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の各段階における特許情報の十分な活用を促し、研究効

率の飛躍的な向上に期待するとともに、無駄な出願や請

求の防止、戻し拒絶となるような出願を中心とした審査

請求済案件の取下げ等の出願・審査請求構造の改革に対

し理解・協力を求めることを行ってきました。また、

我々も出願上位企業約1 3 0社の実務者レベルと最近の知

財を巡る動き、法改正の状況、各種特許関連データ（業

界、企業毎データ）を提示・説明するとともに企業の知

財戦略について意見交換し、特許庁に対するニーズの吸

い上げ、場合によっては知財戦略のポイントやモデルケ

ースを示して適宜アドバイスを行っています。中小企業

とも約7 0社と意見交換し、企業規模が小さい、地方に所

在すること等に起因する要望等の抽出も行っています。

2. 企業と審査官とのコミュニケーションの増大を

（1）コミュニケーションの必要性

コミュニケーションが最終目的ではないことは当然で

すが、なぜ、審査官は企業とコミュニケーションをとる

必要があるのでしょうか？ 自分の担当する分野の技術

水準を把握すること、最先端技術を習得すること、発明

の苦労のポイントを実感することにより発明の効果を適

正に評価できるようになること、企業側が拒絶理由への

対応が適切にできること等多々あります。それにより、

権利設定過程における企業及び特許庁側の業務負担が減

少できる効果があります。しかし、審査において一番重

要なことは 、「進歩性や明細書の記載要件の判断基準を

どこに設定するのが当該分野の技術の発展に繋がるの

か、研究者等のインセンティブに繋がるのか」について

自分若しくはグループなりに判断基準を設定・共有する

ことではないかと思われます。そのためには、より多く

の判断材料を出願人とのコミュニケーションの中で得て

いくことが重要と考えられます。別の見方で付言すると、

審査の質を向上させることとは、いたずらに不必要な時

間をかけて拒絶すべく努力するのではなく、いかに我が

国の産業競争力が増すような結論、すなわち、出願人、

第三者や業界ができるかぎり納得する結論をばらつき無

く出すように努力することではないでしょうか。

（2）企業訪問（研究所・工場視察）

特許庁幹部と企業トップの意見交換会で寄せられた特

許庁への要望で一番多かったことは、特許庁と経営トッ

プレベルでの意見交換を継続的に開催することととも

に、先端技術の第一線の研究者と審査官との意見交換、

審査官の研究所・工場視察を強く希望されたことです。

その理由は 「審査官と現場の発明者との明細書等の

記載についての見解が上手く噛み合ってない」という意

見に代表されています。すなわち、

・審査官が担当分野の技術水準、技術常識（周知事項）

が分かっていない（単に勉強不足というのではなく、

実際に見聞・操作しないと分からない技術であった

り、数年以上経験しないと理解できない技術であった

りと、デスクワークのみでは絶対理解できないことが

当該分野の技術者の間では常識のケースも多い）、

・当該分野の進歩性の従来からの審査基準が分かってい

ない（「担当審査官が変更になっても急激に特許率が

変化しないようにしてもらいたい」、「新任審査官は過

去数年の特許公報を全体を通してどのような技術が特

許されてきたのか一度は見るべき」）、

・発明の効果について当該技術においてどの程度苦労し

て達成されるものなのかそれとも構成の変更により当

然変化する程度のものなのかが分かっていない、

等の不満によるものと思われます。しかし、これらのこ

とは遠慮なく企業訪問して知見を得ることが有効な解決

手段であることを企業側も認識しているのです。

例えば、「肌触り、風合い、美観等の評価を明細書中

に表現することが非常に難しいので、審査官にはぜひ工

場視察に来てもらいたい」「普段目に触れにくいものの

ため大きさ、速度、動きについて実感してもらいたい」

との意見もありました。

特に、新しく技術分野を担当した場合は、「百聞は一

見にしかず」ということもありその旨を企業側に伝えて

当該分野の技術水準や開発に苦労する点をしっかり勉強

することが必要です。すなわち、工場視察を行った際も

単に研究所・工場を一周してくるだけでなく、相手の状

況に応じて、しっかり研究者等から技術開発、出願まで

の苦労を聞くことや、さらには、知財部の人から発明の

発掘の手法、先行技術調査の状況、出願とブラックボッ

クス化の峻別、拒絶理由に対して応答無し（戻し）とす

る理由、情報提供や無効審判をするケース、競合他社と

の争いになるケース等も聞いてみることもバランスのと

れた審査のためには非常に有効かと思います。

一方、審査官側も出願人の意見書の釈明が拒絶理由と

かみ合っていないと感じるケースも少なくないのではな



いでしょうか。以前は企業側も審査官の思考パターンを

意見交換等を通じて何となく理解しており、拒絶理由の

行間を読んで対応していたようですが、最近はたぶんこ

うだろうということで提出した意見書や補正書が結果的

に食い違っておりお互いの不信感が増幅することも生じ

ていることが懸念されます。

さらに、指摘されている点は、国家公務員倫理法を過

度に厳格に運用しすぎて、訪問を拒否する、出されたお

茶も辞退等して意見交換がスムーズに行われないケース

があるとの指摘もありますので、国家公務員倫理規定や

その事例集を十分理解して対応する必要もあります。な

お、「目的がはっきりしていれば頻繁に訪れてもらって

も一向にかまわない」、「予算面の理由で年度末に出張等

が集中しがちなことには、企業側も同様であり理解する」

との意見もありました。

（3）巡回面接審査、電話インタビュー、技術説明

巡回面接審査は、非常に好評で、さらに回数を増加さ

せて欲しいとの要望が多く寄せられています。これは地

方企業は特許庁近辺の企業に比べて審査官とのコンタク

トの機会が少なくなり不利であるという認識に基づいて

いると思われます。また、審査官との直接の面接によっ

て、審査官に技術を直接説明できるため自分の主張を十

分理解してもらえたという満足感が得られるとの効果も

あるためと思われます。したがって、特許庁としても可

能な限り近郊の出願人との不公平をなくすべく巡回審査

を積極的に行う必要があると思わ

れます。なお、多くの地方出願人

は巡回審査は特許庁主導の合同開

催のみと思っていることもありま

すので、自らも申し出ることが可

能（できれば関連出願を何件かま

とめて）であることを宣伝する必

要もありそうです。

また、拒絶理由通知書や意見拒

絶査定書に審査官の連絡先が記載

されており、文意が不明等の場合

に電話で連絡がとりやすくなってい

ることは非常に好評なようです。し

かし、企業の担当者にしてみると審

査官は孤高の人との認識が依然と

してあり、一度会ってどのような人

かが分からないと電話とはいえなかなか勇気がいるとの

意見がありました。分をわきまえず何でも審査官にお任

せと言う人に対してはそれなりの対応が必要ですが、自

分のカウンターパートがお互いにどのような人かを企業

訪問等を通じて知り合って審査手続きを進めていくのは

重要です。

さらに、「明細書の記載が理解困難な場合は、拒絶理

由の通知前に、出願人と十分連絡をとっていただきた

い」、「技術内容が分かりにくければ、手間をかけてでも

技術説明を行う用意がある」、「技術内容の理解が不十分

なまま、いきなり拒絶理由通知を出すことはやめていた

だきたい」との意見もありました。審査官でも分からな

い場合は出願明細書等の記載が不備なケースも多々あり

ますので、遠慮せずに聞いてみることが良い解決手段で

はないでしょうか。

（4）業界コンタクト

「用途発明について、化粧品の分野では医薬品に比べ

て用途自体があいまいなため（医薬品においては、許認

可の関係で用途が明確に定義される）、特許性判断にば

らつきが出るのではないかと非常に危惧していたが、化

粧品業界と関連審査室との意見交換を行っていただき非

常に有益であった。今後も特許庁との意志疎通を図って

いきたい。」との声がありました。対個別企業のみなら

ず業界団体全体とのコンタクトも、統一した運用を浸透

させたい時などに有効です。
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3. 安定した権利の設定を

（1）安定した権利の設定の必要性

なぜ、安定した権利の設定が必要なのでしょう？ 当

然のことですが、権利が安定していないと、権利行使が

しづらくなるためです。一番極端な例が無審査登録でし

ょう。また、審査基準が統一されていないと権利者に無

用の不安感を与え、審査官による審査の付加価値が減じ

られるためです。極論すれば、たとえ研究開発の効率化

等に最適な進歩性のレベルでなくても、判断さえ統一さ

れていれば審査にはそれなりの価値があるのです。した

がって、少なくとも複数担当官間や経験深い担当官と新

任担当官との間のレベルの統一策を常に実行していく必

要があります。

（2）進歩性

進歩性に関しては、今の運用が適正とする意見が多い

ですが、厳しすぎる、緩すぎるとの両者の意見も存在し

ています。厳しすぎるとする理由は、欧米に比較して日

本だけ審査が厳しいと、米国での訴訟や中国・韓国・東

南アジアでの権利行使等で不利になるためというもので

す。また、緩すぎるとする理由は防衛出願や無効審判を

多数する必要があるためというものです。

（3）拒絶理由の記載

最近はかなり改善されたとの認識でしたが、必要以上

に多数の引用文献を提示するケー

ス、引用箇所が不明なケース、引

用箇所と本願との関連が不明なケ

ースが指摘されています。また、

見解の相違に基づくものも多いと

思われますが、周知、設計事項と

した際の引用文献が無いケース、

再度の拒絶理由が本来通知される

べきと思われるのに補正箇所は周

知である等の判断により拒絶査定

になったケースについての不満も

ありました。

（4）補正、分割

今回の補正の制限の見直しは、

一部異論もありますが概ね幅が広

がる方向であるため運用がしやすくなり好評のようで

す。

また、分割出願については補正に比べて判断が緩いと

の認識が一部にあり「厳しくしていただきたい」との要

望もありました。

（5）裁判所との関係

「裁判所は、特許庁出身の調査官がサポートしている

とは言え、最近、動機付けの判断が緩く（進歩性が厳し

く）なったと感じられ、特許庁が裁判所のその判断に過

度に振り回される事態を懸念する。」という声が少なか

らずありました。したがって、裁判所の判決も個別事例

毎の状況を十分吟味した上で一般化できるかどうかを判

断し、今後の審査の参考にしていく必要がありそうです。

（6）特定技術分野

以下に特定の技術分野に関連する意見の概要を列記し

ます。

①パラメーター特許出願の審査に関して、最近の厳しく

なった運用について評価する声が圧倒的です。これは、

パラメーター特許を無効にしようとするとそれを証明

するのに非常に手間、費用がかかり、企業としては新

製品開発のための前向きな研究に注力したいところ後

向きな追試実験に力を割かれるのは望ましくないため

です。

ただし、不可避なことですが、突然遡及適用される基
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準の改定時期と案件の着手状況との関係が、出願人に

とって運・不運を生む、例えば、「基準が緩い時期に

特許された案件もあれば、同じ内容でも基準が厳しい

時期には拒絶される」、「緩い基準で特許された案件の

無効審判に新しい基準がどの程度参酌されるのか不明

で、審査時と審判時で基準が異なる案件の対応に迷う」

との指摘がありました。

②組成物に関するクレームの記載要件の審査がアメリカ

に比べ日本は甘い。「～を含有する」、「～のみからな

る」等の違いが不明で、この違いがしばしば係争で問

題となる。この違いはアメリカでは厳格に運用されて

いることもあり、審査基準等で明確にして欲しい。

③機械分野において、部品点数削減、組み付け容易化等

のために、構造のシンプル化が実用化上で重要な技術

になるが、シンプル化に進歩性を認めてもらえないケ

ースが少なくない。

④ビジネスモデル特許の審査が厳しくなっているが、出

願の乱発に歯止めがかかり非常に評価できる。

⑤外国企業は、I P F（国際プラスチックフェア）、自動

車の部品のフェア等に技術レポートを提出（フェアの

参加者には自由に配布）し公知技術化しているので、

これらを収集し、審査官のサーチに加えてもらいたい。

（7）その他

外国出願人案件の明細書の記載要件の審査の厳格化、

同一主分類・同日審査請求・連番案件の同時着手、情報

提供文献の活用（ダミーでの提出の場合には通知がなさ

れないため、拒絶理由に引用されない又は特許査定時の

引用文献に掲載されないと審査官に検討されなかったと

の誤解も含まれている）、面接記録の充実等が要望とし

て出されています。

4. 権利育成型の審査を

最近の企業の特許取得活動は、従来の特許をできるだ

け数多く取得すれば良いという思考から脱却し「特許取

得の選択と集中」もかなり進んできており、大きく変化

しています。戻し拒絶になる出願の主な理由の一つとし

て、特許請求の範囲を減縮すれば特許取得できそうでも

事業に必要の無い権利は取得活動を継続しなくなったこ

とが挙げられます。逆に、意見書・補正書の提出、面

接・技術説明の申し出のある案件は事業活動に必要な案

件に集約されてきています。

そこで、これに関連する意見の概要を列記します。

①J P O審査官にも、U S P T OやE P O審査官のように、出

願人と審査官との共同作業によって発明に応じた強い

権利、日本企業の産業競争力向上のために良い権利を

設定するという意識を持ってもらいたい。拒絶をする

ことが業務との考え（単なる自己満足的な拒絶型審査）

を払拭してもらいたい。

②三極の中ではJ P Oの判断が一番厳しい。欧米で権利化

できても日本で拒絶されると思うと権利に傷が付き権

利行使に躊躇することになる。最近、中国・韓国・東

南アジアが猛追してきている時に、むやみに厳しい審

査をして果たして国益に繋がるのか疑問。権利はワー

ルドワイドで取得できていないと効果がない。また、

P C T出願の国際予備審査において、いとも簡単に特

許性無しとの判断を受けると、審査官の心構えを疑い

たくなる。P C T出願は海外でも権利化を望む重要案

件であるから、日本特許庁の特許性無しの結論が世界

で利用されることは痛手である。

③J P Oは、出願人の作成するクレームを尊重する、クレ

ームは出願人の責任で作成するとの考えのようだが、

補正の示唆に不当に誘導されるかどうかはあくまで出

願人側の問題で自己責任であるので、E P Oのように、

補正の示唆を積極的に行ってもらいたい。

④E P OやU S P T Oからの拒絶理由通知は、非常に丁寧で

その後の対応方針が立てやすい。「文献を見ればわか

るだろう」という拒絶理由通知はやめてもらいたい。

5. 企業の知財戦略に支援を

企業ではパテントポートフォーリオを取得済みの特許

権から出願中案件、さらには今後の出願を通して戦略的

に構築する等の知財戦略を高度化させつつあるところで

すが、残念ながら知財部の社内での位置づけがまだまだ

低い企業も数多く見受けられます。そこで、特許庁から

のわずかな助言や単に研究所を視察することが企業とり

わけ知財部にとって大きな支援となることがあります。

場合によっては、常識的なことでさえ分かっていても意

外と遵守されていないケース（出願前に公知にしない、

出願前に先行技術調査する等）も往々にしてありますの

で、審査官がちょっとしたアドバイスをすることが企業

にとっても非常に良い後押しになることがあります。ま
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