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進歩性の審査基準の点検ポイント 

 
１．制度の概要 
 
 特許法第２９条第２項は、「特許出願前にその発明の属する技術の分野におけ

る通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明」（例えば、特許出願前に日本

国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明）「に基いて容易に

発明をすることができたときは、その発明については･･･特許を受けることがで

きない。」とし、いわゆる進歩性を有しない発明については、特許を受けること

ができないことを規定している。 
特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第 19 版〕』80 頁（発明

推進協会，2012）によれば、本項は、「通常の人が思いつくような発明に対して

排他的権利（特許権）を与えることは社会の技術の進歩に役立たないばかりで

なく却ってさまたげとなるので、そのような発明を特許付与の対象から排除し

ようとする」趣旨の規定であることが説明されている（参考資料１－１参照）。 
 
２．審査基準における進歩性判断の基本的な考え方 
 
 審査基準第Ⅱ部第２章「新規性・進歩性」２．４には、「進歩性判断の基本的

な考え方」について、次のように説明されている。 
 
「(1) 進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準

を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引

用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づ

けができるか否かにより行う。 
 
(2) 具体的には、請求項に係る発明及び引用発明(一又は複数)を認定した後、論

理づけに最も適した一の引用発明を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比

して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との

一致点・相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明 (周知・慣用

技術も含む)の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在

を否定し得る論理の構築を試みる。論理づけは、種々の観点、広範な観点から

行うことが可能である。例えば、･･･引用発明の内容に動機づけとなり得るもの

があるかどうかを検討する。･･･その結果、論理づけができた場合は請求項に係

る発明の進歩性は否定され、論理づけができない場合は進歩性は否定されない。」 
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※技術常識・ 
周知技術の参酌 

no 

no 

yes 

予想以上の効

果があるか 
no 

進歩性あり 進歩性あり 進歩性なし 

yes 

yes 

本願発明の認定 

引用発明の認定 

一致点・相違点の認定 

【相違点の検討】 
相違点に係る構成が 
証拠に示されているか 
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図：（参考）進歩性の判断手順例 

（平成 18 年度進歩性検討会報告書（平成 19 年 3 月，特許庁審判部）124 頁より抜粋） 

構成の組合せ又は置換が容易

であるか 

 
①技術分野の関連性 

or 

②課題の共通性 

or 

③作用、機能の共通性 

or 

④内容中の示唆 

↕ 
構成の組合せ又は置換

を阻害する要因はある

か 
 

相違点に係る構成が設計事項

等であるか 

 
①公知材料の中からの最適

材料の選択 
②数値範囲の最適化又は好

適化 
③均等物による置換 
④技術の具体的適用に伴う

設計変更 
↕ 

予想以上の効果はあるか否

か 
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３．進歩性の審査基準の点検の必要性 
 
（１）旧審査基準専門委員会での議論 
平成２０年１１月５日から平成２２年２月８日にかけて開催され、進歩性に

ついて審議された審査基準専門委員会第１～４回（「旧審査基準専門委員会」と

略述する。）においては、ユーザーの具体的な要望等が列挙され、そのうち、進

歩性のレベル等について審議された（参考資料１－２参照）。結果として、法的

安定性等の観点から、審査基準自体の改訂は行わず、裁判例を整理した「進歩

性のケーススタディ」が公表されることとなった。 
 
（２）第１回審査基準専門委員会ＷＧでの指摘事項 
 平成２６年８月２２日に開催された第１回審査基準専門委員会ＷＧでは、以

下のような指摘があった。 
 
ア 参考資料１－４（伊藤委員御提出資料）より 

2. 検討項目について（とくに、実質的な内容改訂を要する事項に関して） 
(ア) 実体的特許要件に関し、現在の審査上の問題点（本来の要件から見た審

査実務の妥当性や、審査基準と判決動向との乖離等）を抽出し、審査基準

における改訂の是非を検討していただきたい。 
（例）記載要件、進歩性 

 
イ 議事録より 
○伊藤委員 ･･･２番の検討項目というところで少し踏み込んだことを書かせ

ていただいております。そのうちの（ア）が実体的特許要件に関する内容でご

ざいまして、現行審査基準に基づく審査実務という観点でいきますと、下のほ

うに（例）として記載要件、進歩性、このあたりがもう少し突っ込んで議論さ

せていただくべきところかなと感じております。 
…… 
○淺見委員 ･･･進歩性につきましては、基準の中に動機づけとなり得るものと

いうことで四つ挙げられています。一つは技術分野の関連性、二つ目は課題の

共通性、三つ目として作用・機能の共通性、四つ目として引用発明の中の内容

中の示唆です。この中で特に技術分野の関連性については、審査基準には、「技

術分野の関連性については、発明の課題解決のために、関連する技術分野の技

術手段の適用を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮である。例えば

関連する技術分野に置換可能なあるいは付加可能な技術手段があるときは、当

業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる」と記載されてい



資料１ 

 

4 
 

ます。 
 これについては、やや単純化した例になりますが、本願発明がＡとＢという

発明特定事項であった場合に、技術分野が関連する二つの文献のそれぞれにＡ

とＢが記載されている場合には、技術分野が関連しているからＡにＢを付加す

ることができるというように読めてしまうのではないかと思います。二つ文献

があって、それぞれにＡとＢが書いてあるなら容易だということになると、か

なりの発明の進歩性が否定されてしまうのではないかと懸念されます。 
 先ほどから挙がっていますが、特に動機づけの部分の事例がすべて否定的な

事例になっており、その点でも審査官としては進歩性を否定しやすくなってい

るのではないかと思いますので、進歩性を否定することができない事例を記載

して、どういう場合には二つの文献を組み合わせることができるのか、どうい

う場合にはできないのかということを、もう少し詳しく御説明をいただければ

と思います。 
 
○点検の必要性 
 
第１回審査基準専門委員会ＷＧにおいて、進歩性に関し、審査基準と判決動

向との乖離等や、動機づけとなり得る４つの観点（「技術分野の関連性」、「課題

の共通性」、「作用、機能の共通性」及び「引用発明の内容中の示唆」。特に「技

術分野の関連性」について。）の考え方に関して、点検すべき旨の指摘があった。 
このことを踏まえ、動機づけとなり得る諸観点において「技術分野の関連性」

がどのような位置付けにあるのか等につき、立法趣旨を踏まえ、近時の裁判例

を参考にしつつ点検を行ってはどうか。 
さらに、第１回審査基準専門委員会ＷＧで承認された「審査基準の考え方が

国際的に通用するものであること」という改訂方針に従い、進歩性の諸論点に

ついて、必要に応じ、他国の審査基準との比較も考慮した上で、点検を行って

はどうか。 
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４．点検ポイント 
 
○点検ポイントの一覧 
（１）動機づけの観点 
（１－１）動機づけの諸観点の考慮の仕方について 
（１－２）「技術分野の関連性」のみにより動機づけの有無を判断することの

可否 
（２）本願発明と技術分野や課題が異なる主引用発明の選択について 
（３）周知技術の適用の際に論理づけを省略してはならないことについて 
（４）後知恵防止について 
（５）「最適材料の選択・設計変更など」として進歩性が否定される場合につい

て 
（６）その他 
（６－１）阻害要因の例示 
（６－２）二次的指標の例示 
（６－３）周知技術に係る文献提示に関する文章について 

 
（１）動機づけの観点 
 
（１－１）動機づけの諸観点の考慮の仕方について 
 
ア 現行審査基準の記載 
 
 現行の審査基準第Ⅱ部第２章「２．５ 論理づけの具体例」には、「（２）動

機づけとなり得るもの」として、①技術分野の関連性、②課題の共通性、③作

用、機能の共通性及び④引用発明の内容中の示唆といった観点が列挙されてい

る。また、こうした観点に係る肯定的な事実がある場合、当業者が本願発明に

導かれたことの有力な根拠となることについて、いずれの観点においても言及

がなされている。 
しかし、それらの４つの観点のうちから常に一つだけ選択しさえすればよい

のか、あるいは、それらの観点を総合考慮すべきかについては、明記されてい

ない。 
 
イ 旧審査基準専門委員会での議論 

 
旧審査基準専門委員会では、審議の結果、「進歩性のケーススタディ」に「引
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用発明、本願発明の技術分野、当該技術分野の技術水準等、いろいろな要素を

総合的に勘案し適切な動機づけがあるかどうかを検討」することについて明記

されたが、審査基準自体の改訂はなされていない。 
 
ウ 背景 
 
進歩性を判断する際に、技術分野の関連性や課題の共通性等の諸観点につい

て総合考慮することについては、旧審査基準専門委員会以降の裁判例において

も同様の傾向にあり、進歩性の判断が総合考慮によりなされることは、裁判官

執筆の文献や裁判官の発言録等においても指摘されているところである（参考

資料１－３1.A(特に、(7),(12)及び(16))、参考資料１－４1.A 参照）。 
 

○事務局案【審議事項】 
 
主引用発明に副引用発明等を適用する動機づけは、①技術分野の関連性、②

課題の共通性、③作用、機能の共通性及び④引用発明の内容中の示唆といった

観点1を総合考慮してなされること、及び審査官は、いずれか一つの観点のみに

着目すれば、動機づけが肯定されるか否かを常に判断できるわけではないこと

に留意すべき旨を、審査基準に記載することとしてはどうか。また、この点に

関して、事例集あるいは判例集において、具体例を示すこととしてはどうか。 
 
（説明） 
 特許法第２９条第２項に規定された「容易に発明をすることができた」か否

か（容易想到性）は、事実をもって記載される法律要件ではなく規範的評価に

係る法律要件（規範的要件）である。 
規範的評価の成否の判断は、その評価を根拠付ける具体的な諸事実（評価根

拠事実）を総合考慮して、その評価の成立が肯定される場合に、その評価を妨

げる諸事実（評価障害事実）があれば、その諸事実も総合考慮してなされると

いうのが一般的な考え方である2。 
動機づけになり得るものとして審査基準に記載されている①技術分野の関連

性、②課題の共通性、③作用、機能の共通性及び④引用発明の内容中の示唆に
                                                   
1 ①技術分野の関連性、②課題の共通性及び③作用、機能の共通性は、主引用発明と、副引

用発明等との間で判断される。 
2 （参考）司法研修所編『民事訴訟における要件事実 第一巻』30-37 頁（法曹会，1985）、
村田渉、山野目章夫編著『要件事実論 30 講〔第 3 版〕』88-99 頁〔村田渉〕（弘文堂，

2012）、伊藤滋夫編『民事要件事実講座 第 1 巻』223-228 頁〔難波孝一〕（青林書院，

2005） 
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ついてみると、これらを肯定する事情は容易想到性の評価を根拠付ける諸事実

に該当するので、動機づけの際には、これらの諸事実について総合考慮すべき

ものと考えられる。 
 
このように、動機づけについていろいろな要素を総合的に勘案するという考

え方は、旧審査基準専門委員会でも受け入れられ、審査基準に記載されるには

至らなかったものの、進歩性のケーススタディに記載されることとなった。ま

た、裁判例においても、進歩性の判断にあたり、動機づけの諸観点は総合的に

考慮されている。 
 
しかしながら、審査基準の記載だけでは、動機づけの諸観点の考慮の仕方に

ついて、不明確であるとも受け取られかねないことから、動機づけの諸観点に

ついて、総合考慮の上、動機づけができるか否かの検討をする必要がある旨、

審査基準に明記し、また、事例集あるいは判例集で具体例を示すことが好まし

いのではないか。 
 
（１－２）「技術分野の関連性」のみにより動機づけの有無を判断することの可

否 
 
ア 現行審査基準の記載 
 
審査基準第Ⅱ部第２章「新規性・進歩性」２．５（２）には、「動機づけとな

り得るもの」として、４つの観点が順次記載されているものの、その相互関係

については明記されていない。特に、「技術分野の関連性」だけで動機づけが肯

定されるのかという問題については、第１回審査基準専門委員会ＷＧで具体的

な指摘がなされた。 
 
イ 旧審査基準専門委員会での議論 
 
旧審査基準専門委員会の議論では、動機づけとなり得る４つの観点の関係に

ついては結論を得なかった。 
 
ウ 背景 
 
技術分野が共通していても課題が相違するため、進歩性を肯定した裁判例や、

技術分野が同一であっても、それだけでは進歩性が否定されるとはいえない旨
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を述べた裁判例が複数ある（参考資料１－３1.B 参照3）。 
進歩性について言及した近時の文献においても、「近時の裁判例において

は、･･･技術分野の同一性・関連性を組合せ容易と判断する要因として進歩性を

否定する要素に位置づけながら、他の考慮要素をも併せ考慮して進歩性を判断

するものが多く見られる」等の指摘がされている（参考資料１－４1.B(6)参照）。 
 
○事務局案【審議事項】 
 
 審査官は、総合考慮すべき動機づけの４つの観点のうち、「技術分野の関連性」

については、「課題の共通性」等の他の動機づけとなり得る観点も併せて考慮し

なければならない旨、審査基準に記載してはどうか4。 
 
（説明） 

「技術分野の関連性」について、審査基準第Ⅱ部第２章「新規性・進歩性」

２．５（２）①には、「発明の課題解決のために、関連する技術分野の技術手段

の適用を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮であ」り、「例えば、関

連する技術分野に置換可能なあるいは付加可能な技術手段があるときは、当業

者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる」とされている。 

 

 この審査基準の記載に関しては、技術分野の関連性につき、課題や置換可能

性あるいは付加可能性をも考慮した場合に、本願発明に導かれたことの有力な

根拠となるのか、それとも、技術分野が関連しているだけで、本願発明に導か

れたことの有力な根拠となるのか、複数の解釈が可能とも考えられる。そして、

後者のように解釈された場合、不当に動機づけが認められやすくなってしまう

との指摘もあったところである。この点に関し、同一の技術分野に属する公知

技術が無数に存在する以上、直ちに、そのような公知技術を組み合わせること

を容易に想到するといえるわけではないとの指摘や、同一技術分野の組合せの

場合は容易性は明らかであるとの同一技術分野の理論について、いかなる技術

の組合せであっても、論理づけの説明を要するとの指摘もなされている（参考

資料１－４1.B(2)及び(4)参照）。 

 
                                                   
3 技術分野の関連性については、適用される製品に着目して技術分野の同一を把握した

と思われる裁判例や、原理・機構、作用・機能等に踏み込んで技術分野の関連性を把握

したと思われる裁判例が存在する（参考資料１－３1.C 参照）。 
4 なお、「技術分野」を把握するにあたり、単にその技術が適用される製品の観点のみなら

ず、課題や作用、機能といった観点をも併せて考慮する場合、「技術分野の関連性」につい

て判断をすれば、「課題の共通性」等を併せて考慮したことになると考えられる。 
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 裁判例をみると、知財高判平成 22 年 3 月 29 日（平成 21 年（行ケ）第 10142
号）では、「たとえ技術分野や技術内容に同一性や密接な関連性や目的・機能の

類似性があったとしても，そこで組み合せることが可能な技術は無数にあり得

るのであって，それらの組合せのすべてが容易想到といえるものでないことは

いうまでもない。」と判示されている。ほかにも、主引用発明と副引用発明とが

同一の技術分野に属するとしても、それだけでは、前者に後者を適用して本件

発明の構成を得ることが容易であるとはいえない旨を判示した裁判例や、技術

分野が共通であっても、課題の相違にかんがみれば、主引用発明に副引用発明

を適用することは困難であるとした裁判例が存在する。 

 

 このような裁判例で示された判示事項を踏まえると、審査官は、総合考慮す

べき動機づけの４つの観点のうち、「技術分野の関連性」については、「課題の

共通性5」等の他の動機づけとなり得る観点も併せて考慮すべきと考えられるの

ではないか。 
また、そうであるならば、そのことを審査基準に記載し、上記指摘のような

懸念が生じないようにすることが好ましいのではないか。 
 
（２）本願発明と技術分野や課題が異なる主引用発明の選択について 
 
ア 現行審査基準の記載 
 
 審査基準第Ⅸ部「審査の進め方」第２節３．（３）①には、「主引用発明は、

通常、請求項に係る発明と、技術分野あるいは解決すべき課題が同一又は近い

関係にあるものを選択する。技術分野又は解決すべき課題が異なる場合には、

主引用発明として用いる理由を検討する。」と記載されており、主引用発明の選

択について記述されている。 
しかし、審査基準第Ⅱ部第２章「新規性・進歩性」においては、本願発明と

技術分野又は解決すべき課題が異なる主引用発明の選択についての記述はなさ

れていない。 
 
イ 旧審査基準専門委員会での議論 
 
「主引例の決定の判断基準の明確化」がユーザーの具体的な要望等として掲

                                                   
5 なお、多くの裁判例においては、引用文献に直接明示されている課題に限らず、内在

する課題や、周知あるいは自明な課題を認定することが行われている（参考資料１－３

1.D 参照）。 



資料１ 

 

10 
 

げられていたが、この点については、格別議論の対象とはされなかった。 
 

ウ 背景 
 
他国の審査基準をみると、欧州では、最も近接する先行技術を選択するとき

に最初に考慮すべきこととして、類似する目的又は効果を有しているか、ある

いは少なくともクレームされた発明と同一若しくは非常に近い関係を有する技

術分野に属しているかが挙げられている。中国においても、最も近接した先行

技術を確定するときには、技術分野が同一又は近似していることを考慮しなけ

ればならない旨の記述がなされている（参考資料１－５8-9 頁参照）。 
なお、米国においては、引例に依拠するには、「類似の先行技術」でなければ

ならないとされ、韓国においては、引用発明について、「出願発明と同じ技術分

野に属するか、出願発明の技術的課題、効果又は用途と合理的に関連する技術

分野から選択されなければならない。」とされている（参考資料１－５8 頁参照）。 
 
近時の裁判例では、本願発明と主引用発明との間の技術分野や課題の共通性

について検討し、主引用発明に副引用発明や周知技術を適用する動機づけが得

られないとしたものや、当該検討とともに、主引用発明に副引用発明や周知技

術を適用する動機づけを検討するものが見られる（参考資料１－３1.E 参照）。

こうした本願発明と主引用発明との関係に関連し、ある課題に直面した当業者

がその主引用発明を探し出すことができたか、という観点から言及する文献が

ある（参考資料１－４1.D 参照）。 
 
○事務局案【審議事項】 
 
主引用発明は、通常、請求項に係る発明と、技術分野あるいは解決すべき課

題が同一又は近い関係にあるものを選択する。 
本願発明とは技術分野又は解決すべき課題が大きく異なる主引用発明を選択

した場合、(1) 論理づけが困難になりやすいこと、及び (2) そのような場合に

は、主引用発明から出発して、当業者が本願発明に至ることが容易であったこ

とについて、より慎重な論理づけ（例えば、主引用発明に副引用発明を適用す

るにあたり十分に動機づけとなり得るものが存在するのか否かの検討）が要求

されることを留意事項として記載してはどうか。 
また、本願発明の解決すべき課題が新規であり、当業者が通常は着想しない

ようなものである場合、本願発明と主引用発明とは、解決すべき課題が大きく

異なることが通常である。したがって、本願発明の課題が新規であり、当業者
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が通常は着想しないようなものであることは、進歩性が否定されない方向の一

事情になり得る旨、審査基準に記載してはどうか。 
 
（説明） 
 一般に、本願発明とは技術分野や課題が大きく異なる主引用発明を出発点と

した場合、そのことだけで論理づけができなくなるわけではないと考えられる

が、本願発明と技術分野や課題が同じ主引用発明を出発点とする場合に比べる

と、論理づけが困難になりやすいという傾向があるといえるのではないか。 
 
この点に関し、近時の裁判例をみると、進歩性の判断において、本願発明と

主引用発明との間の技術分野や課題の関係性について、まず検討を加えるとい

う傾向が見られる。これは、選択された主引用発明が論理づけに適したもので

あるのか否かについて留意をした上で、実際の論理づけを試みるという手法を

採用していると考えられるのではないか。 
 
こうした裁判例の傾向を踏まえると、本願発明とは技術分野又は解決すべき

課題が大きく異なる主引用発明を選択した場合には、(1) 論理づけが困難になり

やすいこと、及び(2) そのような場合には、主引用発明から出発して、当業者が

本願発明に至ることが容易であったことについて、より慎重な論理づけが要求

されることについて、留意事項として審査基準に記載することが好ましいので

はないか。 
 
また、本願発明が先駆的なものであって、解決しようとする課題が斬新なも

のである場合には、本願発明と主引用発明とは、解決すべき課題が大きく異な

ると考えられる。したがって、本願発明の課題が新規であり、当業者が通常は

着想しないようなものであることは、進歩性が否定されない方向の一事情にな

り得ると考えられるので、そのことを審査基準に記載することが好ましいので

はないか。 
 
（３）周知技術の適用の際に論理づけを省略してはならないことについて 
 
ア 現行審査基準の記載 
 
審査基準第Ⅱ部第２章「新規性・進歩性」２．８（２）には、留意事項とし

て以下のような記載がなされている。「(2) 周知・慣用技術は拒絶理由の根拠と

なる技術水準の内容を構成する重要な資料であるので、引用するときは、それ
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を引用発明の認定の基礎として用いるか、当業者の知識(技術常識等を含む技術

水準)又は能力(研究開発のための通常の技術的手段を用いる能力や通常の創作

能力)の認定の基礎として用いるかにかかわらず、例示するまでもないときを除

いて可能な限り文献を示す。」 
 しかしながら、審査基準には、周知技術であることと論理づけの要否との関

係については、明記されていない。 
 
イ 旧審査基準専門委員会での議論 
 
「周知慣用技術の取扱いについて（拒絶理由における乱用、文献の提示）」が

ユーザーの具体的な要望等として掲げられ、周知技術の取扱いが点検ポイント

とされた。審議の結果、「進歩性のケーススタディ」の本文において、拒絶査定

時において、新たに周知技術を引用することが許容されるものの、当該技術が

周知でない場合には、新たな拒絶理由を通知すべき点を確認的に記述するに至

っている。 
しかし、周知技術を用いる際の論理づけの要否については、格別議論の対象

とはされなかった。 
 
ウ 背景 
 
 裁判例においては、引用発明に周知技術を適用することについて、その適用

に阻害要因があるか否か等について言及がなされている（参考資料１－３2.A 参

照）。また、周知技術であるからといって論理づけを省略することに関して、こ

れが当然に許容される訳ではない旨を述べた裁判例もある（参考資料１－３

2.A(6)及び(8)参照）6。 
 
○事務局案【審議事項】 
 
周知技術であるからという理由だけで、論理づけができるか否かの検討（当

該周知技術の適用に阻害要因がないか等の検討）を省略してはならない旨を、

審査基準に記載してはどうか。 
 
（説明） 
 引用発明への周知技術の適用は、当業者が容易になし得る場合が多いと考え

                                                   
6 特に、他の分野における周知技術については、近時、いくつかの判決において、主

引用発明への適用の容易性が否定されている（参考資料１－３2.B 参照）。 
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られる。しかしながら、単に、周知技術であるからといって、論理づけを省略

してよい、ということにはならないのではないか。 
 この点について、裁判例においても、指摘がなされていることを踏まえると、

周知技術であるからという理由だけで、論理づけができるか否かの検討を省略

してはならない旨を、留意事項として、審査基準に記載することが好ましいの

ではないか。 
 
（４）後知恵防止について 
 
ア 現行審査基準の記載 
 
審査基準第Ⅱ部第２章「新規性・進歩性」２．４（１）では、「進歩性の判断

は、本願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した上

で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当

業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かに

より行う。」とされ、容易想到性の判断の際に把握すべき技術水準について「出

願時」であることが明記されている。また、第Ⅸ部「審査の進め方」第２節３．

（２）では、「①請求項に係る発明にとらわれて、請求項に係る発明に近づける

よう無理な解釈をして先行技術文献等の内容を理解してはならない。」と記載さ

れている。 
 
なお、平成１２年改訂前の審査基準においては、留意事項として以下のよう

な後知恵防止に関する記述がなされていたが、同改訂により削除されている。 
「（１）･･･審査においては、本願発明の知識を得たうえで引用発明を理解する

ことから、引用発明が請求項に係る発明に近いものと錯覚し、相違点を見逃す

ことがある。引用発明は、引用文献の文脈に沿って理解する。（２）本願の明細

書から得た知識を前提にして事後的に分析すると、当業者が容易に想到できた

ように見える傾向があるので注意を要する。例えば、原因の解明に基づく発明

であって、いったん原因が解明されれば解決が容易な発明の進歩性を判断する

ときは、原因の解明も含めて技術水準に基づいて検討する。解決手段を考える

ことが当業者にとって容易であるという理由だけでは、進歩性を否定すること

はできない。」 
 
イ 旧審査基準専門委員会での議論 
 
「後知恵防止の記載」が点検ポイントに掲げられ、審議の結果、後知恵防止
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を審査基準に記載すべきとの意見と、記載は慎重にすべきとの意見7とがあり、

まとまらなかった。ただし、「進歩性のケーススタディ」において、「１．引用

発明の認定について」の本文において、裁判例を総括する形で「引用発明を認

定する際に、本願発明に無理に近づけて引用発明を認定していると判断された

ものが多い。」と記載されるに至った。 
 
ウ 背景 

 
他国の審査基準をみると、欧州では、「一見して自明であると思われる発明で

あっても、実際には進歩性を有することがあり得るので留意すべきである」こ

とや、「審査官は常に、サーチで得られた文献が必然的に、クレームの発明に係

る構成要件について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」ことが記載されている。 
米国では、先行技術の内容の把握について「後知恵」を避けることが明記さ

れており、「クレームの発明について･･･教示されたことを忘れ、」有効出願日に

「心を戻して当業者の心になることは困難であるが必要である」旨が記載され

ている。 
中国では、創造性の審査にあたり、「発明の創造性を審査する時に、審査官は

発明の内容を理解した上で判断しているため、発明の創造性を低めに推定しが

ちで、「後知恵」の過ちを犯しやすい」として、「後知恵」を避けることについ

て明記されている。 
韓国では、「審査の対象となる出願の明細書に記載された事項により得た知識

を前提として進歩性を判断する場合、通常の技術者が引用発明から請求項に記

載された発明を容易に発明することができるものと認めやすい傾向があるので、

注意を要する」旨、記載されている（参考資料１－５41-42 頁参照）。 
ＰＣＴ国際調査及び予備審査ガイドライン（ＰＣＴガイドライン）では、１

３．１５において、「先行技術は、クレームされた発明により可能となる許され

ない後知恵の恩恵を利用することなく、検討されなければならない。クレーム

                                                   
7 具体的には、概略、以下のような意見があった。 
・審査基準を一から書くのであれば、記載されている方がわかりやすいが、特許庁の審

査が現状でいいのであれば、審査基準を容易に変えることに躊躇を覚える。 
・後知恵防止ということを書くかどうかというより、むしろ技術の流れを踏まえて判断

することを意識した書き方があるのではないか。 
・よいケース、悪いケースの事例を集め、現状認識から始めて、必要であれば改訂とい

うことに結び付けていく必要があるのではないか。 
・後知恵防止はあくまでも目的であるので、後知恵が入りやすい点について、それを排

除するような仕組み、システムを基準に生かしていくべきではないか。 
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された発明に到達するための教示又は示唆は、先行技術及び/又は当業者の一般

的知識の中に見出されなければならず、出願人の開示に基づいてはならない。」

として、後知恵に注意しなければならないことに注意を促している（参考資料

１－６16 頁参照）。 
 
○事務局案【審議事項】 
 
 本願発明の知識を得た上で、進歩性の判断を行うために、（ア）当業者が容易

に想到できたように見えてしまう、あるいは（イ）引用発明の認定の際に、本

願発明に引きずられてしまう、といった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ことを、審査基準に記載してはどうか。 
また、（イ）について、審査官は、本願発明の知識を得た上で引用発明を理解

すると、本願発明の文脈に沿って引用発明を曲解するという、後知恵に陥るこ

とがある点に留意しなければならず、引用発明は、引用発明が示されている証

拠に依拠して（文献であれば、その文献の文脈に沿って）理解すべきであるこ

とを、新規性・進歩性の審査基準に明記してはどうか。 
 
（説明） 
 本願発明の知識を得た上で、進歩性の判断を行うために、後知恵に陥る場面

としては、（ア）当業者が容易に想到できたように見えてしまうこと、及び（イ）

引用発明の認定の際に、本願発明に引きずられてしまうことが考えられる。 
 これらのうち、（ア）についてみると、進歩性の論理づけにおいて、論理に飛

躍を生じさせてしまうという懸念があるが、点検ポイント（１）及び（２）の

事務局案に示したような、動機づけ、論理づけの考え方は、論理の飛躍を防ぐ

仕組みを明確にするものと考えられるのではないか（例えば、常に一つの観点

を選択すれば動機づけが肯定されるわけではないこと等）。 
 
 そこで、（イ）についてみると、引用発明の認定の際に、本願発明に引きずら

れないようにすべき点については、審査の進め方や進歩性のケーススタディに

関連する記載があるものの、新規性・進歩性の審査基準には記述がなされてい

ない。 
しかしながら、諸外国の基準、ＰＣＴガイドラインにおいて後知恵防止につ

いて言及されていること、及び裁判例の判示（参考資料１－３3.参照）も考慮す

ると、進歩性のケーススタディに挙げられているように、引用発明の認定にお

いて、本願発明に引きずられて誤った判断をしないようにすべきことを、新規

性・進歩性の審査基準において記述し、後知恵防止の観点から審査官が留意す
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べき点として、より明確化することが好ましいのではないか。 
 
（５）「最適材料の選択・設計変更など」として進歩性が否定される場合につい

て 
 
ア 現行審査基準の記載 
 
審査基準第Ⅱ部第２章「新規性・進歩性」２．５（１）には、「最適材料の選

択・設計変更など」について、以下のような記載がなされている。 
「①最適材料の選択・設計変更など 
 一定の課題を解決するために公知材料の中からの最適材料の選択、数値範囲

の最適化又は好適化、均等物による置換、技術の具体的適用に伴う設計変更な

どは、当業者の通常の創作能力の発揮であり、相違点がこれらの点にのみある

場合は、他に進歩性の存在を推認できる根拠がない限り、通常は、その発明は

当業者が容易に想到することができたものと考えられる。」 
 
イ 背景 
 
副引用発明を主引用発明に適用する際に、当業者の創作能力の範囲内で設計

変更を加える等をしつつ当該適用を行い得ることについては、裁判例において

肯定されているところである（参考資料１－３4.参照）。 
 
○事務局案【審議事項】 
 
 「最適材料の選択・設計変更など」として進歩性が否定される場面について、

副引用発明を主引用発明に適用する際に、当業者の通常の創作能力の範囲内で

の設計変更等を行いつつ、当該適用を行うことについても記載してはどうか。 
具体的には、「当業者の通常の創作能力の発揮である設計変更等は、相違点に関

し、副引用発明を主引用発明に適用する際にも考慮される」旨を、審査基準に

記載してはどうか。 
 
（説明） 
 現行の審査基準には、「最適材料の選択・設計変更など」として進歩性が否定

される場面について、一定の課題を解決するためになされる、技術の具体的適

用に伴う設計変更等が示されているが、副引用発明を主引用発明に適用する際

に行う設計変更等が含まれるか否かについては、現在の審査基準の記載では、
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不明確ではないか。 
 裁判例において、進歩性の判断において、設計変更等を加えつつ副引用発明

を主引用発明に適用することにつき、当業者が容易になし得るものとされてい

るケースがあることを踏まえ、審査基準において、副引用発明を主引用発明に

適用する際に、当業者の通常の創作能力の範囲内での設計変更等を行いつつ、

当該適用を行う場合もあり得ることを明確化しておくことが好ましいのではな

いか。 
 
（６）その他 
 
（６－１）阻害要因の例示 
 
ア 現行審査基準の記載 
 
審査基準第Ⅱ部第２章「新規性・進歩性」２．８（１）において、「刊行物中

に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、引用

発明としての適格性を欠く。･･･」との記載がなされている。 
 
イ 旧審査基準専門委員会での議論 
 
旧審査基準専門委員会では、「拒絶理由における、阻害要因の位置づけの明確

化」がユーザーの具体的な要望等として掲げられていたが、この点については、

格別議論の対象とはされていなかった。 
 

ウ 背景 
 
特許庁審判部編『判決からみた進歩性の判断―審判における留意点と事例分

析―』7-8 頁（発明協会，2000）には、「第１引用発明に他の引用発明を適用す

れば、本願発明の構成要件になる場合であっても、これらの引用発明に適用を

妨げる要因があるときは、適用することはできない、として審決を取り消され

た事例がある。」とした上で、そのような事例における他の引用発明について、

「第１引用発明に適用すると、第１引用発明が機能しなくなる他の引用発明」

等の類型を示している（参考資料１－４4.(1)参照）。 
近時の裁判例においても、特許庁審判部編『判決からみた進歩性の判断―審

判における留意点と事例分析―』の類型のような事例について、阻害要因とな

ることを認めている（参考資料１－３5.参照）。 
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他国の審査基準をみると、欧州の審査基準においては、「本質的に相容れない

ために、実際上は容易に組合せをすることができなければ」その組み合わせは

自明とはみなされないと記載されている。米国においても、「修正又は組合せが」

「先行技術発明の動作原理を変えてしまう」のであれば、自明であるとするの

に十分でない旨、記載されている（参考資料１－５34 頁参照）。 
 
○事務局案【審議事項】 
 
 他国の審査基準の記載や裁判例の傾向を踏まえると、前掲の特許庁審判部編

『判決からみた進歩性の判断―審判における留意点と事例分析―』7－8 頁（発

明協会，2000）は、現在でも有益な類型を示しているといえるのではないか。  
したがって、そこで示されている類型を参照し、審査基準において、副引用

発明が以下のような場合について、阻害要因の例として記載することとしては

どうか。 
a. 主引用発明に適用すると、主引用発明の目的に反するものとなるような副引

用発明 
b. 主引用発明に適用すると、主引用発明が機能しなくなる副引用発明 
c. 主引用発明がその適用を排斥しており、採用することがあり得ないと考えら

れる副引用発明 
d. 主引用発明に適用して達成しようとする課題に関して、作用効果を発揮しな

い例として記載されており、当業者として、通常は適用を考えない副引用発

明 
 
（説明） 
 現行の審査基準においては、容易想到性の阻害要因に関して、刊行物中に請

求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があることのみが示

されている。 
しかしながら、裁判例で踏襲されている考え方や、他国の審査基準の記載を

踏まえると、審査基準において、論理づけを妨げる事情である阻害要因に関す

る具体的な記載を充実させることが好ましいのではないか。 
 
（６－２）二次的指標の例示 
 
ア 現行審査基準の記載 
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審査基準第Ⅱ部第２章「新規性・進歩性」２．８（６）には、進歩性の判断

における留意事項として以下のような記載がなされている。 
「(6) 商業的成功又はこれに準じる事実は、進歩性の存在を肯定的に推認する

のに役立つ事実として参酌することができる。ただし、出願人の主張・立証に

より、この事実が請求項に係る発明の特徴に基づくものであり、販売技術や宣

伝等、それ以外の原因によるものでないとの心証が得られた場合に限る。」 
 
イ 旧審査基準専門委員会での議論 
 
「二次的要因の要素例の審査基準への追加」がユーザーの具体的な要望等に

掲げられていたが、この点については、格別議論の対象とはされていなかった。 
 
ウ 背景 

 
他国の審査基準をみると、欧州においては、長期間痛感されていた必要性も

二次的指標として挙げられている。米国においても、長らく待たれる未解決の

要望や他人の失敗について、副次的考察事項として挙げられている。中国や韓

国においても、長期間要望されていた技術的課題を解決したことや、技術的偏

見を克服したことについて、これらが進歩性を考慮すべき要素であるとされて

いる。ただし、各国ともに、経済的事情等、技術的特徴以外の要因によるもの

でないことを条件としている（参考資料１－５39-41 頁参照）。 
ＰＣＴガイドラインにおいても、二次的考察として考慮される要素として、

以下のものが挙げられている（参考資料１－６15 頁参照）。 
(ⅰ)クレームされた発明が長い間の切実なニーズを満たすか否か 
(ⅱ)クレームされた発明が科学的偏見を克服するか否か 
(ⅲ)クレームされた発明が実現したことは、他者がこれまで試みたが、達成でき

なかったものであるか否か 
(ⅳ)クレームされた発明が予期せぬ成果を含むか否か 
(ⅴ)クレームされた発明が一定の商業的成功を有しているか否か 
 
○事務局案【審議事項】 
 
他国の基準の記載も考慮すると、欧州・米国・中国・韓国の基準及びＰＣＴ

ガイドラインにおいて二次的指標として触れられている「長い間その実現が望

まれていたこと等」について、審査基準において追記し、我が国においても、

他国と同様に、二次的指標が考慮され得ることを明示してはどうか。 
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（説明） 
これまでの運用を変更するものではないが、「審査基準の考え方が国際的に通

用するものであること」という改訂方針に従い、他国の審査基準やＰＣＴガイ

ドラインの記載を考慮すると、「商業的成功」以外の二次的指標の例についても、

審査基準に記載することが好ましいと考えられるのではないか。 
 
（６－３）周知技術に係る文献提示に関する文章について 
 
ア 現行審査基準の記載 
 
審査基準第Ⅱ部第２章「新規性・進歩性」２．８において、周知・慣用技術

につき、「例示するまでもないときを除いて可能な限り文献を示す。」と記述さ

れている。 
 
イ 旧審査基準専門委員会での議論 
 
旧審査基準専門委員会では、「周知慣用技術の取扱いについて（拒絶理由にお

ける乱用、文献の提示）」がユーザーの具体的な要望等に掲げられ、文献の提示

に関して審議された。この点については、「進歩性のケーススタディ」において、

「周知慣用技術は、当業者が熟知しよく用いられている技術であるから、周知

慣用の技術内容を特定すれば足り、その根拠を一々例示することを要するもの

でない。」と判示した東京高判平成 4 年 5 月 26 日（平成 2 年（行ケ）第 228 号）

「土壌環境の相対湿度を制御する方法及びそれを達成するための装置」が参考

裁判例として掲げられることとなった。 
 
○事務局案【審議事項】 
 
 例えば、「周知・慣用技術は、･･･例示するまでもないときを除いて可能な限

り文献を示す。」との文章は、「周知・慣用技術は、･･･例示するまでもない場合

を除き、文献を示す。」のように改めてはどうか。 
 
（説明） 
 審査基準の現在の文章では、「例示するまでもない場合」以外の場合であって、

「可能な限り文献を示す」場合とは、どのような場合であるのか、不明である

との疑義が生じているのではないか。 
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 したがって、例示するまでもない場合には、周知・慣用技術は例示しなくて

もよく、そうでない場合には、周知・慣用技術を例示する旨を示す簡潔な文章

とすることにより、当該疑義の生じない文章にすることが好ましいのではない

か。 
 


