 合金膜は、有機 EL ディスプレイなどの反射電極膜として使用されうる導電膜で
ある。本実施形態では、元素 A 合金膜は、元素 B を 0.001 質量%以上 0.005 質量%以下含有
し、元素 C を 0.3 質量%以上 1.0 質量%以下含有し、残部が元素 A 及び不可避不純物からな
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る組成を有する。元素 A 合金膜は、元素 A 合金膜形成用の成膜材料を用いたスパッタリン
グにより成膜される。成膜材料もまた、元素 B を 0.001 質量%以上 0.005 質量%以下含有
し、元素 C を 0.3 質量%以上 1.0 質量%以下含有し、残部が元素 A 及び不可避不純物からな
る組成を有する。ここでは、成膜材料における各元素の含有量と元素 A 合金膜における各
元素の含有量とは大きく変動しない。
元素 B は、元素 A のイオンマイグレーションを抑制する物質である。元素 B の含有量が
0.001 質量%未満では、元素 A のイオンマイグレーションを十分に抑制できず、また、0.005
質量%を超えると、元素 A 合金を熱処理した際に、元素 B が膜表面に凝縮して突起物とな
り好ましくない。このため、元素 A 合金膜における元素 B の含有量は、0.001 質量%以上
0.005 質量%以下とする。これにより、元素 A 合金膜の耐マイグレーション性を高めること
ができる。
元素 C は、元素 A 合金膜の耐硫化性を向上させる物質である。元素 C の含有量が 0.3 質
量%未満では、耐硫化性が不十分であり、また、1.0 質量%を超えると、比抵抗値が高くな
り導電膜としての特性が劣る。このため、元素 A 合金膜における元素 C の含有量は、0.3
質量%以上 1.0 質量%以下とする。これにより、元素 A 合金膜の耐硫化性を高めることがで
きる。
・・・
文献 1
・・・
スパッタリングにより形成される導電膜は、元素 C を 0.1～1.5 質量%含有し、さらに、
元素 D を 0.1～2.0 質量%含有し、残部が元素 A と不可避不純物とからなる組成を有する元
素 A 合金で構成されている。
元素 C は、耐硫化性に寄与する物質である。元素 C の含有量が 0.1 質量%よりも少ない
と、耐硫化性が十分でなく、また、1.5 質量%よりも多いと、比抵抗が増大してしまう。こ
のため、導電膜における元素 C の含有量は、0.1～1.5 質量%とする。
元素 D は、導電膜の表面の粗さを低減し、耐硫化性にも寄与する物質である。元素 D の
含有量が 0.1 質量%よりも少ないと、導電膜の表面の粗さが低減せず、また、2.0 質量%よ
りも多いと、比抵抗が増大してしまう。このため、導電膜における元素 D の含有量は、0.1
～2.0 質量%とする。
・・・
なお、導電膜を成膜材料として利用するためには、不純物として含まれる元素 B、元素
E、元素 F、元素 G の含有量は、いずれも 0.01 質量%未満であることが好ましい。
・・・
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参考：国際調査見解書（JPO）の進歩性等の判断におけるポイント
請求項 1 に係る発明は、新規性および進歩性を有する。
特に、元素 A 合金膜における元素 B の含有量を 0.001 質量%以上 0.005 質量%以下にす
る点は、いずれの文献にも開示されていないし、当業者といえども容易に想到し得ないも
のである。
参考：移行国（欧州）の FA の進歩性等の判断におけるポイント
請求項 1 に係る発明は、文献 1 に開示される導電膜に対して新規性を有しない。
文献 1 は、元素 A 合金で構成された導電膜が「元素 B を 0.001 質量%以上 0.005 質量%以
下含有」する点を開示していないが、「元素 B の含有量は 0.01 質量%未満であることが好
ましい」ことを開示している。元素 B が不可避不純物であることは当業者に知られており、
0.001 質量%以上の元素 B は文献 1 に開示される導電膜においても存在すると考えられる。
また、不純物の量をできるだけ少なくすべきことは当業者に知られており、文献 1 に開示
される導電膜においても元素 B の含有量は 0.005 質量%以下であると考えられる。
また、請求項 1 に係る発明は、文献 1 に開示される導電膜に対して進歩性を有しない。
たとえ「元素 B の含有量が 0.005 質量%以下である」ことが新規であるとしても、当業
者は不純物である元素 B の量をできるだけ少なくしようとすると考えられ、元素 B の含有
量を 0.005 質量%以下にすることは当業者にとって自明である。
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Ⅱ．

モデル事例 2

PCT 国際出願
請求の範囲
【請求項 1】
電子黒板であって、
情報を表示する表示部と、
前記表示部の情報の表示を制御する表示制御部と、
電子黒板を起動させる ON の入力、及び電子黒板の動作を停止させる OFF の入力を受け
付ける受付部と、
前記受付部が OFF の入力を受け付けた時刻である OFF 時刻と、OFF 時刻に前記表示部
に表示されている情報である直前情報とを記録する記録部と、
前記受付部が ON の入力を受け付けた場合、前記受付部が ON の入力を受け付けた時刻
である ON 時刻と、前記 ON 時刻の直前に前記記録部に記録された OFF 時刻とに基づいて、
前記表示制御部が前記直前情報を前記表示部に表示させるか否かを判定する判定部と、
を具備する、電子黒板。
明細書
【発明の名称】電子黒板
【背景技術】
電子黒板に種々の情報を書き込んだ後、表示画面を保存する操作をしないまま、誤って
OFF にしてしまうことがありうる。このような場合に、直前の表示を再現したいというニ
ーズがある。
【発明の概要】
誤操作などにより OFF にしても直前の表示を再現可能な電子黒板を提供する。
本発明の実施形態は、電子黒板であって、情報を表示する表示部と、前記表示部の情報
の表示を制御する表示制御部と、電子黒板を起動させる ON の入力、及び電子黒板の動作
を停止させる OFF の入力を受け付ける受付部と、前記受付部が OFF の入力を受け付けた
時刻である OFF 時刻と、OFF 時刻に前記表示部に表示されている情報である直前情報とを
記録する記録部と、前記受付部が ON の入力を受け付けた場合、前記受付部が ON の入力
を受け付けた時刻である ON 時刻と、前記 ON 時刻の直前に前記記録部に記録された OFF
時刻とに基づいて、前記表示制御部が前記直前情報を前記表示部に表示させるか否かを判
定する判定部と、を具備する。
本発明の実施形態によれば、誤操作などにより OFF にしてしまっても直前の画面表示が
可能な電子黒板を提供することができる。
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【発明を実施するための形態】
・・・
図 1 は、電子黒板 1 の構成を示すブロック図である。電子黒板 1 は、プロセッサ 11 と、
メインメモリ 12 と、ストレージ 13 と、受付部 14 と、表示部 15 とを備える。プロセッサ
11 は、例えば CPU であり、後述する判定部や表示制御部として機能し、電子黒板 1 の装置
全体の動作を制御する。メインメモリ 12 は、プロセッサ 11 の駆動に用いられる RAM で
ある。ストレージ 13 は、SSD、HDD などであってよい。受付部 14 は、例えば、電子黒板
1 を起動させる ON の入力、及び電子黒板 1 の動作を停止させる OFF の入力を受け付ける
電源ボタンである。つまり、電子黒板 1 は、電源ボタンの ON により起動し、電源ボタン
の OFF により動作を停止する。表示部 15 は、例えばタッチパネルである。電子黒板 1 は、
ユーザーがタッチパネルを電子ペンなどの外部入力装置、あるいは指でタッチすることに
より入力された文字や図形を表示部 15 に表示する。
・・・
図 2 は、受付部 14 が OFF の入力を受け付けた場合の電子黒板 1 の処理の一例を示すフ
ローチャートである。ステップ S11 において、電子黒板 1 は、受付部 14 により、OFF の入
力を受け付ける。ステップ S12 において、電子黒板 1 は、OFF の入力を受け付けた時刻で
ある OFF 時刻を記録部（例えばストレージ 13）に記録する。また、ステップ S13 におい
て、電子黒板 1 は、OFF 時刻に表示部 15 に表示されている情報である直前情報を記録部
（例えばストレージ 13）に記録する。記録後、電子黒板 1 は、動作を停止する。
図 3 は、受付部 14 が ON の入力を受け付けた場合の電子黒板 1 の処理の一例を示すフロ
ーチャートである。ステップ S21 において、電子黒板 1 は、受付部 14 により、ON の入力
を受け付ける。ステップ S22 において、電子黒板 1 は、ON の入力を受け付けた時刻であ
る ON 時刻を取得する。また、電子黒板 1 は、ON 時刻の直前に OFF の入力を受け付けた
時刻である OFF 時刻を記憶部から取得する。ステップ S23 において、電子黒板 1 は、ステ
ップ S22 で取得した ON 時刻と OFF 時刻とに基づいて、記録部に記録された直前情報を表
示部に表示するか否かを判定する。例えば、判定部が、ON 時刻と OFF 時刻との差を算出
し、算出した差が予め設定した所定時間以内であると判定した場合には（ステップ S23－
YES）、処理はステップ S24 に進む。ステップ S24 において、電子黒板 1 は、表示制御部に
より、直前情報を表示部 15 に表示させる。あるいは、例えば、判定部が、ON 時刻と OFF
時刻との差が予め設定した所定時間を超えていると判定した場合には（ステップ S23－NO）、
処理はステップ S25 に進む。ステップ S25 において、電子黒板 1 は、表示制御部により、
直前情報ではない通常初期表示（例えばブランク表示）を表示部 15 に表示させる。ステッ
プ S24 又はステップ S25 の後、処理を終了する。
・・・
本実施形態によれば、電子黒板 1 は、ユーザーが書き込んだ表示画面の保存操作を忘れ
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て OFF にしてしまったり、書き込み途中に誤って OFF にしてしまったりした場合であっ
ても、直前の表示を再現することができ、ユーザーにとって利便性の高い装置を提供する
ことができる。
・・・
図面
【図 1】

【図 2】
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【図 3】

文献 1
・・・
電子黒板は、ユーザーが電源ボタンを押して電源を切る場合、制御部により、電源を切
る直前に表示部に表示されている表示情報を記憶部に記憶した後、その動作を停止する。
そして、次に電源を入れた場合、電子黒板は、制御部により、記憶した表示情報を記憶部
から読み出して、表示部にこれを表示する。これにより、利便性の高い電子黒板を提供す
ることができる。
・・・
文献 2（周知技術を示す文献）
・・・
プリンタは、動作モードとして、通常動作モードと、省電力のためのスリープモードと
を備える。通常動作モードでは、プリンタの表示部は、各種情報を表示する。スリープモ
ードでは、プリンタの表示部は、各種情報を表示しない。プリンタ制御部は、所定時間入
力操作を受け付けなかった場合に、動作モードを通常動作モードからスリープモードに切
り替える。この際、プリンタは、スリープモードに入った時刻とこの時刻におけるプリン
タの設定情報を記憶しておく。
・・・プリンタがスリープモード中に何らかの入力操作を受
け付けた場合、プリンタ制御部は、スリープモードに入った時刻と入力操作を受け付けた
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時刻とから、スリープモード開始から所定時間が経過したか否かを判定する。所定時間経
過していなかった場合には、プリンタ制御部は、スリープモードに入った時刻におけるプ
リンタの設定情報に基づいた画面表示を表示部にする、つまり画面表示を再現するととも
に、プリンタを通常動作モードに切り替える。所定時間経過していなかった場合には、プ
リンタ制御部は、プリンタの初期設定情報に基づいた画面表示を表示部にするとともに、
プリンタを通常動作モードに切り替える。これにより、動作モードの変更が頻繁に起こっ
てもユーザーの利便性は低下しない。
・・・
参考：国際調査見解書（JPO）の進歩性等の判断におけるポイント
請求項 1 に係る発明は、新規性および進歩性を有する。
請求項 1 に係る発明における、受付部が OFF の入力を受け付けた時刻である OFF 時刻
を記録し、受付部が ON の入力を受け付けた場合、ON の入力を受け付けた時刻である ON
時刻と、ON 時刻の直前に記録された OFF 時刻とに基づいて、表示制御部が直前情報を表
示部に表示させるか否かを判定することは、いずれの文献にも記載されておらず、かつ、
当業者にとって自明なものでもない。
参考：移行国（欧州）の FA の進歩性等の判断におけるポイント
請求項 1 に係る発明は、文献 1 に対して進歩性を有していない。
電源ボタンの OFF 時刻と ON 時刻とを考慮して表示を判断することは、独創的でなく、
当業者であれば同じ解決策に達することは明白である。なお、例えば、文献 2 は、操作が
行われなかった時刻を考慮して表示を切り替える技術を開示しており、この点においても、
請求項 1 に係る発明は進歩性を有していない。
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Ⅲ．

モデル事例 3

PCT 国際出願
請求の範囲
【請求項 1】
正極活物質を含む正極層と、負極活物質を含む負極層と、一方の面に前記正極層が形成
され、他方の面に前記負極層が形成された集電体と、を有するバイポーラ電極と、
非水電解質層と、を備え、
前記バイポーラ電極は、折り曲げられてつづら折り状になっている、非水電解質二次電
池。
明細書
【発明の名称】非水電解質二次電池
【背景技術】
非水電解質二次電池として、集電体の一方の面に正極活物質を含む正極層を形成し、他
方の面に負極活物質を含む負極層を形成したバイポーラ電極と非水電解質層を挟んで複数
枚直列に積層したバイポーラ型電池が知られている。バイポーラ型電池から高出力を得る
ためには、高エネルギー密度化する必要がある。高エネルギー密度化する方法として、例
えば、電極面積を大きくする方法や、面積の小さなバイポーラ型電池を並列に接続する方
法などがある。また、例えば、正極および負極の電極とこれらを隔てるセパレータを隙間
なく渦巻き状に巻き付けて筐体内に高密度に充填する構成も知られている。しかしながら、
セパレータなどを挟むと電極の充填率が下がるし、渦巻き状の構成では電池の電流取り出
し端子が取り付けにくい。
【発明の概要】
バイポーラ型電池の高エネルギー密度化を図ることができる非水電解質二次電池を提供
する。
本発明の実施形態は、バイポーラ電極と、非水電解質層とを備える非水電解質二次電池
である。バイポーラ電極は、正極活物質を含む正極層と、負極活物質を含む負極層と、一
方の面に前記正極層が形成され、他方の面に前記負極層が形成された集電体と、を有して
いる。バイポーラ電極は、折り曲げられてつづら折り状になっている。
このような構成により、この非水電解質二次電池では、高エネルギー密度化を図ること
ができる。
【発明を実施するための形態】
・・・
図 1 に示すように、非水電解質二次電池 1 は、筐体 10 内に収容されたつづら折り状のバ
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イポーラ電極 11 を有する。図 1 において破線で囲んだ枠内に拡大して示すように、バイポ
ーラ電極 11 は、集電体 12 と、正極活物質を含む正極層 13 と、負極活物質を含む負極層 14
とを有する。集電体 12 には、一方の面に正極層 13 が形成され、他方の面に負極層 14 が形
成されている。また、隣り合う正極層 13 と負極層 14 との間には、図示しない非水電解質
層が設けられている。
図 1 に示すように、バイポーラ電極 11 は、一方向に所定の長さで複数に区分けされ、区
分けされた部分を折り曲げてつづら折り状に折り畳んである。
バイポーラ電極 11 を筐体 10
内でつづら折り状に折り畳んで収容することで、非水電解質二次電池 1 は、体積を小さく
しながらエネルギー密度を向上させることができる。また、つづら折り状にすることで、
正極層 13 と負極層 14 とは対向せず、セパレータ等の絶縁層は不要となり、コンパクトな
設計とすることができる。
あるいは、図 2 に示すような積層体からなるバイポーラ電極 11 を折り曲げてつづら折り
状に折り畳んでもよい。図 2 には、集電体 12 と、正極活物質を含む正極層 13 と、負極活
物質を含む負極層 14 とを有するバイポーラ電極 11 と、非水電解質層 15 とが示されてい
る。
・・・
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図面
【図 1】

【図 2】
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文献 1
・・・
非水電解質二次電池用のバイポーラ電極 1 は、アルミニウム箔を S 字状に折り畳むこと
で形成された集電体 2～4 を有する。例えば、集電体 3 は、図 1 に示すように、第 1 の部分
3a と、第 2 の部分 3b と、第 3 の部分 3c とを含む。第 1 の部分 3a の下面および上面には、
それぞれ、負極活物質層 11、12 が設けられている。第 2 の部分 3b には、下面に負極活物
質層 13 が、上面に正極活物質層 14 が設けられている。第 3 の部分 3c の下面および上面に
は、それぞれ、正極活物質層 15、16 が設けられている。
負極活物質層 12、13 の間には、集電体 2 の下面および上面にそれぞれ設けられた正極活
物質層 17、18 が配置され、さらに、負極活物質層 12 と正極活物質層 17 との間、および正
極活物質層 18 と負極活物質層 13 との間には、これらを隔てる U 字形のセパレータ 4 が配
置されている。セパレータ 4 の両端部は、それぞれ、絶縁封止体 5、6 に接続されている。
正極活物質層 14、15 の間には、集電体 4 の下面および上面にそれぞれ設けられた負極活
物質層 19、20 が配置され、さらに、正極活物質層 14 と負極活物質層 19 との間、および負
極活物質層 20 と正極活物質層 15 との間には、これらを隔てる U 字形のセパレータ 7 が配
置されている。セパレータ 7 の両端部は、それぞれ、絶縁封止体 8、9 に接続されている。
なお、セパレータ 4、7、負極活物質層 11～13、19、20、正極活物質層 14～18 の間の空
隙には、リチウムイオンなどのイオンが伝導する電解質溶液が存在している。
バイポーラ電極 1 では、このような積層構造により、積層方向から見たときの電池の投
影面積を大きくすることなく、電池容量の増加を図ることができる。
・・・
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図1

参考：国際調査見解書（JPO）の進歩性等の判断におけるポイント
請求項 1 に係る発明は、新規性および進歩性を有する。
請求項 1 に係る発明が有する「前記バイポーラ電極は、折り曲げられてつづら折り状に
なっている」点は、いずれの文献にも記載されていないし、当業者にとって自明な事項で
もない。
参考：移行国（欧州）の FA の進歩性等の判断におけるポイント
請求項 1 に係る発明は、文献 1 に対して新規性及び進歩性を有していない。
文献 1 には、正極活物質を含む正極層（14、15）と、負極活物質を含む負極層（12、13）
と、一方の面に前記正極層が形成され、他方の面に前記負極層が形成された集電体（3）と、
を有するバイポーラ電極（1）と、非水電解質層と、を備え、前記バイポーラ電極は、曲げ
られてつづら折り状になっている、非水電解質二次電池である。
本願発明を文献 1 に開示される従来技術のものと区別するためには、この場合に不可欠
である以下の特徴を何らかの形で請求項 1 に導入すべきである。
1）集電体の一方の面に正極活物質を含む正極層が一様に形成されていること。
2）集電体の他方の面に負極活物質を含む正極層が一様に形成されていること。
3）折り曲げ部分においても、一方の面に正極活物質を含む正極層が形成されており、他
方の面に負極活物質を含む負極層が形成されていること。
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Ⅳ．

モデル事例 4

PCT 国際出願
請求の範囲
【請求項 1】
前側部分と、後側部分と、前記前側部分と前記後側部分との間の側方部分とを有し、
前記側方部分に位置し、前記側方部分の身生地を貫通している、縦方向に延びた細長い
第 1 の通気口と、
前記前側部分に開口した開口部を有するようにして、前記第 1 の通気口を覆っている覆
い部と、
前記後側部分に位置し、前記後側部分の身生地を貫通している第 2 の通気口と、
を備える通気性ズボン。
明細書
【発明の名称】通気性ズボン
【背景技術】
スポーツをする際に着用するズボンには、熱気を外に逃がすために、通気口が設けられ
ているものがある。
【発明の概要】
より通気性に優れたズボンを提供する。
本発明の実施形態は、前側部分と、後側部分と、前記前側部分と前記後側部分との間の
側方部分とを有する通気性ズボンである。この通気性ズボンは、前記側方部分に位置し、
前記側方部分の身生地を貫通している、縦方向に延びた細長い第 1 の通気口と、前記前側
部分に開口した開口部を有するようにして、前記第 1 の通気口を覆っている覆い部と、前
記後側部分に位置し、前記後側部分の身生地を貫通している第 2 の通気口と、を備える。
このような構成により、このズボンでは、第 1 の通気口から第 2 の通気口へと、内部に
十分な量の空気を取り込み、より通気性を高めることができる。
【発明を実施するための形態】
・・・
図 1 に示すように、ズボン 1 は、前側部分 2 と、後側部分 3 と、前側部分 2 と後側部分
3 との間の側方部分 4 とからなる。ズボン 1 の側方部分 4 には、身生地を貫通して縦方向
に延びた細長い第 1 の通気口 5 が形成されている。第 1 の通気口 5 は、例えば長方形であ
る。第 1 の通気口 5 は、布地からなる覆い部 6 で覆われている。第 1 の通気口 5 を形成し
ている長方形の 4 辺のうち 3 辺（例えば、両短辺と一方の長辺）には覆い部 6 が縫い付け
られており、1 辺（例えば、他方の長辺）には縫い付けられていない。覆い部 6 の 1 辺が縫
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い付けられていないことにより、第 1 の通気口 5 と覆い部 6（縫い付けられていない 1 辺）
との間には、前側部分 2 に開口した開口部 7 が形成されうる。また、図 2 に示すように、
後側部分 3 には、後側部分 3 の身生地を貫通している第 2 の通気口 8 が設けられている。
第 2 の通気口 8 は、第１の通気口 5 の上部からズボン本体の背面側に向かう空気の流れを
促進するように設けられている。第 2 の通気口 8 もまた、布地からなる覆い部 9 によって
覆われている。
例えば、ズボンを着用した人が立っているとき、第 1 の通気口 5 と覆い部 6 との間は概
ね閉じている。立った状態からかがむと、縫い付けられていない 1 辺に起因して覆い部 6
が膨らんで、第 1 の通気口 5 と覆い部 6 との間に前側部分 2 に開口した開口部 7 が形成さ
れる。
例えば、運動をする際、着用者が立った状態からかがんだときに開口部 7 が形成されて、
この開口部 7 からズボン 1 の内部に空気が取り込まれる。ここから後側部分 3 の第 2 の通
気口 8 に向かう空気の流れが形成されるので、通気性を高めることができる。
・・・
図面
【図 1】
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【図 2】

文献 1
・・・
図 1 及び図 2 に示すように、ズボン 1 の前腿部 2 および後腿部 3 には、開閉可能な第 1
のファスナー4 および第 2 のファスナー5 がそれぞれ設けられている。これらファスナー4、
5 を開くと、身生地が切り開かれた開口部 6、7 がそれぞれ形成される。両方のファスナー
4、5 を開くことにより、前腿側から後腿側への空気の通り道が形成される。着用者は、暑
さを感じたときに適宜ファスナー4、5 を開くことにより、ズボン 1 の内部に空気を取り込
んでクールダウンすることが可能である。
・・・
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図1

図2

参考：国際調査見解書（JPO）の進歩性等の判断におけるポイント
請求項 1 に係る発明は、新規性および進歩性を有する。
特に、請求項 1 に係る発明が有する「前記側方部分に位置し、前記側方部分の身生地を
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貫通している、縦方向に延びた細長い第 1 の通気口と、前記前側部分に開口した開口部を
有するようにして、前記第 1 の通気口を覆っている覆い部と、前記後側部分に位置し、前
記後側部分の身生地を貫通している第 2 の通気口」は、いずれの文献にも開示されていな
い。
参考：移行国（欧州）の FA の進歩性等の判断におけるポイント
請求項 1 に係る発明は、文献 1 に対して新規性及び進歩性を有していない。
文献 1 には、前腿部分に位置し、前腿部分の身生地を貫通している、縦方向に延びた細
長い第 1 の通気口（第 1 のファスナーを開いて形成される開口部）と、前腿部分に開口し
た開口部を有するようにして、第 1 の通気口を覆っている覆い部（開閉可能な第 1 のファ
スナー）と、後腿部分に位置し、前記後腿部分の身生地を貫通している第 2 の通気口（第
2 のファスナーを開いて形成される開口部）とが開示されている。
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Ⅴ．

モデル事例 5

PCT 国際出願
請求の範囲
【請求項 1】
先端側から基端側へと軸方向に延び、筒状に形成された、圧縮機用羽根車をシャフトに
固定するための固定用ナットであって、
前記基端側に位置するナット部と、
前記先端側に位置し、前記基端側から前記先端側に向かって外径が大きくなり、前記軸
方向に沿った断面において径方向外側に凸形状となっている外側曲面を有する曲面形状部
と、
を備え、
前記曲面形状部の外径の最大値 Dmax、最小値 Dmin、前記軸方向における前記曲面形状
部の長さ L が
（Dmax－Dmin）／2 ＜ L
の関係を満たす、固定用ナット。
明細書
【発明の名称】固定用ナット
【背景技術】
内燃機関で高い燃焼エネルギーを得るための補助装置として、圧縮機が広く用いられて
いる。圧縮機は、例えば、内燃機関の排ガスでタービンを回転させ、その駆動力で圧縮機
用羽根車を回転させることにより、内燃機関に供給する空気を圧縮する。
圧縮機用羽根車は、固定用ナットによってシャフトに固定される。この場合、固定用ナ
ットから突出したシャフトの先端部にシールキャップを取り付けて水の侵入を防止するこ
とが知られている。例えば、先端方向に向かって徐々に細くなる曲面形状を有するシール
キャップを取り付けることで、圧縮機用羽根車に取り入れる空気の流れを安定させてエネ
ルギー損失を抑える。しかしながら、シールキャップを設ける分、部品点数が増加して構
成が複雑化しうる。また、組立の工数も増加して組立が複雑となる。
【発明の概要】
簡単な構成で、圧縮機用羽根車に取り入れる空気の流れのエネルギー損失を抑える、圧
縮機用羽根車をシャフトに固定するための固定用ナットを提供する。
本発明の実施形態は、先端側から基端側へと軸方向に延び、筒状に形成された、圧縮機
用羽根車をシャフトに固定するための固定用ナットであって、前記基端側に位置するナッ
ト部と、前記先端側に位置し、前記先端側から前記基端側に向かって外径が大きくなり、
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前記軸方向に沿った断面において径方向外側に凸形状となっている外側曲面を有する曲面
形状部と、を備え、前記曲面形状部の外径の最大値 Dmax、最小値 Dmin、前記軸方向にお
ける前記曲面形状部の長さ L が（Dmax－Dmin）／2 ＜ L の関係を満たす。
本実施形態によれば、圧縮機用羽根車に取り入れる空気の流れのエネルギー損失を抑え
る、圧縮機用羽根車をシャフトに固定するための固定用ナットを提供することができる。
【発明を実施するための形態】
・・・
圧縮機は、例えば、タービンロータと、タービンロータを収容するタービンケーシング
と、タービンロータにシャフト 6 を介して連結された圧縮機用羽根車 8 と、圧縮機用羽根
車 8 を収容する圧縮機ケーシングと、シャフト 6 を支持する軸受装置と、軸受装置を収容
する軸受ケーシングとを有している。
図 1 に示すように、圧縮機用羽根車 8 は、固定用ナット 20 によってシャフト 6 に固定さ
れ、固定用ナット 20 及びシャフト 6 とともに圧縮機用羽根車アセンブリ 100 を構成する。
固定用ナット 20 は、先端側から基端側へと軸方向に延び、筒状に形成されている。
図 2 は、固定用ナット 20 の断面図である。固定用ナット 20 は、先端側に位置する曲面
形状部 22 と、基端側に位置するナット部 24 とを含む。曲面形状部 22 は、先端側から基端
側に向かって外径 D が大きくなっている。曲面形状部 22 の外径、すなわち軸方向の直交
断面における外周面 26 の形状は、例えば円形状である。軸方向に沿った断面における曲面
形状部 22 の外周面 26 は、径方向外側に凸形状となっている外側曲面となっている。また、
曲面形状部 22 の外径 D の最大値を Dmax、最小値を Dmin、軸方向における曲面形状部 22
の長さを L とすると、曲面形状部 22 の外周面 26 は、（Dmax－Dmin）／2 ＜ L の関係を
満たすよう形成されている。
・・・
固定用ナット 20 を備える圧縮機用羽根車アセンブリ 100 において、軸方向に沿って固定
用ナット 20 へ流れる空気は、固定用ナット 20 の先端側から曲面形状部 22 の外周面 26 に
沿って流れる。曲面形状部 22 の上述のような形状により、軸方向に沿って固定用ナット 20
へ流れる空気を、固定用ナット 20 の先端側、すなわち空気の流れの方向において上流側か
ら圧縮機用羽根車 8 へと、曲面形状部 22 の外周面 26 に沿ってスムーズに案内することが
できる。
このように、固定用ナット 20 によれば、シールキャップを用いることなく、圧縮機用羽
根車 8 に空気の流れをスムーズに案内することができる。したがって、圧縮機用羽根車ア
センブリ 100 の簡単な構成で、圧縮機用羽根車 8 に取り入れる空気の流れのエネルギー損
失を抑えることができる。また、圧縮機用羽根車アセンブリ 100 の部品点数も少なく済む
ため、製造コストを低減でき、部品の管理が容易となる。
・・・
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図面
【図 1】

【図 2】
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文献 1
・・・
エンジンの吸気を加圧するための圧縮機に搭載されるような、流体を圧送するための回
転ユニットについて説明する。
図 1 に示すように、回転ユニットの締結部材であるナット 10 には、先細りの先端部 11
に軸方向に貫通した貫通孔 12 が形成されている。貫通孔 12 の外周には、径方向に沿った
平坦な先端面 13 が形成されている。貫通孔 12 の直径 d1、および先端面 13 の外径、つま
り先細りの先端部 11 の直径 d2 は、例えば、圧縮機のシャフト 20 の直径 d3 よりも小さく
設定されている。
先細りの先端部 11 を備えるナット 10 で圧縮機のシャフト 20 を覆うことにより、吸入時
の吸気抵抗を小さくすることができる。
・・・
図1
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参考：国際調査見解書（JPO）の進歩性等の判断におけるポイント
請求項 1 に係る発明は、国際調査報告で引用された文献に対して新規性および進歩性を
有する。
特に、請求項 1 に係る「前記曲面形状部の外径の最大値 Dmax、最小値 Dmin、前記軸方
向における前記曲面形状部の長さ L が（Dmax－Dmin）／2 ＜ L の関係を満たす」は、い
ずれの文献にも記載されておらず、当業者にとって自明なものでもない。
参考：移行国（欧州）の FA の進歩性等の判断におけるポイント
請求項 1 に係る発明は、新規性を有しない。請求項 1 に係る発明は、文献 1 に開示され
ている。
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Ⅵ．

モデル事例 6

PCT 国際出願
請求の範囲
【請求項 1】
表面に元素 A－元素 B 合金めっきを施した、ゴム製品補強用スチールワイヤであって、
スチールワイヤの最表面における元素 B に対する元素 A の原子数比が 2～4 であり、
前記最表面に含まれる各元素が、
元素 B：5.0 原子%以下、
元素 C：0.5 原子%以上、
酸素：50.0 原子%以下、
である、ゴム製品補強用スチールワイヤ。
明細書
【発明の名称】ゴム製品補強用スチールワイヤ
【背景技術】
ゴム製品の強度及び耐久性を向上させる目的で、スチールワイヤをゴムで被覆した複合
体が知られている。スチールワイヤとゴムとの接着性を高くするために、スチールワイヤ
を硫黄が配合されたゴムに埋設し、加熱加硫時にゴムの加硫と同時にこれらを接着させる、
いわゆる直接加硫接着が広く用いられている。スチールワイヤとゴムの初期接着性、耐熱
接着性、および初期接着速度を高めることが期待されている。
【発明の概要】
初期接着性、耐熱接着性、および初期接着速度を向上させることが可能なゴム製品補強
用スチールワイヤを提供する。
本発明の実施形態は、表面に元素 A－元素 B 合金めっきを施したゴム製品補強用スチー
ルワイヤであって、スチールワイヤの最表面における元素 B に対する元素 A の原子数比が
2～4 であり、前記最表面に含まれる各元素が、元素 B：5.0 原子%以下、元素 C：0.5 原子%
以上、酸素：50.0 原子%以下である。
本発明の実施形態によれば、初期接着性、耐熱接着性、および初期接着速度を向上させ
ることが可能なスチールワイヤを提供することができる。
【発明を実施するための形態】
・・・
元素 A－元素 B 合金めっきを施した、ゴム製品補強用スチールワイヤは、その最表面を
X 線光電子分光法（XPS）により測定されたとき、最表面に元素 B が 5.0 原子%以下の量含
まれる。ここで、最表面とは、スチールワイヤ表面からその深さ方向の厚みが XPS により
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測定される領域を意味し、具体的には、元素 A－元素 B 合金めっきを施したスチールワイ
ヤの表面に X 線を照射した際に発生する光電子の放出深さに相当する数 nm 程度の厚みで
ある。元素 B を 5.0 原子%以下の含有量とすることで、スチールワイヤとゴムとの初期接
着速度を向上させることができる。なお、元素 B の含有量の下限は限定されないが、1.0 原
子%以上とした場合には、接着速度が速すぎず、接着層の肥大化を防ぐことができる。
XPS により測定されたとき、スチールワイヤの最表面には、元素 C が 0.5 原子%以上の
量含まれる。これにより、熱劣化によるめっき成分のゴム側への溶出を抑制することがで
き、スチールワイヤとゴムとの耐熱接着性を向上させることができる。なお、元素Ｃの含
有量の上限は限定されないが、5.0 原子%以下とした場合には、初期接着速度を必要な速度
に保つことができる。
また、スチールワイヤの最表面において元素 B に対する元素 A の原子数比は、2～4 の
範囲内とする。これにより、初期接着性、耐熱接着性、および初期接着速度を向上させる
ことができる。具体的には、スチールワイヤとゴムとを加硫する際、元素 A とゴム中の硫
黄とが反応して元素 A の硫化物を含む接着層が生成するが、元素 B に対する元素 A の原
子数比が 2 以上であることにより、元素 A が効果的に存在し、接着層を生成することがで
きる。また、元素 B に対する元素 A の原子数比が 4 以下であることにより、接着層の肥大
化による初期接着性の低下を防止することができる。
元素 A－合金 B 合金が施されたスチールワイヤは、スチールワイヤの周面に元素 A－元
素 B 合金めっきを施した後、伸線加工を施すことにより製造される。例えば、製造したス
チールワイヤの表面を、イオン化傾向が元素 B よりも小さく元素 A よりも大きい金属を金
属塩として含む水溶液に浸漬した後、スチールワイヤの表面を前記金属塩を含む水溶液に
浸漬する。浸漬処理後、スチールワイヤの表面は活性化する。そのため、浸漬処理後に空
気中の酸素に触れると、酸化反応により表面の酸素量が高くなり活性が低下しうる。特に、
スチールワイヤの表面を酸素存在下で加熱乾燥する場合には、活性の減少が顕著となる。
スチールワイヤの表面の酸素量が 50 原子%を超えると、接着反応を阻害してしまうため、
スチールワイヤの最表面における酸素の量は 50 原子%以下とする。
・・・
以下、実施例に基づき具体的に説明する。
［実施例 1］
元素 A が 63 質量％、元素 B が 37 質量%の元素 A－元素 B 合金めっきを表面に施したゴ
ム製品補強用スチールワイヤのサンプルについて、初期接着性、および耐熱接着性を評価
し得られた評価結果と、スチールワイヤの最表面の組成を XPS にて元素 B、元素 C、酸素
の量（原子%）、および元素 B に対する元素 A の原子数量比（元素 B／元素 A）を測定した
測定結果とを表 1 に示す。
［実施例 2～4］
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各配合量を変化させたサンプルについて、得られた評価結果、および測定結果を表 1 に
示す。
［比較例 1～4］
各配合量を変化させたサンプルについて、得られた評価結果、および測定結果を表 2 に
示す。
なお、初期接着性の評価、耐熱接着性の評価においては、比較例 1 のサンプルの指数を
100 として、各サンプルを指数評価した。数値が大きいほど、耐熱接着性が優れていること
を意味する。
・・・
【表 1】
スチール

元素 B に対する

ワイヤ

元素 A の原子数比
最表面
元素 B（原子%）
最表面
元素 C（原子%）
最表面
酸素（原子%）

初期接着性（指数）
160℃で加硫、5 分後
耐熱接着性（指数）
110℃で 30 日間放置後

実施例 1

実施例 2

実施例 3

実施例 4

2.6

2.8

3.2

3.8

4

4.5

3.5

4.1

1.5

1.1

1.3

1

39

34

33

31

105

107

108

105

103

103

105

103
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【表 2】
スチール

元素 B に対する

ワイヤ

元素 A の原子数比
最表面
元素 B（原子%）
最表面
元素 C（原子%）
最表面
酸素（原子%）

初期接着性（指数）
160℃で加硫、5 分後
耐熱接着性（指数）
110℃で 30 日間放置後

比較例 1

比較例 2

比較例 3

比較例 4

0.8

3.5

6.5

3.1

4

6

4

3.4

2.1

1.1

1

0.3

40

34

32

32

100

96

105

105

100

100

90

96

表 1 および表 2 から、XPS 法による測定で最表面に元素 B、元素 C、および酸素が特定
の量で含有され、さらに最表面における元素 B／元素 A が特定の値であるスチールワイヤ
を採用した実施例 1～4 は、比較例 1～4 よりも優れた初期接着性、耐熱接着性、及び初期
接着速度を発揮することが明らかとなった。
・・・
文献 1
・・・
ゴム製品の補強に用いられる、元素 A：66.7 原子%、元素 B：33.3 原子%の組成の元素 A
－元素 B 合金めっきを施したスチールワイヤは、X 線光電子分光法により測定した結果、
元素 B の表面濃度が 10 原子%以下、元素 C の表面濃度が 2.5 原子%以下である。これによ
り、ゴムとの接着性に優れたスチールワイヤを提供することができる。
・・・
元素 A と元素 B との合金でスチールワイヤの表面にめっきを施すと、表面が経時的に酸
化されて酸化物が生成し、この酸化物層は、接着反応を阻害しうる。したがって、ゴムと
の接着を行う前に、めっきの表面から酸化物層を除去することが、ゴムとの接着性の改善
に有効である。そのためには、スチールワイヤの表面に対して酸化物層を除去するための
洗浄処理を施すことが重要になる。例えば、遷移金属を塩として含む水溶液による洗浄処
理を行うと、ゴムとの接着反応を阻害しうる酸化物層を溶解することができる。
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・・・
以下、実施例に基づき具体的に説明する。
［実施例］
元素 A が 66.7 原子%、元素 B が 33.3 原子%の組成の元素 A－元素 B 合金めっきを表面
に施したスチールワイヤのサンプルについて、初期接着性を評価し得られた評価結果と、
スチールワイヤにおける元素 B の表面濃度、元素 C の表面濃度を測定した結果を表 1 に示
す。
［比較例］
各配合量を変化させたサンプルについて、得られた評価結果、および測定結果を表 1 に
示す。
なお、初期接着性の評価においては、ゴムの被覆状態を目視で観察し、0～100［%］で表
示した。
【表 1】
元素 B の表面濃度
［質量%］
元素 C の表面濃度
［質量%］

実施例 1

実施例 2

実施例 3

比較例 1

比較例 2

5.0

10.0

5.0

15.0

20.0

1.0

2.5

1.5

3.0

3.0

初期接着性

5分

100

95

95

0

0

160℃で

10 分

100

100

100

20

10

加硫

15 分

100

100

100

50

30

20 分

100

100

100

80

50

表 1 から、実施例 1～3 は、比較例 1、2 よりも接着性に優れていることが明らかとなっ
た。
・・・
参考：国際調査見解書（JPO）の進歩性等の判断におけるポイント
請求項 1 に係る発明は、国際調査報告で引用された何れの文献にも開示されておらず、
新規性、進歩性を有する。
参考：移行国（米国）の FA の進歩性等の判断におけるポイント
請求項 1 に係る発明は、文献 1 から自明なものである。文献 1 に開示される元素 A－元
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素 B 合金めっきを施したスチールワイヤは、元素 B の表面濃度が 10 原子%以下、元素 C
の表面濃度が 2.5 原子%以下であるから、請求項 1 に係る発明と重複する。また、元素 A－
元素 B 合金めっきの組成は、元素 A：66.7 原子%、元素 B：33.3 原子%の組成であるから、
元素 B の元素 A に対する原子数量比が 2 であり、請求項 1 に係る発明と重複する。
文献 1 は、請求項 1 に係る発明と同様の元素 B、元素 C、酸素、および元素 A－元素 B
の比を有する元素 A 合金めっきワイヤを明確に教示していないが、実質的に教示している
ことが当業者に明らかである。
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Ⅶ．

モデル事例 7

PCT 国際出願
請求の範囲
【請求項 1】
開口面と、樹脂製の側壁と、底板とを備える筐体と、
前記底板に配置された複数の発電素子と、
前記開口面を覆うように前記筐体に取り付けられ、前記複数の発電素子と光学的に位置
合わせして配置された集光部材と、
前記集光部材によって集光された光が前記側壁の内側面に照射されるのを遮蔽するため
に、前記筐体内に前記内側面よりも内方に配置された遮蔽板と、
を備える、集光型太陽光発電モジュール。
明細書
【発明の名称】集光型太陽光発電モジュール
【背景技術】
集光型太陽光発電モジュールにおいて、モジュールの枠体が樹脂によって形成されてい
る場合、集光レンズで集光された太陽光が枠体の内側面に照射されると、内側面が焦げる
などの損傷を受ける虞がある。
これを防止するために、例えば、図 2 に示すように、ハウジング 11 が内側傾斜面 12 を
備えるように 2 つの枠体要素 13、14 を突き合わせた形状にしてハウジング 11 の内方に張
り出させた構成のモジュール 10 が知られている。このような構成により、集光レンズ 15
で十分に集光される前の太陽光が内側傾斜面 12 に照射されるため、損傷を防止できる。
しかしながら、このような場合には、枠体要素を樹脂によって形成するための金型の構
造が複雑となり、枠体の製造コストを増大させうる。
【発明の概要】
低コストで製造でき、筐体の損傷を防止することができる集光型太陽光発電モジュール
を提供する。
本発明の実施形態は、開口面と、樹脂製の側壁と、底板とを備える筐体と、前記底板に
配置された複数の発電素子と、前記開口面を覆うように前記筐体に取り付けられ、前記複
数の発電素子と光学的に位置合わせして配置された集光部材と、前記集光部材によって集
光された光が前記側壁の内側面に照射されるのを遮蔽するために、前記筐体内に前記内側
面よりも内方に配置された遮蔽板と、を備える、集光型太陽光発電モジュールである。
本実施形態によれば、低コストで製造でき、筐体の損傷を防止することができる集光型
太陽光発電モジュールを提供できる。
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【発明を実施するための形態】
・・・
図 1 は、集光型太陽光発電モジュール 1 の要部の断面図である。
集光型太陽光発電モジュール 1 は、一面に開口面 2 を備えるハウジング 3 と、ハウジン
グ 3 の底板 4 の底面に配置された複数の発電素子 5（図 1 には 1 つのみ示されている）と、
開口面 2 を覆うようにハウジング 3 に取り付けられ、発電素子 5 と光学的に位置合わせし
て配置された集光部材 6 とを有する。集光部材 6 は、例えば、太陽光を集光する複数のフ
レネルレンズがそれぞれの光軸上で発電素子 5 と対応する位置に形成されてなる。ハウジ
ング 3 はまた、樹脂製の側壁 7 を有する。ハウジング 3 には、集光部材 6 によって集光さ
れた太陽光が側壁 7 の内側面 8 に照射されるのを遮蔽する遮蔽板 9 が、側壁 7 の内側面 8
よりも内方に配置されている。
・・・
集光型太陽光発電モジュール 1 によれば、太陽光が側壁 7 の内側面 8 に照射されるのを
遮蔽する遮蔽板 9 をハウジング 3 の内部に内側面 8 よりも内方に配置しているため、太陽
光を遮蔽するために、ハウジング 3 の形状を従来のように四角錘台状の 2 つの枠体を合わ
せた形状などの複雑な形状とする必要がなく、枠体を形成するための金型の構造を簡易に
し得る形状とすることができる。この結果、集光型太陽光発電モジュール 1 の製造コスト
を抑えることができる。また、ハウジング 3 の損傷を防止することができる。
・・・
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図面
【図 1】

【図 2】
従来技術
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文献 1
・・・
従来の太陽光発電モジュール 10 では、図 2 に示すように、モジュール上面の集光レンズ
11 からモジュール底面 12 の発電素子 13 に向かって、集光レンズ 11 で集光された太陽光
が入射する。このタイプのモジュール 10 では、太陽光が集光レンズ 11 に垂直に入射しな
い場合、発電素子 13 でない点に集光されうる。これにより、プラスチック製のモジュール
壁が損傷しうるという欠点がある。この欠点は、例えば、太陽光発電モジュールの内側に
金属板を設置してプラスチック製のモジュール壁を保護することにより解決できる。しか
しながら、この解決策は、モジュールの製造コストを増加させうる。
・・・
そこで、本実施形態では、図 1 に示すように、太陽光発電モジュール 1 の枠体 2 は、下
方から上方に向かって狭まるように傾斜した下側の内側面 3 と、下方から上方に向かって
広がるように傾斜した上側の内側面 4 とを有している。下側の内側面 3 は、金属膜 5 で覆
われている。
底面 6 上に設けられた発電素子 7 には、集光レンズ 8 で集光された太陽光が入射する。
枠体 2 が上述のような内側面によりくびれた形状となっているため、太陽光は十分に集光
される前に上側の内側面 4 に照射される。また、下側の内側面 3 に集光された太陽光が照
射することはない。さらに、内側面 3、4 に位置ずれが生じたとしても、内側面 3 が金属膜
5 で覆われているため、内側面 3 は太陽光の照射から保護される。すなわち、内側面は太
陽光の照射により損傷しない。
・・・
図1
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図2
従来技術

参考：国際調査見解書（JPO）の進歩性等の判断におけるポイント
請求項 1 に係る発明は、国際調査報告で引用された何れの文献にも開示も示唆もされて
おらず、新規性および進歩性を有する。
文献 1 に記載された集光型太陽光発電モジュールは、内側面自体が遮蔽板として機能す
るものである点で、本願発明と相違する。
参考：移行国（欧州）の FA の進歩性等の判断におけるポイント
請求項 1 に係る発明は、文献 1 に対して新規性を有しない。
文献 1 には、従来技術として、プラスチック製のモジュール壁を太陽光照射による損傷
から保護するために金属板で覆うことが開示されている。
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Ⅷ．

モデル事例 8

PCT 国際出願
請求の範囲
【請求項 1】
画像記録される被記録部と、予め画像が形成された画像部とを有する搬送容器を管理す
る搬送管理装置であって、
前記搬送容器の少なくとも前記被記録部に所定の波長のレーザ光を照射して前記被記録
部に画像を記録する第 1 照射部と、
前記搬送容器の少なくとも前記被記録部に前記第 1 照射部とは異なる所定の波長のレー
ザ光を照射して前記被記録部に記録された画像を消去する第 2 照射部と、を備え、
前記第 1 照射部及び前記第 2 照射部が照射するレーザ光の波長において、前記被記録部
におけるレーザ光の吸収率αと、前記画像部におけるレーザ光の吸収率βとが、α＋40＞
βを満たす、
搬送管理装置。
明細書
【発明の名称】搬送管理装置
【背景技術】
熱可逆記録媒体が貼付された搬送容器を所定の搬送方向に搬送し、熱可逆記録媒体にレ
ーザ光を照射して画像の書き換えを行うことにより搬送状況を管理する搬送管理システム
が知られている。このような搬送管理システムにおいて、熱可逆記録媒体だけでなく、熱
可逆記録媒体の周囲にある他の搬送容器や、搬送容器に予め形成された画像にもレーザ光
が照射されてしまうと、画像の材料によってはレーザ光を吸収して画像が消失することが
ある。予め形成されている画像の視認性や機械読み取り性を考えると、このような消失は
好ましくない。
【発明の概要】
搬送容器の画像部の視認性の低下、及び機械読み取り性の低下を抑制することができる
搬送管理装置を提供する。
本発明の実施形態は、画像記録される被記録部と、予め画像が形成された画像部とを有
する搬送容器を管理する搬送管理装置であって、前記搬送容器の少なくとも前記被記録部
に所定の波長のレーザ光を照射して前記被記録部に画像を記録する第 1 照射部と、前記搬
送容器の少なくとも前記被記録部に前記第 1 照射部とは異なる所定の波長のレーザ光を照
射して前記被記録部に記録された画像を消去する第 2 照射部と、を備え、前記第 1 照射部
及び前記第２照射部が照射するレーザ光の波長において、前記被記録部におけるレーザ光
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の吸収率αと、前記画像部におけるレーザ光の吸収率βとが、α＋40＞βを満たす。
これにより、搬送容器の画像部の視認性の低下、及び機械読み取り性の低下を抑制する
ことができる搬送管理装置を提供することができる。
【発明を実施するための形態】
・・・
図 1 に示すように、搬送管理システム 1 は、搬送ライン 2 を備える。搬送管理システム
1 では、搬送ライン 2 上を、搬送ライン 2 の搬送方向に搬送容器 3 が搬送される。搬送容
器 3 の外側面には、被記録部として熱可逆記録媒体 4 が設けられている。熱可逆記録媒体
4 は、レーザ光の照射により画像記録される被記録部である。また、搬送容器 3 の外側面
には、装飾、模様、あるいは機械読み取り用のバーコードなどの画像が予め形成された画
像部 5 が設けられている。
搬送管理システム 1 では、搬送ライン 2 に沿って搬送管理装置 10 が配置されている。搬
送管理装置 10 は、例えば、搬送ライン 2 の搬送方向において上流側に位置する第 1 照射部
11 と、下流側に位置する第 2 照射部 12 とを含む。第 1 照射部 11 は、所定の波長のレーザ
光を搬送容器 3 の熱可逆記録媒体 4 に照射して熱可逆記録媒体 4 に画像を記録できるもの
であればよい。第 2 照射部 12 は、熱可逆記録媒体 4 に第 1 の照射部 11 とは異なる所定の
波長のレーザ光を照射して、第 1 照射部 11 により可逆記録媒体 4 に記録された画像を消去
できるものであればよい。熱可逆記録媒体 4 への画像の記録及び消去は、搬送状況の管理
に用いられる。
・・・
本実施形態では、第 1 照射部 11 及び第 2 照射部 12 が照射するレーザ光の波長において、
熱可逆記録媒体 4 におけるレーザ光の吸収率α［%］と、画像部 5 におけるレーザ光の吸
収率β［%］とは、α＋40＞βを満たす関係である。このような関係により、画像部 5 に予
め形成された画像の種々の材料に対して、画像部 5 の画像が消失しにくいことが実験的に
明らかになっている。
・・・
本実施形態によれば、画像部 5 の画像が消失しにくいため、画像の視認性が低下したり、
機械読み取り性が低下したりするといったことが起こりにくくなる。また、レーザ光照射
による熱劣化が、熱可逆記録媒体 4 よりも画像部 5 で起こりにくくなっている。これによ
り、例えば、熱可逆記録媒体 4 が熱劣化して使用できなくなった場合においても、新しい
熱可逆記録媒体 4 に貼り替えれば搬送容器 3 を継続して使用することができる。
・・・
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図面
【図 1】

文献 1
・・・
レーザ光照射システムは、コンベア装置上を搬送されるコンテナに設けられた熱可逆記
録媒体に対してレーザ光を照射して画像を消去する画像消去装置およびレーザ光を照射し
て画像を記録する画像記録装置を含む画像処理装置を有している。
・・・
参考：国際調査見解書（JPO）の進歩性等の判断におけるポイント
請求項 1 に係る発明は、国際調査報告で引用された文献に対して新規性及び進歩性を有
する。
特に、
「第 1 照射部及び第 2 照射部が照射するレーザ光の波長において、被記録部におけ
るレーザ光の吸収率αと、画像部におけるレーザ光の吸収率βとが、α＋40＞βを満たす
ように構成することは、何れの文献にも記載されていない。本願発明は、それにより、被
記録部に照射されるべきレーザ光が誤って画像部に照射されたとしても表示画像の視認性
及び機械読み取り性低下を抑制できるという有利な効果を発揮する。
参考：移行国（欧州）の FA の進歩性等の判断におけるポイント
請求項 1 に係る発明は、コンベアラインシステムだけでなく、コンベアラインシステム
とは別の“second entity”である搬送容器について規定しており、不明確である（審査便覧 F-131-

IV 4.14 参照）。
請求項 1 に係る発明は、文献 1 に開示されており、新規性を有しない。
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論点 1 証拠を示していない技術常識等


証拠を示していない技術常識等の適用を否定した事案

「インクカートリッジおよびインクカートリッジホルダ」（査定不服・審決取消訴訟）
知財高判平成 21 年 9 月 1 日（平成 20 年（行ケ）第 10405 号）
１．事案の概要
（１）本件発明の概要（特開 2003-341100 号公報）
本件発明は、製品ごとのばらつき等により、インクカートリッジホルダに対してインク
カートリッジが不安定性を有する場合であっても、正確な位置決めが要求されるインクカ
ートリッジホルダの情報読取部における接続電極部とインクカートリッジの情報記憶部に
おける接続電極部の相対的な位置を保持するものである。
インクカートリッジ 300 は、インクカートリッジ本体 302 と、インクカートリッジ本体
302 の第 1 側面（第 1 の壁）310 の一部である凹部 312 に設けられた情報記憶部 314 と、
第 1 側面 310 と交差する前面（正面）320 に設けられたインク供給部 322 と、前面 320 に
設けられる位置決め部 326 とを備える。情報記憶部 314 は、接続電極部 316 を有する。位
置決め部 326 の孔部 328 はインクカートリッジ挿入方向に延びており、その中心軸は第 1
側面 310 に対して垂直方向から見たときに、接続電極部 316 の幅 W1 の範囲内に位置する
ように形成されている。また、位置決め部 326 における孔部 328 の幅 W2 を通る第 1 側面
の方向へ引いた中心線 C2 と、情報記憶部 314 における接続電極部 316 の幅方向の中心線
C1 とが、図面上第 1 側面 310 および前面 320 に平行な方向 A について略一致する。
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（２）特許請求の範囲（平成 18 年 4 月 25 日付けの手続補正書における請求項１に係る発
明：本件補正発明）
【請求項１】
記録装置にインクを供給するインクカートリッジであって、
前記インクを収容し、第１の壁と該第１の壁と交差する略長方形の前壁を有するインク
カートリッジ本体と、
前記インクカートリッジ本体の前記第１の壁の一部に設けられ、記憶素子と電気的に接
続した少なくとも一つの接続電極を含む接続電極部と、
前記前壁に設けられたインク供給部と、
前記前壁上の前記接続電極部近傍に配置され、前記インクカートリッジを前記記録装置
の位置決め部材に沿って案内する位置決め部を備え、
該位置決め部は、前記接続電極部と略平行な方向で且つ前記接続電極部と対向するよう
に前記記録装置の位置決め部材を案内可能に形成されており、
前記第１の壁に対して垂直から見たときに、前記位置決め部の中心軸は、前記接続電極
部の幅内にあり、且つ、
前記位置決め部および前記接続電極部が、前記前壁の短辺と平行な方向に配列されてい
る
ことを特徴とするインクカートリッジ。
（３）技術水準
（ⅰ）引用例（引用発明）：特開 2002-19135 号公報）
引用発明は、インクカートリッジをカートリッジ
ホルダに装着する場合における機構的および電気的
な各接続機構の位置合わせの精度を向上させるもの
である。インクカートリッジ 9 のケースの一面に
は、記録装置へ装填する場合の位置決め手段として
の一対の開口穴 51、インクパックからのインク導出
口 50、加圧空気の導入口 52、およびデータ記憶手段
を備えた回路基板 53 の接続端子が集中的に配置され
ている。これにより、機構的および電気的な各接続
機構の位置合わせも正確になされ、位置決め精度を
向上させることができる。開口穴 51 がケースの一面
における長手方向に沿った 2 か所に配置された構成
とされるので、記録装置に配置される 2 本の位置決
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めピン 56 との作用により、インクカートリッジ 9 の三次元方向の位置決めを達成するこ
とができる。
（４）手続の経緯
平成 18 年 3 月 2 日：拒絶査定
平成 18 年 4 月 5 日：拒絶査定不服審判の請求（不服 2006-6287 号）
平成 18 年 4 月 25 日：手続補正
平成 20 年 9 月 16 日：平成 18 年 4 月 25 日付け手続補正を却下、「本件審判の請求は，
成り立たない。」との審決
２．審決（判決より抜粋）
(1) 本件審決の理由は，…，本件補正発明は，特開２００２－１９１３５号公報（甲
１。以下「引用例」という。）に記載された発明（以下「引用発明」という。）に基づい
て当業者が容易に発明をすることができたものである…，…。
(2) なお，本件審決が認定した本件補正発明と引用発明との相違点（以下「本件相違
点」という。）は以下のとおりである。
「位置決め部」と「接続電極部」の位置関係に関し，本件補正発明は，位置決め部
は，「前記接続電極部と対向するように」前記記録装置の位置決め部材を案内可能に形
成されており，「前記第１の壁に対して垂直方向から見たときに，前記位置決め部の中
心軸は，前記接続電極部の幅内にあり，且つ，前記位置決め部および前記接続電極部
が，前記前壁の短辺と平行な方向に配列されている」のに対し，引用発明は，本件補正
発明のような特定がない点
３．判決（抜粋）
（１）原告の主張
本件審決は，本件相違点についての判断において，①位置ずれを少なくするために位
置決め部材と被位置決め部材を可能な限り近傍になるようにすることは当業者にとって
自明であるとした上，②引用発明において位置ずれを無くす必要があるのは回路基板
（接続電極部）の部分であるため，回路基板（接続電極部）の近傍に位置決め開口穴
（位置決め部）が設けられていると認定し，③両者の位置関係は当業者が必要に応じて
適宜設計し得る事項にすぎないから，相違点に係る本件補正発明の発明特定事項とする
ことは当業者が容易に想到し得たことであり，本件補正は独立特許要件を欠くと判断し
たが，…，上記のうち②及び③の点は誤りである。
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（２）被告の主張
…，本件補正発明において，被位置決め部である接続電極部と位置決め部である開口
穴との位置関係に関し，「位置決め部の中心軸は，接続電極部の幅内にあり」とするこ
とも，位置決め部の中心を，有限の幅を有する接続電極部に存在する位置決めすべき点
に可能な限り近接させるために適宜なされた設計変更の結果であるにすぎないというべ
きである。
（３）裁判所の判断
引用例の記載によると，引用発明におけるインクカートリッジは，インクカートリッ
ジホルダに接合する面が長方形であるものを想定していると認められるところ，その長
方形の内部において，インク導入口のような他の必要な部材と共に回路基板及び開口穴
を配置しようとする場合，これらの部材をスペースに余裕のある長手方向に配列しよう
とするのが自然な発想であり，あえて短手方向に複数の部材を配置しようとするには，
何らかの示唆に基づくそれなりの動機付けを必要とするというべきである。
したがって，引用発明において，回路基板と開口穴とを近傍に配置しようとしたから
といって，必ずしも本件補正発明の相違点に係る構成を採用することとなるわけではな
い。
これに対し，本願明細書の記載によると，本件補正発明において，本件相違点に係る
構成が採用されたのは，接続電極部における位置ずれを極めて小さくし，製造のばらつ
きによる位置決め部を中心とする上下の回動による影響も最小限に抑えようとの動機に
基づくものであると認められるところ，…，そもそも引用発明が課題として製造のばら
つきを意識したものであるとは認められないし，…，本件相違点に係る構成を示唆する
記載が存在するとは認められない。
そうすると，引用発明に基づいて，本件補正発明との本件相違点に係る構成を採用す
ることは，当業者にとって単なる設計事項であるということはできないというべきであ
る。
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論点 1 証拠を示していない技術常識等


証拠を示していない技術常識等の適用を否定した事案

「食品及び飼料サプリメントとその使用」（査定不服・審決取消訴訟）
知財高判平成 25 年 12 月 5 日（平成 25 年（行ケ）第 10019 号）
１．事案の概要
（１）本件発明の概要
本件発明は、特にストレス症状にある間、及び高いパフォーマンスが要求されるとき、
すなわちトレーニング及び競技状態にある間に、健康及びパフォーマンスを改善する新規
な食品及び飼料サプリメントを達成するものである。
本件発明は、基礎成分としての少なくとも１種のカルボン酸及び／又はその塩と、鉄成
分と、少なくとも存在するＣＯＯＨ基が代謝する間に理論的に消費されうる量に相当する
量のビタミンＢ６、Ｂ９及びＢ１２とを含む食品及び飼料サプリメントとその使用に関す
る。サプリメントは、水中に溶解したときに２．０～６．０の範囲のｐＨを有する。サプ
リメントは、ビタミンＢ６、Ｂ９及びＢ１２の量が、サプリメント中の純カルボン酸の含
量の乾燥重量１ｇ当たり、それぞれ、０．５～３０ｍｇ、０．１～１０ｍｇ及び１５００
μｇの範囲であることを特徴とする。
（２）特許請求の範囲（平成 22 年 7 月 23 日付けの手続補正書における請求項１に係る発
明：本願補正発明）
【請求項１】
健康及びパフォーマンスの改善用の，ビタミンを含有する食品及び飼料サプリメントに
おいて，当該サプリメントが，基礎成分として蟻酸，乳酸，クエン酸，プロピオン酸，ア
スコルビン酸，フマル酸，酢酸，ラク酸，及び安息香酸である少なくとも１つのＣ１～８
カルボン酸及び／又はその塩と，前記サプリメントの乾燥重量１ｇ当たり１０～５０ｍｇ
の量のビタミンＢ６，Ｂ９及びＢ１２であって，その量が少なくとも，前記カルボン酸の
ＣＯＯＨ基の代謝中に消費されうる量に相当する量のビタミンＢ１２及びＢ９であって，
ビタミンＢ６，Ｂ９及びＢ１２の量が，前記サプリメント中の純カルボン酸の含有量の乾
燥重量１ｇ当たりそれぞれ，０．５～３０ｍｇ，０．１～１０ｍｇ，及び１～１５００μ
ｇの範囲であり，前記サプリメントの乾燥重量１ｇ当たり５～２５ｍｇのＦｅと，０～１
重量％の酸化防止剤とを含み，前記サプリメントを水に溶解させたとき，前記塩及びカル
ボン酸の量が，２．０～６．０のｐＨを与えることを特徴とする食品及び飼料サプリメン
ト。
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（３）技術水準
（ⅰ）引用例（引用発明）：特開 2003-61631 号公報
引用発明は、運動パフォーマンスを向上させるための各栄養素の目安となる摂取量とそ
の栄養素の特徴を生かす配合比を提供するものである。１日の摂取量クエン酸６．３ｇ以
上、タンパク質（アミノ酸複合体も含む）１．２ｇ以上、クレアチン１ｇ以上、ビタミン
類０．５ｇ以上、ミネラル０．１ｇ以上、抗酸化成分０．１ｇ以上、糖質２０ｇを２週間
摂取した測定結果、モニターＡ～Ｆまで全ての測定値に効果が現れたことを開示してい
る。
（４）手続の経緯
平成 22 年 3 月 15 日：拒絶査定
平成 22 年 7 月 23 日：拒絶査定不服審判の請求（不服 2010-16549 号）、手続補正
平成 24 年 9 月 10 日：平成 22 年 7 月 23 日付け手続補正を却下、「本件審判の請求は，
成り立たない。」との審決
２．審決（判決より抜粋）
(1) 本件審決の理由は，…，①本願補正発明は，本願優先日（…）前に頒布された刊
行物（特開２００３－６１６３１号公報，…，以下「引用例」という。…）に記載され
た発明（以下「引用発明」という。）及び本願優先日前の周知技術に基づいて当業者が
容易に発明をすることができたものである…，…。
…
本件審決が認定した本願補正発明と引用発明との一致点及び相違点は，以下のとおり
である。
…
ウ 相違点２
該食品が含む，クエン酸，ビタミンＢ６，Ｂ９，Ｂ１２，Ｆｅ，酸化防止剤及びクエ
ン酸の各量が，
本願補正発明では，ビタミンＢ６，Ｂ９，Ｂ１２については，前記食品の乾燥重量１
ｇ当たり１０～５０ｍｇの量のビタミンＢ６，Ｂ９及びＢ１２であって，その量が少な
くとも，前記カルボン酸のＣＯＯＨ基の代謝中に消費されうる量に相当する量のビタミ
ンＢ１２及びビタミンＢ９であって，ビタミンＢ６，Ｂ９及びＢ１２の量が，前記サプ
リメント中の純カルボン酸の含有量の乾燥重量１ｇ当たりそれぞれ０．５～３０ｍｇ，
０．１～１０ｍｇ及び１～１５００μｇの範囲であり，Ｆｅ及び酸化防止剤について
は，前記サプリメントの乾燥重量１ｇ当たり５～２５ｍｇのＦｅと，０～１重量％の酸
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化防止剤であり，クエン酸の量については，該食品を水に溶解させたとき，２．０～
６．０のｐＨを与える量であるのに対し，
引用発明では，各栄養素が上記各範囲に含まれるか明らかでない点。
３．判決（抜粋）
（１）原告の主張
…，カルボン酸及びビタミン類の相対量を本願補正発明のように調整することは，当
業者が容易になし得ることではないから，本件審決の相違点２に係る判断には誤りがあ
る。
（２）被告の主張
引用発明は，運動パフォーマンスを向上させるための各栄養素の目安となる最低摂取
量とその栄養素の特徴を生かす配合比が規定されているものであるから，引用発明にお
いて，運動量の多いスポーツ選手のパフォーマンスを向上させる目的で，運動量に合わ
せ最適化を図り，本願補正発明のように「サプリメントの乾燥重量１ｇ当たり１０～５
０ｍｇの量のビタミンＢ６，Ｂ９及びＢ１２」という程度の濃度の高いものとすること
は，当業者が適宜なし得る範囲内のことである。
（３）裁判所の判断
…，引用発明は様々な栄養素を含む飲料及び栄養補助食品であるところ，引用発明に
含まれる様々な栄養素の中で，ビタミンＢ６，Ｂ９及びＢ１２が，その効果の発現に寄
与していることは引用例には記載も示唆もされていないし，引用発明における栄養素の
中で，ビタミンＢ６，Ｂ９及びＢ１２を殊更に選択して増量する動機付けも引用例には
何ら記載されていない。
さらに，引用発明におけるビタミンＢ６等の量は各５０ｍｇであるところ，サプリメ
ントの乾燥重量１ｇ当たりの量を本願補正発明で特定された下限値の１０ｍｇとするた
めには，その量を５．８倍してそれぞれ２９０ｍｇにしなければならない（引用発明中
のビタミンＢ６，Ｂ９及びＢ１２をそれぞれ５．８倍した場合，各ビタミンの量は５０
ｍｇ×５．８＝２９０ｍｇとなり，引用発明におけるサプリメント（栄養素）の量の合
計は２８．２５＋（０．２９０－０．０５）×３＝２８．９７ｇとなるから，ビタミン
Ｂ６，Ｂ９及びＢ１２の各量をサプリメントの乾燥重量１ｇ当たりに換算すると，２９
０ｍｇ÷２８．９７≒１０ｍｇとなる。
）。また，サプリメントの乾燥重量１ｇ当たりの
量を本願補正発明で特定された上限値の５０ｍｇとするためには，引用発明におけるそ
の量を３３倍してそれぞれ１６５０ｍｇにしなければならない（引用発明中のビタミン
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Ｂ６，Ｂ９及びＢ１２をそれぞれ３３倍した場合，各ビタミンの量は５０ｍｇ×３３＝
１６５０ｍｇとなり，引用発明におけるサプリメント（栄養素）の量の合計は２８．２
５＋（１．６５０－０．０５）×３＝３３．０５ｇとなるから，ビタミンＢ６，Ｂ９及
びＢ１２の各量をサプリメントの乾燥重量１ｇ当たりに換算すると，１６５０ｍｇ÷３
３．０５≒５０ｍｇとなる。）。しかしながら，引用発明におけるビタミンＢ６，Ｂ９及
びＢ１２の量をそれぞれ５．８倍ないし３３倍に増量しなければ，運動量の多いスポー
ツ選手のパフォーマンスが向上しないというような動機付けとなることも引用発明には
一切記載されていない。
そうすると，引用発明におけるサプリメントの乾燥重量１ｇ当たり１．７７ｍｇであ
るビタミンＢ６，Ｂ９及びＢ１２の量を，本願補正発明におけるビタミンＢ６，Ｂ９及
びＢ１２の量であるサプリメントの乾燥重量１ｇ当たり１０～５０ｍｇの範囲内とする
ことについては，なお当業者であれば容易に想到できたということはできず，他にこれ
が容易想到であるとの評価をするに足りる事実の存在を認めるべき証拠もない。
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論点 1 証拠を示していない技術常識等


証拠を示していない技術常識等の適用を否定した事案

「骨代謝疾患の処置のための医薬の製造のための，ゾレドロネートの使用」
（査定不服・審決取消訴訟）
知財高判平成 26 年 12 月 24 日（平成 26 年（行ケ）第 10045 号）
１．事案の概要
（１）本件発明の概要
本件発明は、骨代謝疾患の処置のための医薬の製造のための、ゾレドロネートの使用に
関する。
本発明は、ビスホスホネート処置を必要とする患者にビスホスホネートを投与する方法
であって、当該方法が当該処置を必要とする患者に１５分かけてビスホスホネート、特に
は２－（イミダゾル－１イル）－１－ヒドロキシエタン－１，１－ジホスホン酸（ゾレド
ロン酸）又はその薬学的に許容される塩を静脈内投与することを含む方法に関する。
（２）特許請求の範囲（平成 25 年 4 月 17 日付けの手続補正書における請求項１に係る発
明：本願発明）
【請求項１】
２－（イミダゾル－１－イル）－１－ヒドロキシエタン－１，１－ジホスホン酸（ゾレ
ドロン酸）又はその薬学的に許容される塩を有効成分として含む処置剤であって，ビスホ
スホネート処置を必要とする患者に４ｍｇのゾレドロン酸を１５分間かけて静脈内投与す
ることを特徴とする処置剤。
（３）技術水準
（ⅰ）引用例１（引用発明）：「Cancer Investigation, Jan 2000, vol.18, no.suppl. 1, p.68-69（邦
題：「多発性骨髄腫及び乳癌におけるゾレドロン酸対パミドロン酸の第 II 相試験」
）」
ゾレドロン酸を有効成分として含む薬剤であって，乳癌又は多発性骨髄腫のような溶骨
性疾患の患者に４ｍｇのゾレドロン酸を５分間かけて点滴することを特徴とする薬剤を開
示している。
（ⅱ）引用例２：「Cancer, 1997, vol.80, no.8 suppl., p.1699-1701」（甲２）
治験において、ゾレドロン酸が０．１－８ｍｇの用量で月１回の短時間点滴（５－３０
分）で投与されたことが記載されている。
（ⅲ）引用例３：「Endocrine Reviews, 1998, vol.19, no.1, p.80-100」（甲３）
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ビスホスホネートの静脈内投与においては，急速な点滴が腎不全を招くので，大量の液
体でゆっくりと点滴することが好ましいことが記載されている。
（４）手続の経緯
平成 24 年 12 月 13 日：拒絶査定
平成 25 年 4 月 17 日：拒絶査定不服審判の請求（不服 2013-7030 号）、手続補正
平成 25 年 9 月 30 日：「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決
２．審決（判決より抜粋）
(1) 本件審決の理由は，…，本願発明は，…引用例１に記載された発明（以下「引用
発明」という。），…引用例２及び…引用例３に記載された発明に基づいて当業者が容易
に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項の規定により特許を受けるこ
とができない，というものである。
…
本件審決が認定した本願発明と引用発明との一致点及び相違点は，以下のとおりであ
る。
ア 一致点
…，ビスホスホネート処置を必要とする患者に４ｍｇのゾレドロン酸を分単位の一定
時間をかけて静脈内投与することを特徴とする処置剤。
イ 相違点
分単位の一定時間が，引用発明では「５分間」であるのに対し，本願発明では「１５
分間」である点。
３．判決（抜粋）
（１）原告の主張
…，引用例１ないし３を組み合わせる動機付けは見当たらないが，仮に引用例１ない
し３を組み合わせたとしても，これらの引用例により本願発明の相違点に係る構成に容
易に想到できるものではない。
…
また，腎毒性が発現した場合に，引用例２の記載に基づいて，当該腎毒性を回避する
のであれば，４ｍｇ／２０分という実際には効果も確認されていない記載に基づく点滴
時間の延長ではなく，投与量を減量して，引用例２において骨吸収の効果が９０ｍｇの
パミドロン酸よりも高いことが確認されている２ｍｇ／５分を選択するほうが合理的で
ある。
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また，引用例３の記載に基づけば，短時間投与（３０分未満の投与）により生じた腎
毒性を回避するために，数時間程度の長い投与時間を選択することが動機付けられるこ
とになると考えられる。
さらには，実際の臨床において，投与時間の長い注射剤は，…，不利益が多いため，
投与時間の延長は，当業者にとって，できるだけ避けるべく検討を行うのが通常である
から，この点でも，投与時間を１５分とする構成に容易に至ることはできない。
（２）被告の主張
…，ゾレドロン酸を有効成分とする引用発明においても，腎機能に対する安全性を確
保するという課題が存在するのであるから，…，腎機能に注意し，腎毒性の発生を察知
し，これを回避すべく，用法用量の最適化を行うことは示唆されている。その際，５分
という引用発明の点滴時間に特定されることなく，引用例３の知見に基づき，投与をゆ
っくりとしたものとすることは，当業者が容易になし得ることであるし，具体的な用法
用量の最適化に当たっては，…引用例２に立ち返って検討し，１５分という時間を選択
して設定することについては動機付けがある。
したがって，引用発明の５分間という点滴の時間を腎機能に対する安全性等の観点か
らゆっくりしたものにし，具体的な時間を公知の範囲から設定することが容易になし得
るとした本件審決の判断に誤りはない。
（３）裁判所の判断
…引用例１及び２に開示されたゾレドロン酸の第Ⅰ相及び第Ⅱ相臨床試験の結果によ
れば，ゾレドロン酸は，４ｍｇという低用量で従来用いられていたパミドロン酸９０ｍ
ｇに匹敵する薬効を奏し，５分間の短時間の静脈点滴で安全性が確保できるものである
と理解できる。そうすると，このようなⅢ相試験で，当該用法用量による安全性につい
て違った結果が生じて用法用量をより安全性の高いものに変更する可能性があることを
考慮しても，第Ⅰ相及び第Ⅱ相臨床試験の段階では，安全性に疑問を呈するような結果
は全く出ていないのであるから，患者の利便性や負担軽減の観点からも，引用例１及び
２の記載からは，４ｍｇのゾレドロン酸を５分間かけて点滴するとの引用発明の投与時
間を更に延長する動機付けを見出すことは困難であるというべきである。
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論点 1 証拠を示していない技術常識等


証拠を示していない技術常識等の適用を否定した事案

「モニタリング装置及び方法」（査定不服・審決取消訴訟）
知財高判平成 30 年 4 月 16 日（平成 29 年（行ケ）第 10139 号）
１．事案の概要
（１）本件発明の概要（特表 2014-519599 号公報）
本件発明は、自動車の外部にあるターゲット物体をモニタリングするための装置であっ
て、少なくとも１のセンサを用いてホスト自動車の外部の環境で１又は複数のターゲット
物体をモニタリングするための装置を提供するものである。
装置は、少なくとも１のセンサを用いてホスト自動車と１又は複数のターゲット物体と
の間の所定の相対移動の検知に応答する少なくとも１のアクションを始動させるように構
成される。装置は、ホスト自動車の延伸軸からターゲット物体への距離である横方向オフ
セット値を判断し、横方向オフセット値に基づいて少なくとも１のアクションの始動が実
行されないように、少なくとも１のアクションの始動を無効にするように構成される。

（２）特許請求の範囲
【請求項１】（平成 28 年 3 月 24 日付けの手続補正書における請求項１に係る発明：本願
補正発明）
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レーダー送信機及びレーダー受信機を備えるレーダーセンサを用いてホスト自動車の外
部の環境で１又は複数のターゲット物体をモニタリングするための装置であって、
前記装置は、前記少なくとも１のセンサを用いて、前記ホスト自動車と前記１又は複数
のターゲット物体との間の所定の相対移動の検知に応答して少なくとも１のアクションを
始動するように構成され、
前記装置は、前記ホスト自動車の延伸軸からの前記ターゲット物体又は各ターゲット物
体の距離である横方向オフセット値を判断し、前記横方向オフセット値に基づいて前記少
なくとも１のアクションの始動が行われないように、前記少なくとも１のアクションの始
動を無効し、
前記装置は、前記レーダーセンサの出力に応じて前記ターゲット物体又は各ターゲット
物体の前記横方向オフセット値を判断するように構成された装置。
（３）技術水準
（ⅰ）引用例（引用発明）：特開 2005-28992 号公報（甲１）
いわゆるＡＣＣ制御，ＰＣＳ制御といった車両の衝突防止、車両の衝突からの乗員の保
護といった車両衝突に対応するための車両制御システムに関するものである。オートクル
ーズ（ＡＣＣ）制御，プリクラッシュセーフティ（ＰＣＳ）制御を、前方存在物Ｃｆの幅
Ｗｃｆ，自車両Ｃ０に対する幅方向位
置ΔＱ（Ｃｆ）等の幅関連情報に基づ
いて行う。例えば、自車両Ｃ０と前方
存在物Ｃｆが衝突すると仮定した場合
のラップ率Ｌａｐに応じて、シートベ
ルト等の乗員保護装置の作動形態を変
更する。具体的には、ラップ率Ｌａｐ
が高い場合に、プリテンショナの作動
開始のタイミングを早めたり、引張荷
重を強めたりする。また、前方存在物
Ｃｆが自車線上に存在する否かについ
ても、幅関連情報に基づいて判断す
る。幅関連情報の取得については、例
えば、レーダ装置によって検出された
前方存在物の概略位置を手掛かりにし
て、カメラによって撮像された画像デ
ータを画像処理することによって行
う。
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（ⅱ）周知例１：特開昭 58-112847 号公報（甲２）
（ⅲ）周知例２：実公昭 53-32427 号公報（甲３）
いずれにも、ブレーキの作動の阻止にドライバーの積極的なトリガー動作（ターンシグ
ナルスイッチＳＷを入れること）を必要とする技術が開示されている。
（４）手続の経緯
平成 27 年 11 月 12 日：拒絶査定
平成 28 年 3 月 24 日：拒絶査定不服審判の請求（不服 2016-4465 号）、手続補正
平成 29 年 2 月 20 日：平成 28 年 3 月 24 日付け手続補正を却下、「本件審判の請求は，
成り立たない。」との審決
２．審決（判決より抜粋）
(1) 本件審決の理由は，…，①本願補正発明は，…引用例に記載された発明（以下
「引用発明」という。），並びに，…周知例１及び…周知例２から認められる周知技術に
基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，…。
…
本件審決は，…本願補正発明と引用発明との一致点及び相違点を以下のとおり認定し
た。
…
(イ) 相違点
本願補正発明では，ターゲット物体又は各ターゲット物体の「横方向オフセット値に
基づいて前記少なくとも１のアクションの始動が行われないように，前記少なくとも１
のアクションの始動を無効にし」ているのに対し，引用発明では「各特定存在物Ｃｎの
変位量ΔＱ’（Ｃｎ）の絶対値」，つまり，「幅方向において自車線中心線ＣＯＬからど
の程度離れているか」の値（本願補正発明における「横方向オフセット値」に相当す
る。）が，「自車線幅ＷＯＬより大きい場合に，制御における対象から外され」，「絞込
み」により除外されたその「特定存在物」については，「自車線上に存在」しないと
「判定」し，これにより，「ｖ）ＡＣＣ・ＰＣＳ作動ルーチン」における「ＰＣＳ制
御」や「減速ＡＣＣ制御」の「制御における対象から外され」，「作動装置」の「作動が
開始」することはないものの，「作動装置」の「作動が開始」することを無効にする，
とは明記されていない点。
３．判決（抜粋）
（１）原告の主張
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…，本件審決は，引用発明の構成のうち，「ｉ）自車線上存在物特定ルーチン」に係
る構成の認定を誤ったものである。引用発明を正しく認定した場合，本願補正発明は，
「前記レーダーセンサの出力に応じて前記ターゲット物体又は各ターゲット物体の前記
横方向オフセット値を判断するように構成され」るのに対し，引用発明は，かかる構成
を欠く。本件審決は相違点を看過したものである。
(2) 本件審決は相違点を看過したところ，引用発明に周知技術を適用しても，本願補
正発明には至らないから，本件審決の進歩性の判断は，取消しを免れない。
（２）被告の主張
…，複数の条件（①ターゲット物体とホスト自動車との相対的な接近という条件と②
ターゲット物体がホスト自動車の進行経路上にあるという条件）が成立したときに特定
のアクションを始動する装置を設計する場合には，一方の条件の成立したことを判断す
る構成と他方の条件が成立したことを判断する構成を設け，これらの構成からの信号等
を適宜の手段に入力して，特定のアクションを始動する信号等を得ることになる。この
適宜の手段の具体的な態様として，いずれか一方の条件が成立した信号が入力されて
も，他方の条件が成立した信号が入力されなければ，アクションを始動させる信号を出
力させない，すなわちアクションを始動させる信号を無効とすることは設計事項であ
る。引用発明も周知例１及び２に記載された技術も，…，引用発明に本件周知技術を適
用することの容易想到性の判断に影響するものではない。
したがって，当業者が，通常行い得る設計変更のもとで，引用発明に本件周知技術を
適用し，「作動装置」の「作動が開始」することを無効にするようにして，相違点に係
る本願補正発明の構成を得ることは，当業者が容易になし得たことである。
（３）裁判所の判断
…，複数の条件が成立したときに特定のアクションを始動する装置において，複数の
条件の成立判断の順序を入れ替えることが通常行い得る設計変更であったとしても，引
用発明において，まず，特定のＡＣＣ制御やＰＣＳ制御を開始するために自車両の速度
等の条件判断を行い，続いて，自車線上の存在物であるか否かという条件の充足性判断
を行うという構成を採用することはできない。
よって，引用発明における条件判断の順序を入れ替えることが，単なる設計変更であ
るということはできないから，相違点に係る本願補正発明の構成は，容易に想到するこ
とができるものではない。
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論点 1 証拠を示していない技術常識等


証拠を示していない技術常識等の適用を肯定した事案

「ランフラットタイヤ」（無効審判・審決取消訴訟）
知財高判平成 29 年 12 月 21 日（平成 29 年（行ケ）第 10058 号）
１．事案の概要
（１）本件発明の概要
本件発明は、各種空気入りタイヤにおいて劣化が生じる部位の効率的な温度低減を図っ
て、耐久性を更に向上させた空気入りタイヤを提供するものである。
本件発明は、タイヤサイド部の耐久性の高い空気入りタイヤであって、タイヤサイド部
の少なくとも一部に溝部と突部とでなる乱流発生用凹凸部を延在させたランフラットタイ
ヤにおいて、乱流発生用凹凸部の高さ、ピッチ、幅を所定の関係を満足するように乱流発
生用凹凸部のパターンを設定した。
（２）特許請求の範囲（平成 28 年 8 月 12 日付けの訂正請求に係る請求項１の発明：本件
発明１）
【請求項１】
カーカス層と、タイヤサイド部に位置する前記カーカス層のタイヤ幅方向内側に設けら
れているサイドウォール補強層とを有するランフラットタイヤであって、
前記サイドウォール補強層は、タイヤ幅方向断面において三日月形状のゴムストックに
より形成されており、
前記サイドウォール補強層が設けられている前記タイヤサイド部の外側表面の少なくと
も一部に、溝底部を有する溝部と突部とでなる凹凸部が延在するように構成されており、
前記凹凸部は、タイヤ周方向に配置してなり、
前記凹凸部の延在方向とタイヤ径方向とがなす角度θは、－４５°≦θ≦４５°の範囲
であり、
前記凹凸部は、リムのベースラインからの断面高さの１０～９０％の範囲に設けられて
おり、
前記突部の高さをｈ、前記突部のピッチをｐ、前記突部の幅をｗとしたときに、１０．
０≦ｐ／ｈ≦２０．０、且つ、４．０≦（ｐ－ｗ）／ｗ≦３９．０の関係を満足するよう
前記突部と前記溝底部が形成されていることを特徴とするランフラットタイヤ。
（３）技術水準
（ⅰ）引用例１（引用発明）：国際公開第 2004/013222 号（甲１）
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カーカス４と、サイドウォール部１０に位置する前記カーカス４のタイヤ幅方向内側に
設けられているサイド補強層ゴム９とを有するランフラットタイヤ１であって、サイド補
強層ゴム９は、タイヤ幅方向断面において三日月形状のゴムにより形成されており、前記
サイドウォール部１０の少なくとも一部であって、タイヤの高さをＨとしたとき、少なく
とも高さ０．５Ｈ～０．７Ｈの部位に、表面積を大きくするための凹凸のパターン１２が
形成されているランフラットタイヤを開示している。
（ⅱ）引用例２：特開平 4-238703 号公報（甲２の１）
タイヤの側面に凹凸部を設けて、放熱面積を増大させるとともに乱流を生じさせ、熱伝
導率を向上させる技術事項を開示している。
（ⅲ）引用例３：特開昭 54-107004 号公報（甲３）
乱流と熱損失の関係や、乱流とタイヤの表面粗さの増加の関係を開示している。
（ⅳ）引用例４：特開平 8-318716 号公報（甲４の１）
タイヤの表面積を増大する凹凸であって、熱伝導率を向上させる機能を有するリッジを
開示している。
（４）手続の経緯
平成 27 年 7 月 3 日：原告による特許無効審判の請求（無効 2015-800144 号）
平成 28 年 8 月 12 日：被告（特許権者）による訂正の請求
平成 29 年 1 月 24 日：「本件訂正を認めるとともに，請求項１，…に係る発明について
の審判請求は成り立たない，…。」との審決
２．審決（判決より抜粋）
⑴ 本件審決の理由は，…，②本件発明１は，ⅰ）…引用例１に記載された発明（以
下「引用発明」という。）に，…引用例２に記載された技術事項（以下「甲２技術」と
いう。）を適用することで，当業者が容易に発明をすることができたものではない，
ⅱ）引用発明に，…引用例３に記載された技術事項（以下「甲３技術」という。）を適
用することで，当業者が容易に発明をすることができたものではない，ⅲ）引用発明
に，…引用例４に記載された技術事項（以下「甲４技術」という。）を適用すること
で，当業者が容易に発明をすることができたものではない，…，などというものであ
る。
…
本件審決は，引用発明及び本件発明との一致点・相違点を，以下のとおり認定した。
…
ｂ 相違点２
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凹凸部の構造について，本件発明１は，「前記突部の高さをｈ，前記突部のピッチを
ｐ，前記突部の幅をｗとしたときに，１０．０≦ｐ／ｈ≦２０．０，且つ，４．０≦
（ｐ－ｗ）／ｗ≦３９．０の関係を満足するよう前記突部と前記溝底部が形成されてい
る」ものであるのに対して，引用発明は，その具体的な構造は特定されていない点。
３．判決（抜粋）
（１）原告の主張
本件明細書では，パラメータ（ｐ－ｗ）／ｗが１．０～１００．０の範囲内でも熱伝
達率が向上されることが認められ，４．０～３９．０の範囲は，
「好ましくは」という
観点で設定されたと説明されているにすぎない（【００７９】）。【図３０】においても，
パラメータ（ｐ－ｗ）／ｗを４．０～３９．０の範囲にすることについて臨界的な意義
を有するとは認められない。実施例の【表１】【表２】においても，上記数値範囲内の
実施例の耐久性は劣っている。
したがって，本件発明１において，パラメータ（ｐ－ｗ）／ｗの数値範囲を４．０～
３９．０に設定することに格別な意義はなく，単なる設計事項である。
(エ) 以上によれば，
「ｐ／ｈ」と「（ｐ－ｗ）／ｗ」のパラメータを最適化又は好適化
することで熱伝達率をより向上させる技術は，当業者にとって容易になし得たものであ
る。
（２）被告の主張
ウ 本件発明１の効果
本件発明１は，凹凸部の「ｐ／ｈ」及び「（ｐ－ｗ）／ｗ」の下限値を特に好ましい
範囲に設定し，空気の流れが突部に衝突し溝底部から一旦はく離し冷却された空気が再
び溝底部に付着し，主に溝底部の温度を冷却するものであって，単に，タイヤ表面に多
数のリッジ等を設けてタイヤ表面に乱流を発生させて空気を攪拌し熱を拡散されやすく
しただけの従来の空気入りタイヤとは作用効果が異なる。
エ 小括
よって，本件発明１の「ｐ／ｈ」及び「（ｐ－ｗ）／ｗ」の各パラメータは設計事項
ではなく，引用発明及び甲２技術から当業者が容易に想到し得るものではない。
（３）裁判所の判断
…，タイヤ表面の凹凸部によって発生する乱流により，流体の再付着点部分の放熱効
果の向上に至るという機序によれば，凹凸部のピッチ（ｐ）
，高さ（ｈ）及び幅（ｗ）
の３者の相関関係によって放熱効果が左右されるというべきであって，本件発明１にお
-154-

いて特定されたピッチと高さ，ピッチと幅という２つの相関関係のみを充足する凹凸部
の放熱効果が，これらを充足しない凹凸部の放熱効果と比較して，向上するといえるも
のではない。そうすると，ｐ／ｈ又は（ｐ－ｗ）／ｗの各パラメータと熱伝達率の相関
関係を示すグラフ（【図２９】【図３０】）から，「１０．０≦ｐ／ｈ≦２０．０，かつ，
４．０≦（ｐ－ｗ）／ｗ≦３９．０の関係を満足する」凹凸部の構造が，これを満足し
ない凹凸部の構造に比して，熱伝達率を向上させるということはできない。
そうすると，本件発明１は，凹凸部の構造を，「１０．０≦ｐ／ｈ≦２０．０，か
つ，４．０≦（ｐ－ｗ）／ｗ≦３９．０」の数値範囲に限定するものの，当該数値範囲
に限定する技術的意義は認められないといわざるを得ない。
よって，引用発明に甲２技術を適用した構成における凹凸部の構造について，パラメ
ータｐ／ｈを，「１０．０≦ｐ／ｈ≦２０．０」の数値範囲に特定し，かつ，パラメー
タ（ｐ－ｗ）／ｗを，「４．０≦（ｐ－ｗ）／ｗ≦３９．０」の数値範囲に特定するこ
とは，数値を好適化したものにすぎず，当業者が適宜調整する設計事項というべきであ
る。
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論点 1 証拠を示していない技術常識等


証拠を示していない技術常識等の適用を肯定した事案

「分散組成物及びスキンケア用化粧料並びに分散組成物の製造方法」
（侵害差止請求訴訟）
知財高判平成 29 年 10 月 25 日（平成 28 年（ネ）第 10093 号）
１．事案の概要
（１）本件発明の概要
本件発明は、保存安定性に優れた分散組成物及びこれを用いたスキンケア用化粧料を提
供する。
本件発明は、カロテノイド含有油性成分を含む分散組成物であって、カロテノイド含有
油性成分及び、リン脂質又はその誘導体を含むエマルジョン粒子を有する水分散物と、ア
スコルビン酸又はその誘導体を含む水性組成物と、ｐＨ調整剤とを混合することによって
得られたｐＨ５．０～７．５の分散組成物である。
（２）特許請求の範囲（本件発明：本件特許）
【請求項１】
（ａ）アスタキサンチン、ポリグリセリン脂肪酸エステル、及びリン脂質又はその誘導
体を含むエマルジョン粒子；
（ｂ）リン酸アスコルビルマグネシウム、及びリン酸アスコルビルナトリウムから選ば
れる少なくとも１種のアスコルビン酸誘導体；並びに
（ｃ）ｐＨ調整剤
を含有する、ｐＨが５．０～７．５のスキンケア用化粧料。
（３）技術水準
（ⅰ）引用例（引用発明）：乙３４発明（「えふくん応援します ～お試しコスメ日記～」
と題するインターネット上のウェブサイト（ブログ）の平成 19 年 1 月 17 日付けの「イン
フィルトレートセラムってどんなの？」と題する記事（原審では乙６発明に相当）
当該ウェブサイトには、アスタキサンチン含有物であるヘマトコッカスプルビアリス
油，ポリグリセリン脂肪酸エステル及びレシチンやリゾレシチンを含むエマルジョン粒
子，リン酸アスコルビルマグネシウム，クエン酸のｐＨ調整剤，トコフェロール並びにグ
リセリンを含む美容液が開示されている。
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（４）手続の経緯
平成 24 年 7 月 27 日：特許権の設定登録（特許第 5046756 号）
平成 27 年 2 月 13 日：原告による特許権侵害差止等の請求（原審・東京地方裁判所平成
27 年（ワ）第 23129 号）
平成 28 年 8 月 30 日：「原告の請求をいずれも棄却する。」との判決
２．原判決（原判決より抜粋）
…，本件発明と乙６発明は，本件発明のｐＨの値が５．０～７．５の範囲であるのに
対し，乙６発明のｐＨの値が特定されていない点で相違し，その余の点で一致する。
…
…，化粧品の安定性は重要な品質特性であり，化粧品の製造工程において常に問題と
されるものであるところ，ｐＨの調整が安定化の手法として通常用いられるものであっ
て，ｐＨが化粧品の一般的な品質検査項目として挙げられているというのであるから，
ｐＨの値が特定されていない化粧品である乙６発明に接した当業者においては，ｐＨと
いう要素に着目し，化粧品の安定化を図るためにこれを調整し，最適なｐＨを設定する
ことを当然に試みるものと解される。そして，化粧品が人体の皮膚に直接使用するもの
であり，おのずからそのｐＨの値が弱酸性～弱アルカリ性の範囲に設定されることにな
り，殊に皮膚表面と同じ弱酸性とされることも多いという化粧品の特性に照らすと
（…），化粧品である乙６発明のｐＨを上記範囲に含まれる５．０～７．５に設定する
ことが格別困難であるとはうかがわれない。
３．判決（抜粋）
（１）控訴人（１審原告）の主張
…，化粧品の安定性という課題に対する解決手段は，具体的な課題に応じて非常に多
くの対策が考え得るのであって，化粧品の安定性という課題を把握した当業者であれ
ば，当然にｐＨの変更を試みるはずであるということはいえない。
化粧品のｐＨが常に弱酸性であることが要求ないし指向されるものではないことは技
術常識であり（…），実際に，本件特許の出願前（…）から出願後（…）にわたるま
で，弱アルカリ性が指向された製品が販売され続けている事実は，化粧品のｐＨ値を
５．０～７．５にすることが必ずしも一般的ではなく，また，ｐＨは，含有される薬剤
等と相互に影響し合うために任意の値に変えられるようなものではない。
…また，化粧品の適切なｐＨの範囲は，各化粧品が有する組成に応じてそれぞれ異な
るものであり，各化粧品固有の適切なｐＨの範囲を選択することは，容易になし得るも
のでない。
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（２）被控訴人（１審被告）の主張
本件発明と乙３４発明を対比すると，本件発明のｐＨの値は５．０～７．５の範囲で
あるのに対し，乙３４発明のｐＨの値は特定されていない点で相違し，その余の点で一
致する。
…
…，化粧品である乙３４発明の安定化を図るためにそのｐＨの値を弱酸性～弱アルカ
リ性の範囲内である５．０～７．５に調整することは，当業者であれば当然に実施する
程度の数値範囲の最適化にすぎず，その範囲も化粧品が通常有するｐＨとして何ら特異
なものでないから，上記相違点に係る構成に至ることは容易である。したがって，本件
発明は，乙３４発明に基づき容易に発明をすることができたものであるから，進歩性を
欠き，無効とされるべきである。
（３）裁判所の判断
…，乙３４発明について安定性という課題を認識するまでもなく，ｐＨが特定されて
いない化粧品である乙３４発明のｐＨを，弱酸性～弱アルカリ性のものとすることは，
当業者が適宜設定し得る事項というべきものであって，その際，弱酸性～弱アルカリ性
の範囲に含まれる「５．０～７．５」の範囲内のいずれかの値に設定することも，当業
者が適宜なし得る程度のことといえる。
…
…，本件特許の出願前から，弱アルカリ性が指向された製品が販売されていたとして
も，化粧品のｐＨを弱酸性～弱アルカリ性とすることは技術常識であるといえるから，
ｐＨが明らかではない「スキンケア用化粧料」である乙３４発明のｐＨを，弱アルカリ
～弱酸性の範囲に設定することは，当業者が当然試みるべきことというべきであって，
適宜設定し得る事項というべきものである。
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論点 2 他の技術分野における技術常識等


他の技術分野における技術常識等の適用を否定した事案

「安全な認証型距離測定法」（査定不服・審決取消訴訟）
知財高判平成 28 年 12 月 26 日（平成 28 年（行ケ）第 10040 号）
１．事案の概要
（１）本件発明の概要
本件発明は、有限距離におけるコンテンツの安全な転送を実行するものである。
本件発明は、第１通信装置が、第１通信装置と第２通信装置との間の認証型距離測定を
実行する方法に関し、その場合に、前記第１及び第２装置通信装置が共通秘密を共有し、
共通秘密が、第１通信装置と第２通信装置との間の前記距離測定を実行するのに用いられ
る。共通秘密は距離測定を実行するために使用されているので、第１通信装置から第２通
信装置への距離を測定する場合、測定されているのは正しい装置間の距離であることを保
証され得る。
（２）特許請求の範囲
【請求項１】（平成 27 年 4 月 21 日付けの手続補正書における請求項１の発明：本願発
明）
第１通信装置に記憶されたマルチメディアデータが第２通信装置によってアクセスされ
るべきかを決定する方法であって，当該方法は，前記第１通信装置と前記第２通信装置と
の間の距離測定を実行し，測定された距離が事前に規定された距離間隔の範囲にある場合
に，前記第２通信装置による前記マルチメディアデータへのアクセスを許可し，前記距離
測定は，
第１時間ｔ１において第１信号を前記第１通信装置から前記第２通信装置へ伝送するス
テップであって，前記第２通信装置が，前記第１信号を受信し，前記第１通信装置及び前
記第２通信装置が共有する共通秘密に従い前記受信された第１信号を修正することにより
第２信号を生成し，前記第２信号を前記第１通信装置へ伝送するように構成された，ステ
ップと，
第２時間ｔ２において前記第２信号を受信するステップと，
前記第２信号が前記共通秘密に従い修正されたかを確認するステップと，
前記第１通信装置と前記第２通信装置との間の距離をｔ１とｔ２との間の時間差に従い
決定するステップと，
に従い実行され，
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前記第１通信装置と前記第２通信装置との間で前記共通秘密を鍵管理プロトコルに従っ
て安全に伝送することによって共有する方法。
（３）技術水準
（ⅰ）引用例（甲１発明）：特開平 9-170364 号公報
携帯型送受信装置との距離を検出するうえで電波の伝播時間を容易に測定でき、またリ
モコン式のシステムに変更可能なキーレス・エントリーシステムを提供するものである。
応答信号の送信を要求する呼出し信号を空中に送信し、その後に空中から受信した応答
信号の正当性をこれに含まれる識別子に基づき検査する手段、前記呼出し信号の送信から
前記応答信号の受信までの時間差に基づきこの応答信号の送信元との距離を検出する手段
(31)、及び前記受信した応答信号が正当の場合には前記検出した距離が所定値未満である
か否かに応じてドアの解錠又は施錠に関する指令で変調した電波、光線又は超音波を送信
する手段を備えたドア側無線装置と、前記呼出し信号を受信して前記識別子を含む応答信
号を空中に送信する携帯型無線装置と、前記ドア側無線装置から送出された電波、光線又
は超音波を受信し、ドアの解錠又は施錠に関する指令を復調してこれを実行する施解錠実
行部とを備えている。
（ⅱ）周知例１（甲３）：特開 2002-189966 号公報
電子情報担体（例えばクレジットカード）と，電子情報担体の識別情報で特定される携
帯通信端末（例えば携帯電話やＰＨＳ）との間の距離が正当な使用範囲内である場合に，
電子情報担体の使用を許可することを開示している。
（ⅲ）周知例２（甲４）：国際公開特許公報 WO99/49378 号
ワークステーションとユーザが所持するトークンとの間の距離が所定の最大距離以内で
ある場合に，「ユーザ」によるワークステーションへのアクセスを許可することを開示し
ている。
（ⅳ）周知例３（甲４の２）：特表 2003-526826 号公報
多端末環境にあるコンピュータ端末装置を経由したコンピュータシステムへの無許可ア
クセスを防止することを開示している。
（４）手続の経緯
平成 25 年 11 月 13 日：拒絶査定
平成 26 年 3 月 19 日：拒絶査定不服審判の請求（不服 2014-5233 号）
平成 27 年 4 月 21 日：手続補正
平成 27 年 9 月 30 日：「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決
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２．審決（判決より抜粋）
イ 相違点
(ア) 相違点１
「“第１信号送信装置が，第２信号送信装置に対して所定のサービスを実行すべきか
を決定する”ことに関して，
本願発明における『所定のサービスを実行すべきかを決定する』ことが，“第１通信
装置に記憶されたマルチメディアデータへの，第２通信装置によるアクセスの許可の決
定”であって，『第１通信装置』が，『マルチメディアデータ』を記憶する装置であり，
『第２通信装置』が，当該『マルチメディアデータ』のアクセスを要求する装置である
のに対して，
引用発明においては，“車両側無線装置が搭載された車のドアの解錠の決定”であっ
て，『マルチメディアデータ』との関係については，特に，言及されていない点。」
(イ) 相違点２
「本願発明においては，『前記第１通信装置と前記第２通信装置との間で前記共通秘
密を鍵管理プロトコルに従って安全に伝送することによって共有する』ものであるのに
対して，
引用発明においては，どのようにして，『車両側無線装置と携帯型無線装置の双方に
予め同一の関数Ｆ（ｘ）を登録させてお』くのか，特に，言及されていない点。」
３．判決（抜粋）
（１）原告の主張
甲１発明は，車両側に存在するドア用キーシリンダーの施解錠に関するキーレス・エ
ントリーシステムに関するものであり，甲１発明の一般化を試みたとしても，車両のド
ア以外のドアの施解錠に限られ，
「所定のサービスの実行」まで拡張することはできな
い。
（２）被告の主張
…、甲１発明の処理の中には，オーディオやカーナビゲーションシステムの動作も含
まれ得るから，甲１発明において，
「ドアの解錠指令の送出」以外を設定し，その際，
「第１通信装置」である車両内に記憶されたマルチメディアデータへのアクセスを許可
するように構成することは，当業者が適宜なし得ることである。
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（３）裁判所の判断
甲１発明は，…，車両側無線装置と携帯型無線装置との間の距離を測定し，所定の間
隔の範囲内である場合に，車両側無線装置が車両の施解錠実行部に解錠指令を送出する
キーレス・エントリーシステムである。
一方，甲３は，…，携帯通信端末とカードとの距離に応じてカードの使用を許可する
システムであって，ここでのカードの使用とは，クレジットカードの情報を用いる電子
商取引，すなわち，情報処理である。また，甲４は，…，多端末環境でのユーザのワー
クステーションへのアクセスを許可するシステムであり，ここでのワークステーション
へのアクセスは，当然に情報処理を目的としている。つまり，甲３及び４に記載された
技術は，情報処理システムに対する不正使用防止の技術であるのに対し，甲１発明は，
ドアの解錠システムという，情報処理システムではないシステムに対する不正使用防止
の技術であって，両者は，その前提とするシステムが相違しており，技術分野が異な
る。
(イ) しかも，装置Ａの記憶媒体に記憶されている情報を，特定の者に利用させる場合
につき，当該特定の者に装置Ｂを携行させ，装置Ａと装置Ｂとの間の距離測定を行い，
その距離が所定の範囲内であるときに限り，装置Ｂの所持者に当該情報を利用させると
いう周知技術を，甲１発明に適用したとしても，距離測定後に，距離測定の対象である
装置の一方から他方へ，当該一方の装置が記憶しているマルチメディアデータを，他方
の装置に送信するという構成に至るものではない。
(ウ) したがって，当業者が，甲１発明と甲３又は４に記載された周知技術を組み合わ
せることは，容易とはいえず，仮に組み合わせたとしても，本願発明を発明することが
できたとはいえない。
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論点 2 他の技術分野における技術常識等


他の技術分野における技術常識等の適用を否定した事案

「樹脂凸版」（査定不服・審決取消訴訟）
知財高判平成 23 年 10 月 4 日（平成 22 年（行ケ）第 10329 号）
１．事案の概要
（１）本件発明の概要
本件発明は、使用頻度等の管理が簡単に行える樹脂凸版を提供するものである。
本件発明は、印刷部 1a の表面に多数の凸部 2 が形成された樹脂凸版 1（4）であって、
上記印刷部 1a とは別の個所の内部もしくは裏面にバーコード 5 が、樹脂凸版 1（4）の表
面側および裏面側の少なくとも一方から読み取り可能な状態で形成されている。
（２）特許請求の範囲（平成 21 年 4 月 13 日付けの手続補正書の請求項１に係る発明：補
正発明）
【請求項１】
印刷部の表面に多数の凸部が形成された透明な凸版本体と，この凸版本体の裏面に接合
され裏打ちされた透明なベースフィルムと，このベースフィルムの裏面に透明な接着剤層
を介して積層された透明な合成樹脂板とを備えた樹脂凸版であって，上記合成樹脂板の裏
面にバーコードが，上記凸版本体の印刷部とは別の個所の表面側から読み取り可能な状態
で形成されていることを特徴とする樹脂凸版。
（３）技術水準
（ⅰ）引用例：特開平 10-230581 号公報（甲１）
印刷部の表面に多数の凸部が形成された樹脂凸版本体，ベースフィルム層，感圧型接着
剤層，透明な合成樹脂板の順に積層されてなり，版胴に設けられた位置合わせマークの見
える，低カッピング性樹脂凸版を開示している。
（ⅱ）周知例１：特開 2005-31117 号公報（甲２－１）
（ⅲ）周知例２：特開平 10-128955 号公報（甲２－２）
（ⅳ）周知例３：特開平 4-166948 号公報（甲２－３）
いずれも、刷版の裏面にバーコード等の識別情報を設けて刷版を管理することを開示し
ている。
（ⅴ）周知例４：特開 2002-150478 号公報（甲３－１）
（ⅵ）周知例５：特開 2002-40960 号公報（甲３－２）
（ⅶ）周知例６：特開 2000-123106 号公報（甲３－３）
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（ⅷ）周知例７：特開平 10-264934 号公報（甲３－４）
（ⅸ）周知例８：特開平 4-77715 号公報（甲３－５）
（ⅹ）周知例９：実願平 4-44150 号（実開平 6-21000 号）のＣＤ－ＲＯＭ（甲３－６）
いずれも、透明基材の一方の面にバーコードを設け，他方の面からバーコードを読み取
るようにすることを開示している。
（４）手続の経緯
平成 21 年 1 月 29 日：拒絶査定
平成 21 年 3 月 12 日：拒絶査定不服審判の請求（不服 2009-5549 号）
平成 21 年 4 月 13 日：手続補正
平成 22 年 8 月 31 日：平成 21 年 4 月 13 日付け手続補正を却下、「本件審判の請求は，
成り立たない。」との審決
２．審決（判決より抜粋）
(1) 補正発明は，…，引用例（…，甲１）に記載された引用発明及び周知技術に基づ
いて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，…。
…
【補正発明と引用発明との相違点】
透明な合成樹脂板に関し，補正発明が「合成樹脂板の裏面にバーコードが，上記凸版
本体の印刷部とは別の個所の表面側から読み取り可能な状態で形成されている」と特定
されるのに対して，引用発明では上記特定を有していない点。
【相違点についての判断】
刷版の裏面にバーコード等の識別情報を設けて刷版を管理することは，本願の出願前
に周知である（例えば，…（甲２－１），…（甲２－２），…（甲２－３）を参照。以下
「周知技術１」という。）。また，透明基材の一方の面にバーコードを設け，他方の面か
らバーコードを読み取るようにすることは，本願の出願前に周知である（例えば，…
（甲３－１），…（甲３－２），…（甲３－３），…（甲３－４），…（甲３－５），…
（甲３－６）を参照。以下「周知技術２」という。）。
そうすると，引用発明の「樹脂凸版」を管理するため，樹脂凸版の一方の面（合成樹
脂板側の表面）にバーコードを設けるとともに，他方の面（樹脂凸版本体側の表面）か
らバーコードを読み取るようにすることは，当業者が容易に着想し得たことである。
さらに，合成樹脂板側の表面にバーコードを設ける際に，凸版本体の印刷部と重なら
ない位置を選択することは，適宜なし得る設計事項である。
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以上のことから，引用発明において，上記相違点に係る補正発明の構成を採用するこ
とは，当業者が，周知技術１及び周知技術２に基づいて，容易になし得たことである。
３．判決（抜粋）
（１）原告の主張
…全く異なる印刷方法をとる印刷用平版の公知文献２件をもって，補正発明の樹脂凸
版の技術分野における周知技術と認定することは，
「周知技術」の意義からして，明ら
かに不適切である。
（２）被告の主張
甲２－１～甲２－３は，補正発明の技術分野に属する文献であって，
「刷版の裏面に
バーコード等の識別情報を設けて刷版を管理すること」（周知技術１）が開示されてい
る。具体的には，補正発明は，バーコードを採用することで，パソコンへの入力作業の
手間を省くことを目的とするものであり，バーコードの情報が特定の情報に限定される
ものではないから，「周知技術１は，刷版の裏面にバーコード等の識別情報を設けて，
版胴に装着し印刷に使用した刷版を管理するものでなければならない」旨の原告の主張
は理由がない。
…
さらに，原告は，甲２－１～甲２－３について，印刷方式が異なることを理由に周知
技術と認定することは不適切である旨主張するが，印刷作業に際しては，印刷方式に関
係なく多数の刷版を取り扱うことになることから，刻印等の識別情報を刷版に持たせて
刷版を区別しなければならないという点では共通しており，「平版」において，識別情
報を簡単にパソコンに入力できる手法を，同じ刷版である「凸版」において採用できな
いとする原告の主張には理由がない。
（３）裁判所の判断
…，甲３－１～甲３－６には，「透明基板の一方の面にバーコードを設け，他方の面
からバーコードを読み取るようにすること」が記載されているものの，いずれの証拠も
刷版に関するものではなく，補正発明の技術分野とは異なる技術分野に関するものであ
るから，これらの証拠からから，「透明基材の一方の面にバーコードを設け，他方の面
からバーコードを読み取るようにすること」が，補正発明の技術分野において一般的に
知られている技術であるということはできない。
…
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また，被告は，乙１７～乙２４を提示し，バーコードを読み取る際に，「透明基材を
通してバーコードを読み取る」ことは，印刷の技術分野においても広く知られている旨
主張する。
しかし，乙１７，乙１９～乙２２，乙２４は，いわゆる複写機やプリンタ，ファクシ
ミリなどの電子写真方式による印刷技術に関するものであり，乙２３は，画像プリンタ
用インクリボンを用いた印刷技術に関するものであるから，印刷という点では補正発明
の技術分野と関連性はないとはいえないが，いずれの証拠も刷版を用いた印刷技術に関
するものではなく，機能・原理・使用される機械等が全く異なるから，補正発明の技術
分野と同じ技術分野に関するものであるとは認められない。
また，乙１８は，バーコード付き包装体に関するものであって，補正発明の技術分野
とは明らかに異なる技術分野のものである。
したがって，バーコードを読み取る際に，「透明基材を通してバーコードを読み取
る」ことが，補正発明の技術分野において周知とはいえないから，被告の主張は採用で
きない。
…，審決が，補正発明の技術分野において，透明基材の一方の面にバーコードを設
け，他方の面からバーコードを読み取るようにすることが本件出願前に周知であると認
定した点は誤りであるから，この周知技術を前提として補正発明の進歩性を否定した審
決の判断も，誤りというべきである。
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論点 2 他の技術分野における技術常識等


他の技術分野における技術常識等の適用を肯定した事案

「識別対象偏向装置」43（査定不服・審決取消訴訟）
知財高判平成 19 年 1 月 31 日（平成 17 年（行ケ）第 10523 号）
１．事案の概要
（１）本件発明の概要
本願発明は、アミューズメント施設などにおいてメダル（硬貨）の識別、仕分けを迅速
に行なうため、連続的に移動するメダル 11 を連続的に識別する識別部 1 と、メダル 11 の
識別後に識別部 1 の識別速度に応じて連続的に移動させる通路 3 と、通路 3 の一側に連通
する偏向路 5 と、偏向路 5 に対向して通路 3 の他側に設けられ識別部 1 の識別信号に応じ
て動作し通路 3 を移動するメダル 11 を偏向路 5 へ向けてはじく偏向駆動部 7 と、識別部
1 の識別信号に応じて偏向駆動部 7 を駆動制御する制御部 9 とよりなることを特徴とす
る。
（２）特許請求の範囲（本願発明）
【請求項１】
連続的に移動する識別対象を連続的に識別する識別部と、前記識別対象の識別後に前記
識別部の識別速度に応じて識別対象を連続的に移動させる通路と、該通路の一側に連通す
る偏向路と、該偏向路に対して前記通路の他側に設けられた開口に偏向板を備え前記識別
部の識別信号に応じて前記偏光板を通路内に高速駆動により出没させ前記通路を移動する
識別対象を前記偏向路へ向けてはじく偏向駆動部と、前記識別部の識別信号に応じて前記
偏向駆動部を駆動制御する制御部とよりなることを特徴とする識別対象偏向装置。
（３）技術水準
（ⅰ）引用例（引用発明）：特開平 6-309543 号公報
「硬貨投入口の下方に、傾斜した通路底面を有する硬貨通路が設けられ、該硬貨通路に
沿って、投入硬貨の真偽を判定するための硬貨選別センサが設けられ、硬貨通路終端下方
に、硬貨をその真偽に応じて振り分ける正貨ゲートが設けられ、正貨ゲートの下方におい
て、硬貨通路に連通してその一側に分岐する偽貨通路が設けられており、CPU 等は、硬

43

特許庁 特許・実用新案ハンドブック附属書 D「特許・実用新案審査基準」審判決例集 327-330 頁
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_d.pdf［最終アクセス日：2019 年
12 月 4 日］
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貨選別センサからの信号に基づきソレノイドをオン、オフさせることにより、正貨ゲート
を硬貨通路内に出没させて、偽貨を偽貨通路に偏向させる硬貨選別装置。」
（ⅱ）周知例：特開平 9-108638 号公報
「【発明の属する技術分野】本発明は、穀粒選別機に係り、より詳しくは、所定の移動
経路を移動する穀粒又は穀粒群を所定の光源からの照射光の下で所定の撮像手段によって
撮像し、撮像された画像の濃度値と所定の基準濃度値とに基づいて、前記穀粒が不良品で
あるか否か、又は前記穀粒群に不良品が含まれるか否かを判定し、該判定結果に基づいて
該穀粒又は穀粒群を選別する穀粒選別機に関する。…」
「【００２７】このように選別対象物以外のもの（不良品）が所定の移動経路を移動し
ているときのみ、大きな濃度値の変化が生じるので、その大きな濃度値の変化を認識する
ことにより、容易に不良品の判定を行うことができる。」
（ⅲ）周知例２：実開昭 58-10882 号公報（乙第３号証）
コンベア上に、レバー6 をスイングさせるソレノイド 5 に取り付けられ、レバー6 の下
端がコンベア上の食器に当たるようにされた移動装置を有する食器の選別装置。
（ⅳ）周知例３：特開平 2-77610 号公報（乙第４号証）
貝類、各種工業製品などの不定形の物品を大きさ別又は色別に自動選別する場合に使用
するもので、ベルトコンベア 5 上の物体を色調によって選別し、跳ね出し片 20 により分
類ベルト 21 上へ跳ねだす物体自動選別装置。
（ⅴ）周知例４：特開昭 64-38316 号公報（乙第５号証）
発送物の識別コード等に対応する発送先に自動的に選別する発送先選別制御装置 3 と、
発送先選別制御装置 3 からの信号を受けて、発送物 1 の選別を行う駆動機構が記載されて
いる発送物の選別装置。
（４）手続の経緯
平成 15 年 12 月 12 日：拒絶査定
平成 16 年 1 月 16 日：拒絶査定不服審判の請求（不服 2004-1301 号）、手続補正
平成 17 年 5 月 9 日：平成 16 年 1 月 16 日付け手続補正を却下、「本件審判の請求は、成
り立たない。」との審決
２．審決（判決より抜粋）
本願発明は，特開平６－３０９５４３号公報（…。以下「引用例」という。
）及び周
知の技術手段（例えば，特開平９－１０８６３８号公報（…）。以下「周知例」とい
う。）に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２
９条２項の規定により特許を受けることができないとするものである。
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審決は，…，引用例記載の発明（以下「引用発明」という。）の内容並びに本願発明
と引用発明との一致点及び相違点を次のとおり認定した。
…
(3) 相違点
① 前者が識別部の識別速度に応じて識別対象を移動させているのに対して，後者で
は，そのような限定はない点。（以下，…「相違点１」という。）
② 識別対象を偏向させるについて，前者では，偏向路と対向する開口に偏向板を備
え，偏向板により識別対象を偏向路へ向けてはじくのに対して，後者では，開口の下方
に偏向路を設け，開口に備えた正貨ゲートにより識別対象を偏向路に偏向させる点。
（以下，…「相違点２」という。）
３．判決（抜粋）
（１）原告の主張
(2) 引用発明は「硬貨選別装置」に関するものであり，周知例の技術は「穀粒選別
機」に関するものであるから，引用発明と周知例の技術とは，技術分野が異なる。ま
た，引用発明は，正貨ゲート１２の突出状態と没入状態との静的な状態を切り換えて識
別対象である硬貨を振り分けるものであり，出没の運動エネルギーをはじくという衝突
エネルギーに変換しているものではないのに対し，周知例の技術は，ソレノイドプラン
ジャ５２の突出の運動エネルギーを板バネ４８へ衝突エネルギーとして伝え，衝突エネ
ルギーによって運動する板バネ４８を介して再選対象穀粒に衝突エネルギーを与え，は
じく構成であって（周知例の段落【００２７】
），「出没」の技術的意義が全く異なるか
ら，引用発明に周知例の技術を組み合わせることはできない。
(3) 周知例の技術は，穀粒のような軽量の識別対象であれば問題がないが，穀粒より
も重い硬貨（引用例）を高速駆動ではじく場合には，板バネ自体の弾性及び慣性により
板バネとプランジャとに相反した動きを招く恐れがあり，他方では，この相反した動き
を抑制するために板バネのバネ定数を大きくすると高速駆動ができなくなる恐れがある
から，引用例に周知例の技術を適用することには阻害事由がある。周知例の技術は，メ
ダル等の重量のある識別対象を高速駆動により識別することには適さないし，偏向路と
開口（偏向板）とを対向させ，偏向板により識別対象を偏向路へ向けてはじく構成を採
ることもできない。したがって，引用発明に周知例の技術を採用しても，本願発明のよ
うな速い仕分けをすることに限界があり，審決の判断に誤りがある。
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（２）被告の主張
確かに，引用発明は「硬貨選別装置」であり，周知例として例示したものは「穀粒選
別機」であるが，識別対象を直接押圧することにより偏向路に移動させることは，…
（乙第３号証），…（乙第４号証），…（乙第５号証）に示されるように，種々の分野に
おいて行われていることである。「識別対象を押圧する」という技術手段が識別対象の
重量に関係なく実施されていることを勘案すれば，引用例と周知例の技術分野が異なる
こと，識別対象の重量に差があることは，周知例における「識別対象をはじく」という
技術手段を引用例に適用する際の阻害事由とはならない。また，識別対象の重量が異な
る場合，はじく力（板バネの強さ）等をどの程度のものにするかは当業者の設計事項で
あって，その設計において格別な困難性があるとは認められないから，原告らの「高速
駆動ができなくなる恐れがある」との主張は失当である。
(3) 本願発明において，識別対象がメダル等「重量のあるもの」との限定はなく，単
に識別対象を偏向板によりはじくことが限定されているだけであるから，その限度にお
いて，作用効果は予測することができ，特許請求の範囲において何ら限定されていない
識別対象の軽重は，作用効果の判断に影響するものではない。原告らの作用効果に関す
る主張も理由がなく，審決の判断に誤りはない。
（３）裁判所の判断
引用発明の認定につき，一部に誤りがあるが，
「硬貨通路に連通してその一側に分岐
する偽貨通路が設けられて」いるとの認定に誤りはないから，この認定に基づいて，相
違点２を認定したことに誤りはない。
(2) 原告らは，①引用発明と周知例の技術とは技術分野が異なり，また，「出没」の技
術的意義が全く異なるから，引用発明に周知例の技術を組み合わせることはできない，
②周知の技術手段は，穀粒より重い引用例の硬貨を高速駆動ではじく場合は，板バネ自
体の弾性及び慣性により板バネとプランジャとに相反した動きを招く恐れがあり，か
つ，この相反した動きを抑制するために板バネのバネ定数を大きくすると高速駆動がで
きなくなる恐れがあるから，引用例に周知例を適用することには阻害事由がある，と主
張する。
しかし，特許請求の範囲において，本願発明の識別対象がメダルであることを限定す
る記載はなく，識別対象が重いものであることを示唆する記載もなく，さらに，識別対
象が重いものであるために偏向板等に関して何らかの限定条件を付しているものでもな
いから，識別対象の重量に関する原告らの主張は，特許請求の範囲の記載に基づかない
ものである。
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引用発明は「硬貨選別装置」であり，周知例として例示したものは「穀粒選別機」で
あるが，乙第３ないし第５号証によれば，識別対象を直接押圧することにより偏向路に
移動させることは，種々の分野において行われていることが認められる。また，「識別
対象を押圧する」という技術手段が識別対象の重量に関係なく実施されていることを勘
案すれば，引用例と周知例の技術分野が異なること，識別対象の重量に差があること
は，周知例における「識別対象をはじく」という技術手段を引用例に適用する際の阻害
事由にならない。また，識別対象の重量が異なるときに，はじく力（板バネの強さ）
等を重量に応じたものにすることは，当業者の設計事項であって，格別な困難性がある
とは認められない。したがって，原告らの上記主張は採用することができない。
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論点 2 他の技術分野における技術常識等


他の技術分野における技術常識等の適用を肯定した事案

「クレンジングパッド」（無効審判・審決取消訴訟）
知財高判平成 17 年 10 月 6 日（平成 17 年（行ケ）第 10382 号）
１．事案の概要
（１）本件発明の概要
本件発明は、顔面の凹凸によくフィットし、製造が容易で、毛穴の汚れや角栓までスム
ーズに落とすことが可能なクレンジングパッドを提供するものである。
本件発明は、この考案のクレンジングパッドは、薄板状の本体 1 の片面 2 に、根元から
先端に向かってやや小径となる突起 3 を多数設けて構成されるブラシ部 4 を有しており、
ブラシ部 4 を設けた面 2 を顔面に沿ってしならせることができるように、軟質な合成樹脂
で一体成形し、柔軟性を有しているものとしている。
（２）特許請求の範囲
【請求項１】（本件考案）
薄板状の本体（1）の片面（2）に、根元から先端に向かってやや小径となる突起（3）
を多数設けて構成されるブラシ部（4）を有しており、前記ブラシ部（4）を設けた面
（2）を顔面に沿ってしならせることができるように、軟質な合成樹脂で一体成形し、柔
軟性を有していることを特徴とするクレンジングバッド。
（３）技術水準
（ⅰ）引用例１（引用考案）：実願昭 52-12037 号（実開昭 53-110082 号）のマイクロフィ
ルム
薄板状の基板１の裏面に，根元から先端に向かってやや小径となる櫛歯４を多数設けた
構成を有しており，前記構成を施した面を頭型に応じ彎曲せしめることができるように，
軟質性合成樹脂で基板１を形成するとともに櫛歯４が前記基板１と同質材料により一体に
構成されているヘアブラシを開示している。
（ⅱ）引用例２：特開 2000-41886 号公報
毛穴に入り込んだ汚れ等も取除けて，洗顔効果の大きい洗浄器具において，取手部及び
その表面に複数の凸部を有する洗浄部をシリコンにより一体形成するとともに，当該シリ
コンの硬さを人間の顔の皮膚を傷つけないような５度～１０度のシリコンゴムの硬さとし
た洗浄器具を開示している。
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（４）手続の経緯
平成 15 年 11 月 5 日：設定登録（実用新案登録第 3099270 号）
平成 16 年 6 月 23 日：実用新案登録無効審判の請求（無効 2004-40005 号）
平成 17 年 1 月 18 日：「登録第 3099270 号の実用新案登録を無効とする。」との審決
２．審決（判決より抜粋）
イ

本件考案と引用考案との相違点

相違点１：「器具の用途に関して，前者は顔面の汚れを落とすための「クレンジング
パッド」であるのに対して，後者は「ヘアブラシ」である点。」
３．判決（抜粋）
（１）原告の主張
(1)

審決は，ヘアブラシと洗顔用フェイスブラシがブラシ部を有している点で共通し

ていることと，浴室や洗面所等でともに使用される機会が多いことをもってヘアブラシ
を洗顔用フェイスブラシに転用することはきわめて容易に想到し得たと判断した。
しかしながら，ヘアブラシのブラシ部は，頭髪の中に入れ移動させて整髪を行うため
のものであるのに対し，洗顔用フェイスブラシのブラシ部は，顔面に当て移動させて顔
面の汚れを落とすためのものであり，作用や機能の点で全く異なるものである。
また，ヘアブラシも洗顔用フェイスブラシも洗面所等で使用されるものであるとして
も，その目的は全く異なるのであり，両者に技術分野の関連性はない。
さらに，引用考案のヘアブラシにおいて使用者の頭型に応じ攣曲し得るようにした目
的は，全体の櫛歯を使用して整髪し，肌触りをよくし，櫛歯の折損を少なくすることに
あるが，本件考案は，単に肌触りが良く，ブラシの折損が少ないのみならず，鼻や目元
等の複雑な顔面の凹凸によくフィットし，毛穴の汚れや角栓までスムーズに落とすこと
が可能になるという従来のブラシ類にはない優れた効果を奏するものである。したがっ
て，本件考案と引用考案は，その作用効果も異なる。
このように，本件考案と引用考案とは，技術分野，課題，作用効果，機能が異なり，
刊行物１には本件考案についての示唆もないのであるから，本件考案が引用考案に基づ
いて当業者がきわめて容易に想到できたとはいえない。
（２）被告の主張
原告は，ヘアブラシと洗顔ブラシとでは，作用，機能，目的，技術分野の関連性，課
題の共通性等が異なると主張する。しかしながら，ヘアブラシと洗顔ブラシはいずれも
身体の表面を清浄するためのブラシであり，頭部も顔部も人体のいわゆる「頭蓋」表面
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であり隣接しているのであるから，使用対象が頭部か顔部かは選択上の問題にすぎな
い。また，審決が指摘するように，両者は，浴室や洗面所等でともに使用される機会が
多いものである。
一般に，ブラシ類には，ボディブラシ，フェイスブラシ，洗髪ブラシ，ヘアブラシな
どが含まれる。そして，これらのブラシ類は，兼用的に使用される。…。
以上のように，「ヘアブラシ（整髪ブラシ）」と「洗髪ブラシ」，「洗髪ブラシ」と「ボ
ディブラシ（垢擦りブラシ）」，「ボディブラシ」と「フェイスブラシ」はそれぞれ兼用
し得るのであり，これらブラシ類は実質的には同一性を有する物品である。したがっ
て，引用考案の「ヘアブラシ」と本件考案の「フェイスブラシ」とは，作用・機能上の
共通性を有し，転用することに格別の困難は認められない。
（３）裁判所の判断
…，本件考案に係るクレンジングパッド（洗顔ブラシ）と引用考案に係るヘアブラシ
（洗髪用ブラシ）とは，①いずれも，浴室や洗面所等でともに使用される機会が多く，
ブラシ部を人体の皮膚に当てて，その部分を洗浄等するのに用いられるものであり，②
薄板状の本体の片面に突起を多数設けて構成されるブラシ部を有し，本体と突起が軟質
な合成樹脂で一体的に構成されているとの基本的な構造において共通し，③全体に柔軟
性を有し，頭部や顔部の凹凸に応じてフィットすることができるようにするという作用
効果においても共通しているということができる。したがって，両考案は，その技術分
野，機能，作用効果等において近似しているというべきであり，引用考案のヘアブラシ
を本件考案に係るクレンジングパッドに転用することに格別の困難があるということは
できない。
…
…，本件考案の出願当時，ブラシ部を使用して洗顔を行うことは周知であったと認め
られるところ，本件考案と引用考案は，その技術分野，課題，目的，機能，作用効果に
おいて近似しているということができるのであるから，引用考案におけるブラシとして
の構成を，顔面の汚れを落とすための「クレンジングパッド」のブラシの構成として転
用することは，当業者がきわめて容易に想到し得たというべきである。
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論点 3 単なる機械化に係る設計的事項


証拠を示していない技術常識等の適用を肯定した事案

「流体流路を有する装置の気泡除去方法及びその装置」
東京高判平成 15 年 3 月 6 日（平成 14 年（行ケ）第 5 号）
１．事案の概要
（１）本件発明の概要（特開平 4-53565 号公報）
本件発明は、煩雑な操作を要することなく、短時間で人工肺やチューブ，コネクタ等の
液体流路を有する装置の液体流路に付着する気泡を除去することができる方法ならびにそ
の実施に使用する装置を提供するものである。
本件発明は、液体流入口（血液流入口 17）、気体は通すが液体は通さない壁面から構成
される液体流路及び液体流出口（血液流出口 19）を備える液体流路を有する装置と、該
液体流路を有する装置よりも上流側に
配設され、前記液体流路を有する装置
の液体流入口を介して液体流路に液体
を移送する液体移送手段（遠心ポンプ
33）と、前記液体流路への液体の移送
を間欠的に行なわしめる液体移送調整
手段（制御回路 49）と、を備えるこ
とを特徴とする、液体流路を有する装
置の気泡除去装置から構成される。
（２）特許請求の範囲
【請求項２】（本件発明２）
液体流入口、気体は通すが液体は通さない壁面から構成される液体流路及び液体流出口
を備える液体流路を有する装置と、該液体流路を有する装置よりも上流側に配設され、前
記液体流路を有する装置の液体流入口を介して液体流路に液体を移送する液体移送手段
と、前記液体流路への液体の移送を間欠的に行なわしめる液体移送調整手段と、を備える
ことを特徴とする、液体流路を有する装置の気泡除去装置。
（３）技術水準
（ⅰ）引用例１（刊行物１）：「延伸ポンプと外部潅流型模型肺を組み合わせた simplified
veno-arterial bypass system の実験的検討」人工臓器 18 巻 2 号 440～443 頁,1989 年
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外部潅流型中空糸膜型肺の上流側に配設され、外部潅流型中空糸膜型肺に液体を流す遠
心ポンプと、外部潅流型中空糸膜型肺とを備える外部潅流型中空糸膜型肺の気泡除去装置
を開示している。
（ⅱ）引用例２（刊行物２）：河野南雄、山口美佐子共著「初心者のための血液透析の手
技と看護」［改訂版］15～22 頁、新興医学出版社、昭和 63 年
液体流入口、液体流出口と共に、「気体は通すが液体は通さない壁面から構成される」
ものではないが「液体流路」を備える装置であるダイアライザーと、ダイアライザーの上
流側に配設され、ダイアライザーの液体流路に液体を移送する血液ポンプを備える、ダイ
アライザーから空気を除去する装置が記載されており、さらに該装置を使用してダイアラ
イザーの液体流路から空気を除去する方法として、外部潅流型中空糸膜型肺に液体を流
し、外部潅流型中空糸膜型肺の気泡を除去する方法が記載されている。
（４）手続の経緯
平成 11 年 9 月 24 日：設定登録（特許第 2981909 号）
平成 13 年 4 月 26 日：特許無効審判の請求（無効 2001-35184 号）
平成 13 年 11 月 28 日：「本件審判の請求は成り立たない。」との審決
２．審決（判決より抜粋）
…、本件発明２と刊行物１に記載された装置とを対比すると、後者における「外部潅
流型中空糸膜型肺」は、液体流入口、液体流出口と共に、その機能からみて、「気体は
通すが液体は通さない壁面から構成される液体流路」を備えるものであるから、前者に
おける「液体流路を有する装置」に相当するものと認められる。そして、後者における
「遠心ポンプ」は、外部潅流型中空糸膜型肺の液体流入口を介して該外部潅流型中空糸
膜型肺の「気体は通すが液体は通さない壁面から構成される液体流路」に液体を流すも
のであるから、前者における「液体移送手段」に相当するものと認められる。よって、
両者は、
…
イ．前者は、前記液体流路への液体の移送を間欠的に行なわしめる液体移送調整手段
を備えたものであるのに対し、後者は、係る手段を備えていない点において相違する。
…
…、刊行物２には、人が鉗子を用いて直接ダイアライザー下方の血液回路を、時々、
しめることが記載されているにすぎない。そして、装置を使用する人による操作がその
装置の構成部分であるとはいえないから、刊行物２には、ダイアライザーから空気を除
去する装置の構成部分として、液体流路への液体の移送を間欠的に行わしめる手段が記
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載されているとはいえない。また、かかる事項が、刊行物２に示唆されているとも認め
られない。
３．判決（抜粋）
（１）原告の主張
…、審決は、刊行物２には人が直接鉗子を操作することしか記載されていないという
が、鉗子それ自体は、一定の目的を達成するための器具（道具）である。鉗子自体に着
目すれば、鉗子は、人力を駆動源として開閉動作を行い、この開閉動作により液体流路
への液体の移送を間欠的に行っているのであるから、液体移送調整手段である。審決
は、鉗子を操作する人だけに注目して、鉗子自体を看過し、その結果、本訴刊行物２に
は、ダイアライザーから空気を除去する装置の構成部分として、液体流路への液体の移
送を間欠的に行わしめる手段が記載されているとはいえない、とする誤った判断をして
いる。
（２）被告の主張
原告は、鉗子は液体移送調整手段に相当すると主張するが、本件発明２における液体
移送調整手段とは、その実施例に示すように、制御回路４９のような液体流量の大小を
制御する手段をいうのであって（甲第６号証３頁）
、むしろ鉗子自体は液体移送手段の
一部とでもいうべきものである。そして、鉗子をいつ固定するかはまさに人が行うので
あるから、刊行物２において、あえて液体移送調整手段に相当する手段を探すとすれば
人以外にない。したがって、人が関与することを根拠として、装置構成が異なるとした
審決の認定は何ら間違いがない。
（３）裁判所の判断
…、本件明細書の請求項２には、「液体流路への液体の移送を間欠的に行なわしめる
液体移送調整手段」としか記載されておらず、また、本件明細書には、
「さらに単純化
すれば、制御回路４９は単なる手動のＯＮ・ＯＦＦスイッチと遠心ポンプ３３のモータ
を駆動する電源とから構成してもよい。」（甲第６号証４頁左欄２０～２２行）、「第２図
に示した装置が、第１図の装置と異なる点は、第２図の装置においては、遠心ポンプ３
３は間欠的に駆動されず、連続的に駆動され、一方、制御回路４９を介して弁５１がチ
ューブ３１の押圧と開放を繰り返し、これによって人工肺１の血液流入口１７へはリン
ゲル液の間欠流が導入されることになる。」（同４頁左欄３４～３９行）、「この例におい
て、制御回路４９は、第１図に基づき説明した例と同様な作動をするよう構成すること
ができ、第１図の場合と同様、手動によるＯＮ・ＯＦＦスイッチとしてもよい。」（同４
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頁右欄８～１１行）と記載されており、本件発明２の液体移送調整手段は、手動のスイ
ッチのＯＮ・ＯＦＦにより、弁がチューブの押圧と開放を繰り返すようなものを含むこ
とが明らかである。
そうすると、本件発明２における手動のスイッチ及び弁と、刊行物２における鉗子と
が対応するということができるから、本件発明２の液体移送調整手段と刊行物２に記載
された鉗子とは、その機能において実質的に差異があるものではなく、したがって、刊
行物２には、本件発明２の液体移送調整手段に相当するものが少なくとも示唆はされて
いるというべきである。
（７）

以上のとおりであるから、刊行物２には、「間欠的に液体を流し、液体流路

内に存在する気泡を除去すること」が記載され、また、「液体流路への液体の位相を間
欠的に行わしめる液体調整手段」が示唆されているということができる。
これらの事項が刊行物２に記載も示唆もされていないとした審決の認定は誤りであ
る。

-178-

論点 3 単なる機械化に係る設計的事項


単なる機械化に係る設計的事項の適用を肯定した事案

「コーヒーメーカ及びその操作方法」（査定不服審判）
平成 29 年 9 月 26 日審決（不服 2016-2269）
１．事案の概要
（１）本件発明の概要（特表 2015-518381 号公報）
本件発明は、半自動マシンの簡易化及びコーヒーの可能な限りの高い質と、全自動マシ
ンにおける成果の安定性との両方の設計の利点を組み合わせたコーヒーメーカである。
抽出を行うために、この用途に提供されたコーヒーメーカ 10 のホルダ 12 に嵌め込み可
能で、少なくとも１つの脱着可能なポータフィルタ 11 を備えたコーヒーメーカ 10 は、さ
らに、加圧下で熱水を生成し供給する第１手段 28～31 と、少なくとも１つのコーヒーミ
ル 19 とを有している。特定が可能で一貫した飲料の質をずっと維持しながら、ホルダ 12
に嵌め込まれたポータフィルタ 11 に対して密封及び開放を繰り返す第２手段 33 と、コー
ヒーミル 19 から、ホルダ 12 に嵌め込まれ開放状態のポータフィルタ 11 にコーヒー粉を
導入する第３手段 23 とを備えることにより、装置ベースの機械的簡易化を実現する。

（２）特許請求の範囲
【請求項１】（平成 29 年 5 月 30 日付けの手続補正書の請求項１に係る発明：本願発明）
抽出を行うために、この用途に提供されたコーヒーメーカ（１０）のホルダ（１２）に
嵌め込み可能で、少なくとも１つの脱着可能なポータフィルタ（１１）と、
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加圧下で熱水を生成し供給する第１手段（２８、…、３１）と、
少なくとも１つのコーヒーミル（１９）と、
前記ホルダ（１２）に嵌め込まれた前記ポータフィルタ（１１）に対して密封及び開放
を繰り返すように設けられた第２手段（３３；３３ａ－ｅ；４１）と、
前記コーヒーミル（１９）から、前記ホルダ（１２）に嵌め込まれ開放状態の前記ポー
タフィルタ（１１）にコーヒー粉（１６）を導入するように設けられた第３手段（２３）
とを備え、
前記第２手段（３３；３３ａ－ｅ；４１）は、分配フィルタエレメント（３３；３３ａ
－ｅ）を有し、前記ポータフィルタ（１１）が開放状態にあってコーヒー粉を充填できる
第１の位置と、前記分配フィルタエレメント（３３；３３ａ－ｅ）が前記ポータフィルタ
を気密に閉鎖した第２の位置とを行ったり来たりすることができ、抽出ごとに前記ポータ
フィルタ（１１）が手動で取り外されてその内部を空にされる半自動のコーヒーメーカで
あって、
前記第２手段（３３；３３ａ－ｅ；４１）は、前記ポータフィルタ（１１）内に配され
たコーヒー粉（１６）にタンパリングを行い、
電気的又は液圧応用的に操作する駆動ユニット（３２）は、前記第１の位置と前記第２
の位置との間で前記分配フィルタエレメント（３３；３３ａ－ｄ）が動くように設けられ
ており、
前記分配フィルタエレメント（３３；３３ａ－ｅ）は、前記ポータフィルタ（１１）内
の分配フィルタ（３４）によって抽出チャンバ（１５）を規制し、
中央制御器（２４）は、前記コーヒーミル（１９）、前記第１手段（２８、…、３１）、
及び前記第２手段（３３；３３ａ－ｄ）のうち少なくとも前記コーヒーミル（１９）及び
前記第１手段（２８、…、３１）を制御するように設けられていることを特徴とするコー
ヒーメーカ。
（３）技術水準
（ⅰ）引用例Ａ（引用発明）：中国実用新案第 201578093 号明細書
自動で豆を挽き、挽いた粉を自動で投入し、コーヒー粉を手動でプレスし、自動でエス
プレッソを作り、手動でコーヒーかすを排出する半自動コーヒーメーカーであって、半自
動コーヒーメーカーは、コーヒー豆を挽くシステムとコーヒーを抽出するシステム、ポン
プ及びヒーターからなり、コーヒー豆を挽くシステムが挽いたコーヒー粉は、粉出口(11)
と粉受け(13)を通ってドリッパー(20)に入り、コーヒーを抽出するシステムは、左支柱
(15)、右支柱(29)、ピストンバー連結装置(39)、固定装置(16)、ドリッパーセット(40)、左
スライド溝連結器(17)、右スライド溝連結器(31)、バックシャフト(18)、粉漏れ防止ふた
(19)からなり、ドリッパーセット(40)は、ドリッパー(20)とドリッパーシャフト(21)からな
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るとともに、左右支柱の底部のスライド溝の中に水平に置かれ、粉漏れ防止ふた(19)の真
下に位置し、投入し取り出すことができ、ピストンバー連結装置(39)は、プレスハンドル
(22)、回転支柱(23)、ピストン連結器(24)、ピストン連結器シャフト(25)、ピストン(26)、
密封リング(27)、テフロンチューブ(28)、ピストンネット(35)からなり、左右の支柱の頂部
の回転軸穴とスライド溝の中に取り付けられ、上下にスライドでき、密封リング(27)とピ
ストンネット(35)は、ピストン(26)の上に取り付けられ、ドリッパーセット(40)がコーヒー
を抽出するシステムの固定支柱スライド溝の中に差し込まれ、ドリッパースイッチ(33)に
スイッチが投入されると、この時コーヒー豆を挽く状態になり、ピストンバー連結装置
(39)がグラインダーの位置まで上に向かってスライドし、ピストンバー連結装置(39)のピ
ストン(26)の楕円形の支柱上が動いてグラインダースイッチが入ることで、グラインダー
の粉を挽く動作が可能になり、ピストンバー連結装置(39)がドリッパーセット(40)のドリ
ップ(20)内までスライドしてコーヒー粉をプレスし、ピストンバー連結装置(39)上のピス
トン(26)の楕円形の支柱上が動いてコーヒー抽出スイッチ(32)が入った時に、コーヒーを
抽出する操作が行える、半自動コーヒーメーカーを開示している。
（４）手続の経緯
平成 27 年 12 月 2 日：拒絶査定
平成 28 年 2 月 15 日：拒絶査定不服審判の請求（不服 2016-2269 号）、手続補正
平成 29 年 5 月 30 日：手続補正
２．審決（抜粋）
…，本願発明と引用発明とは，…である点で一致し，次の２点で相違する。
［相違点１］
分配フィルタユニットを第１の位置と第２の位置との間で動かすにあたって，本願発
明では，駆動ユニット（３２）を，電気的又は液圧応用的に操作するのに対して，引用
発明では，プレスハンドル(22)等を人手で操作する点。
…
第５

判断

上記相違点について検討する。
１

相違点１について

コーヒーメーカの技術分野において，分配フィルタエレメントの駆動ユニットを，電
気的又は液圧応用的に操作することは，従来周知の技術である。（例えば，上記引用例
Ｂ，Ｃにはいずれもコーヒーメーカに係る技術的事項が記載されており，上記（Ｂ１）
の「ピストン 70」や上記（Ｃ１）の「上部ピストン 3」は，本願発明の「分配フィルタ
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エレメント（３３；３３ａ－ｄ）」に相当するところ，上記（Ｂ１）の「電機 71」や上
記（Ｃ１）の「ギアボックスのモータ 15」はともに，本願発明の「電気的又は液圧応
用的に操作する駆動ユニット（３２）」に相当する。）
そして，コーヒーメーカは，半自動から全自動まですでに様々な内部機器の自動化が
知られており，所望の内部機器の駆動について自動化を図ることは，当業者の通常の創
作能力の発揮にすぎず，また，引用発明において，ピストン(26)を第１の位置と第２の
位置との間で動かすにあたって，電気的又は液圧応用的に操作する駆動ユニットを用い
ることに特段の阻害要因は見出せない。
よって，引用発明に上記周知技術を適用し，上記相違点１に係る本願発明の構成とす
ることは，当業者が容易に想到し得たことである。
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論点 3 単なる機械化に係る設計的事項


単なる機械化に係る設計的事項の適用を肯定した事案

「生産管理システムおよび生産管理方法、制御プログラム、可読記憶媒体」
（査定不服審判）
平成 26 年 10 月 15 日審決（不服 2013-16919）
１．事案の概要
（１）本件発明の概要
本件発明は、マニュアル搬送／オフライン装置がある生産ラインで、作業管理および省
人化に向けたナビゲーションを行って作業の効率化および作業ミスの防止を実現すること
ができる生産管理システムを提供するものである。
データカードを用いて、処理ロットと処理装置を紐付け、工程全体を制御するホスト装
置により擬似的にオンライン管理された生産を行うため、オフライン装置処理時の作業ミ
ス防止および効率的な搬送制御による省人化を実現することができる。したがって、マニ
ュアル搬送／オフライン装置がある生産ラインで、作業管理および省人化に向けたナビゲ
ーションを行って極めて低投資で、小規模ライン・局所的な分散ラインにおいても、オン
ライン制御と同等の生産を行うことができて、作業の効率化および作業ミスの防止を実現
することができる。
（２）特許請求の範囲
【請求項１】（補正発明）
工程を管理するホスト装置と、装置稼動状況を点灯・非点灯で知らせるシグナルタワー
が設けられたオフライン装置を含む複数の処理装置のそれぞれに固有のＩＤが付されて接
続され、該オフライン装置の装置稼動状況を該シグナルタワーのシグナルタワー信号から
読み取って該ホスト装置との間でオンライン通信して情報交換可能とする各管理パーソナ
ルコンピュータと、該各管理パーソナルコンピュータにそれぞれ接続され、複数のロット
に各々固有のＩＤおよび処理情報を付したデータカードの内容を作業者毎の生産情報とし
て読み取り可能とするカードリーダとを有し、
該各管理パーソナルコンピュータは該ホスト装置に生産情報をアップロードし、アップ
ロードした生産情報に基づいて、該ホスト装置は該処理装置を含む該処理装置毎の作業指
示情報をそれに対応する管理パーソナルコンピュータにダウンロードする生産管理システ
ム。
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（３）技術水準
（ⅰ）引用例１（刊行物１発明）：特開 2007-213132 号公報
生産情報データベース及び製作情報データベースを有する管理装置と、作業工程のそれ
ぞれに自工程コードが付されて接続され、管理装置との間でオンライン通信して情報伝達
可能とする端末装置と、該各端末装置にそれぞれ接続され、ロット番号および工程情報を
付したＩＣタグの内容を作業者ＩＤ毎の情報として読み取り可能であるリーダライタとを
有し、各端末装置は該管理装置にＩＣタグの情報を送信し、リーダライタで読み取った情
報を参照して、次の工程を表示装置に表示する工程管理システムを開示している。
（ⅱ）引用例２（刊行物２発明）：特開 2002-330229 号公報
設備の状態の収集を行うメンテナンスセンターと、設備機械の動作状況を知らせる積層
信号灯が取り付けられた設備機械のそれぞれに接続され、該設備機械の動作状況を該積層
信号灯に与える制御信号から解析して親局を介してメンテナンスセンターに送信する情報
収集装置とを有する情報収集装置を開示している。
（４）手続の経緯
平成 25 年 7 月 8 日：拒絶査定
平成 25 年 9 月 3 日：拒絶査定不服審判の請求（不服 2013-16919 号）、手続補正
２．審決（抜粋）
…、補正発明と刊行物１発明とは、以下の点で一致及び相違する。
…
＜相違点１＞
補正発明では、工程実行手段が「装置稼動状況を点灯・非点灯で知らせシグナルタワ
ーが設けられたオフライン装置を含む複数の処理装置」であり、管理パーソナルコンピ
ュータが「オフライン装置の装置稼動状況を該シグナルタワーのシグナルタワー信号か
ら読み取って」いるのに対して、刊行物１発明では、工程実行手段がそのような装置で
あるかどうか不明であり、管理パーソナルコンピュータがそのようなシグナルタワー信
号を読み取るかどうか不明な点。
…
（３）各相違点の判断
ア．相違点１について
…段落【００５２】に「作業者がプリント基板４００に対する作業を終了すると」と
記載されているように、刊行物１発明の作業工程を実行するための手段は、作業者自身
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の手作業が含まれているといえるところ、人間の作業を機械化して作業効率の向上を図
ることは、当業者が当然に検討するべき技術的課題といえる。
…
上記のとおり、刊行物１発明は、人間の作業を機械化して作業効率の向上を図るとい
う技術的課題を内在しているところ、刊行物１発明は、各工程に接続された端末装置３
２０と管理装置２００との間でオンライン通信を行うものであるから、人間の作業を機
械化する際にも、当然にそのような通信が可能な装置を選択すべきものである。また、
刊行物１発明における作業工程は、上記（１）ア．（イ）に摘示する段落【００１４】
に記載されているように、プリント基板に対する表面実装を含んでいるところ、刊行物
２記載事項の「設備機械１１」には、上記（１）イ．（イ）に摘示する段落【００１
４】に「電子部品実装機」と記載されており、刊行物１発明で行う作業と、刊行物２記
載事項の「設備機械１１」が行う作業とは近接しているから、当業者であれば、刊行物
１発明における人間の作業工程を機械化するにあたり、刊行物２記載事項のような情報
収集装置を有するオフライン装置の適用を試みるはずである。
したがって、刊行物１発明において、工程実行手段として「装置稼動状況を点灯・非
点灯で知らせるシグナルタワーが設けられたオフライン装置を含む複数の処理装置」を
設け、管理パーソナルコンピュータが「オフライン装置の装置稼動状況を該シグナルタ
ワーのシグナルタワー信号から読み取って」いるように構成することは、刊行物２記載
事項に基づいて、当業者が容易に想到できた事項である。
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論点 3 単なる機械化に係る設計的事項


単なる機械化に係る設計的事項の適用を否定した事案

「薬剤手撒き装置」（無効審判）
平成 19 年 1 月 26 日審決（無効 2006-80119）
１．事案の概要
（１）本件発明の概要
本件発明は、筐体から引き出し可能に構成された予備撒きカセットと、筺体内に配置さ
れて予備撒きカセットから薬剤を受け取るコンベヤとを具えた薬剤手撒き装置において、
予備撒きカセットの使用すべきマスを指示する手段を設けたことを特徴とする薬剤手撒き
装置である。
（２）特許請求の範囲
【請求項１】（本件発明）
多数のマスを有し、筐体から引き出し可能に構成された予備撒き装置と、筐体内に配置
されて前記予備撒き装置から各マス内の薬剤を受け取り、それを包装タイミングにしたが
って逐次排出させる作動手段とを具えた薬剤手撒き装置において、前記予備撒き装置に、
処方に応じた薬剤の所要の包装数に対応して使用するマスの個数を表示する手段を設けた
ことを特徴とする薬剤手撒き装置。
（３）技術水準
（ⅰ）引用例１（甲第１号証）：実公昭 57-6321 号公報
多数の供給口（マス）を有し、本体装置（筐体）から引き出し可能に構成された補助錠
剤を供給するための供給カセット（予備撒き装置）と、本体装置（筐体）内に配置されて
供給カセットから各供給口（マス）の薬剤を受け取るバスケットを備えた無端チェーンと
を備え、薬剤を手撒きする補助錠剤供給装置を開示している。
（ⅱ）引用例２（甲第２号証）：特開昭 63-246163 号公報
錠剤分包機に錠剤配分器を設け、処方に応じた手撒きに係る分包データを手撒き作業中
に見える位置に表示する表示装置を開示している。
（４）手続の経緯
平成 8 年 4 月 16 日：設定登録（特許第 2509821 号）
平成 18 年 6 月 29 日：特許無効審判の請求（無効 2006-80119 号）

-186-

２．審決（抜粋）
本件発明と甲１発明とを対比すると、…。
したがって、…。
…、両発明は、以下の点で相違している。
相違点
本件発明は予備撒き装置に、処方に応じた薬剤の所要の包装数に対応して使用するマ
スの個数を表示する手段を設けたものであるのに対して、甲１発明の「供給カセット１
８」には、個数を表示する格別の開示がなされていない点。
…
…、甲第２号証のものは、同一技術分野に係る表示であるとしても、上記相違点の
「処方に応じた薬剤の所要の包装数に対応して使用するマスの個数」を表示することに
より、使用すべきマスの個数を何等開示するものではなく、…、業者の負担軽減を図る
ために作業部位の近傍に表示装置を設置することが一般的技術として認識されるとして
も、筐体から出し入れされる予備撒き装置に表示手段を設けることまで、出願当時に普
通に行われていたとは、薬剤取扱い装置の技術分野において認められない。すなわち、
上記相違点の構成である「表示手段を予備撒き装置に設置した」ことまでを周知とする
ことはできない。
…、請求人は、「使用するマスの個数」なる事項は、作業者が表示された分包データ
に基づいて、自身で考えていた事項、即ち、人間が行っていた事項を単に機械に行わせ
たにすぎない旨主張しているが、作業者が自身で考え判断していた事項は、それを表示
するための処理ではなく、作業者の負担を軽減するために、それを表示することを、人
間が行っていた事項を単に機械化した旨主張は採用できない。
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論点 4 文言上入り得る引例の通知


請求項の記載のみで要旨認定した事案

リパーゼ事件

「トリグリセリドの測定法」（査定不服審判）

最二小判平成 3 年 3 月 8 日（昭和 62 年（行ツ）第 3 号）
１．事案の概要
（１）本件発明の概要
本件発明は、グリセリドを鹸化し、かつこの際に遊離するグリセリンを測定することに
よってトリグリセリドを測定するための新規方法及び新規試薬に関する。実施例には、Ra
を使用した方法のみが開示されている。
（２）特許請求の範囲
【請求項１】（本願発明）
リパーゼを用いる酸素的鹸化及び遊離するグリセリンの測定によってトリグリセリドを
測定する場合に、鹸化をカルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子数１０～
１５のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―アルキル硫酸塩の存在で実施することを特
徴とするトリグリセリドの測定法。
（３）手続の経緯
昭和 52 年 4 月 5 日：拒絶査定
昭和 52 年 8 月 12 日：拒絶査定不服審判の請求
昭和 58 年 2 月 3 日：「本件審判の請求は成り立たない。」との審決
昭和 61 年 10 月 29 日：「特許庁が昭和五二年審判第一〇五三二号事件について昭和五八
年二月三日にした審決を取消す。」との判決
２．原判決（最高裁判決より抜粋）
一

原審の確定したところによれば、(一) 被上告人のした本件特許出願の拒絶査定

に対する審判請求において特許庁がした審決は、本願発明の要旨を、別紙明細書抜粋の
特許請求の範囲記載のとおり認定した上、第一ないし第六引用例に記載された発明に基
づいて本願発明の進歩性を否定し、本件審判請求は成り立たないとした、(二) そし
て、本件特許出願の明細書の発明の詳細な説明には、別紙明細書抜粋の(１)ないし(１
０)の記載がある、というのである。
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二

原審は、右確定事実に基づいて、次のとおり認定判断し、審決には、本願発明の

基本構成部分の解釈を誤った結果、同部分の進歩性を否定した違法があり、右の誤りは
審決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるとして、これを取り消した。
１

本願明細書の発明の詳細な説明中の前記(４)記載の方法は、リゾプス・アルヒズ

ス（リゾプス・アリツスと同義）からのリパーゼ（以下「Ｒａリパーゼ」という。）に
よるトリグリセリドの酵素的鹸化により遊離するグリセリンを測定するトリグリセリド
の測定方法であるところ、これは、Ｒａリパーゼを使用してトリグリセリドを測定する
方法に関する被上告人出願の昭和四五年特許願第一三〇七八八号の発明の構成、すなわ
ち、その特許請求の範囲に記載されている、「溶液、殊に体液中のリポ蛋白質に結合し
て存在するトリグリセリド及び／又は蛋白質不含の中性脂肪を全酵素的かつ定量的に検
出するに当り、リポ蛋白質及び蛋白質不含の中性脂肪をリゾプス・アルヒズスから得ら
れるリパーゼを用いて分解し、かつ分解生成物として得られるグリセリンを自体公知の
方法で酵素的に測定することを特徴とする、トリグリセリドの定量的検出法」との構成
と実質的に同一である。そして、本願明細書の発明の詳細な説明の記載による限り、本
願発明は、(４)記載の測定方法の改良を目的とするものであるから、Ｒａリパーゼを使
用することを前提とするものということができる。
２

本願明細書の(４)の記載によれば、本願発明の発明者は、Ｒａリパーゼ以外のリ

パーゼはＲａリパーゼのように許容される時間内にトリグリセリドを完全に分解する能
力がなく、遊離グリセリンによるトリグリセリドの測定には不適当であると認識してい
るものと認められるから、発明者が、右のようなトリグリセリド測定に不適当なリパー
ゼをも含める意味で本願発明の特許請求の範囲中の基本構成に広く「リパーゼ」と記載
したものと解することはできない。
３

本願明細書の発明の詳細な説明に記載された「リパーゼ」の文言は、Ｒａリパー

ゼを指すものということができる。
４

そうであれば、本願明細書の発明の詳細な説明の記載により前記(４)記載の測定

方法の改良として技術的に裏付けられているのは、Ｒａリパーゼを使用するものだけで
あり、本願明細書に記載された実施例も、Ｒａリパーゼを使用したものだけが示されて
いる。
５

そうすると、本願発明の特許請求の範囲中の基本構成に記載された「リパーゼ」

は、文言上何らの限定はないが、Ｒａリパーゼを意味するものと解するのが相当であ
る。
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３．最高裁判決（抜粋）
特許法二九条一項及び二項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性
及び進歩性について審理するに当たっては、この発明を同条一項各号所定の発明と対比
する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この
要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に
基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解
することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発
明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、
明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。このことは、
特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみ
を記載しなければならない旨定めている特許法三六条五項二号の規定（本件特許出願に
ついては、昭和五〇年法律第四六号による改正前の特許法三六条五項の規定）からみて
明らかである。
これを本件についてみると、原審が確定した前記事実関係によれば、本願発明の特許
請求の範囲の記載には、トリグリセリドを酵素的に鹸化する際に使用するリパーゼにつ
いてこれを限定する旨の記載はなく、右のような特段の事情も認められないから、本願
発明の特許請求の範囲に記載のリパーゼがＲａリパーゼに限定されるものであると解す
ることはできない。原審は、本願発明は前記(４)記載の測定方法の改良を目的とするも
のであるが、その改良として技術的に裏付けられているのは、Ｒａリパーゼを使用する
ものだけであり、本願明細書に記載された実施例もＲａリパーゼを使用したものだけが
示されていると認定しているが、本願発明の測定法の技術分野において、Ｒａリパーゼ
以外のリパーゼはおよそ用いられるものでないことが当業者の一般的な技術常識になっ
ているとはいえないから、明細書の発明の詳細な説明で技術的に裏付けられているのが
Ｒａリパーゼを使用するものだけであるとか、実施例がＲａリパーゼを使用するものだ
けであることのみから、特許請求の範囲に記載されたリパーゼをＲａリパーゼと限定し
て解することはできないというべきである。
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論点 4 文言上入り得る引例の通知


請求項の記載のみで要旨認定した事案

「電子装置へのアクセスを制限するマン・マシン・インターフェース」
（査定不服審判）
知財高判平成 26 年 11 月 20 日（平成 26 年（行ケ）第 10044 号）
１．事案の概要
（１）本件発明の概要
本件発明は、電子装置へのアクセスを制御するマン・マシン・インターフェース装置で
あって、指の存在及び欠如を判定する任を担い、かつ指を検出したときに指紋イメージを
生成する任を担う、ディスプレイ装置の上に取り付けられた透明指タッチ・センサ領域を
含む電子ディスプレイ・ユニットを備える。マン・マシン・インターフェース装置はま
た、ディスプレイ装置と指タッチ・センサ領域と少なくとも１つの電子装置とに結合され
るコントローラ・ユニットも含む。本発明の方法は、マン・マシン・インターフェース装
置のディスプレイ装置上に提示されたアイコンの指タッチ選択に基づいて、個人を認証
し、機密データにアクセスするためのその個人のセキュリティ特権を検証する方法を記述
する。
（２）特許請求の範囲
【請求項１】（平成 25 年 7 月 11 日付けの手続補正書の請求項１に係る発明：本願発明）
装置であって、
ハウジングと、
前記ハウジング内に配置され、複数の生体計測テンプレートを格納するように構成され
るメモリであって、前記複数の生体計測テンプレートのうち少なくとも１つが、複数のセ
キュリティ特権のうちの１つに関連付けられ、前記複数のセキュリティ特権のうち少なく
とも１つが、複数の機能のうちの１つに関連付けられる、メモリと、
前記ハウジングに結合されるタッチ・スクリーンであって、該タッチ・スクリーン内に
おける位置で生体計測入力を受けるように構成される生体計測センサを有し、該タッチ・
スクリーンは、複数のアイコンを任意の位置に配置して表示するように構成され、前記複
数のアイコンの各々は，前記複数の機能のうちの１つに関連付けられる、タッチ・スクリ
ーンと、
前記メモリおよび前記生体計測センサに結合され、前記複数の生体計測テンプレートの
うちの１つが前記生体計測入力に関連付けられる、前記ハウジング内に配置されるプロセ
ッサであって、該プロセッサは、前記生体計測入力を受けた前記タッチ・スクリーン内に
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おける前記位置を計算し、該位置に、前記複数のアイコンのうちの１つが存在する場合、
および、前記生体計測入力に関連付けられた前記生体計測テンプレートが関連付けられて
いる前記複数のセキュリティ特権の１つが、前記アイコンが関連付けられた前記複数の機
能の１つに関連付けられている場合に、前記複数のアイコンの１つが関連付けられている
機能へのアクセスを許可するように構成される、プロセッサと、を備え、
前記プロセッサは、前記セキュリティ特権が、前記アイコンが関連付けられた前記複数
の機能の１つに関連付けられない場合、又は、前記生体計測入力に関連付けられた前記生
体計測テンプレートが、前記セキュリティ特権に関連付けられない場合には、前記機能へ
のアクセスを許可しないように構成される、装置。
（３）手続の経緯
平成 21 年 11 月 20 日：拒絶査定
平成 22 年 3 月 25 日：拒絶査定不服審判の請求（不服 2010-6459 号）、手続補正
平成 24 年 9 月 5 日：手続補正
平成 25 年 7 月 11 日：手続補正
平成 25 年 9 月 30 日：「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決
２．審決（判決より抜粋）
審決の理由は，…，本願発明は，特開平０７－２３４８３７号公報（甲１。以下「引
用例１」という。）に記載された発明（以下「引用発明」という。）並びに特表２００１
－５１０５７９号公報（甲２）及び特開２００２－１５９０５２号公報（甲３）に記載
された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法
２９条２項により特許を受けることができないというものである。
審決が認定した引用発明の内容，本願発明と引用発明との一致点及び相違点は以下の
とおりである（これらの認定につき当事者間に争いがない。）。
…
ウ 相違点３
「本願発明は，複数の生体計測テンプレートのうち少なくとも１つが，「複数のセキ
ュリティ特権のうちの１つに関連付けられ，複数のセキュリティ特権のうち少なくとも
１つが，」複数の機能のうちの１つに関連付けられるものであり，生体計測入力に関連
付けられた生体計測テンプレートが「関連付けられている複数のセキュリティ特権の１
つが」，アイコンが関連付けられた複数の機能の１つに関連付けられている場合に，複
数のアイコンの１つが関連付けられている機能へのアクセスを許可するものであるのに
対し，引用発明は，そのようなものであるかどうかは明確ではない点。」
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エ 相違点４
「本願発明は，「プロセッサが，セキュリティ特権が，アイコンが関連付けられた複
数の機能の１つに関連付けられない場合，又は，生体計測入力に関連付けられた生体計
測テンプレートが，セキュリティ特権に関連付けられない場合には，機能へのアクセス
を許可しない」ように構成されるのに対して，引用発明は，そのような構成であるか明
確ではない点。」
３．判決（抜粋）
（１）原告の主張
ａ 本願発明は，相違点３に関し，
「メモリ」に関する部分として，① 複数の生体計
測テンプレートのうち少なくとも一つが，複数のセキュリティ特権のうちの一つに関連
付けられ，② 前記複数のセキュリティ特権のうち少なくとも一つが，複数の機能のう
ちの一つに関連付けられる，との発明特定事項を含み，「プロセッサ」に関する部分と
して，③ 生体計測テンプレートが関連付けられている前記複数のセキュリティ特権の
一つが，前記アイコンが関連付けられた前記複数の機能の一つに関連付けられている場
合に，前記複数のアイコンの一つに関連付けられている機能へのアクセスを許可する，
④ セキュリティ特権が，前記アイコンが関連付けられた前記複数の機能の一つに関連
付けられない場合，又は，前記生体計測入力に関連付けられた前記生体計測テンプレー
トが，前記セキュリティ特権に関連付けられない場合には，前記機能へのアクセスを許
可しない，との発明特定事項を含む。
ｂ そして，上記①の発明特定事項からは，生体計測テンプレートがセキュリティ特
権に関連付けられていることが，上記②の発明特定事項からは，セキュリティ特権が機
能に関連付けられていることが，それぞれ明確に理解できる。すなわち，上記①の発明
特定事項からは下記テーブル１に例示する関連付けの存在を理解することができ，上記
②の発明特定事項からは下記テーブル２に例示する関連付けの存在を理解することがで
きる。
ｃ また，上記③の発明特定事項からは生体計測テンプレートがセキュリティ特権に
関連付けられており，かつ，セキュリティ特権が機能に関連付けられている場合につい
て言及していることが明確に理解できる。すなわち，上記③の発明特定事項からはテー
ブル１及び２に例示する二つの関連付けを利用した条件分岐の存在を理解することがで
きる。
ｄ 以上によれば，本願発明において，メモリの中に格納される複数の生体計測テン
プレートは，複数のセキュリティ特権との間で，一例としてテーブル１により規定され
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る関連付けを有し ，複数のセキュリティ特権は，複数の機能との間で，一例としてテ
ーブル２により規定される関連付けを有するということができる。
ｅ なお，上記の点は，上記④の発明特定事項からも裏付けられる。すなわち，「セキ
ュリティ特権と機能との関連付け」と「生体計測テンプレートとセキュリティ特権との
関連付け」が別個のものとして扱われており，それぞれの関連付けに対応する二つの
「場合（関連付けられていない場合）」が「又は」により接続されているところ，仮
に，「セキュリティ特権」と「機能」とが相異なるものではなく，「生体計測テンプレー
ト」が「機能」に対して直接的に関連付けられるのであれば，二つではなく一つの関連
付けだけを考慮すれば十分であるからである。
以上のとおり，セキュリティ特権の内容は，本願の特許請求の範囲の記載のみに基づ
いて明確に把握できるものである。
（２）被告の主張
もっとも，本願の請求項１には「セキュリティ特権」の明確な定義はない。
…
…，本願発明に特定された「セキュリティ特権」の技術的意義は，本願明細書に記載
された事項を参酌すれば，所定の機能と関連付けられたアクセス権に対応するものであ
り，審決の認定するように「Ｅメールなどの機能と登録した指紋とを結び付けるもの」
（審決書１４頁８～９行目等）であると合理的に理解することができる。
審決は，セキュリティ特権の技術的意義に関連して，「相違点３に係る事項は，つま
り「セキュリティ特権」に係るものであり，「セキュリティ特権」により生体計測テン
プレートと機能とを関連付け，セキュリティ特権」を介して生体計測テンプレートと機
能とが関連付けられた場合にその機能へのアクセスを許可するものである。」（審決書１
３頁９～１２行目）と認定している。
すなわち，当該審決の記載は，上記のとおり，本願明細書における「セキュリティ特
権」が所定の機能と関連付けられたアクセス権に対応することを認定した上で，相違点
３に係る事項を検討したものであることは明らかである。
（３）裁判所の判断
…請求項１の文言上，本願発明は，
「生体計測テンプレート」と「セキュリティ特
権」の関連付け，及び「セキュリティ特権」と「機能」の関連付けという二つの別個の
関連付けの有無に基づき，プロセッサが「アイコン」に関連付けられている「機能」へ
のアクセスを許可するか否かを判断するものであって，「セキュリティ特権」は，「生体
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計測テンプレート」や「機能」とは異なるものであることを理解することができるもの
と認められる。
…
…，本願明細書の記載を参照すると，本願発明は，「生体計測テンプレート」と「セ
キュリティ特権」の関連付け，及び「セキュリティ特権」と「機能」の関連付けという
二つの別個の関連付けの有無に基づき，プロセッサが「アイコン」に関連付けられてい
る「機能」へのアクセスを許可するか否かを判断するものであること，「セキュリティ
特権」は，「生体計測テンプレート」や「機能」とは異なるものとして記載されている
ことがそれぞれ理解できる。したがって，本願明細書の記載は，…本願の特許請求の範
囲の請求項１の記載に基づいて認定した本願発明の内容に沿うものであるといえる。
…
本願発明における「セキュリティ特権」については，本願発明は，「生体計測テンプ
レート」と「セキュリティ特権」の関連付け，及び「セキュリティ特権」と「機能」の
関連付けという二つの別個の関連付けの有無に基づき，プロセッサが「アイコン」に関
連付けられている「機能」へのアクセスを許可するか否かを判断するものであり，「セ
キュリティ特権」は，「生体計測テンプレート」や「機能」とは異なるものであること
を理解することができるものといえる。
…
以上によれば，本願発明の「セキュリティ特権」の意義に関する審決の認定には誤り
がある。
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論点 4 文言上入り得る引例の通知


請求項の記載のみで要旨認定した事案

「経皮吸収製剤、経皮吸収製剤保持シート、及び経皮吸収製剤保持用具」
（無効審判・審決取消訴訟）
知財高判平成 25 年 11 月 27 日（平成 25 年（行ケ）第 10134 号）
１．事案の概要
（１）本件発明の概要
本件発明は、難経皮吸収性の薬物等を効率よく投与できる針状又は糸状の形状を有する
自己溶解型の経皮吸収製剤等を提供するものである。
タンパク質、多糖類、ポリビニルアルコール、カルボキシビニルポリマー、及びポリア
クリル酸ナトリウムからなる群より選ばれた少なくとも１つの物質からなる基剤を用い、
針状又は糸状の形状を有する経皮吸収製剤を作製する。表面に水不溶性の層を設けるこ
と、多孔性物質に目的物質を保持させること、又は長時間持続性の目的物質を使用するこ
とで、目的物質を徐放させることができる。
（２）特許請求の範囲
【請求項１】（本件訂正発明）
水溶性かつ生体内溶解性の高分子物質からなる基剤と、該基剤に保持された目的物質と
を有し、皮膚に挿入されることにより目的物質を皮膚から吸収させる経皮吸収製剤であっ
て、
前記高分子物質は、コンドロイチン硫酸ナトリウム、ヒアルロン酸、グリコーゲン、デ
キストラン、キトサン、プルラン、血清アルブミン、血清α酸性糖タンパク質、及びカル
ボキシビニルポリマーからなる群より選ばれた少なくとも１つの物質（但し，デキストラ
ンのみからなる物質は除く）であり、尖った先端部を備えた針状又は糸状の形状を有する
と共に前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧されることにより皮膚に挿入される、経皮
吸収製剤。
（３）手続の経緯
平成 24 年 1 月 27 日：設定登録（特許第 4913030 号）
平成 24 年 5 月 2 日：原告による特許無効審判の請求（無効 2012-800073 号）
平成 25 年 1 月 22 日：被告による訂正請求
平成 25 年 4 月 15 日：訂正を認容、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決
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２．審決（判決より抜粋）
(1) 審決の理由は…，その要点は，…，以下のとおりである。
ア 本件訂正発明は，国際公開第２００５／０５８１６２号（以下「甲７公報」とい
う。）に記載された発明（以下「甲７発明」という。）と同一ではないから，特許法２９
条１項３号の規定に違反しない。
…
審決が認定した甲７発明の内容，本件訂正発明と甲７発明との一致点及び相違点は，
次のとおりである。
…
ウ 相違点
経皮吸収製剤が目的物質を有する態様について，本件訂正発明では目的物質が「基剤
に保持され」ているのに対し，甲７発明では，経皮吸収製剤（医療用針）に設けられた
「少なくとも１つのチャンバ」に「封止」されるか，「縦孔に収容され」ることにより
保持されている点，すなわち，目的物質が，基剤にではなく，基剤に設けられた空間に
保持されている点。
３．判決（抜粋）
（１）原告の主張
審決は，本件訂正発明の「基剤に保持された目的物質とを有し」とは，目的物質が基
剤に混合されて基剤とともに存在していることを意味すると解釈した。
しかし，「保持」について本件訂正明細書に特段の定義もなく，その意味は一義的に
明確とはいえないから，その用語が有する通常の意味のものとして解釈されなければな
らないところ，広辞苑によれば，「保持」は「①たもちつづけること。手放さずに持っ
ていること。」とされているから，審決が解釈したような態様に限定されるものではな
い。また，特許請求の範囲の請求項４及び同２０並びに本件訂正明細書の【００７０】
の記載を参酌しても，本件訂正発明における「保持」について，審決が解釈したような
態様に限定されるものではない。審決の本件訂正発明の要旨認定は，最高裁第二小法廷
平成３年３月８日判決（リパーゼ判決）に反するものであり，誤りである。
（２）被告の主張
イ 原告は，「保持」について本件訂正明細書に特段の定義もなく，その意味は一義的
に明確とはいえないから，その用語が有する通常の意味のものとして解釈されなければ
ならないとして，広辞苑が適用になる旨主張する。
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しかし，本件訂正発明の構成要件の記載文言は，各用語が相互に関連して特許請求の
範囲に記載された技術思想を表現しているのであるから，各用語の意味も特許請求の範
囲に記載された技術思想に照らして解釈されるものである。
そして，特許請求の範囲の記載と本件訂正明細書の記載に基づいて本件訂正発明を理
解すれば，本件訂正発明の「保持」が，基剤物質からなる医療用針本体にチャンバを形
成し，その中に目的物質を封止する態様による「保持」を意味しないことは明らかであ
る。
すなわち，本件訂正発明の経皮吸収製剤は，基剤と目的物質とを有し，基剤が生体内
溶解性とともに皮膚を貫通する強度を製剤に与えるものであることは，特許請求の範囲
及び本件訂正明細書の記載から明らかである。
そうすると，本件訂正発明の「基剤に保持された目的物質」とは，製剤が皮膚に挿入
された時に，目的物質が皮膚を貫通する強度を与える基剤とともに皮膚に挿入され，体
内で基剤とともに溶解し吸収されるように，あらかじめ基剤に保持されて製剤を形成し
ているという意味である。
したがって，審決が，「基剤に保持された目的物質とを有し」について，目的物が基
剤に混合されて基剤とともに存在していることを意味すると解釈した点に誤りはない。
（３）裁判所の判断
…，請求項１の「基剤に保持された目的物質」との記載は，目的物質が基剤に保持さ
れていることを規定しているのであり，その保持の態様について何らこれを限定するも
のでないことは，その記載自体から明らかである。そして，
「保持」とは，広辞苑（甲
１２）にあるとおり，たもちつづけること，手放さずに持っていることを意味する用語
であり，その意味は明確である。したがって，請求項１の「保持」の技術的意義は，目
的物質を基剤で保持する（たもちつづける）という意味のものとして一義的に明確に理
解することができるのであるから，審決が，請求項１の「基剤に保持された目的物質」
との記載について，目的物質が基剤に混合されて基剤とともに存在していると理解され
ることと解したのは，請求項１を「基剤に混合されて保持された目的物質」と解したの
と同義であって，誤りであるといわざるを得ない。また，本件訂正発明の請求項１の記
載は，上記のとおり，請求項の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができ
ないなど，発明の詳細な説明を参酌することができる特段の事情がある場合にも当たら
ないから，少なくとも請求項１の要旨認定については，発明の詳細な説明を参酌する必
要はないところである（最高裁判所平成３年３月８日第二小法廷判決民集４５巻３号１
２３頁参照）。そうすると，甲７発明の，目的物質が基剤からなる医療用針内に設けら
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れたチャンバに封止されていることや縦孔に収容されていることは，本件訂正発明の目
的物質が「基剤に保持された」構成に含まれているといえる。
そうすると，本件訂正発明は，甲７公報に記載された発明といえるから，特許法２９
条１項３号の規定により特許を受けることができないものであり，この点に関する審決
の判断は誤りである。
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論点 4 文言上入り得る引例の通知


発明の詳細な説明を参酌して要旨認定した事案

「炭化珪素半導体装置の製造方法」（無効審判・審決取消訴訟）
知財高判平成 26 年 11 月 4 日（平成 25 年（行ケ）第 10300 号）
１．事案の概要
（１）本件発明の概要
本件発明は、活性化後に生じる汚染又は損傷等により劣化した炭化珪素表面上のショッ
トキー電極形成による漏洩電流の問題を解決し、高耐圧ＳＢＤを効率良く製造するプロセ
スを提供するものである。
本件発明は、ショットキー電極の終端領域の下の第１導電型の低濃度の炭化珪素膜に、
イオン注入により第２導電型の領域を形成し高温活性化処理する工程を含む炭化珪素半導
体装置の製造方法において、第１導電型の低濃度の炭化珪素膜上へのショットキー電極形
成に先立って、上記高温活性化処理する工程後に、上記炭化珪素膜表面を犠牲酸化する工
程及び犠牲酸化により形成された４０ｎｍ以上の二酸化珪素層を除去する工程を備えたこ
とを特徴とする。
（２）特許請求の範囲
【請求項１】（本件発明１）
ショットキー電極の終端領域の下の第１導電型の低濃度の炭化珪素膜に、イオン注入に
より第２導電型の領域を形成し高温活性化処理する工程を含む炭化珪素半導体装置の製造
方法において、上記第１導電型の低濃度の炭化珪素膜は、結晶学的面指数が（０００１）
面又は（０００－１）面を有する第１導電型の炭化珪素基板上に堆積されており、上記第
１導電型の低濃度の炭化珪素膜上へのショットキー電極形成に先立って、上記高温活性化
処理する工程後に、上記炭化珪素膜表面を犠牲酸化する工程及び犠牲酸化により形成され
た４０ｎｍ以上（ただし、５０ｎｍ未満を除く）の二酸化珪素層を除去する工程を備えた
ことを特徴とする炭化珪素半導体装置の製造方法。
（３）手続の経緯
平成 24 年 7 月 27 日：設定登録（特許第 5046083 号）
平成 24 年 12 月 11 日：特許無効審判の請求（無効 2012-800203 号）
平成 25 年 9 月 30 日：「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決
２．審決（判決より抜粋）
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審決の理由は，…，その要旨は，本件発明１は，…，「LIHUI CAO, 4H-SiC Gate TurnOff Thyristor and Merged P-i-N and Schottky Barrier Diode,（アメリカ合衆国）, UMI
Dissertation Services, 2000 年, p. 64-91」（甲６。以下「甲６」という。）記載の発明（以下
「甲６記載発明」という。）及び周知技術に基づいて，いずれも当業者が容易に発明す
ることができたものではなく，特許法２９条２項により無効とすることはできない，
…，というものである。
…
(6) 本件発明１と甲６記載発明の相違点
…
イ 相違点４
「本件発明１は，「上記炭化珪素膜表面を犠牲酸化する工程及び犠牲酸化により形成
された４０ｎｍ以上（ただし，５０ｎｍ未満を除く）の二酸化珪素層を除去する工程」
を備えているのに対し，甲６記載発明は，「上記炭化珪素膜表面を犠牲酸化する工程及
び犠牲酸化により形成された二酸化珪素層を除去する工程」を備えているものの，本件
発明１の「二酸化珪素層」に対応する「第１熱酸化層」の厚さが不明である点。」
３．判決（抜粋）
（１）原告の主張
ア 審決は，「本件発明１の「上記炭化珪素膜表面を犠牲酸化する工程及び犠牲酸化に
より形成された４０ｎｍ以上（ただし，５０ｎｍ未満を除く）の二酸化珪素層を除去す
る工程」における「除去する工程」の「除去」対象物は，
「上記炭化珪素膜表面を犠牲
酸化する工程」により「形成された」「二酸化珪素層」である。したがって，本件発明
１の当該「除去する工程は，当該対象物を「除去」する工程，すなわち，取り除く工程
であるから，「犠牲酸化により形成された」「二酸化珪素層」をすべて取り除くものと認
められる。」（…）と判断している。
イ しかし，発明の要旨認定は，特段の事情のない限り，願書に添付した明細書の特
許請求の範囲に基づいてされるべきであるところ（最高裁昭和６２年（行ツ）第３号平
成３年３月８日第二小法廷判決・民集４５巻３号１２３頁。以下「リパーゼ判決」とい
う。），本件特許の特許請求の範囲の請求項１の「上記炭化珪素膜表面を犠牲酸化する工
程及び犠牲酸化により形成された４０ｎｍ以上（ただし，５０ｎｍ未満を除く）の二酸
化珪素層を除去する工程」は，その文言からみて，「犠牲酸化により形成された４０ｎ
ｍ以上（ただし５０ｍｍ未満を除く）の二酸化珪素層」を部分的に除去する工程と全て
除去する工程の両方を含む，すなわち，「除去」は「部分的に」除去する概念と「全
て」除去する概念の上位概念として記載されていることが明らかである。
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（２）被告の主張
原告は，本件発明１は，「犠牲酸化により形成された４０ｎｍ以上（ただし５０ｎｍ
未満を除く）の二酸化珪素層」を部分的に除去する工程と全て除去する工程の両方を含
むものである旨主張する。
しかし，「除去」とは，広辞苑（乙１）にもあるように，「とりのぞく」ことであり，
除去した後には残らないことを意味しており，「除去する」といえば，「部分的に除去す
る」あるいは「一部分を除去する」などの限定がない限り，全てを除去することを意味
するのが通常である。
なお，甲６の記載からも明らかなように，半導体技術分野においては，「除去する」
という用語を，表面酸化層に「開口を開ける」ことと区別して用いるのが技術常識であ
る。
審決において，「すべて」という文言を付加して記載しているのは，本件発明の「犠
牲酸化により形成された・・・二酸化珪素を除去する工程」が，甲１の「不動態化され
た酸化膜」又は甲６の「表面熱酸化層」に「開口を開ける」工程とは異なることを明ら
かにするためであると理解できる。審決の記載は，「犠牲酸化により形成された・・・
二酸化珪素を取り除く工程」という記載を，その記載のとおり認定するものであり，構
成要件を付加するものではないから，リパーゼ判決に反するものではない。
（３）裁判所の判断
原告は，審決が本件発明１の要旨を「本件発明１の当該「除去する工程」は，当該対
象物を「除去」する工程，すなわち取り除く工程であるから，
「犠牲酸化により形成さ
れた」「二酸化珪素層」をすべて取り除くものと認められる。」（…）と認定したことに
ついて，特許請求の範囲を超えて「すべて」という文言を付加したものであって，リパ
－ゼ判決に反し，本件発明１の要旨の認定を誤ったものであると主張する（…）。
この点，「除去」の辞書的意味は，広辞苑（乙１）によれば，「とりのぞく」ことであ
る。もっとも，本件特許の特許請求の範囲の請求項１には，「犠牲酸化により形成され
た４０ｎｍ以上（ただし，５０ｎｍ未満を除く）の二酸化珪素を除去する工程」におけ
る除去の対象につき，二酸化珪素層の全部であるのか，又は，全部及び一部の両方を含
むのかにつき，これを明示する記載はなく，同請求項の記載から一義的に明確に理解で
きるとまではいえない。したがって，本件においては，本件明細書の記載を参酌するこ
とが許されるものというべきである。なお，このような参酌はリパーゼ判決に反するも
のではない。
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論点 4 文言上入り得る引例の通知


発明の詳細な説明を参酌して要旨認定した事案

「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」
（無効審判・審決取消訴訟）
知財高判平成 29 年 3 月 8 日（平成 27 年（行ケ）第 10167 号）
１．事案の概要
（１）本件発明の概要
本件発明は、製薬上安定なオキサリプラチン溶液組成物、癌腫の治療におけるその使用
方法、このような組成物の製造方法、およびオキサリプラチン溶液の安定化方法である。
（２）特許請求の範囲
【請求項１】（本件訂正発明１）
オキサリプラチン、有効安定化量の緩衝剤および製薬上許容可能な担体を包含する安定
オキサリプラチン溶液組成物であって、製薬上許容可能な担体が水であり、緩衝剤がシュ
ウ酸またはそのアルカリ金属塩であり、
１）緩衝剤の量が、以下の：
（ａ）５ｘ１０－５Ｍ～１ｘ１０－２Ｍ、
（ｂ）５ｘ１０－５Ｍ～５ｘ１０－３Ｍ、
（ｃ）５ｘ１０－５Ｍ～２ｘ１０－３Ｍ、
（ｄ）１ｘ１０－４Ｍ～２ｘ１０－３Ｍ、または
（ｅ）１ｘ１０－４Ｍ～５ｘ１０－４Ｍ
の範囲のモル濃度である、ｐＨが３～４．５の範囲の組成物、あるいは
２）緩衝剤の量が、５ｘ１０－５Ｍ～１ｘ１０－４Ｍの範囲のモル濃度である、
組成物。
（３）手続の経緯
平成 21 年 12 月 25 日：設定登録（特許第 4430229 号）
平成 26 年 7 月 16 日：原告による拒絶査定不服審判の請求（無効 2014-800121）
平成 26 年 12 月 2 日：被告による訂正請求
平成 27 年 7 月 14 日：訂正を認容、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決

-203-

２．審決（判決より抜粋）
本件請求項１の記載及び本件訂正明細書の発明の詳細な説明の記載によれば，当業者
は，本件請求項１の「緩衝剤の量」を「オキサリプラチン溶液組成物に現に含まれる全
ての緩衝剤の量」と理解すると認められるから，本件請求項１の「緩衝剤の量」の意味
は明確である。
３．判決（抜粋）
（１）原告の主張
本件請求項１では，
「緩衝剤」は「シュウ酸またはそのアルカリ金属塩」とされると
ころ，水溶液中における「シュウ酸及びシュウ酸のアルカリ金属塩」はそのほとんどが
シュウ酸イオン等へと電離することになるから，オキサリプラチン溶液組成物中には
「シュウ酸またはそのアルカリ金属塩」はほとんど存在せず，その量を把握することも
不可能である。したがって，「緩衝剤の量」を「オキサリプラチン溶液組成物に現に含
まれる全ての緩衝剤の量」を指すものと理解することは困難である。一方，オキサリプ
ラチン及び担体に追加され混合される前の「シュウ酸またはそのアルカリ金属塩」の量
を把握することは可能であるから，「緩衝剤の量」を「オキサリプラチン溶液組成物を
作製するためにオキサリプラチン及び担体に追加され混合された緩衝剤の量」を指すと
理解することは可能である。
また，仮に，オキサリプラチン溶液組成物中のシュウ酸イオン等も「シュウ酸」に含
まれ，その量が「緩衝剤の量」に含まれるとの前提に立ったとすれば，「シュウ酸のア
ルカリ金属塩」は，水溶液中でほぼ完全にシュウ酸イオンへと電離するから，「シュウ
酸のアルカリ金属塩」を添加した場合には，緩衝剤として「シュウ酸」を使用したと
も，「シュウ酸のアルカリ金属塩」を使用したともいい得ることになってしまい，「シュ
ウ酸」と「シュウ酸のアルカリ金属塩」とを並列して記載した意味がなくなってしまう
から，不合理である。
さらに，一般に「剤」という用語は「各種の薬を調合すること。また，その薬。」を
意味するとされているところ，オキサリプラチンの解離により生じたシュウ酸イオンは
調合の対象となるようなものではないから，「緩衝剤」には相当しないというべきであ
る。
以上のとおり，本件請求項１に係る特許請求の範囲の記載自体に基づいても，「緩衝
剤の量」の意味が「オキサリプラチン溶液組成物に現に含まれる全ての緩衝剤の量」で
あると直ちに解釈することはできない。
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（２）被告の主張
本件訂正発明１は，「緩衝剤」を外部から添加する場合とそうでない場合の両方を含
み，その量は溶液中のシュウ酸イオンの量として規定されているのであるから，解離し
たシュウ酸と外部から添加したシュウ酸の量は，本件請求項１中の「シュウ酸」に該当
し，外部から添加したものがシュウ酸のアルカリ金属塩であれば，その量は，本件請求
項１中の「アルカリ金属塩」に該当する。
したがって，シュウ酸とそのアルカリ金属塩が併記して記載されていることに何ら不
合理な点はない。
ウ さらに，原告は，「剤」という用語の一般的な意味から，オキサリプラチンの解離
により生じたシュウ酸イオンは「緩衝剤」に相当しない旨主張する。
しかし，本件訂正明細書の発明の詳細な説明では，「剤」という用語について特段の
定義はなく，「緩衝剤という用語は，本明細書中で用いる場合，オキサリプラチン溶液
を安定化し，それにより望ましくない不純物，例えばジアクオＤＡＣＨプラチンおよび
ジアクオＤＡＣＨプラチン二量体の生成を防止するかまたは遅延させ得るあらゆる酸性
または塩基性剤を意味する。」として，その機能に基づいて「緩衝剤」が定義されてい
る（段落【００２２】）。
このように，本件訂正明細書の発明の詳細な説明において，「緩衝剤」という用語が
定義されている以上，「緩衝剤」という用語中の「剤」という部分だけを持ち出して解
釈すべきではなく，「剤」という用語が「各種の薬を調合すること。また，その薬。」と
して辞書に定義されているからといって，外部から付加されるものに限定されると解釈
することはできない。
（３）裁判所の判断
当裁判所は，本件訂正発明の「緩衝剤の量」とは，解離シュウ酸をも含んだ「オキサ
リプラチン溶液組成物に現に含まれる全ての緩衝剤の量」ではなく，解離シュウ酸を含
まない「オキサリプラチン溶液組成物を作製するためにオキサリプラチン及び担体に追
加され混合された緩衝剤の量」を意味するものと解釈すべきであり，そうすると，本件
審決の上記要旨認定は誤りであって，その誤りは，無効理由についての審決の判断に影
響を及ぼすものであるから，原告主張の取消事由２には理由があるものと判断する。そ
の理由は，以下のとおりである。
…，本件請求項１の記載によると，本件訂正発明は，①「オキサリプラチン」
，②
「緩衝剤」である「シュウ酸またはそのアルカリ金属塩」及び③「担体」である「水」
を「包含」する「オキサリプラチン溶液組成物」に係る発明であることが明らかであ
る。そして，ここでいう「包含」とは「要素や事情を中にふくみもつこと」（広辞苑
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〔第六版〕）を意味する用語であるから，本件訂正発明１の「オキサリプラチン溶液組
成物」は，上記①ないし③の３つの要素を含みもつものとして組成されていると理解す
ることができる。すなわち，本件訂正発明１の「オキサリプラチン溶液組成物」におい
ては，上記①ないし③の各要素が，当該組成物を組成するそれぞれ別個の要素として把
握され得るものであると理解するのが自然である。
しかるところ，本件特許の優先日当時の技術常識によれば，解離シュウ酸は，オキサ
リプラチン水溶液中において，「オキサリプラチン」と「水」が反応し，「オキサリプラ
チン」が自然に分解することによって必然的に生成されるものであり，「オキサリプラ
チン」と「水」が混合されなければそもそも存在しないものである（当事者間に争いが
ない。）。してみると，このような解離シュウ酸をもって，「オキサリプラチン溶液組成
物」を組成する，「オキサリプラチン」及び「水」とは別個の要素として把握すること
は不合理というべきであり，そうであるとすれば，本件訂正発明１における「緩衝剤」
としての「シュウ酸」とは，解離シュウ酸を含むものではなく，添加シュウ酸に限られ
ると解するのが自然といえる。
次に，「緩衝剤」の用語に着目すると，「剤」とは，一般に，「各種の薬を調合するこ
と。また，その薬。」（広辞苑〔第六版〕）を意味するものであるから，このような一般
的な語義に従えば，「緩衝剤」とは，「緩衝作用を有するものとして調合された薬」を意
味すると解するのが自然であり，そうであるとすれば，オキサリプラチンの分解によっ
て自然に生成されるものであって，「調合」することが想定し難い解離シュウ酸（シュ
ウ酸イオン）は，「緩衝剤」には当たらないということになる。
この点，被告は，本件訂正明細書の発明の詳細な説明において，「緩衝剤」という用
語が定義されている以上，「緩衝剤」という用語の「剤」の部分のみを持ち出して解釈
すべきではないなどと主張するが，発明の要旨認定において，まずは特許請求の範囲記
載の文言に着目し，その語義を探究することは当然に行われるべきことであるから，本
件訂正発明に係る特許請求の範囲に記載された「緩衝剤」の文言に着目し，その意味を
検討するに当たって，「剤」の用語の語義を参酌することは当然許されることといえ
る。…
更に，本件訂正発明１においては，「緩衝剤」は「シュウ酸」又は「そのアルカリ金
属塩」であるとされるから，「緩衝剤」として「シュウ酸のアルカリ金属塩」のみを選
択することも可能なはずであるところ，オキサリプラチンの分解によって自然に生じた
解離シュウ酸は「シュウ酸のアルカリ金属塩」ではないから，「緩衝剤」としての「シ
ュウ酸のアルカリ金属塩」とは，添加されたものを指すと解さざるを得ないことにな
る。そうであるとすれば，「緩衝剤」となり得るものとして「シュウ酸のアルカリ金属

-206-

塩」と並列的に規定される「シュウ酸」についても同様に，添加されたものを意味する
と解するのが自然といえる。
以上のとおり，本件訂正発明に係る特許請求の範囲の記載からみれば，本件訂正発明
における「緩衝剤」としての「シュウ酸」は，解離シュウ酸を含むものではなく，添加
シュウ酸に限られるものと解するのが自然であるといえる。
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論点 4 文言上入り得る引例の通知


発明の詳細な説明を参酌して要旨認定した事案

「振動低減機構およびその諸元設定方法」（無効審判・審決取消訴訟）
知財高判平成 27 年 4 月 28 日（平成 26 年（行ケ）第 10175 号）
１．事案の概要
（１）本件発明の概要
本件発明は、大きな付加質量を必要とせず、設置位置に対する制約や設置箇所数も少な
く、高層建物等の多層構造物に適用して充分な振動低減効果が得られる有効な振動低減機
構とその諸元設定方法を提供するものである。
多層構造物の任意の層に、層間変形によって作動して錘の回転により回転慣性質量Ψ０
を生じる回転慣性質量ダンパーを設置するとともに、該回転慣性質量ダンパーと直列に付
加バネを設置し、回転慣性質量と付加バネとにより定まる固有振動数を、構造物の固有振
動数に同調させる。
（２）特許請求の範囲
【請求項１】（本件発明：本件発明１）
多層構造物の振動を低減する機構であって、
多層構造物の全層を除く任意の層に，層間変形によって作動して錘の回転により回転慣
性質量を生じる回転慣性質量ダンパーを設置するとともに、該回転慣性質量ダンパーと直
列に付加バネを設置し、回転慣性質量と付加バネとにより定まる固有振動数を前記多層構
造物の固有振動数や共振が問題となる特定振動数に同調させてなることを特徴とする振動
低減機構。
（３）手続の経緯
平成 24 年 4 月 13 日：設定登録（特許第 4968682 号）
平成 25 年 6 月 3 日：被告による特許無効審判の請求（無効 2013-800102 号）
平成 26 年 3 月 24 日：原告による訂正請求
平成 26 年 6 月 9 日：訂正を認容、「本件特許の請求項１，２に係る発明についての特許
を無効にする」との審決
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２．審決（判決より抜粋）
相違点２に係る甲１発明の構成である「最下層の制振装置の回転慣性機構の質量を１
次振動数に対して調整し，中間層の回転慣性機構の質量は３次振動数に対して調整し，
最上層の回転慣性機構の質量は２次振動数に対して調整」することは，実質的に，「回
転慣性質量と付加バネとにより定まる固有振動数を前記多層構造物の固有振動数」「に
同調させ」ることに等しい。
したがって，相違点２は，実質的な相違点ではない。
ⅱ 仮に，本件発明１の「同調」を「一致」と限定的に解したとしても，本件発明１
は，従来一般のＴＭＤ（Tunned Mass Damper)と同様に，固有振動数を構造物の固有振動
数に同調させて振動低減効果を得るものであるところ，甲１３発明に係る発明の詳細な
説明には，構造物に一括して搭載したダンパ，バネ及び付加質量体で構成される振動系
の固有振動周波数を，当該構造物の固有振動周波数に一致させるようにして，当該構造
物の振動伝達関数のピークにおいて制振効果を得ることなどが記載されており，当業者
は，同記載を参酌して，甲１発明において「回転慣性質量と付加バネとにより定まる固
有振動数を前記多層構造物の固有振動数」「に同調（一致）させ」ることを，容易に想
到し得たといえる。
３．判決（抜粋）
（１）原告の主張
本件訂正明細書の段落【００１２】の記載によれば，Ω２＝ｋ０／Ψ０の関係で定ま
るΩを構造物全体の固有１次角振動数ω１に一致させることを「同調」といっているこ
とが明らかである。
また，長倉三郎ほか編「岩波 理化学辞典 第５版」（平成１０年４月岩波書店発行，
甲１９）においては，「同調」につき，「受信機などで共振回路の共振周波数を目的の周
波数に合わせること。ふつう回路の一部に可変コンデンサーまたは可変インダクタンス
を用い，その値を調節して同調させる。」と説明しているところ，受信機の同調回路に
おいては，コンデンサーの容量（Ｃ）とコイルのインダクタンス（Ｌ）によって，周波
数ｆが定まり，これは，機械振動において質量ｍとバネ定数ｋによって固有（角）振動
数ωが定まることと等価であり，この事実は技術常識に属する。
そして，「合わせること」は，「一致させること」と同義である。以上によれば，当業
者は，本件訂正明細書を読めば，当然に，「同調」は，Ω２＝ｋ０／Ψ０の関係で定ま
るΩを目的とする振動数に一致させることを指す旨を理解するのであり，前述した本件
審決の解釈は，不当な拡大解釈といえる。
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（２）被告の主張
本件審決は，本件発明の「同調」の意義につき，「特許請求の範囲の『同調』とは，
回転慣性質量と付加バネとにより定まる固有振動数と多層構造物の固有振動数や共振が
問題となる特定振動数とを，発明の詳細な説明に記載される『従来一般のＴＭＤによる
場合に比べて格段に優れた振動低減効果を得ること』(甲１８【０００６】)や，『多層構
造物全体に対して大きな振動低減効果が得られる』（同）等の作用効果を達成できるよ
うに特定の関係とすることと解される。」と判断しているところ，これは，原告が，本
件審判時に，審判事件答弁書（乙２）において，「本件発明１，２において，『同調』の
意義は，（中略）完全に一致しないまでも，制振効果を得ることを目的として，固有振
動数等を同調させるために調整することである」，「本件発明でいう『同調』は，多層構
造物の用途，使用時間帯等による変動を考慮して，本件発明の作用，効果が得られる範
囲における設計上の同調を意味する」と主張した内容を，採用したものである。
したがって，取消事由１の主張は，訴訟上の禁反言の法理に抵触するものであるか
ら，そのような主張をすること自体，許されるべきではない。
（３）裁判所の判断
本件審決は，本件発明の「同調」の意義につき，結論として，
「回転慣性質量と付加
バネとにより定まる固有振動数と，多層構造物の固有振動数や共振が問題となる特定振
動数とを，本件訂正明細書記載の作用，効果を達成できるように特定の関係とするこ
と」と解される旨述べているところ，「一致」が，比較対象とされるものの完全な合致
のみを指す一義的な用語であるのに対し，「特定の関係」は，「一致」よりも広義の用語
であることは，明らかである。
この点に関し，「特定の関係」の具体的内容については，本件訂正明細書において記
載も示唆もされておらず，不明といわざるを得ない。
また，本件審決は，前記のとおり，本件訂正明細書の段落【００２７】の記載等によ
れば，「特許請求の範囲の『同調』」は「一致」を意味する旨認定しながら，本件訂正明
細書の段落【０００２】記載の「同調」の意義につき，甲２１号証の記載を参照して異
なる解釈をし，結論として，「特許請求の範囲の『同調』とは，」前記「特定の関係」を
意味するものと判断しているところ，「特定の関係」の具体的内容を示しておらず，加
えて，最終的に，本件請求項の「同調」の意義を，本件訂正明細書の記載によって認定
した「一致」よりも広義のものと認めた合理的な理由も，明らかにしていない。
⑶ 小括
以上によれば，本件審決は，本件発明の「同調」の意義を，誤って認定したものといえ
る。
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