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第１章 事業の背景と目的 

産業財産権を取り巻く環境の多様化・複雑化に伴い、特許庁の事務に関しても、料金減免・

早期審査等の制度の複雑化や先行調査における調査対象資料の増加等に起因して業務量が増

加している。こうした背景を踏まえ、本事業では、特許行政の高度化・効率化に資すること

を目的に、将来の技術進展も視野に入れ、人工知能（ＡＩ）技術の特許行政事務への適用可

能性の検討を行った。 

 

第２章 事業概要 

第１節 調査範囲 

本事業では特許行政事務のうち、特許・実用新案・意匠・商標それぞれについて、受付か

ら実体審査までを対象とした。 

 

図表 1 本事業の調査範囲 

 

 

第２節 事業の構成 

本事業は、下記の 3 つのフェーズで構成される。3 つのフェーズにおいて、それぞれ、Ａ

Ｉ技術の適用可否を検討すべき業務の選定、業務課題を解決・軽減するＡＩ技術を用いたソ

リューション案の適用可能性の検討、検討したソリューション案の実証を行った。また、こ

れらの結果を基に、将来的なＡＩ技術の適用に向けた提案を行った。 

 

フェーズ１：特許行政事務の棚卸しとＡＩ技術の適用可否を検討すべき業務の選定 

フェーズ２：業務課題を解決・軽減するためのＡＩ技術を用いたソリューション案の立案 

      と技術水準を踏まえた適用可能性の可否の精査 

フェーズ３：２業務（電話の質問対応、図面情報に基づく特許分類付与）の先行的な実証 
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第３章 事業実施結果 

第１節 検討すべき業務の選定（フェーズ 1） 

フェーズ 1 の開始に当たり、特許行政事務の棚卸しを行い、892 の業務が今回の調査対象

の基礎となることを特定した。これらの業務について、業務の画一性や業務負荷等の業務分

析を行い、ＡＩ技術の適用可否を検討すべき業務の選定を行った。 

具体的には、まず、892 の業務のうち、思考や判断が不要であり、画一的なシステム化に

より対応可能、又は対応済みの 670 業務を除外した。次に、残った 222 業務について、①業

務負荷、②業務頻度、③職員の精神的な負荷、の 3 点を評価指標とし、担当課室へのインタ

ビュー等を経て、評価指標が高く優先度の高い 20 業務をＡＩ技術の適用可否を検討すべき業

務として選定した。選定された業務のうち、電話・メールの質問対応業務については全課室

で検討対象に挙げられたことから、下表のように、15 業務（のべ 20 業務）について、ＡＩ

技術の適用可能性を検討することとした。 

 

図表 2 ＡＩ技術の適用可否の検討対象として選定された業務一覧 

 業務名 対象 業務内容・課題 

1 電話・メールの質問対応 全課室 担当課室の特定、問合せ対応 

（関係課室からの、のべ 6 業務を統合） 

2 紙出願の電子（テキスト）化 受付 紙出願された資料を、OCR（光学的文字認識）によ

りテキスト化 

3 申請書類の印影確認 受付・ 

方式 

申請書類の印影とマスタ登録された印影の照合 

4 特許分類付与 特許 出願された発明に対し、発明の技術的事項に基づき、

適切な分類を付与 

5 出願における登録商標の使用

の確認 

特許 出願書類中で登録商標が使用されている場合に、該当

部分を特定 

6 発明の内容理解・認定 特許 出願された発明の内容を理解し、特許保護を求めてい

る技術的思想の技術的範囲を認定 

7 先行技術調査 特許 出願された発明に関連する先行技術文献を、データ

ベース等を活用して抽出 

8 特許登録可否の判断 

（拒絶理由通知の作成） 

特許 出願された発明と過去の発明を対比し、特許を付与す

べきかを判断して、判断の具体的理由を示す拒絶理由

通知等を作成 

9 品質監査 

（作成書類の誤記確認） 

特許 審査官の作成書類の記載の形式的な瑕疵の確認 

10 先行意匠調査 意匠 出願された意匠の新規性、創作非容易性の判断に資す

るための調査を実施 

11 意匠分類付与 意匠 出願意匠に対し、日本意匠分類・ロカルノ分類を付与 

12 意匠登録可否の判断 意匠 先行意匠と出願意匠を対比し、新規性等の要件を満た

しているか検討し、登録可否を判断 

13 先行図形商標の調査 商標 出願された図形商標と同一又は類似の商標の有無を

調査 

14 不明確な指定商品・役務調査 商標 商標の使用をする商品・役務の記載（特定）が不明確

な出願に対し、どのような商品・役務であるかを調査 

15 商標の審査判断 商標 出願された商標の識別性の有無、不登録事由の有無を

検討し、商標登録の可否を判断 
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第２節 業務課題へのソリューション案・人工知能適用可能性の検討（フェーズ 2） 

フェーズ 2 では、フェーズ 1 の結果として得られた 15 業務（のべ 20 業務）それぞれにつ

いて、その業務課題の解決・軽減が期待されるソリューション案を検討するとともに、当該

ソリューション案の導入可能性について、ＡＩ技術の技術水準から検討を行った。 

 具体的には、担当課室へのインタビュー等を通じて各業務に対する業務課題を特定し、当

該業務課題を解決・軽減しうるソリューション案を機能ごとに立案した。その後、文献調査

等を通じ、それぞれのソリューション案について、導入に必要となる技術水準を確認するこ

とで、導入可能性の可否を検討した。検討に当たっては、大学・独立行政法人等の外部有識

者の意見を聴き、その内容の妥当性を確認した。 

 

検討の結果、下記の通り、6 業務について、必要なソリューション案の導入可能性有りと

判断された。また、4 業務について、現時点において、業務全般へのＡＩ技術の導入は困難

であるものの、一部のソリューション案について導入可能性ありと判断された。また、残り

の 5 業務については、基礎研究を含め関連技術は存在しなかった。これら 5 業務については、

将来的な技術のブレークスルーが必要であるため、当面は、技術の進展を注視することが適

当と判断された。 

 

現在の技術水準で必要なソリューション案の導入可能性ありとされた業務 

1 電話・メールの質問対応 

2 紙出願の電子（テキスト）化 

3 申請書類の印影確認 

5 出願における登録商標の使用の確認 

9 品質監査（作成書類の誤記確認） 

13 先行図形商標の調査 

 

一部のソリューション案の導入可能性ありとされた業務 

4 特許分類付与 

7 先行技術調査 

11 意匠分類付与 

14 不明確な指定商品・役務調査 

 

ソリューション案について、基礎研究を含めて関連技術が存在しない業務 

6 発明の内容理解・認定 

8 特許登録可否の判断（拒絶理由通知の作成） 

10 先行意匠調査 

12 意匠登録可否の判断 

15 商標の審査判断 
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図表 3 ソリューション案ごとのＡＩ技術適用可能性 

１．電話・メールの質問対応（全課室） 
ｿﾘｭｰｼｮﾝ

① 
質問者の質問内容から、担当課室を特定し、振り分

ける機能 
類似業務の製品・サービスが存在。 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ

② 
本人確認の質問を行い、回答が適切かを判断する機

能 
類似業務の製品・サービスが存在。 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ

③ 
職員・質問者の会話内容をテキスト化し、過去の応

対記録から回答候補を提示する機能 
類似業務の製品・サービスが存在。 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ

④ 
回答を音声で回答する機能 類似業務の製品・サービスが存在。 

（総括） 

全てのソリューション案について、既存の商品・サービスが存在。実証事業に移行し、精度等の確認を

行い、実用化可否を確認することが適当。 

 

2．紙出願の電子（テキスト）化 （受付） 
ｿﾘｭｰｼｮﾝ

① 
文字認識精度を向上する機能 類似業務の製品・サービスが存在。 

（総括） 

ソリューション案について、既存の商品・サービスが存在。実証事業に移行し、精度等の確認を行い、

実用化可否を確認することが適当。 

 

3．申請書類の印影確認（受付/方式審査） 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ

① 
イメージ化された出願書類の印影部分を特定し、マ

スタ登録の印影と同一か照合する機能 
類似業務の製品・サービスが存在。 

（総括） 

ソリューション案について、既存の商品・サービスが存在。実証事業に移行し、精度等の確認を行い、

実用化可否を確認することが適当。 

 

4．特許分類付与（特許） 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ

① 

出願書類のテキスト情報から、FI・F タームの候補

を、付与根拠となった記載箇所とともに提示する機

能 

FI・F ターム付与（テキスト分類技術）

や、付与根拠提示に必要な基盤技術は

存在。 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ

② 

出願書類の図面情報から、FI・F タームの候補を、

付与根拠となった記載箇所とともに提示する機能 

FI・F ターム付与や、付与根拠提示に必

要な画像分類技術について、基礎研究

報告はあるが、技術は未確立。 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ

③ 

F タームについて、検索キーとしての有用性の重み

付けを行い、ノイズのない付与を行う機能 

技術常識の知識体系を整理する研究は

実用レベルに無く、Fタームと発明の課

題解決手段との対応づけに関する基礎

研究の報告なし。 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ

④ 

付与された FIの中から、発明を最も適切に表現する

FI を選択し、その根拠を文章で提示する機能 

技術常識の知識体系を整理する研究は

実用レベルに無く、FI と発明の課題解

決手段との対応づけに関する基礎研究

の報告なし。 

（総括） 

ソリューション①については、基盤技術が存在するため、ソリューション①のみで業務の高度化・効率

化が可能か否かを検討の上、実証事業に移行し、実用化可否を確認することが適当。 

ソリューション②から④については、現在のソリューション案では実用化は困難。 
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5．出願における登録商標の使用確認（特許） 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ

① 

出願書類を対象に、指定した登録商標と同一の語句

の有無をチェックし、登録商標としての使用かを確

認する機能 

類似業務の製品・サービスが存在。 

（総括） 

ソリューション案について、類似業務における既存の商品・サービスの活用を念頭に実証事業に移行し、

精度等の確認を行い、実用化可否を確認することが適当。 

 

6．発明の内容理解・認定（特許） 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ

① 

発明の背景にある自然法則や技術常識等も参酌しつ

つ、発明の概要や請求項と明細書の対応関係につい

て、審査官に説明し、質問に答える機能 

自然法則や技術常識の知識体系を整理

する研究は実用レベルに無く、それら

を考慮した発明の概要等の作成は不可

能。また、現在の質問応答技術では、

質問と回答のデータセットが必要であ

り、書面の内容に関して逐次なされる

質問に応答する技術についても、基礎

研究の報告なし。 

（総括） 

発明の内容理解・認定は具体的な出力のない業務であって、その性質上ＡＩ技術が馴染まない上、発明

の概要の作成や発明に対する質問に回答することも技術的に困難。支援ツールであっても、将来的な技

術のブレークスルーなしでは、実現は困難であり、当面は、技術の進展を注視することが適当。 

 

7．先行技術調査（特許） 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ

① 

出願内容を基に、発明の新規性・進歩性等を否定し

うる文献を抽出する機能 

漏れの無い抽出に不可欠な、発明の認

定を行う技術や出願された発明と先行

技術文献とを対比する技術などについ

て、基礎研究の報告なし。 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ

② 

検索式に含まれる用語を自動で拡張する機能 検索のための用語を拡張する技術（形

態素解析技術、テキスト分類技術）に

ついて、基盤技術は存在。 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ

③ 

ものや方法の情報とそれらの物性や条件の数値情報

を関係づけた検索を可能とする機能 

単位や数値範囲の表記を統一して検索

可能にするための前提となる数値とそ

の数値の意味を抽出し解析する技術

（形態素解析技術）について、基礎研

究の報告なし。 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ

④ 

検索インデックスを用いた検索において、ヒット文

献の根拠箇所をハイライトして提示する機能 

テキスト情報に必要な技術（自動要約

技術）について、基盤技術は存在。 

画像情報に必要な技術（画像分類技術）

について、基礎研究報告はあるが、技

術は未確立。 

（総括） 

自動検索を実現するためのソリューション①は、実用レベルの精度を達成する技術が確立されておら

ず、審査官が追加調査の必要性を判断することもできないため、当面、実現は困難。 

ソリューション②、④を活用した支援ツールとしての活用の可否を検討することが適当。 
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8．特許登録可否の判断（拒絶理由通知の作成）（特許） 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ

① 

出願された発明と、引用文献の候補とを対比し、新

規性・進歩性等の評価の後、拒絶の理由を自然言語

で提示する機能 

技術常識を加味した一致点・相違点の

対応付けを行うために必要な技術に関

する基礎研究の報告なし。 

また、対比等の結果をもとに拒絶理由

通知の文書作成を支援する技術も、関

連する基礎研究の報告なし。 

（総括） 

発明の背景にある技術常識までを考慮に入れて対比を行うといった業務は、その性質上機械処理による

数値化に馴染まない。支援ツールであっても、将来的な技術のブレークスルーなしでは、実現は困難で

あり、当面は、技術の進展を注視することが適当。 

 

9．品質監査（作成書類の誤記確認）（特許） 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ

① 

監査項目について、表記揺れも含めた確認を行い、

監査結果の候補を提示する機能 

表記揺れ対策としての名寄せ技術や記

載ミス対策としての情報抽出技術な

ど、基盤技術は存在。 

（総括） 

類似業務等に利用されている製品・サービスは確認できないものの、基盤技術が確立していることから、

実証事業に移行し、精度等の確認を行い、実用化可否を確認することが適当。 

 

10．先行意匠調査（意匠） 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ

① 
出願に含まれるテキスト及び画像情報を基に、類似

する意匠の候補を抽出し、提示する機能 

需用者の注意を惹く特徴部分の抽出に

必要な画像分析技術について、基礎研

究の報告もなし。 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ

② 
カタログ等の部分的な記載しかない意匠について、

物品の基本構造を基に図面を作成する技術 
基礎研究の報告なし。 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ

③ 
物品分野ごとの意匠のトレンドを時系列で分析し、

可視化する技術 

研究報告はあるが、技術は未確立 

（機能①の技術が前提）。 

（総括） 

現在の技術水準では、ソリューションを実現する技術は存在せず、ソリューション案の見直し等を行う

ことが適当。 

 

11．意匠分類付与（意匠） 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ

① 

出願内容のテキスト・図面情報から、日本意匠分類・

ロカルノ分類の候補を付与根拠とともに提示する機

能 

分類候補の提示は、類似の製品・サー

ビスが存在。付与根拠を提示する自動

要約技術は、基礎研究の報告なし。 

（総括） 

分類付与については、既存の技術が活用可能であることから、付与根拠の提示について、ソリューショ

ン案の見直し等を行うことが適当。 

 

12．意匠登録可否の判断（意匠） 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ

① 

出願された意匠と、先行意匠とを対比し、その共通

点・差異点を認定した上で、新規性・創作容易性等

の判断を支援する技術 

出願された意匠と先行意匠との共通

点・差異点の認定に必要な画像検索技

術について、基礎研究の報告なし。 

（総括） 

新規性・創作容易性の判断のように、数値化が困難な情報の対比を行うことは、ＡＩ技術に馴染まず、

審査官の理解の補助として、出願された意匠と先行意匠との共通点・差異を表示することも技術的に困

難。将来的なブレークスルーなしでは、実現は困難。当面は、技術の進展を注視することが適当。 
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13．先行図形商標の調査（商標） 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ

① 
図形商標の特徴的な部分（要部）を抽出する機能 類似業務の製品・サービスが存在。 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ

② 
提示された要部に対して形状の類似する領域を特定

する機能 
類似業務の製品・サービスが存在。 

（総括） 

全てのソリューション案について、既存の商品・サービスが存在し、実証事業に移行し、精度等の確認

を行い、実用化可否を確認することが適当。 

 

14．不明確な指定商品・役務調査（商標） 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ

① 
過去の指定商品・役務の採択事例や補正案を基に、

不明確な商品・役務に対する補正案を提示する機能 
類似業務の製品・サービスが存在。 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ

② 
出願人が補正した後の指定商品・役務が当初の出願

の範囲を超えていないかを確認する機能 

指定商品・役務の拡大の有無を判定す

る意味理解技術について、研究報告は

あるが、技術は未確立。 

（総括） 

ソリューション②について、既存技術の活用は困難であるため、ソリューション①のみで、業務の高度

化・効率化が可能かを検討することが適当。 

 

15．商標の審査判断（商標） 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ

① 

インターネット等から、出願された文字商標の使用

箇所を抽出し、出願商標と同一の指定商品・役務の

使用方法か否かを提示する機能 

商標が指定商品・役務の一般名称とし

て使われているか否かを判断する意味

解析技術について、基礎研究の報告な

し。 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ

② 
商標の一部又は全部が、公序良俗違反である場合、

理由と共に該当箇所を提示する機能 

公序良俗違反を確認する意味解析技術

について、基礎研究の報告なし。 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ

③ 
インターネット等から、著名な商標である可能性と

その根拠を提示する機能 

署名性をチェックする意味解析技術に

ついて、基礎研究の報告なし。 

（総括） 

ある用語がどのような用途で使われているか、公序良俗に反するか、著名かといった、常識に照らした

判断は、地域や時間によって変遷することから、学習が必要なＡＩ技術に馴染まず、将来的な技術のブ

レークスルーなしでは、実現は困難。当面は、技術の進展を注視することが適当。 
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第３節 人工知能技術の適用可能性の概念実証（フェーズ 3） 

１． 実施概要 

フェーズ 2 で検討されたソリューション案から、本年度の実証事業として、先行的に「方

式審査における電話問合せ応答」と「分類付与における図面を活用した F ターム付与支援」

を選定して、概念検証と実機検証を実施した。 

 

図表 4 現状の課題に対するソリューションのイメージ（「方式審査における電話問合せ応答」） 

 
図表 4 現状業務に対するＡＩ技術を用いた支援イメージ 

（「分類付与における図面を活用した F ターム付与支援」） 

答

現在

登録調査機関により人手で付与

登録調査機関により、分類表を参考に人手で付与。

AI適用後

AIの支援により、付与対象のFタームの候補を出力。

① テキストを活用したサポート（実証中）
② 図面を活用したサポート（概念実証の対象）
③ テキスト+図面を活用したサポート（未対応）

AI支援による付与候補提示

支援システム
（AI技術）出願書類

Fターム

出願書類

登録調査
機関

Fタームを
付与

最終的は判断は人が行う。
（AIはあくまで支援のレベル）

参照
登録調査機関Fターム

を付与

分類表

参照

出願書類

過去の付与
結果

 

 

２． 実施結果 

（１） 方式審査における電話問合せ応答 

本概念実証の 2 サイクルの検証を通じて、過去 QA を提示することについて、約８割の回

答が上位 5 位以内に提示され、実用的なレベルにあることが分かった。 

今後は、自動回答に向けて、より上位に回答が提示できるような改善や、方式審査業務だ
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けでなく、より幅広い業務に対する質問への対応が必要と考えられる。 

以下に、今後の課題と対策案を記載する。また、システム構築、運用に向けた取組として、

音声認識システム、応対記録作成支援システムと連携した状態での実証による効果確認や、

チャット等の新たな問合せルートへの適用可能性の確認等が考えられる。 

 

図表 5 改善に向けた残存課題と対策案 

残存課題 対策案 

蓄積データのさらなる拡充 ・応対記録票情報の効率的な活用（過去 QA） 

・回答根拠情報からの QA 作成（過去 QA） 

・蓄積情報の拡充に向けた自動登録機能の追加 

類似度の精度向上 ・類似度算出対象の改善（段落単位と文単位のハイブリッド等）（回答根拠） 

・出力した正解情報の利用者フィードバックを活用した学習機能の追加 

・複合的な質問や、文脈を考慮した質問の理解機能の追加 

・過去になかった質問の場合、データが蓄積されていないことを提示する機能 

 

（２） 分類付与における図面を活用した Fターム付与支援 

本実証では、特定のテーマコードを対象に、教師データを利用して図面を活用した F ター

ム付与支援の検証を行った。一部の F タームでは、一定の正答率を示した一方、適切に付与

できない F タームが複数存在した。今回の実証手法による付与支援を実現するために解決す

べき技術的課題とその対策案を、下図のように整理した。 

とりわけ、今回の実証で用いた手法では、付与頻度の少ない分類で、学習に係るデータ量

が確保できないケースも想定され、また、教師データ作成に膨大な労力を要することから、

図面を活用した F ターム付与支援については、当面は、画像分類技術の今後の技術の進展を

注視していくことが適当である。 

 

図表 6 課題と対策案 

No 課題 対策案 

1 精度改善 照合方式の最適化 全体形状と部分形状の双方の利点

を活用した照合ができていない。 

今回の検証結果をもとに、全体形状

と部分形状の特徴抽出で取得され

る部分を分析し、図面のパターンに

応じた特徴抽出の方法を適用でき

る仕組みを検討する。 

符号除去処理の改善 一部、符号以外の特徴的な個所が

除去される。 

物体検出のアプローチを検討する。 

付与図面の量 付与図面数が少ない F タームの適

切な照合ができない。 

 

・特許の図面以外から図面データを

収集し、付与図面として登録する。

（Webから画像を収集するなど） 

・図面以外のテキスト（図面の説明

等）を活用し、少ない付与図面でも、

テキスト情報で特徴を補完するこ

とにより精度を上げる。 

2 対象の拡

大 

しきい値の判定方式 適切なしきい値の判定方式が明確

でない。 

 

一般的なしきい値指定法（モード

法、判別分析法等）で測定し、適合

性のある方式を検証する。 

3 蓄積デー

タ 

付与図面の蓄積方法 登録図面に対し、図面と F ターム

の紐付けがされていない。 

分類付与時に付与図面を蓄積させ

る仕組みを検討する。 
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第４節 将来的な人工知能技術適用に向けた提案 

１． 検討概要 

これまでの検討を通じ、技術水準を踏まえたＡＩ技術の適用可能性について一定の結論を

得たが、実用化に当たってはＡＩの学習に必要なデータの収集とそれに基づく実証事業によ

る精度検証等が不可欠になる。本節ではＡＩ技術の業務適用に向けて一般的に必要なプロセ

スを整理した上で今後推奨される取組を提案した。今後は特許庁において本提案も参照しつ

つアクション・プランを作成するとともにフォローアップ体制を確立することが推奨される。 

 

２． 今後の取組に対する提案の概要 

ＡＩ技術の適用に向けたプロセスの基本構造は以下の通り一般化される。本年度事業では

最上段に当たるＡＩ適用検討までを行った。その結果、策定したソリューション案について

類似の製品・サービスが存在するか基盤となる技術が存在する業務が 10（のべ 15）存在し

た。これらの業務では必要なデータ蓄積の有無を確認し早期に実証に進むことが適当である。  

 一方、策定したソリューション案について基礎研究を含めて関連技術が存在しない業務が

5 つ存在した。これらの業務についてはソリューション案の見直しを行う、あるいは、当面、

ＡＩ技術の進展を注視することが適当である。 

 

図表 7 ＡＩ技術の本格導入までのプロセスの基本構造 

  

 

３． 各業務に関する個別の提案 

上記のＡＩ技術の適用に向けたプロセスの基本構造を基に、各業務に推奨される取組及び

それに要する期間を以下のようにとりまとめた。なお、実証事業を開始するスケジュールが

業務によって異なること、実証事業や試行導入時点での試行錯誤によって、検証項目の見直

し等がありえること、本格導入に当たって、費用対効果が見合わないなどの理由により、計

画の変更がありうることには、留意が必要である。 
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図表 8 各業務に関する個別の提案 

1. 電話・メールの質問対応 

技術水準 類似業務の製品・サービスが存在。 

データ蓄積 以下のデータの蓄積が必要。 

・過去の質問パターンを網羅した電話・メールの応答記録。 

・特許関連の用語。 

今後の取組に 

ついての提案 

 

実証事業を通じ、データ蓄積の仕組み作りや、費用対効果の精査を行い、条件が

満たされる場合には、概ね２～３年以内に、試行又は本格導入を検討することが

適当。 

 

2. 紙出願の電子（テキスト）化 

技術水準 類似業務の製品・サービスが存在。 

ただし、現在の文字の誤認識率を、現行技術のみで達成することは困難。 

データ蓄積 不要。 

今後の取組に 

ついての提案 

実証事業を通じ、現行技術の性能確認とコストの再検討を行うとともに、現行業

務を棚卸しした上で、プロセスの一部でのＡＩ技術の適用を検討し、条件が満た

される場合には、概ね２～３年以内に、試行又は本格導入を検討することが適当。 

 

3. 申請書類の印影確認 

技術水準 類似業務の製品・サービスが存在。  

データ蓄積 不要。 

今後の取組に 

ついての提案 

実証事業を通じ、費用対効果の精査を行い、条件が満たされる場合には、概ね２

～３年以内に、試行又は本格導入を検討することが適当。 

 

4. 特許分類付与 

技術水準 出願書類のテキスト情報から FI・Fタームの候補を付与根拠箇所とともに提示す

る機能について、基盤技術が存在。 

データ蓄積 精度向上のために、FI・Fタームの付与根拠のデータの蓄積が必要となる可能性

あり。 

今後の取組に 

ついての提案 

実証事業を通じ、付与根拠データの必要性の有無、精度、費用対効果等を確認。

概ね３年かけて、業務支援の可能性・導入の可否を検討していくことが適当。 

 

5. 出願における登録商標の使用の確認 

技術水準 類似業務の製品・サービスが存在。 

データ蓄積 以下のデータの蓄積が必要。 

・登録商標の語句が登録商標として使用されている出願書類と、登録商標と異な

る意味で使用されている出願書類のデータ。 

・精度向上のために、同義語や上位下位概念の展開に用いる専門用語の蓄積が必

要になる可能性あり。 

今後の取組に 

ついての提案 

実証事業を通じ、データ蓄積の仕組み作りや、費用対効果の精査を行い、条件が

満たされる場合には、概ね３～５年以内に、試行又は本格導入を検討することが

適当。 

 

6. 発明の内容理解・認定 

技術水準 基礎研究を含め、関連技術が存在しない。 

データ蓄積 － 

今後の取組に 

ついての提案 

今回の調査において検討した、支援ツールとしての活用を含めたソリューション

案については、将来的な技術のブレークスルー無しでは、実現は困難であり、当

面、ＡＩ技術の進展を注視することが適当。 
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7. 先行技術調査 

技術水準 検索式に含まれる用語の拡張機能、検索インデックスを用いた検索の結果のヒッ

ト根拠箇所をハイライトする技術について、基盤技術が存在。 

データ蓄積 検索結果の根拠箇所をハイライトする技術について、精度向上のために、FI・F

タームの付与根拠のデータの蓄積が必要となる可能性あり。 

今後の取組に 

ついての提案 

実証事業を通じ、付与根拠データの必要性の有無、精度、費用対効果等を確認。

概ね３年かけて、業務支援の可能性・導入の可否を検討していくことが適当。 

 

8. 特許登録可否の判断（拒絶理由通知の作成） 

技術水準 基礎研究を含め、関連技術が存在しない。 

データ蓄積 － 

今後の取組に 

ついての提案 

今回の調査において検討した、支援ツールとしての活用を含めたソリューション

案については、将来的な技術のブレークスルー無しでは、実現は困難であり、当

面、ＡＩ技術の進展を注視することが適当。 

 

9. 品質監査（作成書類の誤記確認） 

技術水準 類似業務に利用されている製品・サービスは確認できないものの、基盤技術が存

在。ただし、監査項目に変更が生じた場合、改めて検討の必要あり。 

データ蓄積 不要。 

今後の取組に 

ついての提案 

実証事業を通じ、費用対効果の精査を行い、条件が満たされる場合には、概ね２

～３年以内に、試行又は本格導入を検討することが適当。 

 

10. 先行意匠調査 

技術水準 本事業で検討したソリューション案について、基礎研究の報告なし。 

データ蓄積 不要。 

今後の取組に 

ついての提案 

ソリューション案の再検討が必要。 

例えば、日本意匠分類やロカルノ分類が、用途・機能と関連が深いことを利用し

た分類と用途・機能との関係をモデル化し、当該モデルを基に分類を推定する方

法等が考えられる。 

 

11. 意匠分類付与 

技術水準 意匠分類候補の提示について、類似業務の製品・サービスが存在。 

データ蓄積 不要。 

今後の取組に 

ついての提案 

実証事業を通じ、費用対効果や精度の確認等を行う。概ね３年かけて、業務支援

の可能性・導入の可否を検討していくことが適当。 

 

12. 意匠登録可否の判断 

技術水準 基礎研究を含め、関連技術が存在しない。 

データ蓄積 不要。 

今後の取組に 

ついての提案 

今回の調査において検討した、支援ツールとしての活用を含めたソリューション

案については、将来的な技術のブレークスルー無しでは、実現は困難であり、当

面、ＡＩ技術の進展を注視することが適当。 
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13. 図形商標の調査 

技術水準 類似業務の製品・サービスが存在。 

データ蓄積 要部となるデータ（複数の要部が存在し、重要度の違いがある場合は、その重み

の情報も必要）のデータの蓄積が必要。 

今後の取組に 

ついての提案 

実証事業を通じ、データ蓄積の仕組み作りや、費用対効果、精度の確認等を行い、

条件が満たされる場合には、概ね３～５年以内に、試行又は本格導入を検討する

ことが適当。 

 

14. 不明確な指定商品・役務調査 
技術水準 不明確な指定商品・役務に対する補正案を提示する機能について、類似業務の製

品・サービスが存在。 

データ蓄積 指定商品・役務ごとに、採択事例のデータの蓄積が必要。 

今後の取組に 

ついての提案 

実証事業を通じ、費用対効果や精度の確認等を行い、業務支援が可能であると見

込まれた場合、概ね２～３年以内に、試行又は本格導入を検討することが適当。 

 

15. 商標の審査判断 

技術水準 基礎研究を含め、関連技術が存在しない。 

データ蓄積 不要。 

今後の取組に 

ついての提案 

今回の調査において検討した、支援ツールとしての活用を含めたソリューション

案については、将来的な技術のブレークスルー無しでは、実現は困難であり、当

面、ＡＩ技術の進展を注視することが適当。 

 

４． フォローアップ体制の確立 

特許行政事務へのＡＩ技術の適用には、複数年に亘っての検討が必要となり、その過程で

は、最新の技術動向に精通した専門家の知見を反映することが不可欠となる。また、適用の

可能性があるとされた業務へのＡＩ技術の適用を同時に行うことは現実的ではなく、実証事

業や試行導入の方針・優先順位付けを客観的に評価することが必要となる。さらに、導入に

当たって、現状の業務の在り方を変えることが業務の高度化・効率化につながるかという視

点が重要であり、業務設計の専門家の意見を聴取することも有用である。 

 

こうした観点から、特許庁内に、ＡＩ専門家、行政専門家、業務改善専門家等、各分野の

有識者からなる「タスクフォース」を組織し、特許行政事務へのＡＩ技術の適用について、

最新の技術・市場動向を共有すると共に、各業務に対するＡＩ技術の導入に向けた取組の進

捗を定期的に評価し、必要に応じ、アクション・プランの見直しを行う体制を設けることが

重要である。 

 

＜タスクフォースに求められる役割（例示）＞ 

1. 技術動向・市場動向の理解： 

（技術動向）最新研究動向の調査と分析・特許行政事務への適用可能性の検討 

（市場動向）国内外のＡＩ技術の活用に関するベストプラクティスの調査 

2. 組織面・業務面の方針検討：ＡＩ技術を導入した際の業務設計、運用の仕組みづくり 

3. 方針策定・評価：実証事業や試行導入の進捗を把握し、方針策定・評価を実施 

4. アクション・プランの進捗状況の点検、見直し 

 


