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抄 録

Ⅰ. はじめに

　本年2月の産業構造審議会知的財産政策部会において、

国際知財戦略（Global IP Initiative）1）が提示された。これ

は、企業活動のグルーバル化の進展に則し、特許審査の質

の一層の向上を図ることを重点課題として、世界で通用す

る安定した権利の取得を支援しようとする画期的なもので

あった。JPOの今後の進むべき方向性についての新たな議

論が開始され、職員各位にはその具体化に向けての行動が

課されたといえる。

　他方、3月には、地震と津波そして原発事故が重なった

未曾有の大震災が起きた。甚大な被災状況を目の当たりに

して、私に何ができるのか？ 発明という無体物を扱う特

許制度を生業とすることについて自己のraison d'etre（存

在意義）を改めて考えざるを得なかった 2）。

　これらの思いが交錯する中、特技懇誌の編集委員の方か

ら、「世界一の特許庁」について何か書けないかとのお話を

いただいた。手に余る大変に大きなテーマであり、一端は

お断りしようと考えたが、日々の考えをまとめてJPOと特

許制度のこれからを自分なりに考えることは、20数年

JPOに禄をいただいてきた一職員としての責務であろうと

考え、誠に僭越ではあるが、最終的にお引き受けさせてい

ただくことにした。

　世界的に特許出願が増加する中でJPOへの出願の減少と日本企業の海外への出願の増加が生じる特許
出願のパラダイムシフトが生じている。
　本稿では、その背景として、特許制度の社会経済における普遍的な重要性と日本企業がグローバル化
の更なる進展を進める経済環境の変化を挙げ、この傾向は今後もなお続くことを示唆する。
　併せて、このような状況に直面している出願人や代理人のJPOへの期待を踏まえ、世界で通用する安
定した権利の設定の実現に向けての最も重要な要素となる検索環境の整備を進めるにあたって課題の整
理を行い、翻訳システムの構築とその活用に向けての人材の育成、国際特許分類の意義の再考、国内イ
ンデックス検索キーの整備のあり方等の具体的な施策と共に、知的財産人材の有機的活用やJPOのサー
ビス機関としてのマインド向上等の包括的な施策の提言を試みた。

特許審査第一部 アミューズメント 審査監理官　　杉浦  淳

特許制度の役割とそのインフラ整備の必要性
—JPOへのクライアントの期待と今後の対応—

1）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〜
　 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/shingikai/sangyou_kouzou.htm 
2） 金沢工業大学大学院の杉光教授は、「知的財産を活用した復旧・復興」特技懇262号（特許庁技術懇話会）63-68頁において、「物理的なのものを失っ

ても復活できるその基盤となるものがまさに知的財産」であり「知的財産こそが復興の鍵である」ことを確信したことを述べておられる。特許制
度の意義を考えるにあたり、極めて有意義な示唆であると思う。

南三陸町志津川「防災対策庁舎」とその近郊の風景（筆者撮影）
東北の親戚を訪れた折りに立ち寄らせていただいた。自然の猛威を前に、
ただただ言葉を失った。生き残った者として心より哀悼の意を表したい。
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世界最高の特許庁を目指して

これに対して、世界に目を転じると、世界の特許出願件数

は、顕著な増加傾向にあり、この 10年で約1.5倍、2008

年には 200万件に迫る勢いである。そして、日本企業の

出願件数も海外出願を含めると増加傾向にあり、1995年

の 40.5万件が 2008年には 50.2万件に増加しており、海

外出願に到っては 7.1万件から 17.2万件へと倍以上に増

加している。ただし、世界の特許文献数の推移を見ると、

1996年には僅か9％であった中韓文献の占有率は、2009

年には 39％に増加しており、他方、同時期に日本文献は

65％から24％に減少している（図Ⅱ-1〜4参照）。

　これらの数字が意味することは何か。一点目は、全世界で

特許制度の整備が進み、世界的規模で特許制度の利用が増

えていること、二点目は、日本企業が特許出願の比重を海外

にシフトしており、製造業のみならず特許の世界でも日本の

空洞化が進んでいる現実がみてとれること、三点目は、これ

らの変化により、特許制度の運営に欠くことのできない先行

技術の調査においてJPOは海外特許文献、とりわけ中韓等の

新興国の文献への対応をとらなければならないことである。

　執筆にあたっては、私の乏しい見識を補うために、皆様

のお力を頂戴した。特に、特許制度の使命を考察するにあ

たっては、JPOのクライアントである企業や弁理士及び弁

護士の方からの意見をお聞きすることが大切と考え、ご意

見を賜るように努めた。また、これからのJPOを担う若手

の審査官の方々のお考えをお聞かせいただいた。

　以上の思いが十分に昇華され、有意な考察ができたかど

うかは定かではないが、「世界一の特許庁」の実現に向け

て、たとえ僅かであれ、何らかのお役に立てたのであれば

幸いである。

Ⅱ. 基本認識

Ⅱ-1.  特許制度の利用について　世界と日本への出願構
造の変化

　日本企業の国内特許出願件数は、2000年前後から減少

傾向を示し、2010年には、30万件を切るに至っている。

図Ⅱ-1　日本の特許出願件数の推移（日本人による出願）
（出典）特許行政年次報告書2010より特許庁作成（なお、総R＆D費については、科学技術研究調査報告書（総務省統計）より作成）

図Ⅱ-2　全世界の特許出願件数の推移
（出典）特許庁作成

図Ⅱ-3　日本人の特許出願構造の変化
（出典）特許庁作成
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図Ⅱ-1、Ⅱ-2、Ⅱ-3：�産業構造審議会�第16回知的財産政策部会　配布資料1　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〜より抜粋。
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　そのため、世界がイノベーションを必要とし、人が経済

的かつ精神的欲求の充足を求める限り、今後とも世界にお

ける特許制度利用拡大の基調には、独占の弊害との調整を

必要としつつも、変わりはないものと考える。ただし、特

許制度が機能するためには、以下に示すように、制度を利

用する共同体が「新しさを見極めるための能力」を備える

ことを必要とする。

Ⅱ-2-2. 特許制度の最も重要な要件
（1）発明の新規性と先行技術調査
　それでは、特許制度がその機能を発揮するために、最も

重要な要件は何か。

　これについて、コーラーは次のように述べる 4）。

　「発明権の存在の基礎観念は人類より何ものをも奪うこと

無し，唯，人類に何ものかを寄与することのみと謂うにあり」

と述べたと伝えられている5）。これについて清瀬博士は，「す

な わ ち 知 る， 特 許 を 受 く べ き 発 明 に 新 規 性

（Novelty,Neuheit.）を具備せざるべからざることは斯制度存

立の根本原理なることを。」と説明する。すなわちコーラー

は，発明の新規性（新しさ）を特許権，あるいは発明権 6）の

本質とみたのである。発明が新しいものであるかどうかを判

Ⅱ-2. 特許制度の基本的な役割と先行技術調査の重要性

　それでは、JPOは、これらの状況にどう対峙すべきか。

先ずは、特許制度の基本的な役割に立ち戻り考えてみたい。

Ⅱ-2-1. 特許制度利用の世界での拡大
　企業における資本の拡大及びその帰属の帰趨はイノベー

ションの生起及びその帰属に係っており、特許制度は、正に

この両者を具現化するための制度である。そして、生産技

術の発展により、財の価値は、物から情報、とりわけ人の知

恵に移っているが、特許制度は現代社会において最も価値

のあるこのような知恵の所有を、個人による財の所有の許容
3）という近代倫理に基づいて体現する制度である。加えて、

特許の取得は発明者に社会にかける自己の存在の認知と名

誉という人間の精神的な基本的欲求の充足をもたらす。

　このように、特許制度は、個々の人間の経済的及び精神

的な欲求の充足という人間の基本的な欲求を満たすことに

より、社会の発展に欠くことのできないイノベーションを

促すという、社会と人間の本質に根ざした原理的な制度で

ある。このことが、先にみた、特許制度利用の世界的拡大

に結びついているものと考える。

3）ジャック・アタリ（山内昶訳）「所有の歴史」2003年・法政大学出版局（288−290頁）
4）道祖土、杉浦「特許権の本質と審判制度の機能と運用に関する一考察−前編−」特技懇261号（61-62頁）
5） 清瀬一郎「特許法原理」（特許法原理復刻刊行委員会、1985）94頁には，以下のように記載されている。『獨ノ「コーラー」論シテ曰ク，「發明權存

在ノ基礎觀念ハ人類ヨリ何モノヲモ奪フコト無シ，唯人類二何モノカヲ寄與スルノミト謂フニ在リ」（中略）乃チ知ル，特許ヲ受クヘキ發明ニ新
規性（novelty，Neuheit.）ヲ具備セサルヘカラサルコトハ斯制度存立ノ根本原理ナルコトヲ。』

図Ⅱ-4　産業構造審議会��第16回知的財産政策部会　配布資料1より抜粋（前掲図Ⅱ-1〜3と同様）
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さの見極めは、従来技術との比較という地道な作業を通じ

て初めて実現され、その作業を支えるのは先行技術調査機

能である。特許制度は、その存立のためには、新しさを見

極めるために必要な能力を備えた先行技術の調査機能を必

要とするのである。

（2）先行技術調査に基づく発明成立性判断の採用
　先行技術調査に基づく特許性判断の有益性は、発明の成

立性判断にも適用されている。

　日本においては、EPOと異なり、発明特定事項の全てを

技術的対象とした上で先行技術調査及び（そこに設計的事

項と整理される部分はあるとしても）進歩性の判断を行っ

ている。このようなJPOの審査実務は、新領域分野の価値

を客観的に評価し、出願人への説得性を持つという点で、

世 界 に 誇 れ る も の だ と 考 え る（こ の 点 は、 後 掲（V-2 

2C333（弾球遊技機の表示装置）テーマの新設）にて、詳

しく述べる。）。さらに、この審査手法は、今後の日本に

おいて必要とされるサービス分野での技術革新に関する特

許性の判断においても有益な手段である。

Ⅱ-3. 日本の産業構造の変化と求められる対応

　次に、冒頭に記した日本の特許の出願構造の変化はどう

しておきたのだろうか。その背景となる産業構造の変化の

実態と今後求められる対応について触れておきたい。

Ⅱ-3-1. 日本の産業構造の変化と今後のあり方
　野口氏は、「大震災からの出発　ビジネスモデルの大転

換は可能か」において、日本の産業構造の変化と今後のあ

り方を、次のように簡明に述べている 9）。

　第一の点は、日本企業の生産拠点の海外移転の動向であ

る。日本の製造業の海外生産比率は、80年代にはきわめ

て低い値であったが、その後上昇を続け、2001年度には

14.3％になり、海外進出企業ベースに限ると、29.0％に

まで上昇した。ただし、この動きはその後も続いたわけで

はなく、2001年以降、この 10年間は、ほぼ横ばい状態

になっていた。その最大の理由は、政策的な円安誘導に

よって、国内生産が伸びたことであるとする。しかしなが

ら、経済危機後の円高によって、この状況は大きく変わ

る。2010年10〜12月期の日本企業の対外設備投資は、

前年同期比45.7％増ときわめて高い伸びを示し、アジア

は実に 64.9％もの増になっており、この数字は、日本の

断することは、発明に独占権を付与することに対して「人類

より何ものをも奪うこと無し，唯，人類に何ものかを寄与す

ることのみ」を成立させるための必要条件である。

　それでは、新しさをどのように判断するのか。あるアィ

ディアが生まれたときに、それが新しいかどうかは、先ず

は、個人の主観に委ねられる。孤島のロビンソンクルー

ソーにとっては、それだけで十分重要である。しかしなが

ら、そのアイディア（ここでは発明）が新しいかどうかは、

ある社会という共同体において新しいかどうか判断され

て、初めて意味を持つ。

　新しさを判断する主体（共同体）の限定とその拡大は歴

史的経緯を有する。玉井教授は、外国でなされた発明を国

内で最初に公開した者に当該技術の独占を与える「輸入特

許」の変遷を次のように述べている 7）。ドイツにおいては、

統一的な特許法として最初のものである1877年のライヒ

特許法の成立以前には、いわゆる「輸入特許」制度が認め

られていた。これが廃止された理由として「既に一九世紀

の半ばから、発明者でもない者に権利を与えるそうした制

度には、改善が要求されていた。ある論者は、関税同盟特

許協約が輸入特許を是認したことを非難し、発明者でなく

「ヤマ師（Speculant）」に利益を与えるものだとしていたし、

別の論者は、これを受けて、「外国の発明者もしくは特許

権者、またはそれらの承継人」に限って「輸入特許」を与

えるオーストリアやフランスの制度を、ただ単に外国から

技術を導入したに過ぎぬ自国民に権利を取得させる在来の

制度に比して「一歩進んだ」ものと評している。一九世紀

の後半には、発明者でない者に新規技術を独占させる輸入

特許の制度は、既に正当性を欠くと意識されていたわけで

ある。」とし、加えて、「たとえ一国の技術水準を高めるとし

ても、発明者ならざる者に特許を認める制度の如きは、もは

や時代遅れだった。発明者のみが権利者たるべきことは、

既に当然視されていたと考えられる。」としている。日本で

は、平成11年改正により、新規性喪失事由としての「公知」

と「公用」についても世界公知が採用され、米国では、この

夏の2011年改正により、「公知」と「公用」についても世界公

知が採用された8）。世界公知主義は、人類への貢献をもたら

すことから、特許制度の正義だといえると思う。

　ただし、ここで重要なのは、特許制度が機能するために

は、あるアイディアが新しいか否を見極めることのできる

能力を制度をおく共同体が持つことが不可欠なことであ

る。新しさを伴わないアイディアに権利を付与すること

は、独占による弊害をもたらすのみである。そして、新し

  6） 発明権の概念は，我が国特許法上で規定される概念でなく，講学上の概念であると考えられ，当該発明権と特許を受ける権利との関係の相違等
については諸説あるが，本稿で検討したい内容とは直接的には関係が無いと考えられるから，ここでは検討しない。

  7）玉井克也「特許法における発明者主義（一）」法学協会雑誌111巻11号1−73頁（1617-1618頁）（1994年）
　   http://www.ip.rcast.u-tokyo.ac.jp/tamai/files/pdf/B6.pdf
  8）特許改革法案（リーヒ・スミス米国発明法案）成立　JETRO NY http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/110916.pdf
  9）野口悠紀雄「大震災からの出発　ビジネスモデルの大転換は可能か」（東洋経済新報社）
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日本を抜いたとの指摘である 10）。

　その第一の理由は、文化大革命により、1970年代まで

多くの中国人は教育を奪われていたが、現在は 80年代以

降生まれの、現代的高等教育を受けた人材が活躍を始めた

ことである。2009年の大学卒業者数は 611万人であり、

これは日本の同年度卒業者数54万人の12倍にもあたる。

加えて、留学生の数について、スタンフォード大学大学院

の中国人留学生の数を例示し、2006年において中国人留

学生419人に対して日本人留学生は 77人であり、中国人

学生は日本人学生の5.4倍にも上る。

　第二の理由は、論文数の国別の推移である。90年代の

後半以降、中国は著しい勢いで成長しており 03年ごろに

はフランスを抜き、05年に日本、イギリス、ドイツを抜

いてアメリカの1／3にまでなっているとする。そして、中

国の論文数は 20年には全世界でトップになるだろうとの

ファイナンシャルタイムズの予測を紹介している。（図Ⅱ-5）

　中国において、GDPの増加のみならず、人材の質にも

大きな変化がおきていることは、今後、中国での特許制度

の利用が確実にかつ飛躍的に増加していくことの有力な根

拠になろう。

 

Ⅱ-4. 再び特許

　以上から、我々が学ぶべきことは何か。極めてシンプル

である。

　第一は、世界において特許制度の利用は引き続き拡大し

ていくであろうことである。特許制度は、イノベーション

を促進し、人間性の本質に根ざした原理的な制度であるか

製造業が国内生産に見切りをつけ、雪崩をうってアジアで

の現地生産に向かいつつあることを明確に示している。そ

して、この動きは震災後に加速する。

　そして、第二の点は、この動きがもたらす最大の問題は

国内の雇用が失われることであり、これに対処するために

は、我が国においても新しい産業が登場しこれまでの製造

業に代わって雇用を創出すること（ビジネスモデルの大転

換）が不可欠であるとする。90年代のアメリカでは、新

たな付加価値の高い産業が成長し、これが実現された。金

融業に加え、情報関連企業が飛躍的な成長を実現してお

り、アップルの純利益は、2008年度以降、毎年倍増の勢

いで増加し、グーグルの純利益も毎年度50％程度伸びて

いる。2011年5月時点でのアップルの時価総額は 25兆

6480億円（1ドル＝80円）に上り、日本最大の時価総額

企業であるトヨタでさえも、その時価総額は半分以下、ソ

ニーは 10分の 1以下である。現在の日本の主要企業は、

20年前にも日本の主要企業であり、日本には、アップル

やグーグルのような IT革命が生んだ新興企業が登場して

おらず、ビジネスモデルの転換が決定的に遅れているとし

ている。ただし、既存の企業であったとしてもビジネスモ

デルは転換し得るとして、ルイス・ガースナーに率いられ

「ソリューション」戦略に舵を切った IBMの成功例を紹介

し、日本の既存の企業であってもビジネスモデルを転換し

得ることの可能性を示している。

Ⅱ-3-2. 中国
　加えて、野口氏は中国について、興味深い分析をしてい

る。中国人材の量と質に地殻変動がおき、科学・教育では

図Ⅱ-5　主要国の論文数の変化
科学研究のベンチマーキング2010─論文分析でみる世界の研究活動の変化と日本の状況─　2010年12月文部科学省�科学技術政策研究所

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

英国 日本 ドイツ 中国 フランス 韓国 米国（右軸）

米
国
以
外

米
国

 10）週刊東洋経済「ニッポンの選択」2011年2月5日、12日、19日
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世界最高の特許庁を目指して

 ・ 企業は、社会にものやサービスを提供するとともに雇用

を提供することに存在意義があり、そのために利益を確

保しなければいけないと考えています。この存在意義を

果たすべく、企業（メーカー）は事業活動をすべきであっ

て、そのための「手段」として「特許権」は機能すべきと

考えています。なお、ここでは「手段」という表現よりは、

事業という戦いの場での「武器」という表現の方がその

本質を表しているかもしれません。（精密機械メーカー 

C氏）

 ・ 審査は、今後も継続する特許庁の基本業務として期待さ

れるものです。企業にとっては、特許権によって競争力

を確保したいと考えています。特許権が事業の発展、ひ

いては産業の発達に寄与することが本来の姿であると考

えます。そのためには、特許権により、適正な独占排他

権が確保されることが必要であり、質の高い特許権であ

ることが必要と考えます。（精密機器メーカー  B氏）

Ⅲ-2.  制度・運用の調和、PPHの推進

○ 同じ発明を世界各国で同じ権利範囲・同時期に保護

し、ビジネスと特許権との一体性を確保できるよう

にする。

○ 企業活動を有利に展開し得るように、とりわけアジ

ア新興国において、制度及び運用の調和を推進する

ことを期待する。

 ・ 今後は、国際的な制度調和を前進させていただくこと

が、国内法の改正よりも重要であると思います。同じ発

明を世界各国で同じ権利範囲・同じ時期に保護できなけ

れば、ビジネス（事業）と特許権が乖離してしまうから

です。

 ・ 特に中国に代表されるアジア新興国は、私たちにとって

ますます重要な市場になりますので、アジア新興国にお

ける発明の保護及び活用の両面において日本企業が不利

益を被ることのないよう各国の制度等の整備・調和がな

されることを期待いたします。そしてこのような国際的

な制度の整備・調和を前進させるよう、JPOが他の主要

国特許庁に対してより一層積極的に働きかけていただく

ことを期待いたします。

 ・ 国際調和の観点から見ると、特に、中国特許庁における

明細書の記載要件、補正要件の判断が、日米欧等の他の

主要国に比べて突出して厳しいように思います。同じ明

細書の記載であっても同じ権利範囲を認めてもらえない

ことも多くあり、同じ発明を同じ権利範囲で保護するこ

とが困難になっています。従って、この点についても制

らである。現在の変化は、制度が利用される地域と主体（新

興国）の拡大であり、JPOはその対応を迫られていると言

える。そして、特許制度を有効に機能させるためには、世

界的な制度利用の拡大に応じた先行技術調査機能の充実が

不可欠である。特に中国の出願増加への対応は、中国の教

育レベルの飛躍的向上を背景として出願自体の質の向上も

予想されることから、待った無しである。

　第二は、日本企業の海外移転、特に製造業の海外展開が

今後も進むことである。これを前提としてJPOはサービス

を展開することである。大口のクライアントである日本企

業が海外に乗り出す時に JPOのみが従来のやり方に留

まっているべき理由は全くない。世界の他の特許機関も同

様の課題に対処してきた、また、今後も対処しなければな

らないことを付言する。

　第三は、日本においても、製造業に加えて、サービス産

業を含めた更なるイノベーションを促すことである。この

点から、我が国における特許制度の重要性は、全く変わっ

ていない。これに関しては、米国の特許出願の産業別の推

移や特許対象の検証が有用となろう。米国においては、ビ

ジ ネ ス 関 連 特 許 の 出 願（分 類705 Data Processing: 

Financial, Business Practice, Management, or Cost/Price 

Determination）はここ15年で爆発的に増えており、他に

も IT系の特許出願は年々増えているようである 11）。発明

の成立性要件の限定には慎重な検討が必要であろう 12）。自

由な発明の生起を促す制度として、先行技術調査に基づく

発明性の判断は、有用な手段である可能性があることに十

分留意すべきであろう。

Ⅲ. JPOクライアントの声

　以上のような産業構造や経済環境の変化に直面している

産業界が「JPOに期待すること」は何か。企業や法律事務

所において知財の最先端で活躍しておられる特許マンの

方々に、「これからのJPOに期待すること」についての意見

をお聞きしたので、紹介させていただく。

Ⅲ-1.  特許制度による競争力の確保

○ 企業は、社会にものやサービスを提供するとともに

雇用を提供することにより社会的貢献をなす。特許

権は、その実現に向けての、事業という戦いの場で

の「武器」である。

○ 特許権により競争力を確保するために、JPOの基本

業務である審査により、質の高い特許権が設定され

ることを期待する。

11）PTOのHP，分類（USclass）別の特許出願件数の統計http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/cbcby.htm#PartA1-1
12）南宏輔「特許適格性が争われた連邦控訴裁判所大法廷判決について」知財研フォーラムVol.76（72頁）
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ザーの声」を更に反映していただければ幸いです。アン

ケート調査（ときに自己満足なる傾向あり？）や企業コ

ンタクト（大手出願人のみ？）も重要ですが、生の声を

聞く「意見交換」をこれまで以上に進めていってはどう

でしょうか。（例えば、弁理士会とのコンタクト、人材

交流、相互研修の機会をもっともっと増やしてはいかが

でしょう）。（精密機械メーカー  D氏）

 ・ 他の地域に比べ、JPOの審査、審判の質は決して低くな

い。ただ、永遠の課題だが、技術的理解等紙面のやり取

りでは、分かり難い部分があり、そこに起因する見解の

相違が結果的に質の低下に繋がっていると考える。最も

重要なことはJPO⇔ユーザー間のコミュニケーションの

強化。（拒絶理由、意見書、面談活用等双方が説明、理

解する枠組みの強化に尽きる）審査時間短縮の問題もあ

るので、1件に多くの時間を掛けることは難しいと思う

が、双方が納得できるような審査、審判となるよう知恵

を絞ることが重要。こちらについては、面談の積極的活

用には大いに賛成。（輸送機械メーカー  E氏）

 ・ 私は、25年ほど弁理士の仕事をしていますが、この 25

年で特許庁の運用はとてもユーザーフレンドリーになっ

たと思います。20年前は、拒絶理由通知も 1頁程度の

ものが多く、拒絶理由のポイントがわからないものが多

かったのですが、この10年ぐらいは、4〜8頁程度のも

のが普通で、親切に細かく拒絶のポイントが指摘されて

います。このため、補正の検討、意見書の作成もとても

スムーズにいっています。また、面接審査でも丁寧に対

応していただき、権利化に際してとても役にたってお

り、面接は多用させてもらっています。個人的に、唯一、

改善していただきたいと思うのは、実施可能性などの記

載要件に関する審査の運用です。医薬発明・化学発明を

主に扱っていますが、欧米で許可になったものでも、拒

絶されることが多く、また、欧米より権利範囲がかなり

減縮される場合もあり、グルーバルなハーモナイゼー

ションの観点からこの点のみ満足していません。この点

については、3極ハーモなどの観点からさらに検討をお

願いしたいと思っています。（弁理士  J氏）

Ⅲ-4.  特許情報環境の整備；翻訳国家プロジェクト、内
外共通特許インフラの構築、海外での日本文献の
利用

○ 中国特許文献検索システムについては、一企業の対

応では困難なことから、国家施策として JPOが取り

組むことを期待。

○ 開発した検索システムを庁の内外との共通の特許イ

ンフラとすべき。

○ 我が国の特許文献の海外での利用の強化により、諸

外国での本来無効とすべき権利の成立を防止される

度調和を促進いただくことを JPOに期待いたします。

（電気メーカー  A氏）

Ⅲ-3.  審査の質の向上；安定性＊予見可能性＊コミュニ
ケーションの充実⇒JPOの影響力の向上

○ 後に無効とされる可能性が低い安定した特許権の設

定が求められる。同一の事実については同一判断結

果になるように、審査・審判・訴訟を通じての予見可

能性の更なる向上を期待。

○ 質の要素として、 納得感を高めるためのコミュニ

ケーションの充実も重要。

○ 質の向上は、諸外国への信頼性の向上、審査結果の

利用に結びつく。さらに、アジア諸国、他の地域へ

の影響力の確保につながり、制度調和や運用調和の

推進にも効果がある。

 ・ 特許庁も「産業財産権の適切な付与」という役割を第一

にあげていますが、私も特許庁の第一の役割は審査だと

認識していますし、何よりも「適切な権利付与」をして

戴けるよう願っております （精密機械メーカー  C氏）。

 ・ 今後は、アジア諸国等においてもさらに PPHが利用さ

れることで、日本特許出願の出願人（日本企業に限らず）

にとって、大きなメリットが得られると考えます。さら

に、日本国特許庁の高い審査等の質をアピールし、アジ

ア諸国の審査等のリーダーとして、アジア諸国等、さら

にはその他の国や地域にも影響力を及ぼしていくことを

望みます。現在、JPOの審査等の質は、非常に高い評価

を得ていると思います。審決取消訴訟で異なる結論とな

る案件はあり、また訴訟にならない案件もあるかもしれ

ませんが、全体の審査等に占める割合から考えれば、審

査等の品質の高さは明らかであると考えます。審査官の

方が萎縮することなく、高い質が確保されていくことを

望みます。

 ・ PCT出願のサーチレポートにおいても高い質を維持し、

外国における審査で利用されることが、企業にとって、

早期に審査の見通しをたてることができ、また外国での

審査結果の予測性も高めることができると考えます。日

本出願の対応外国出願の外国における審査の際に日本

出願の審査結果が利用されるようになっていくことに

ついても同様と考えます。審査、サーチが、外国文献に

ついても一定程度行われていることで、諸外国特許庁の

日本の審査、サーチ結果についての信頼性が高まり、審

査結果がさらに利用されていくことになると考えます。

（精密機械メーカー  B氏）

 ・ 審査の質の向上、については永久の最重要テーマだと思

います。「品質監理の強化」の施策は、いずれも大賛成で、

積極的に推進していただきたいです。その中で、「ユー
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世界最高の特許庁を目指して

とっては有難くない面もあると思いますが、言語の壁ゆ

え外国人が制度に不案内だったり、代理人が不親切だっ

たりして、結局、自国出願人を利するというのは経済−

特許制度の先進国としてはどうかとも思います。制度を

変える前に、国内外ユーザーの意見を聞く必要はあると

思います。（医薬品メーカー  F氏）

 ・ 英語での日本出願を認めてはいかがでしょうか。海外

ユーザーにとって好ましいばかりでなく、グローバル化

を進める日本企業にとっても、英語を共通言語として用

いることは非常に有用な面を持つと思います。今すぐに

とは申しませんが、英語をJPOで許容する原語に組み入

れることを最終目標として、それに向けた準備を始めて

もよいのではないでしょうか。欧州弁理士（とEPO審査

官？）は三ヶ国語を使いこなせる必要がありますし、日

本人に対してもそれほど無理な注文ではないと思いま

す。（医薬品メーカー  F氏）

 ・ 新興国における審査を含む特許制度に関する情報不足に

ついてです。特許庁もアジア新興国との連携強化を進め

て戴いているようですが、新興国の特許制度、特に審査

実務に精通している人材が不足しており、審査実務に関

する情報入手は国内においては困難です。このような状

況下ではその多くを現地代理人に聞かざるを得ない状況

です。この種の密な情報発信をお願いしたいです。（精

密機械メーカー  C氏）

 ・ 国内外への充実した最新情報の発信・提供（少なくとも

英語による）。分かりやすい特許情報の提供（分類、マ

ニュアル、メンテナンス情報）、使いやすく充実したサー

チシステムの提供（国内外文献を含む、up-to-dateな情

報発信（政策、ガイドライン、法改正情報など））。（国際

機関  K氏）

Ⅲ-6.  人材活用；人材育成、外部人材の活用、魅力的な
職場環境の構築

○ 審判の法的な素養の充実。ロースクールを活用した

研修等により法的な素養を磨くこと、また、弁護士

の採用により、法的能力を補足する方法の検討。

○ どのように審査官により質の高い審査のモチベー

ションをあたえるか、また、人材確保のためには、

特許庁が働く人にとって魅力的な職場となることが

重要。

 ・ 特許庁の審判は、今までは技術的な問題ということもあ

り、維持されていますが、将来的には、審判官には、技

術的な知識だけではなく、法的な素養が必要だというよ

うな意見も出てくるのではないかと思います。ロース

クールを活用した研修や、裁判官による研修、弁護士の

採用など、法的な素養を身につけ、又は補足する方法に

ことを期待する。

 ・ 中国市場が急速に成長し、中国における出願件数と特許

等の侵害訴訟件数が急増する中で、中国特許文献調査は

私たちにとっても重要な業務になっています。しかしな

がら、現状は、日本人が活用しやすい中国特許文献検索

システムがなく、また新たなシステム開発にかかる膨大

なリソースを考えると一企業での対応は極めて困難で

す。その点、「特許行政の今後の方向性」に挙げられてい

るように、中国特許文献検索システムの開発に対して国

家施策として取り組んでいただくことに期待していま

す。（電気メーカー  A氏）。

 ・ 審査官と出願人（含む代理人）の共通基盤（特許インフ

ラとしての）の構築。残念ながら、こうしたものはこれ

まで存在しませんでした（そもそも養成課程も違います

し）。1つの提案としては、JPOで使われている先行技術

調査ツールの開放があります。出願人サイドとしても、

無駄な出願を省き、質の高い権利の創成に繋がると思い

ます。また、さまざまな相互研修も考えられると思いま

す（精密機械メーカー  D氏）。

 ・ 諸外国の審査等において我が国の公知文献が、今以上に

用いられれば、諸外国で無効性のある権利が成立するこ

とを防ぐことができます。我が国は、技術的に先進国で

あり、我が国の公知文献は、言語の問題は大きいものの、

さらに用いられるようになるべきと考えます（精密機械

メーカー  B氏）。

Ⅲ-5.  情報受発信機能の充実、英語環境の導入、外国企
業にとっても魅力のあるJPO

○政策や特許情報の国内外への情報発信機能を充実する。

○ 英語による出願、英語による拒絶理由通知の起案等、

庁内に英語環境を導入する。

○ 海外メーカーによる JPOの利用促進の環境整備を進

める。

 ・ 特許制度にとって、出願人・代理人は利用者であるとと

もに、制度を支える「カスタマー」であると考えます。

Customer orientedなJPOとなれば、さらにinnovative

な組織になり、新興国の特許庁に負けない、国際社会で

の存在価値も増すはずです（精密機械メーカー  D氏）。

 ・ 一時的に海外勢との競争が激化しても将来的に日本市場

の魅力拡大につながるのではないかと考えます。日本は

権利化までに時間がかり過ぎ、医薬品特許の延長も難し

い、といった認識を海外ユーザー・グローバルユーザー

に持たれるのは日本市場、特に国民にとって得策ではな

い。

 ・ 海外メーカを一時的に利することは、競合日本企業に
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Ⅳ-2. コンプリートサーチを阻害する要因の分析

　検索環境の整備の要諦は「漏れのないサーチを効率的に

行うこと」に尽きる。

　それでは、漏れのないサーチ＝コンプリートサーチを妨

げる要因は何か。

　ＩＰＣやFIあるいはFターム等によるインデックスサー

チについてみると、第一にインデックスの利用主体（付与

者及び検索者）個々に内在するゆらぎ、すなわち、イン

デックスそのものへの理解／付与時のゆらぎ／検索scope

立案時に想起する対象のゆらぎが想定される。このゆら

ぎは、いずれも、文章理解力／言語的能力／技術的バッ

クグランドに起因することから、プレーヤーの増加に伴

いこれらのゆらぎが拡大することは避けられない。また、

インデックスサーチは、技術の進歩に伴うインデックス

の劣化及び陳腐化と文献数の増加に伴い、カテゴライズ

されていない対象の既存インデックスへの埋没の危険性

が常につきまとう。

　次にテキストサーチ利用の限界についてみると、特徴

的な語の用法がない場合の絞り込みの困難性、表現の多

様性（語法〜レトリック〜文章構造）への対応の困難性、

表現の様態が異なる対象の捕捉の困難性が挙げられ、こ

れらは、母語や親度の高い言語環境でない場合著しく増

幅される。

　その他、クレーム文言解釈と検索範囲の関係（前者を狭

く取ると後者も狭くなる）や、インデックスの付与が理想

的に行われているとの錯覚もサーチ漏れの原因となろう。

Ⅳ-3. 外国特許文献検索環境の整備について

　外国特許文献としての中韓文献の調査を審査官や企業

が容易に行い得るようにするための方策として、機械翻訳

を活用した日本語による検索システムの開発が提言され

ている。

　本システムは、不十分な先行技術調査による権利の安定

性の低下、進出先において現地企業から訴えられる可能性

の増大、等のリスクを低減するための極めて有効な対策で

ある。本システムの開発については、外部ユーザーからの

期待も高い。

　JPOとしては国家プロジェクトとして取り組むべき事業

と考える。システム開発にあたっては、緊急を要すること

から、EPOと Googleの提携を参考にすると共に、既存の

中韓文献の検索サービスを提供している民間業者の力を

活用も視野に入れて早急に進めるべきであろう。

　ただし、外国文献検索システムは翻訳システムが作られ

ただけでは、検索システムとして、現実に先行技術調査に

役立つものには直ちにはならない。本システムの活用を実

効あらしめるために以下を提言する。

ついては、今後も検討が必要ではないかと思います。（弁

護士   I氏）

 ・ 豊富な人材の確保。専門家を育成する環境（最新技術、

言語、法律、IT関連等）、魅力ある職場環境。（国際機関  

K氏）

Ⅳ. 先行技術調査機能の充実
　  ─審査における検索環境の整備について─ 

　次に、日々の審査に直結する先行技術調査機能の充実

のあり方、とりわけ検索環境の整備についての検討を行

う。

　JPOクライアントの期待に挙げられているように、安定

した権利設定に向けての審査の質の向上は、個別の権利の

安定化により、関連するビジネス展開に有利に働くことの

みならず、その積み重ねは、各国特許庁の信頼を得ること

につながり、制度や運用の調和の推進にも貢献することに

なる。

　審査の質向上のためには、JPOによる先行技術調査の充

実が求められるが、そのためには、検索環境の整備が必

要である。検索環境の整備は、高い精度で効率良くサー

チを行うことを目的として、その武器となる検索システ

ムの整備と、武器を使いこなす人材の育成、そして、こ

れらを実現する体制の構築の三者から検討されるべきも

のである。さらに、検索環境の整備に関しては、中国等

の急増する新興国の外国文献のサーチへの対応が課題に

なっている。

Ⅳ-1.  検索環境整備の新たな必要性；パラダイムシフト
の発生

　これまでは、三極は、事実上の競争関係にあり、また、

検索環境においては、ある程度、自国文献のみに依存して

独立の対応が可能であった。これを可能にしたのは、

・JP：多数の日本語文献利用の優位性

・US：USCの堅持=US出願の保持する技術情報の優位性

 ・ EP：Supplementary Search Report=欧米語文献利用の

優位性

であり、各機関のこれらの特異性が競争力及び独立性の源

泉となっていた。

　これに対して、三極共に滞貨問題の解消が急務となり

その対応のために協業の必要性が拡大したこと（特に米

国）、また、中国等の新興国から／への出願の決定的な拡

大が発生して非欧米語環境への対応の必要性が拡大した

ことにより、検索環境のパラダイムシフトが発生し、各特

許機関は、DBの共有化、分類の共通化、翻訳の深化等の

フラット化を指向する抜本的な対応が求められるように

なってきている。
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世界最高の特許庁を目指して

障壁があるが、逆に欧米言語圏プレーヤーが非欧米言語文

献を十分に使いこなすことは、より障壁が高いことが推測

される。

　この点、今次のパラダイムシフトは世界的にみれば必ず

しもJPOにとっては不利にならない。漢字という共通の文

字体系や共通の技術用語等のメリットを最大限活用したい。

Ⅳ-4. 国際特許分類（ＩＰＣ）の意義の再考

　CHCに依拠して世界共通分類の策定への挑戦が加速さ

れているが、分類作成の意義について考察する。

Ⅳ-4-1 特許分類は技術の殿堂を構築するための設計図
　分類は、技術の体系であり、特許審査官にとっては、発

明を一つ一つの石として、建築物を構築するための設計図

といえるのではないか。この喩えに従えば、石には色々な

材質・色・形のものがあるが、発明（に付与された分類情

報）が、それぞれの石にあたり、分類表が設計図にあたる。

美しくデザインされた設計図どおりに（アップデートされ

た分類表に基づいて）正しく石を積み上げることができれ

ば（発明に正しい分類を付与することができれば）、ケル

ンの大聖堂のように世界一の高さの美しいゴシック様式の

ものができあがり（膨大な特許文献を体系立てて整理して

蓄積し、効率的に検索できる状態となる）、もしそうでな

ければ、設計図どおりにならず、建設できたとしても設計

図どおりの美しい大聖堂はできあがらない（陳腐化した分

類表や誤って付与された分類により効率的なサーチが行え

なくなる）だろう。

　ケルンの大聖堂は第二次世界大戦時に被害を受け、その

後復旧工事が行われたが、粗悪なレンガで復旧されたた

め、後に以前の外観に戻す作業が行われ、また、大気汚染

による風化作用等のダメージがあるため、現在でも常時多

数の職人が修復・維持作業に従事しているが、特許分類に

ついても、正確に付与されなかったものや、陳腐化したも

のについては、常時メンテナンスを行い維持していくべき

だと思う。

　技術の殿堂を構築するために特許分類は極めて重要な役

割を果たしている。

Ⅳ-4-2 ＩＰＣは各国の審査官が付与した共通言語
　ＩＰＣには、WIPOにより管理され、国際的に統一され

た利用のための指針が定められている。この指針はＩＰＣ

分類の構造、分類表の表記、用語法、分類の付与の原則を

規定しており、国際標準として分類の国際的なルールを提

供している。

　加えて、特許文献に特許分類（ＩＰＣ）を付与すること

Ⅳ-3-1 中国語を解する審査官の育成
　外国文献のうち中国文献の重要性は急速に高まりつつあ

るものの中国語を解する審査官の数が極めて少ないのが実

情であろう。中国文献の翻訳システムが一定レベルのもの

に完成したとしても、その中国文献を審査に使うために

は、原文の内容及び記載箇所の確認が必要となる。審査で

は、各分野の先端の技術の理解を要することから、各技術

単位において、中国語を解する審査官を数名擁し、他の審

査官へのコンサルタントを行うことが必要となろう。これ

らの審査官は、各技術単位において、審査官交流等の中核

を担うことにもなろう。

Ⅳ-3-2 翻訳辞書の開発及びメンテナンスへの貢献
　翻訳システムの整備にあたっては、定型表現や名詞句の

登録による翻訳辞書の整備が有効であるが、請求項や要約

に出てくる長文を全体として正しく翻訳することは非常に

難しいことが指摘されている 13）。特許文献という特殊な文

体と広範な技術分野を対象とすることから、その作成の人

材確保は容易でないことが想定される。しかしながら、そ

れを「使えない」ものとして終わらせるのではなく、審査

官が「辞書の整備」に指導あるいは直接に関与して、特許

の審査に適した「使えるもの」にすることが考えられる。

　上述した中国語ができる審査官の育成は、この業務を担

う点でも不可欠である。当該審査官は、担当技術分野の機

械翻訳用辞書メンテナンスを通して、他の審査官のサーチ

を助けることができる。

Ⅳ-3-3 インデックス及びテキスト検索機能の向上
　外国文献のサーチができるようにするために、国際特許

分類の共通化の試みが開始されている。インデックスとし

ての分類は調査対象の枠組みを決める上で有用であるが、

上述したように、インデックスは付与者及び利用者の個々

に内在するゆらぎにより、検索の精度は大きく左右される。

　これを少しでも低減するためには、インデックス付与者

と利用者の各分類の付与方針の相互理解が必要となろう。

国際分類においては、各国付与者間での付与方針の理解が

重要であろう。

　また、テキストサーチも万能ではない。国内文献サーチ

に用いる用語のシソーラスの整備を進めると共に、これと

翻訳辞書との連携等の工夫が必要であろう。

Ⅳ-3-4 非欧米圏プレーヤーの増加のメリット
　中韓文献の増大により、以前は非欧米圏言語の特許文献

はほとんどが JPのものに限定されていたが、特許文献言

語の勢力分布についてのパラダイムシフトが発生した。

　非欧米言語圏プレーヤーにとっては、欧米言語の利用に

13）船森　茉美　「中国公開特許公報の日本語への機械翻訳」特技懇No.262「9-10頁」
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　それであれば、Fタームは、検索対象として漏れのない

枠を作るツールとし、その中をシソーラスを利用したテキ

スト検索により区切っていき、「客観的に」文献がありそう

なところを全てサーチしたら終了、というのが将来的な解

決策だと考えられる。

Ⅳ-5-2 FWや栞の積極的な利用
　FI・Fタームを改正し、既蓄積分の公報にこれらのイン

デックスを付与するには、大きな労力と時間を要する。こ

れを解決するためには、新技術の芽を早い段階で発掘し、

サーチをしながらフリーワードや栞を使ってサーチキーを

付与することを組織的に進めることが効率的と考えられ

る。フリーワードや栞がたまってきて、分類とすべき文献

数（1000件くらい）となったら、Fターム等に格上げして、

他の担当官が利用できるようにすることにより、新技術に

対応して早期の段階でこれらのインデックスを利用するこ

とができるようになる。

Ⅳ-5-3 シソーラス作成への組織的取り組み
　テキスト検索の弱点を補うために、シソーラスの作成を

組織目標として取り組むことが考えられる。インデックス

キーとテキスト、これに組織的に作成したシソーラスを組

み合わせることにより、サーチ範囲の確定をある程度、客

観的に行うことが出来るようになるのではないだろうか。

そのためのツールとして、既に審査部に提供されている

「シソーラス検索ツール」や「wikiの特許戦略メモ」の活用

が期待される。

Ⅳ-5-4 付与制度の向上；査定時の分類の見直しの徹底
　現在、これらのインデックスキーは公報の公開にあわせ

て付与される。しかし、審査された発明については、発明

情報の把握に必要になる従来技術が何であるのかが十分に

わかっている。そこで、付与の精度を上げるためには、査

定時の分類の見直しが有効であろう。

Ⅳ-5-5  簡明なFタームの重要性と国際的な付与指針の
作成

　インデックスを用いたサーチの精度は、付与者とサーチ

での利用者の、そのキーの理解の一致度に比例する。その

ために、両者の意識のすり合わせを十分に行うことが重要

であるが、それ以前の段階で、インデックス付与の考えが

簡明で分かりやすいことが必要である。

　Fタームには、ＩＰＣ指針に示される「新規及び非自明

な主題事項」である「発明情報」を分類する等の明確な付

与指針がなく、付与は、各テーマコードの個別の対応に委

ねられている。そこで、Fタームの整備にあたっては、マ

ニュアルに付与対象となる技術を明確に規定することが一

層大切である。

は国際的な義務であることから、各国の文献の言語は異な

るが、それぞれに付与される分類は、各国の審査官が付与

した共通の言語としての性質を有する。

　このように、ＩＰＣは、いわゆる万国法としての性質と

技術的な共通言語としての性質を有することから、JPOが

国際戦略を進めるにあたっては、ＩＰＣへの深い理解と尊

重が必要であろう。

Ⅳ-4-3 早期のメンテナンス実施の必要性
　特許文献に付与される特許分類は、今後数十年間にわ

たって使い続けられる価値ある蓄積情報である。価値が低

くなった古い情報も、必要に応じてメンテナンス（バック

ログ再解析）することにより再び利用価値が高くなる。

　ただし、特許分類のメンテナンスは手間・コストがかか

ることに加え、それを実施したからといってすぐには効果

が現れるものではないが、特許検索の効率化（コスト削減）、

審査の質の向上にリンクするものである。何もせず放置す

ることは、後世への負債を増やし続けることに繋がる。

　新分類の導入・作成に伴い発生するバックログ解析（い

わゆる再分類）には多大なリソースを要するが、後回しに

すればするほどその負担（件数）は増え続ける。新分類の

導入の決断は早ければ早いほうが良い。

Ⅳ-4-4 迅速な対応
　ＩＰＣの課題には、庁毎の付与にばらつきがある点と、

新しい技術に対応しきれていない点がある。分類調和の進

展にあたっては、作業の軽量化をはかるために五庁の各分

類の担当官の対応表を作って、ミクロにメール会議を実施

し、相互の分類の確認を行うことが考えられる。ＩＰＣの

利用の実効性を高めるためには、その結果を各分野におけ

る分類付与指針として整備を進めることが有効であろう。

　また、新しい技術への対応としては、仮のＩＰＣを作っ

て（temporary ＩＰＣ）、新しくかつ将来伸びることが予

想される技術が出てきた場合には、WIPOの裁量で分類を

作成し、各国の承認を経て、各庁に新願への分類付与を義

務付けるようにすることはどうか。ただし、バック分の再

解析は不要として、数年たって、ほんとに重要な技術と

なった際には、通常のＩＰＣに格上げして、その際に、

バック分の再解析をすることも選択肢とする。

Ⅳ-5.  国内インデックス検索キー（FI、Fターム）の整備
について

Ⅳ-5-1 Fタームの利用方法の進化の必要性
　Fタームの利用は、転換期を迎えようとしている。すな

わち、蓄積文献数は年々確実に増大していくので、将来に

わたってFタームだけで文献を絞り込むことを目指すのは

もはや不可能な状況が出現している。
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出に係る出願を行うことが多いためである。実機を発売

した会社が当該ルールや演出に係る出願をしている蓋然

性は高いが、当該出願が他社の出願までに公開されるこ

とは稀であるので、公知文献としては実機が掲載された

雑誌を用いざるを得ないのである。また、発売された実

機以外にも、遊技機に係る規則の改正があると、業界各

社から改正内容（改正案を含む）に関する出願がなされる

が、改正内容については警察庁のホームページや雑誌の

特集等で公知になっている場合が多く、やはり、改正内

容に関する非特許文献を引用することが多い。一方で、

2C088では公報件数が豊富なため、雑誌等を引用するま

でもなく公開公報で足りる場合が多く、現状では拒絶理

由通知において非特許文献（主にパチンコ雑誌）を引用す

る割合が高くない。

（2）分割出願が多い
　パチンコ業界では、パテントプール（JAMP14））により権利

の運用がなされているが、制限はあるものの分割出願で登

録されたものであっても有効な権利として扱われる。そのた

め、2C088案件では、登録された出願を複数に分割し、親

出願の登録された構成をもって分割出願も登録に至るケー

スが多くみられる。一方で2C082案件では、拒絶査定され

た場合に出願を複数に分割するケースが多くみられる。

（3）39条通知率が高い
　上記したように分割出願が多いため、39条を通知する

率が高い。また、分割出願でなくとも、登録された出願と

出願時期が近く明細書の内容も類似する出願において、登

録された出願のポイントとなる構成を補正により入れてく

る場合が多々みられるが、このような場合にも 39条を通

知することが多い。

　さらに、検索ツールは、審査官のものだけでなく、外部

ユーザーによる利用を想定して作成されるべきものであ

る。そのためにも、意図的な簡明性の導入と明確な付与指

針の作成が必要であろう。その延長には、外国機関による

JPO発のFIやFタームからなるインデックスの付与も想定

すべきである。

Ⅳ-6. 非特許文献のサーチについて

　学術論文等の非特許文献の利用率は、各技術分野におい

ての学会の関与度によるものと考えられる。ただし、これ

までは、多くの審査において特許文献のみを利用するのが

精一杯であったとすることが実情であろう。

　特許の世界において、特許性を決定するにあたり先行技術

文献の重要性は決定的である。論より証拠の世界である。技

術分野の特性に応じて、学術文献等の非特許文献が先行技

術文献として重要と考えられる分野においては、特許性の判

断にその利用を積極的に行う必要があろう。各特許機関の能

力の違いは、各機関の提示する文献のレベルに現れる。

Ⅴ.  チームアミューズ（アミューズメント審査室）
での取り組み

　以上は、検索環境の整備の一般的な取り組みについて、

検討したが、次に特許審査第一部アミューズメント審査室

で行われている検索環境の整備について紹介する。審査の

質の向上に向けて検索環境の整備を行うにあたり、各室担

当分野の技術や出願状況の特性に応じて、独自の工夫とし

ての「現場力の発揮」も重要であると思われることから、

その一例の参考とさせていただきたい。

Ⅴ-1.  2NTの現状と各種取組
（特許審査第一部アミューズメント　薄井審査官執筆）

Ⅴ-1-1  2NT（2C082、2C088）の審査の現状
　2NTが担当する主なテーマである2C082（スロットマシ

ン）及び 2C088（パチンコ）に係る出願は、他のテーマに

比べて以下のような特徴がある。

（1） 拒絶理由通知における非特許文献の利用率が高い。
　2C082の案件について、拒絶理由通知における非特許

文献（主にパチスロ雑誌）を引用する割合が高い。これは、

これまでにない新規なルールや演出を有する実機（スロッ

トマシン）が発売され、当該実機が市場で一定の地位を得

た場合（ヒットした場合）等に、他社が同様のルールや演

14） 日本遊技機特許協会。平成20年5月から活動を行っている一般社団法人。全会員の保有するパチンコ機の特許権等をプールし、会員が一定額の
実施料（1台あたり8,000円）を支払うことにより、全会員の保有するパチンコ機の全特許権等のライセンス契約（再実施許諾権付き通常実施権
の許諾）を受けることができる。
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（2）非特許文献検索のツール
　実機における新規な機能等をまとめたツール（図Ⅴ-1）

を利用し、求める機能を有する実機の検索が迅速に行える

ようにしている。また、実機名から掲載雑誌を一覧表示で

きるツール（図Ⅴ-2）を利用し、求める実機の発表時期等

を迅速に把握し、当該実機が掲載された雑誌を閲覧できる

ようにしている。

（3）請求項・起案書等の検索ツール
　2C082の着手済み案件の請求項（補正書含）や起案書を

蓄積し、テキスト等で検索できるツール（図Ⅴ-3）を用い

ることで、本願発明と同様な構成 15）や拒絶理由通知等の

記載を検索でき、他審査官の進歩性の判断や引用非特許の

（4）無効審判請求率が高い
　パチンコ業界では、JAMPの的確な運用により業界内で

の無効請求は基本的に行われないようであるが、スロット

業界では、侵害絡みを含めた無効請求が多くなされる。

Ⅴ-1-2.2NTの現状に対する取り組み
　以上のような 2NTの現状に対して、審査室として以下

のような取り組みを行っている。

（1）学術文献等DBへの雑誌の蓄積
　2007年から学術文献等DBへパチンコ・パチスロ雑誌の

蓄積を積極的に行っている。蓄積された雑誌は、クラスタ

検索でテキスト検索できる。

図Ⅴ-3.請求項・起案書等の検索ツール

図Ⅴ-1.�初まとめ検索 図Ⅴ-2.�掲載雑誌検索システム

15）クラスタ検索でも出願当初の請求項や明細書の記載は検索できるが、当該ツールでは、補正により追加された請求項に対する検索もできる。
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上の効果があり、技術的貢献がないとの判断で切り捨てる

ことには若干の疑問が残る。

　一方、JPOでは、発明特定事項の全てについて構成の想

到容易性が立証された。当該事案に限らず、発明特定事項

の全てを技術的対象とした上で先行技術調査及び（そこに

設計的事項と整理される部分はあるとしても）進歩性の判

断を行うJPOの審査実務は、新領域分野の価値を客観的に

評価し、出願人への説得性を持つという点で、世界に誇れ

るものだと考える。

　遊技機分野から若干話が逸れたようにみえるが、今回紹

介する2C333（弾球遊技機の表示装置）というFタームテー

マ（分割による新設テーマ）は主としてパチンコの演出技

術を対象とするものであり、画像表示装置に様々な表示プ

ログラムを実行させるものである。2000年以降のコン

ピュータプログラムの取扱いに関する審査基準・特許法の

相次ぐ改訂・改正という法制度整備と、パチンコ機におけ

る全面大型液晶の採用という技術変遷とが相まって、パチ

ンコの遊技内容に絡めた液晶画面での演出に関する技術の

出願は次第に増加し、この分野での出願全体の半数近くを

占めるようになった。ゲームのルールそのものは発明足り

得ないが、新規なゲームルールを発案して同時に当該ゲー

ムを実現するための設備や用具の仔細を考えた場合、それ

らが発明の対象となることに説明は要らないであろう。さ

らに、パチンコ遊技の大当り、確変や時短といった各種の

ゲームの状態に関連付けた演出の内容は、先行技術の存在

により進歩性が否定されたり、陳腐化された手法の類型で

あるが故に適宜なし得ると判断されたりすることはあって

も、根拠なく設計的事項と言って切り捨てることはできな

いだろう。

　従前の 2C088（弾球遊技機）という Fタームテーマは、

チューリップや機械式ドラムによる 777等、古くからの

機種について、どちらかといえば構造に照らして建付けが

されたものであり、制御といった観点、ましてやソフトウ

エアにより様々な表示を行うものは想定されておらず、演

出関連技術の検索には向かないものとなっていた。現状で

は、フルテキストによる検索が中心となるが、一技術担当

室（アミューズメントマシン）に 1テーマという状況の大

量出願の中で遊技内容に絡んでの制御が対象となると、シ

ソーラス、近傍検索といったテクニックを駆使したとして

も自ずと限界がある。そこで、一定程度の技術的な重みづ

けがなされて検索ができる Fタームを新設（テーマ分割）

することとされたのである。

　フルテキスト検索に対するFターム検索のメリットの一

つとして、技術屋の目によるフィルターを通して検索キー

が付与されることが挙げられる。2C333テーマでは、こ

のメリットが最大限活かされるよう努めた。具体的には、

テーマリストの設計、公開後文献及び一元化付与における

解析、リリース後の実際の検索という3つのフェーズを通

検索、同一発明のチェック等を行うことができる。

Ⅴ-1-3.今後の課題
　以上のように、2NTにおける取り組みを紹介したが、現

在そして今後にはいくつかの課題がある。

　まず、紹介した各種ツールの維持・管理である。ツール

のデータ更新には少なからず手間を要し、今後はツールが

扱うデータ量も増え続ける。そして、出願の状況やデータ

量に対してツールのリバイスを行っていくことも必要であ

ろう。そのような維持・管理を長期に亘り審査官が続ける

ことは難しい。

　また、実機に詳しい審査官や当該分野の審査経験の長い

審査官との協議により、適切な文献の提示や出願時の技術

水準の理解を行うことが多い中、そのような審査官の貴重

な知識を残す手段を検討していくことも必要である。

　加えて、各種ツールは審査の質の向上や審査（特にサー

チ）のバラつきの抑制に有用であるが、審査官間での判断

のバラつきは依然として発生し得る。判断のバラつきに対

しては、他審査官との協議を積極的に行うこと、審査室全

体で審決や判決の動向を共有し理解すること等の取り組み

を、より一層力を入れて行う必要がある。

Ⅴ-2.  弾球遊技機の表示装置テーマのFタームメンテナ
ンスへの取り組み

（特許審査第一部アミューズメント  柴田審査官執筆）

　2001年2月16日パリで開催されたAIPLA-ICC共催の国

際シンポジウムでのコーヒーブレイク中、2日前に下され

たCAFCの決定が話題になっていた。Barnes & Noble 社が

Amazon.com保有のワンクリック特許の正当性に疑義を生

じさせる十分な異議申し立てをしたとして、類似システム

の使用差し止めを命じた連邦地裁の仮処分を取り消したか

らである。各国実務家からの「日本での見通しは？」との

質問に対して、石井正特許技監（当時）が、「JPOの審査官

は先行技術を発見して進歩性欠如の拒絶理由を昨年既に通

知している。」と答えると、JPOの審査能力の高さの顕れ

だとの賞賛の声が挙がった。

　ワンクリック特許については、後に EPOでも進歩性欠

如の判断が下されたが、簡単な手続きでの決済を可能にし

たという一番のポイントについては、「セキュリティ対シ

ンプルさというトレードオフの部分で技術的貢献を確立す

ることはできない。注文プロセスの確認手順を省略するこ

とは進歩性に寄与することができない。」といった非技術

的部分を捨象するという EPO独特のソフトウエア関連発

明の判断実務に依るところがある。しかし、ワンクリック

特許は、ショッピングカートに商品を入れたまま放棄する

割合が高いため購入率が低くなりがちという従前の

E-commerce態様の弱点を克服した点で購買行動プロセス
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ではない段落番号を付与することは理屈に合わないとい

う議論もあったが、文献の絞り込みができたとしても引

用文献として使える記載箇所を特定できなければ検索は

完了したことにならないとの考えの下、関係各所から了

解を頂いた。解析者が特徴と考えた記載箇所が明確に特

定でき、上記③の解析時の意思統一という場面でも大き

な効果を上げている。

　今回のメンテナンスは、Fタームのメリットを活かしつ

つ、同時に弱点も克服しようというものである。先述した

が、証拠を尊重した審査実務はJPOが世界に誇れるもので

ある。しかし、構成が埋まらない部分があるから、特許と

いう判断は早計であろう。遊技内容とは何の脈絡もなく、

移り変わる映像の内容が延々と規定されるような出願も

中には存在する。狭い意味で新規なものかもしれないが、

特許要件の判断は別である。証拠偏重にならず、設計的事

項というべきものか否か判断できる技術常識を養うこと

が肝要であるところ、この意味でも先行技術調査ツールの

役割は大きい。全く同じ態様はなくとも、多くの先行技術

の類型を体系的に調査し技術の価値評価をすることに

よって、設計的事項との判断が可能となるケースもあるか

らである。

　また、制御技術に対するフルテキスト検索は、ターゲッ

トサーチになりがちとなる。先行技術が存在するであろ

うとの心証を得た出願に対しては有効であるが、未知数

のものに遭遇した場合、コンプリートサーチによって価

値を見極めたいときもある。盲目的に行われている検索

が、新設Fタームのリリースによって、もう少し体系的に

先行技術を把握することが可能となり、深い意味での技

術評価、進歩性判断を可能とする環境が構築されること

が期待される。

Ⅵ. まとめ

Ⅵ-1.  世界における特許制度利用の拡大と検索インフラ
整備の必要性

　特許制度は、経済的及び精神的な欲求の充足という人間

の基本的な欲求を満たすことにより、社会の発展に欠くこ

とのできないイノベーションを促すという、社会と人間の

本質に基礎をおく制度であることから、世界における利用

拡大の基調に変わりはないものと考える。

　ただし、そのための器としての特許制度が機能するため

には、「新しさを見極めるための能力」としての検索インフ

ラに支えられた先行技術調査機能を必要とし、これを備え

ることにより、特許制度は、初めて、コーラーの言う「人

類への貢献」を実現できる。

　世界公知主義はそのための要件であり、これを実現する

して、次のようなことを視野に入れて開発を進めた。

① リストが大きくならないように、FM観点を多用し、典

型例（確立した技術）の観点分けに頼ることを極力排除

した。演出技術は、どのような期間（遊技状態）、どの

ようなタイミング（遊技動作）において、何の素材（音、

光、映像、可動物）を、どのように用いて、何を表現（報

知）するかという点に特徴が見いだされる場合が殆どで

あって、個々の要素そのものに特徴があることは少ない

からである。典型例をリスト項目とすることは、解析を

機械的に行えるという点では有利であるが、全くの新し

い発想には対応しづらい、フルテキストとシソーラスを

用いて行う検索と変わらなくなってしまう。

② 「…に特徴があるもの」という観点を採用しているテー

マは少なくないであろうが、本テーマでは、それを一層

推し進めて、（出願時期を踏まえて）陳腐化された技術に

はタームを付与しないルール（周知技術・ノイズの徹底

排除）とした。ハードウエア技術や OSそのもの等とは

異なり、ソフトウエアを利用した演出技術とは、要する

にどのように魅せるかであり、発想さえ拾えればコピー

は容易であるが故、先行者利益は少なく、従って、瞬く

間に類似の出願が増える。ターム付与に何等のフィル

ターを通さなければ、すぐにノイズが増え、十分な絞り

込みが困難となる。ただし、このルールは挑戦的な試み

であり、運用解釈が確固たるものとなるよう常に意識し

なければならないという厳しさがある。

③ JPO-IPCC間での実施体制の整備、連携の強化を充実さ

せた。解析主体のIPCC、チェック者である JPO双方の

責任者を明確にし、バックログ解析のバッチ毎に数回

の連絡会を実施している。運用解釈における双方の意

思統一を確実にするためである。JPO側は負担を顧みず

立ち上げ時は少数の審査官でチェックをしてバラつき

の低減を図った。IPCC側は少数で実施といかない事情

もあり、ある程度のバラつきが生じえるが、その分、

連絡会を通じて、問題の早期発見及び改善に対応して

いる。 連絡会では、 遊技機分野での技術経験のある

IPCC側精鋭部隊の存在が大きい。

④ 実際に検索を行う際のツールとするべく、Fタームを付

与する根拠となった記載箇所（段落や図）を審査官FW

として記録することとした。全くの新しい試みといえ

る。フルテキスト検索の結果のスクリーニング画面での

ワードのハイライトといった記載箇所の特定がFターム

検索では行えないところ、1000段落を超える明細書も

珍しくない当該技術分野では、このことが最大の弱点と

なる。検索キーである審査官FWに、検索のための目的
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世界最高の特許庁を目指して

いて、出来ることはやっていく。現場力の発揮の積み重ね

が大きな改善に結びつくと考える。改善の実を早期に着実

に得るためには、各現場がイニシアティブを発揮する現場

力の発揮が期待される。

Ⅵ-5. 知的財産専門人材の育成と有機的活用

　特許制度の重要性が高まる中、特許制度は、以上に述べ

た審査機能に加え、国際的領域や権利活用の領域におい

て、その関与領域は著しく広く深くなっている。政府機関

としてのJPOには、審査審判のみならず、これらの領域で

の制度企画と運営のイニシアティブを担うことが期待され

る。特許制度は実践を必要とする制度であることから、各

領域での知見を深めるためには各領域での経験を積ませて

おくことが有益である。例えば、権利の活用については、

大学等の公的機関等で、その業務経験を積み、その後庁お

いて経験を制度企画に生かしていくことが考えられる。

　また、日本の知的財産人材の数は限られている。限られ

た人数でことをなすには、人材の有機的活用を図る必要が

ある。JPOの各種業務において、その質の抜本的かつ早急

な向上のために法曹界や産業界における知的財産専門人材

の活用を図ることも視野におくべきと考える。

Ⅵ-6.  プロジェクト支援型審査：企業による世界におけ
る事業活動支援のための審査スキームの構築

　発明は、事業化され、「もの」や「サービス」が提供され

ることにより、社会的な利益を生じる。特許権は、事業の

模倣を排し競争力確保を実現することにより、新規な事業

プロジェクトを有利に展開するための強力な武器になる。

　事業プロジェクトは、通常、複数の発明の束からなるた

め、これを特許権により保護するためには、事業に関連す

る複数の特許権を束で取得できることが有利である。ま

た、権利の取得は事業の展開に応じて適切な時機になされ

ることが必要であり、この点、事業の世界展開に応じて、

世界各国においても、時機に応じた権利の取得ができるこ

とも大切である。

　このために、事業プロジェクトを特許権による保護を通

じて支援するためには、プロジェクトの実施の進展に応じ

て、「複数の関連特許」を「時機に応じて審査」する新たな

審査スキームの構築が求められる。そして、このスキーム

は、「PPHとの有機的連携」を図ることにより、世界各国で

の時機に応じて権利取得を可能ならしめることができ、よ

り有用なものになろう。

Ⅵ-7. サービス業としてのJPOのマインド向上

　企業が世界の特許庁を選んで使う時代が本格的に到来し

ためのインフラである検索環境の整備を進めることは、あ

らゆる特許機関の使命であろう。

Ⅵ-2.  審査官のコア技術としての検索能力と語学能力の
抜本的向上の必要性

　先行技術調査は特許制度を支える柱である。外国文献

サーチが今後必要になるとしても、その前に日本語文献の

サーチを十分に行える能力を審査官が身につけておく必要

があろう。サーチを審査官が備えるべきコアの技術として

位置づけて、その力を高めておくことが重要である。検索

能力としては、特許文献の外に、学術文献等の非特許文献

の検索能力が期待される。さらには、これらの検索ツール

をメンテナンスするための能力も含まれる。検索環境の改

善のためにはそのための知識を備えていることが不可欠だ

からである。

　対象が日本語文献から外国文献に変わったとしても、そ

の違いは基本的には言語問題に帰着される。語学能力につ

いては技術文献を読み込むことのできる実践的な能力が求

められる。また、これからは、各技術分野における辞書のメ

ンテナンス等にも語学能力が必要とされることになろう。

Ⅵ-3.  検索環境の整備；開発・活用・メンテナンスの三
位一体の実践

　特許制度は、実践を伴い、初めて “活きた” 制度になる。

審査の業務において、審査官が先行技術調査のための武器

（検索ツール）を磨き続けることが不可欠である。武器の

開発・活用・メンテナンスのサイクルを回し続けることに

より、武器は進化し、良い仕事ができるようになる。

　しかしながら、個の力には限界がある。このサイクルを

力強く大きくかつ継続的に回すためには、組織化が必要で

ある。それぞれの役割を担う専門家の活用である。専門家

の活用は、個々が職責を果たし、その連携がなされたとき

には、量的成果だけではなく、仕事の質の向上ももたらす。

　今後、海外文献の先行技術調査を行う、あるいは、学術

文献や非特許文献の調査を行い、先行技術の調査能力を飛

躍的に高めるのであれば、審査官は各技術分野におけるこ

のサイクルのリーダーとして、このサイクルを外部の専門

家と共同して、回していくべきであろう。

　JPOが、時代の変化に対応して、進化を遂げるためには、

このサイクルを新たな重点業務として位置づけていくこと

が必要であろう。

Ⅵ-4. 現場力の発揮

　環境は急激に変わりつつある。また、改善の実を得るに

はトライ＆エラーを要する。問題に直面している現場にお
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た。JPOは出願人をクライアントと考え、他の特許庁に比

して、どのようなサービスを提供できるのかを真剣に考え

なければならない。幸いにしてJPOは、現時点での審査の

質については概ね良いとの多くのご意見・ご支援をいただ

いている。しかしながら、時代は急速に変わりつつある。

環境の変化に対応し進化するためには、クライアントの声

を真摯に受け止めてこれに応えていくことが必要である。

クライアントが厳しい環境の変化に直面しているのに、

JPOのみが旧態依然のままでいる理由は無い。世界の他の

特許庁も同じ課題に直面していることも付け加えたい。ク

ライアントの尊重とライバルの存在は組織発展の大切な

キーファクターである。

Ⅶ.おわりに

　制特許度の基本理念には幸いにして変わりは無く、その

利用は世界的に拡大している。本制度を活用して「人類へ

の貢献」をなすことは特許関係者各位の使命であろう。

　震災の経験は、図らずも知的財産は地震・津波でも消失

しない財産であることを教えた。特許マンとしての自己の

存在意義の確立は実践にかかっている。

　常に危機は好機とすべきものである。また、環境の変

化に対応するものだけが生き残る。中韓特許文献の劇的

な増加を主とする特許制度の世界的拡大への取り組みは

JPOを霞ヶ関一の国際官庁に押し上げることに貢献するで

あろう。
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