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ではないことをご了解ください。

Ⅰ. なぜ特許審査において品質マネジメントが求められているのか

　ご存じのように、2007年4月には、AMARIプラン2007

を受けて調整課に品質監理室を設置するとともに、各特許

審査部の横断的組織である品質監理委員会を設立するな

ど、我が国特許庁においても特許審査の品質マネジメント

の体制を整えてきた経緯があります。当時の背景には、脚

注２のような国際的な動きがありました2）。

　その後の状況を見ると、一層の国際的な議論の高まりが

見受けられます。三極特許庁会合（ユーザー会合を含む）、

五大特許庁会合、WIPO等の国際的な場において、審査の

質に関する議論が盛んに行われています3）。

　

〜ワークシェアリング〜

　こうした動きの背景には種々の事情があります。その一

はじめに

　軽い気持ちで依頼を受けた後に「テーマは自由です」と言

われ、何を書いたものか悩みましたが、①主な読者である

特技懇会員の仕事に密接に関係し、②タイムリーかつ現在

進行形で、③したがって読者の関心や議論を惹起できそうで、

④しかも皆さんの議論が今後の施策展開に役立つことが期

待できるテーマにするのが良いと考え、「特許審査における

品質マネジメント」について書くことにしました1）。

　今年1月の部長着任の際に、併せて特許審査部での品質

監理の担当を命じられるまでは、品質マネジメントについ

て体系的に考えたことはなかったので、本稿を執筆してい

る3月時点では「新米の担当者」に過ぎません。それを逆

手に取り、読者の皆さんに議論を提起する意味で上記の副

題を付けました。

　以上の次第ですので、本稿の内容はすべて筆者の個人的

見解に基づくものであり、品質監理担当としての公式見解

特許審査第一部長　　小林  昭寛

特許審査における品質マネジメント
〜新米担当部長による議論の提起〜

1）�「品質マネジメント」は、国際規格のISO9000系における「Quality�Management（QM）」の公定訳であり、完全翻訳規格であるJIS�Q�9000
系でも使われている。これに対し、日本の伝統的な品質管理の世界の用語として「総合的品質管理（TQM:�Total�Quality�Management）」が
ある。また、特許庁では「品質監理」という用語を用いている。本稿では、特に区別しない限り、これら3つの用語を概ね同義として用いる。
すなわち、「品質マネジメント」≒「総合的品質管理」≒「品質監理」として用いるが、違いや共通点を明確にしたいときは使い分ける。他方、
「品質管理（QC:�Quality�Control）」は、品質マネジメントシステム全体の一部分を意味する用語である。品質マネジメントが品質に関する
組織全体の諸活動の総体を意味するのに対し、「品質管理」はもっぱら品質要求事項を満たすことに焦点を当てた具体的な活動を意味する。

2）�2003年に、英国特許庁が、特許審査プロセスの品質マネジメントシステムに関しISO9001（品質マネジメントに関する国際規格）の認証
を取得した。同庁は、90年代から顧客満足度が高い公的機関に与えられる英国内の賞を受賞するなど品質の維持向上に力を入れていたが、
その背景にはEPOとの競合関係や、EPCの枠内でのサーチ審査結果の相互利用の促進等の観点があったと筆者は理解している。その後
同庁は、ISOの国際規格に沿った品質マネジメントシステムをPCTの国際調査・国際予備審査に導入することを提案した。国際規格をそ
のまま導入することは加盟国に受け入れられなかったものの、2004年には、国際調査及び国際予備審査の品質管理に求められる要件につ
いての規定（PCT品質フレームワーク）がPCTガイドライン第21章に盛り込まれた。その結果、ISAやIPEAは国際調査・予備審査に関
して品質マネジメントシステムを構築すべきものとされた。2005年には、EPOが、品質管理の担当部署を拡充して内部監査や顧客満足度
調査も開始したほか、欧州域内の各国特許庁も含む共通の特許品質基準の策定を目指す検討を開始した。2007年には、USPTOが、パテ
ントトロール問題を背景にして、特許の品質の最適化を戦略課題の一つとして掲げ、品質保証システムの構築などに着手した。
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〜出願急増国への懸念〜

　出願の急増国、とりわけ新興国での急激な出願増加が審

査の品質に与える影響も考慮する必要があります。先進国

ですら審査の品質がコントロールされていないとした場

合、こうした新興国特許庁に対して誰が審査の品質の向上

を働きかけられるのかということです。制度の国際調和や

PCT改革が先進国と途上国との対立で思うように進まな

い中、せめて審査の品質マネジメントの国際的な共通化と

いうアプローチによって審査結果の均質化（ある種の運用

の国際調和）を探っていくべきと思います。

　このように特許審査の品質の向上に向けた要請が高まっ

ている状況を踏まえ、産業構造審議会や知的財産戦略本

部・専門調査会などにおいて、特許庁の今後の主要施策の

一つとしての特許審査の品質監理体制の強化に向けた検討

が開始された経緯があります6）。

　平成23年度の特許審査部の施策方針（審査の取組）にお

いて、品質監理に関していくつかの新機軸を打ち出したの

も、こうした事情を背景にしたものです。

Ⅱ. 特許審査に品質マネジメントの手法を適用する

　品質マネジメントの国際規格のISO9000系は、品質マネジ

メントシステムの最低限の要求事項（何をすべきか）を規定し

ており、その方策（どのように行うか）については敢えて具体

的には規定していません。事業の性格や内容が異なる組織に

一律のやり方を当て嵌めるのが合理的でないからです。同様

に、日本の伝統的な総合的品質管理（TQM）でも、組織に合っ

た手法を創意工夫することが要諦の一つとされています。

　特許審査は、製造業における生産工程やファーストフード

店におけるサービスの提供過程などとは異なります。しかし、

つは、サーチ審査結果の相互利用に基づくワークシェアリ

ングです。ここ数年で特許審査ハイウエイ（PPH）の参加

国が急速に拡大したことに見られるように、サーチ審査結

果の相互利用のコンセプトに賛同する特許庁は増えていま

す。我が国特許庁は、日本の出願人のグローバル展開を支

援することを目的として、PPHやJP-FIRSTなどの施策

を展開してきました。

　しかし、第一庁の日本の審査が厳しすぎてPPHを使い

にくいという我が国出願人の指摘も耳にします。またこの

逆に、日本で特許になっても第二庁で新たな先行技術文献

が発見され、第二庁で特許が取得できないケースも見られ

ます。出願人によるPPHの利用率を高めるとともに、第

二庁の審査官が第一庁のサーチ審査結果を信頼して利用で

きるようにするためには、こうした両極端のいずれも好ま

しくありません。この観点から、特許審査の品質マネジメ

ントの充実が求められていると思います4）。

〜コストに見合う品質〜

　ユーザーのコスト負担の観点でも、特許審査の品質マネ

ジメントの充実が必要です。世界的な不況下でも、権利取

得コストとりわけ外国への出願のコストは増大する一方で

す。このことが、コストに見合う審査の品質への要求の高

まりの根底にあります。本来特許可能な出願が拒絶されれ

ばそれまでの投資は無駄になり、仮に上級審で拒絶査定が

覆ってもそれなりのコスト負担が発生します。逆に本来特

許すべきでない出願が特許された場合も、後に無効理由が

発見されれば権利者の投資はやはり無駄になるばかりか、

却ってコスト負担が生じます。パテントトロール問題に見

られるように、第三者のコスト負担の問題も生じ得ます。

こうした観点から、審査結果のバラツキを抑制する品質マ

ネジメントの充実の要請が生じるわけです5）。

3）�三極会合では、PCTガイドライン第21章の再改訂、三極共通品質マネジメントシステムの構築、品質関連データ測定手法（メトリクス）
の開発、ユーザー評価の収集手法、国際調査報告の品質改善策等が議論されてきた。五庁会合でも、SIPOがリード庁となって、品質監
理の共通化を長期目標に、各庁の品質監理の比較研究、各庁の審査実務ルールやサーチ実務ルールの情報交換等が行われている。WIPO
の場でも、三極提案を受けてPCTガイドライン第21章が改訂された（未発効）ほか、指定国段階で発見された先行技術のISAへの品質フィー
ドバック等が検討されている。

4）�各庁がISO9000系の国際規格に沿った品質マネジメントシステムを共通して採用することによって、提供されるサーチ審査結果の品質が
一定の水準に保たれ、相互利用の有効性を高めることができるという提案がある（脚注2参照）。品質マネジメントの世界では、同じプロ
セスで製造されたものは全く同じ製品でないにしても一定の統計的分布に従うはずという考え方に基づき、納入先にて全品受入れ検査を
行う代わりに、製造元に対して、製品の品質が望ましい分布に収まるようにプロセスを管理することを要求するという国際的なビジネス
実務が取られている。ISO9000系の国際規格が作成されたそもそもの理由も、こうして製品･サービスの国際間取引を円滑化することに
ある。ISO9000系が唯一の望ましい基準なのかとか、ISO9000系だけで品質が担保できるのかという批判はあるにしても、上記提案は、
こうした国際的な取引実務をアナロジーとして、サーチ審査結果の相互利用に適用しようとしたものだと考えれば、参考にすべき点は多々
あると思われる。

5）�当然ではあるが、三極ユーザーから三極長官への要望書では、特許可能な出願を拒絶することも、後に無効と判断される特許をすることも、
ともに審査の品質が低いことの指標とするべきと指摘されている。

6）�「国際知財戦略（Global� IP� Initiative）〜国際的な知的財産のインフラ整備に向けて〜」を参照。（産業構造審議会・知的財産部会（2月16
日開催）及び知財戦略本部･競争力専門調査会（2月17日開催）における特許庁提出資料。）
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「品質マネジメント」や「品質管理（Quality�Control:�QC）」の

一般的な手法は、特許審査における品質マネジメントにも参

考になると思い、下記のようなことを考えてみました。

1．「顧客」と「要求事項」を定義すること

　ISO9000系の品質マネジメントにしろ、日本の伝統的な

総合的品質管理（TQM）にしろ、「製品やサービスの品質の

良さは、顧客の要求事項にどの程度適合しているかで決ま

る」という考え方に基づいています。ドラッカーのマネジ

メント論で「もしドラ」7）で有名になった話として、「自分に

とっての顧客が誰かを定義することによって自分の事業が

定義される」というのがありますが、これにも通じる話です。

　特許制度のユーザーと言うと、まずは「出願人」と「第

三者」を想起するのが自然ですが、上記Ⅰで述べたワーク

シェアリングの観点の要請を考慮すれば、サーチ審査結果

を提供する相手方の「他国特許庁」についても顧客の定義

に入れるべき時代になっているように思います。

　「顧客」をこのように考えた場合、「要求事項」は、①特許審

査が法令や指針に適合していること、②審査官どうしで判断

にばらつきがないこと、③その前提として必要十分なサーチ

がなされていること、④当事者との意思疎通が十分になされ

て審査手続きに納得感・満足感があること、などが考えられます。

　上記①については、ISO9000系でも、製品・サービス

が遵守すべき法令・規制事項を満たすことは当然の品質要

求事項とされていますが、法令に従って行うべき特許審査

の場合には、より重要な要求事項です。

　上記②は、同じ案件について（ほかの条件は同一として）

複数の審査官が判断したときに、その判断が一致するとい

うことです。単に法令や指針に適合しているだけではなく、

審査官どうしの判断のばらつきがないことまでを顧客の要

求事項と考える理由は、多くの審査官の見解が一致する判

断が最も妥当な判断である可能性が高いと思われるからで

す。そうした判断であれば、出願人や第三者にも、さらに

はワークシェアの観点から他国特許庁の審査官にも、妥当

なものとして受け入れられる可能性が高いと思います。も

ちろん個々の出願に着目すれば、多くの審査官の見解が一

致する判断に対して当該出願人や特定の利害関係者が異を

唱える場合があるのは当然ですが、ここでは総体としての

出願人や第三者を顧客として想定します8）。

　上記③のサーチは、①の審査の前提材料ですが、最近では

サーチ結果の提供自体も特許庁に期待されるサービスと認識

されていることから、独立した要求事項の一つとしました。

④については、サービスの品質は、サービスの結果の品質と

サービスを経験する過程での品質の二つから構成される、と

いう考え方に基づき、顧客要求事項の一つとしました。

2.  組織としてのコミットメントと全構成員の参画

　ISO9000系の品質マネジメントでも日本の総合的品質

管理（TQM）でも、（1）組織としてのコミットメント、（2）

全構成員の積極的参画の二つがポイントだと言われます。

　まず（1）についてですが、組織がどのような製品やサービ

スを提供するかの大方針は、その組織の経営理念やビジョン

や事業戦略に基づいて決定されるべきものです。そして、提

供する製品・サービスの品質をどういう内容・水準にするか

についての「品質方針（Quality�Policy）」は、こうした組織の

大方針の一部として決められるべきものです。品質を維持向

上させるためには相応の資源が必要ですから、実現したい品

質の水準とそのために必要になる資源とを比較考量したうえ

で、どの程度の資源配分をするかの意思決定が必要になりま

す。これには組織としてのコミットメントが必要です9）。

　上記1③の「必要十分なサーチがなされていること」を例

に取ると、「必要十分」の水準を上げてサーチ範囲を広げれ

ば特許審査の品質は向上しますが、現状ではサーチが困難な

中国語や韓国語を含め、外国語の先行技術文献のサーチを促

進するためには、システムサポートや人的手当などの相応の

資源の配分が必要です10）。特許庁の予算等は特許庁だけで決

��7）岩崎夏海著「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」ダイヤモンド社
��8）�無効審判では利害関係を有する審判請求人がいるのに対し、個々の出願の審査においては「第三者」なる当事者は存在しない。それにも
拘わらず、暗黙裡に「第三者」の意見を想定する審査官も多々見受けられる。審査官のバランス感覚に起因するものではあるが、相手方
がいない以上、出願人には直接の反論の機会もない点に留意すべきであろう。また、個別の審査において直接の利害関係者の意見を聴
取する機会はなく、ましてや漠然と想定した第三者の意見など把握しようもないが、「第三者」の意見をあやふやに想定して審査をする
傾向も時折見受けられる。出願人の意見を鵜呑みにすることが適切でないと同様に、あやふやな「第三者」の意見を過大評価するリスク
について、審査官は常に自戒すべきと思われる。総体としての第三者を顧客と定義するのは良いとしても、個々の案件の審査において
第三者を顧客と定義することについては、付随する問題点をよく検討すべきではなかろうか。

��9）�脚注6の「国際知財戦略（Global� IP� Initiative）〜国際的な知的財産のインフラ整備に向けて〜」も、こうした文脈の中で位置づけられる
べきものと筆者は理解しています。

10）�日米欧の各特許庁が国際調査で発見できなかった先行技術文献（多くは非自国語文献）が、国際段階で相手国の特許庁により発見される
頻度は、残念ながら決して低くはない。これは日米欧を含め各国特許庁の共通の悩みである。
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　しかし、これでは事後的ですし、根本原因への対処にも

なりません。むしろ、（ロ）のプロセスに着目して、アウ

トプットに大きな影響を与える要因（「点検項目」と呼ばれ

る）を管理する方が、インプロセスで管理できますし、よ

り根源的な対応策にもなります。

　例えば、セカンドアクションのプロセスにおいて「出願

人の反論が十分に考慮されているか」という点検項目を設

けて品質管理すれば、結果として「当事者との意思疎通が

十分になされて審査手続きに納得感・満足感があること」

という管理項目が目標水準に近づくことになります。

　このようにプロセスに着目した管理（「プロセス管理」と

言う）を行うためには、各プロセスにおける点検項目、点検

方法、点検基準、点検責任者などを決める必要があります。

これまで審査室で行われてきた「協議」や「決裁」も、ある

程度はプロセス管理の役目を果たしてきましたが、明確か

つ詳細に決められた点検項目や点検基準等に基づいた協議・

決裁を行っていたとまではいえず、一般的な品質管理の手

法から見るとまだ工夫の余地が大きいように思います。

　また、特許審査の最終的なアウトプットである特許査定や

拒絶査定については、拒絶査定不服審判や特許無効審判など

の制度的手当によって違法な査定の是正が図られており、結

果として、上記1①の「法令や指針に適合していること」に関

し、アウトプットに着目した品質管理がなされてきた経緯が

あります。審理結果の審査官へのフィードバックなどの施策

も、特許審査のアウトプットの品質管理に役立ってきました。

　しかし、（イ）拒絶査定や特許査定というサービスが顧

客に対して提供されてしまった後の事後的な管理であるこ

と、（ロ）不服が申し立てられた案件についてしか管理し

ていないこと等の不十分な点もあります。

　プロセス管理の視点からは、既に審査された特定の出願に

ついての審判の結果を事後的に審査官にフィードバックする

にとどまらず、これから審査しようとしている他の出願につ

いて、審査のプロセスの過程で品質管理ができるようにする

ことが必要です。例えば、審判データや審理結果のフィード

バック情報に基づき、（ⅰ）たまたま発生したエラーなのか、

他の出願の審査にも影響する共通の要因によるエラーなの

か、（ⅱ）エラーの原因が人的要因なのか、それ以外のもの

が要因なのか11）、等を分析したうえで、どのようなプロセス

管理の方法が適当かを検討することが必要と思います12）。

められるものではありませんが、これを実現するためには、

少なくとも特許庁としての強い意思決定が必要です。

　次に上記（2）の点ですが、品質方針を決めただけの現場

任せで品質マネジメントが機能するわけではなく、関係す

る全部署の全員に方針通りに動いてもらう必要があります。

そのためには、その品質方針の意義、すなわち、その品質

方針によって自分が提供する製品・サービスがどう変わる

のか、それによって組織の将来にどのような展望をもたら

すのか等を組織の構成員に理解してもらう必要があります。

そのうえで、品質方針を各部署の具体的な「品質目標（Quality�

Objective）」や目標達成のための方策に展開していくことが

必要です（「方針管理」とか「方針展開」と呼ばれる活動）。

　上記Ⅰで述べたように、特許審査における品質マネジメ

ントは特許庁にとって非常に重要な課題です。グローバル

化に伴い、出願人が特許庁を選ぶ時代になってきたことも

考えれば、我が国特許庁の将来像にも大きな影響を与える

ものと思います。こうした認識に基づく品質方針が策定・

展開されれば、特許庁の職員は意識が高いので、逆にボト

ムアップの動きも促進されるものと期待しています。

3.「プロセスアプローチ」という考え方

　「プロセスアプローチ」というのは、業務を、（イ）「インプッ

ト（原材料・注文等）」→（ロ）「プロセス（加工や作業等）」

→（ハ）「アウトプット（中間的・最終的な製品・サービス等）」

に分解して品質管理を考えるものです。特許審査の場合は、

ファーストアクションやセカンドアクションなどのプロセ

スに分けられ、さらに各アクションが本願理解、サーチ、

対比判断、起案などの小プロセスに分けられます。

（1）「アウトプットの管理」と「プロセスの管理」

　最も単純な手法としては、（ハ）のアウトプットの品質

を管理する指標（「管理項目」と呼ばれる）を管理すること

が考えられます。

　例えば、特許審査のアウトプットに関して、上記1④の

顧客の要求事項である「当事者との意思疎通が十分になさ

れて審査手続きに納得感・満足感があること」という管理

項目を管理するためには、ユーザー評価などで満足度を測

定することが考えられます。

11）�アウトプットに大きな影響を与えるプロセス上の要因は、原材料（Material）、機械（Machine）、方法（Method）、人（Man）、の「4M」で
あり、「4M」をプロセス管理することが必要とされている。特許審査の場合は、「人」は審査官、「方法」は法令･指針等やその解釈･運用、
「機械」は検索DB等に相当すると考えられる。

12）�例えば、同じ人的要因でも、担当審査官のうっかりミスを防止する管理方法と、担当審査官の法令･指針等の解釈･運用方法が標準的で
ないためのエラー（反復する可能性が高い）を防止する管理方法とは異なる。後者の場合は、その担当官の知識や能力に着目したインプ
ロセスの管理が有効となる。
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（2）プロセスの標準化

　プロセス管理をするにあたり、「各プロセスで、常に一

定の標準的なやり方で作業が進められるようにすることに

より、アウトプットたる製品・サービスの品質が管理でき

る」という考え方があります。例えば、各プロセスにおい

て標準的なベストプラクティスを採用し、常にそれに従っ

て仕事を進めるという品質管理手法が一般的です。

　特許審査の場合も、それぞれで決められた最善の標準的

プロセスに従えば、概ね一定の品質のサーチ審査結果を提

供できると考えられます。

　特に、上記1①の「法令や指針に適合していること」とい

う品質要求事項は、特許審査の性質からして最も重要なこと

ですが、もともと特許法等の根拠法令が存在するので、まず

はこれにしたがった特許審査を行うことになります。他方、

審査基準やガイドラインによって運用が定められています

が、これは解釈の幅のある法令の具体的な適用を明確化する

という意味合いが強いものです。あらためて品質管理という

視点から見て、各プロセスのベストプラクティスが決まって

いるかとか、十分に品質のばらつきを抑えられる内容になっ

ているか等を再検討するのも有益と思います。（必ずしも基

準やガイドラインの改定によらなくても良いと思いますが。）

　また、上記1③の「必要十分なサーチがなされていること」

という品質要求事項については、サーチのプロセスにおい

て、技術分野や個々の案件の技術内容ごとに適切なサーチ

範囲を標準化しておくという手法が考えられます。上記2

で述べたように資源の制約がありますが、だからこそ、資

源を有効に使うという観点からも、サーチ範囲の標準化は

重要と思われます。

（3）定性的な事項の品質管理

　上記1②の顧客の要求事項である「審査官どうしで判断

にばらつきがないこと」という品質目標を達成するにはど

うしたら良いでしょうか。

　これも、アウトプットの管理をするよりも、プロセス中

で管理する方が有効と思いますが、「判断」という作業の

性質からして、作業方法の標準化だけでは達成できないと

思います。また、判断の内容は定量化になじまないので、

定性的な点検になります。

　「同じ案件について（ほかの条件は同一として）複数の

審査官が判断したときに判断結果が一致する」という点検

基準を用いて、他の審査官（点検責任者）の視点で点検す

るという手法が考えられます。

　ちなみに、品質管理の一般的手法として、定量的な評価

ではなく人間の五感で評価する「官能検査」という手法が

ありますが、官能検査を有効に機能させるためには、品質

を評価し合否を識別する力量（competence）を持った者の

養成が必要であるとされています。特許審査における判断

のばらつきに関する点検責任者も同様であり、誰もが納得

するような標準的な判断を継続的に実行できる力量を有す

る者を養成する必要があります。（これは研修や人材育成

の問題でもあります。）

　そのうえで、点検責任者を「決裁」の過程に取り込むこ

とが考えられます。また、点検を「協議」の過程で行うこ

とも考えられます。ただし、品質管理としての協議となる

と、統一的な結論を導くための仕組についていろいろな検

討が必要になりそうです13）。

4. 測定し維持し改善すること

　国際規格のISO9000系では、①個々の製品・サービス

の品質が顧客要求事項に適合していることを実証する、②

品質マネジメントシステムが全体として有効に機能してい

ることを確実にする、などが求められています。そして、

そのために測定・監視を行うことが求められています。

　上記①は、主に品質管理（QC）に関するものであり、（イ）

製造プロセスの監視・測定（特許審査の各プロセスが計画

通りに機能しているかどうかの監視・測定）と、（ロ）製品・

サービスの品質の監視・測定（サーチ審査結果の品質が要

求事項に適合しているかどうかの監視・測定）の2つが求

められています14）。

13）�妥当な結論（広く受け入れられる結論）を導き出すための工夫として「合議制」や「稟議制」がある。特許法（第136条）は、審判について
のみ合議制を規定しているため、審査においては運用上の「協議」を行ってきた。合議は多数決で決する規定になっており、合議体とし
ての一つの結論を出すための制度的担保があるが、「協議」ではこの辺りは曖昧にされたままである（協議によって、標準的な判断の相場
感が自然に形成されるという面はあるが）。品質管理の観点からは、合議制のように多数者の見解に従うことが好ましいわけであり、プ
ロセス管理は従来の「協議」の概念を越えたものであると考えるべきと思われる。

14）�プロセスのパラメータの直接の測定が難しい場合は、アウトプットの測定を行う。問題の所在を探るときは無作為にサンプルを抽出し、例
えば、①特定の製造装置の品質に問題があるのか、全ての製造装置に共通する品質問題があるのか、②特定の製品特性の品質に問題がある
のか、すべての製品特性の品質に問題があるのか等を分析する。特定の製造装置に原因の可能性がある場合は、その装置から重点的にサン
プルを抽出して分析し、プロセスを改善する。特定の製品特性に原因の可能性がある場合は、その特性に影響するプロセスに着目して改善
する。このように製造装置別や製品特性別などのように、共通するものをグルーピングする手法を「層別」という。特許審査の場合は、特許
率や拒絶率が著しく高いグループに着目したり、拒絶理由通知率が著しくばらついている特定の条文に着目して分析することが一案。
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た方々がいることを期待しつつ、参考文献を記載します。

下記の①〜④は、読みやすく短時間で全体を理解できます。

品質マネジメントの国際規格であるISO9000系について

詳細を知りたい方には、下記⑤をお薦めしますが、同規格

は一般化された記述が多いので、②から読む方が良いと思

います。なお、サービス業、とりわけ高度専門職の品質管

理という視点は今後の検討課題ですが、適当な書籍は見当

たりません。読者からの情報提供を期待します。

①�山田秀著「TQM　品質管理入門」（日経文庫）

　日本経済新聞出版社

②�中條武志著「ISO9000の知識」（日経文庫）

　日本経済新聞出版社

③�内田治著「ビジュアル品質管理の基本」（日経文庫）

　日本経済新聞出版社

④�山田秀著「品質管理のためのカイゼン入門」（日経文庫）

　日本経済新聞出版社

⑤�品質マネジメントシステム規格国内委員会監修

���「ISO9001：2008要求事項の解説」日本規格協会

追記：

　本稿執筆中に東日本大震災が発生しました。国難とも言う

べき大規模な災害です。特許庁の業務では被災者の方々への

直接的な支援にならないことが歯がゆい思いですが、たとえ

間接的でしかなくても、自分達の仕事を精一杯することを通

じて、一日も早い復旧復興に貢献できればと念じています。

　あらためて亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げます

とともに、被災者の方々に対して心よりお見舞い申し上げます。

　上記②は、品質マネジメント全体に関するものであり、

（ハ）製造プロセス以外の監理プロセスも含めた品質マネ

ジメントシステム全体の測定・監視、（ニ）顧客満足度の

調査、（ホ）内部監査を行うことが求められています。

　特許審査における品質マネジメントシステムが全体とし

てどの程度有効に機能しているかを測定・監視する方法論

の一つとして、EPOやUSPTOは品質関連データ測定手

法（メトリクス）の開発を提案しています。EPOは、特許

査定率、異議請求率、審判請求率、審査段階のクレームと

異議後のクレームの範囲の比較など多数の事項を指標とす

る品質メトリクスを提案しています。USPTOは、最終処

分や中間処分の適合率など7つの因子の測定データに基づ

く複合メトリクスを提案しています。

　この点については、日本はまだ独自の提案をしていません

が、品質マネジメントシステムを有効に機能させることは日

本特許庁自身にとって死活的に重要だという視点から、国際

的な議論に積極的に対応していくことが必要だと思います。

　最後になりますが、ISO9000系では、上記①②のよう

に品質マネジメントシステムを計画通りに「維持」するこ

とに加えて、③品質マネジメントシステムを継続的に「改

善」することも求めています。維持だけでなく改善を追及

することは、日本の伝統的な総合的品質管理（TQM）でも

基本とされています。

　カイゼンは日本の十八番です。しかし、我が国特許庁が、我

が国の製造業と同様に世界で一番のカイゼン志向の組織にな

れるかどうかは、今後の我々の努力にかかっていると思います。

おわりに

　「ブリッジワーク（架橋工事）」という本コラムは、人と

人との間に橋を架けるように、特許庁の部長クラスがどう

いうことを考えながら日々の業務に取り組んでいるかを会

員の皆さんに知っていただく趣旨で命名されたそうです。

品質監理担当としては新米の私が、どのようなことを考え、

悩んでいるかをお知らせするのも、本コラムの趣旨に適う

ものではないかと考えています。

　本稿を読んで「自分ならもう少しましな品質マネジメン

トを考えるのに」などと感じていただけたらむしろ幸いで

す。品質マネジメントシステムは、品質監理の担当者のみ

が作り上げていくものではなく、個々の業務に携わってい

るすべての人々が共通の目的意識を持って積極的に参画し

て作り上げ、維持し、改善していくものであり、それが品

質マネジメントの本質だと考えるからです。

　最後に、本稿を読んで品質マネジメントに興味を持たれ
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