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特技懇国際的審査品質に関する検討会

抄 録
　PPHは、第一庁で特許可能と判断された出願について、出願人の申請により、第二庁において簡易
な手続で早期審査が受けられるようにする制度である。PPHは、早期審査、第二庁におけるオフィス
アクション数の低減、そして特許率の向上（日→米のPPH案件の最終特許率は87％）の点で出願人に
メリットがあり、申請数は増加してきている。他方で、PPH申請を受けた第二庁において最終的に特
許される場合であっても、第二庁ではその出願に対してファーストアクションで拒絶理由が通知される
ケースがある。PPH検討会では、日→米PPHの実案件のサンプル調査を行い、USPTOでのファースト
アクションがどのようなものであったのか分析を行ってきた。本稿ではその調査結果を報告するととも
に、調査結果に基づく考察を行う。

標庁（USPTO）を例にPPH案件の特許率をみると、PPH

案件の最終的な特許率はJPO77％、USPTO87％と高く、

特にUSPTOではPPH案件の最終的な特許率は全出願と

比較して2倍近くの差が生じており、特許取得が一層見込

みやすい結果となっている（図1）4）。

1. はじめに

　現在、日本国特許庁（JPO）が提唱した特許審査ハイウェ

イ（PPH）を採用している国・地域は増加の一途をたどっ

ており1）、既に世界でのPPH申請件数は13000件を超えて

いる（2012年3月1日現在）。PPHは、第一庁で特許可能

と判断された発明を有する出願について、出願人の申請に

より、第二庁において簡易な手続で早期審査が受けられる

ようにする制度である2）。この制度を利用することによっ

て、ユーザー側からすれば、海外での早期の権利取得・低

コスト化を図れるというメリットがある。また、各国・地

域の特許庁側からすれば、特許庁間でワークシェアリング

が行えることもPPHの利点である3）。市場や企業活動の

グローバル化を背景に、2006年7月の日米PPH試行以来、

PPHはユーザー・各国・地域特許庁のニーズに応えた施

策として活用され、注目を集めている。JPO、米国特許商

本稿は、特技懇主催の自主勉強会「特技懇国際的審査品質に関する検討会」（PPH検討会：メンバーは後述）の調
査報告であり、特許庁、審査官（補）、特技懇としての意見・見解を表明するものではない点にご留意下さい。
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特許審査ハイウェイ（PPH）案件における
第二庁によるファーストアクションに
関する検討 ─日→米PPH案件を題材として─

1）�2012年3月現在、PPHプログラムには25の国・地域が参加している。最新情報についてはPPHポータルサイトを参照。http://www.jpo.
go.jp/ppph-portal/

2）JPOのホームページ「特許審査ハイウェイについて」http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm（2012年3月5日）
　�また、PPH制度を紹介する文献は枚挙にいとまがないが、武重竜男「特許審査ハイウェイ（PPH）の最新動向について」、平成23年7月12日、
No.13025、特許ニュース、経済産業調査会；金子秀彦・安孫子由美「PPHの現状とPCT−PPH開始ならびに今後の課題について」、平成
22年9月14日、No.12828、特許ニュース、経済産業調査会等がある。

3）原泰造「特許審査ハイウェイ（PPH）の新たな動き」知財ぷりずむ、Vol.10、No.111、p.58
4）PPHポータルサイトの統計（2011年下半期）http://www.jpo.go.jp/cgi/cgi-bin/ppph-portal/statistics/statistics.cgi（2012年3月5日）
　�上記PPHポータルサイトによればPPH以外を含む全出願の即特許率はJPO11％、USPTO14％、最終特許率はJPO59％、USPTO49％となっ
ている。

図1　JPOとUSPTOにおける最終特許率
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　また、第一庁と第二庁の審査結果を比較し、実体審査の

妥当性を検討することは、PPHの有効性のみならず、今

後の国際的な審査・制度のさらなる調和を見据えた「審査

の質」を検討する上で、一つの有用な資料の提供につなが

るものと考えられる。

　そこで、特技懇常任委員会は日米PPH案件を実体的に

調査すべく有志を募り、平成23年8月に「国際的審査品質

に関する検討会」（PPH検討会）7）を発足させた。そして、

PPH検討会は、日→米PPHの実案件をサンプル調査し、

USPTOでのファーストアクションがどのようなもので

あったのか分析を行ってきた。

　本稿ではPPH検討会での調査結果を報告するとともに、

調査結果に基づく考察を行う。

2. 日→米PPH案件の分析方法

（a）分析方法

　PPH案件の検討対象として、日本で特許となり、その

特許をもとに米国で申請された案件（日→米PPH案件）を

取り上げた。その理由としては、日米PPHには多くの実

績が蓄積されているとともに、日米の制度の相違がこれま

でさかんに研究されている、言語の面からも英語文献なら

他の外国語文献に比べて理解しやすい、といった点がある。

　まず、2006年7月〜2011年3月に申請された日→米

PPH案件約3500件のうち、100件をランダムに抽出（以下、

「サンプル案件」という）し、各案件について担当者を決め

た。担当者はUSPTOからのファーストアクション（実際

には最初のNon-Final� Rejection）を中心に、その内容の分

析を行った。その中でも特にUSPTOで文献が引用された

場合を重視し、提示された引例がどのような内容の文献な

のか、その引例に基づく拒絶理由は妥当かどうか、その引

例には対応する日本語特許文献があるかといった観点から

Non-Final� Rejectionの検討を行った。基本的に、担当者

はゼミ形式の発表もしくはレジメによって他のメンバーに

報告を行うこととした。担当者以外のメンバーによってそ

の報告はチェックを受けるようにして、恣意性・独断を排

除するように努めた。

　最初のNon-Final� Rejectionの分析には出願手続の流れも

利用した。具体的には、意見書（Argument）・補正

（Amendment）の有無とその内容の確認も行ったが、これら

　また、PPHの対象も拡大・発展しており、PCT出願の

国際段階での成果物（見解書や国際予備審査報告）を利用

するプログラム（PCT−PPH）が試行的に開始され、い

まやPPH　MOTTAINAIの試行が行われるまでに発展し

ている5）。

　PPHの制度趣旨からすれば、第一庁で特許となった場合、

その対応特許出願は第二庁で何ら拒絶理由通知が発せられ

ずに即特許査定を受けるのが理想的といえる。しかしなが

ら、JPOに出願されたPPH案件の即特許率は23％、米国

特許商標庁（USPTO）に出願されたPPH案件の即特許率

は26％であり、通常の出願に比べれば大幅に即特許率が高

くなるとはいえ、いずれの庁でも即特許以外のファースト

アクションが依然として出されているケースがある（図2）。

　たとえ第一庁で特許を取得できても第二庁で即特許を受

けられる割合が低ければ、早期の権利化・ユーザーのコス

ト低減、ワークシェアリングが達成しにくく、PPHのメリッ

トが低減されてしまう。そこで、PPH制度の利便性をよ

り一層向上させるためにも、PPHにおいて第二庁でファー

ストアクションが通知される原因が何か、複数の原因があ

るとしたら、その寄与割合はどの程度かを調査するのは有

益である。

　審査結果の相違についての実体的な分析としては、

PCT国際段階と国内段階の比較分析を行った例6）がある

が、PPHにおいて二庁間で審査結果が相違する原因を追

究するには、多数の実案件について実体審査の内容にまで

踏み込んだ精査が要求されるだけでなく、外国特許法の法

令・運用に関する理解が必要とされることもあって、これ

までに充分な調査が行われてきたとは言い難い。

5）�2006年11月には各国における分割出願や、日本国特許庁における国内優先権、米国特許商標庁における仮出願を基礎とする出願が、
2007年5月にはPCT出願を基礎とした出願が特許になった場合に日米PPHの対象とすることが可能となるよう拡大化がされている。さ
らに2011年7月には日本、米国、英国、カナダ、オーストラリア、フィンランド、ロシア、スペインの8か国において、どの国に先に特
許出願をしたのかに関わらず、いずれかの国による特許可能との審査結果があれば特許審査ハイウェイの利用が可能となる、「PPH　
MOTTAINAI」試行プログラム（欧州も2012年1月29日から参加）が実施されている。

6）�特許庁調整課品質監理室、審査企画室「PPHやPCTを利用した特許出願に関する日米欧三極審査比較分析」知財管理2011、Vol.61、
No.9、pp.1389-1402

7）PPH検討会を実行する上で設置されたPPH検討会実行委員会は2011年改正特技懇会則第8条の「特別委員会」の1つ。

図2　JPOとUSPTOにおける即特許率
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して、Non-Final� Rejectionは何らかの引例が提示された

Non-Final� Rejectionと全く引例の提示されなかったNon-

Final�Rejectionとに分類できた。そこで、引例の有無によっ

てNFR案件をさらに「引例有り」と「引例なし」に細分化

した。引例有りNFR案件は54件、引例なしNFR案件は9

件であった。

　次に、「即特許案件」（Non-Final� Rejectionが出されず特

許となった案件）は28件であった。即特許となった案件

はPPHの目的が達成されているため、これを特に分析対

象とする必要はない。なお、即特許となった後にRCE

（Request�for�Continued�Examination）が申請され、オフィ

スアクションが出された案件が見られたが、このような案

件も即特許案件とした。

　また、「分割関連案件」とは、特定の出願人による単一

の基礎出願に基づいて多数の分割がなされた案件である。

この場合、類似の案件が同一の審査官によって多数審査さ

れているため、代表となる1件のみを分析し、その他の案

件は分析を行うには不適切として分析を行わなかった。こ

のような分析不適切な分割関連案件は、分析対象とした1

件を除き6件であった。

　「未着案件」は、日本で特許を受け、その対応する米国

出願についてPPHの申請がなされたが、まだ実体審査が行

われていない案件である。このような案件は3件であった。

　ここで、今回のサンプル案件における即特許率は、

（即特許の案件数）÷（サンプル案件数−未着手案件数）＝

28÷97＝29％となる。PPHポータルサイトによれば米

国での即特許率は26％であるから8）、両者はほぼ一致した。

　以上、100件の全サンプル案件について、即特許案件、

NFR案件（引例有り・なし）、分割関連案件、未着手案件

の内訳を図4に示す。

　以後、NFR案件63件を分析対象とする。

はあくまで最初のNon-Final� Rejectionの妥当性・引例の適

切性等を検討する上で参考にした。また、ファーストアクショ

ンの分析が本稿の中心的テーマであることから、2回目以

降のアクション、最終処分の当否は検討しなかった。

　なお、個別の案件の審査結果についての論評は本稿の目

的ではないことから、個別案件を特定することは控えるこ

ととする。

（b）サンプル案件の技術分野比率

　図3にサンプル案件100件にJPOで付与された第1分類

のIPC（国際特許分類）のセクションとその割合を2006年

7月〜2011年3月の全ての日→米PPH案件のものととも

に示す。サンプル案件の分布はPPH案件全体の分布と類

似している。サンプル案件のうちHセクションに分類され

る案件が相対的に多くなっているが、この点もPPH案件

全体の傾向と一致している。

3. 分析結果

（a）サンプル案件の4つの類型への分類

　サンプル案件100件について、米国での審査経過に応じ

て、Non-Final� Rejection案件（NFR案件）、即特許案件、

分割関連案件、未着案件の4つの類型に分類した。

　まず、「NFR案件」とは、日本の拒絶理由通知に相当する、

何らかのNon-Final� Rejectionがファーストアクションと

して出された案件である。方式的なオフィスアクションや

選択要求といった実体審査の結果とはいえないオフィスア

クションはファーストアクションとして扱わなかった。そ

8）注1）のPPHポータルサイト参照

図3　日→米PPH案件全体とサンプル案件の
IPCセクション毎の内訳
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先順位をまとめると以下のようになる。

①§102（新規性等）

②§103（非自明性）　　　　　引例あり

③ダブルパテント

④§101（法定特許対象）　　　
引例なし

⑤§112（実施可能要件等）

　このような優先順位をつけることによって、たとえ複数

の拒絶理由がファーストアクションで通知されていたとし

ても、1件のサンプル案件に対して「主要な拒絶理由」が1

つだけ割り当てられる。PPH案件で拒絶理由が通知され

てしまう要因を分析することが本調査の目的であるが、こ

のように「主要な拒絶理由」に着目して各案件を分析する

ことにより全体像の把握が容易となった11）。

　以上の「主要な拒絶理由」に基づくNFR案件の内訳をグ

ラフ化すると図5のような結果となった。これらNFR案

件の「主要な拒絶理由」の内容を分析し、JPOで特許査定

を受けながらUSPTOで拒絶理由が通知された要因につい

て、次のような観点を設定し分類を試みた。

①妥当とはいえない：�USPTOの拒絶理由が、認定誤り等

で適切とはいえない案件

②法令・運用　　　：�日米の法令・運用の違いに起因して

拒絶理由が通知された案件

③妥当　　　　　　：�USPTOの拒絶理由が適切である案件

④その他　　　　　：�上記以外の要因によるものは適宜類

型化する（詳細は次項以降で論ずる）

（b−2）引例有りNFR案件の分析

　次に、引例有りNFR案件について、主要な拒絶理由ご

とに分析を行った。

（b）NFR案件の分析

（b−1）「主要な拒絶理由」に基づく分類

　NFR案件のうち、USPTOから出された「引例有り」の

NFR案件について検討する。まず、NFR案件を「主要な拒

絶理由」に基づいて分類し、各々の拒絶理由について分析を

行った。ここで、「主要な拒絶理由」とは、引例が使用され

たファーストアクションの中で、総合的に見てメインとなる

拒絶理由を意味する9）。この場合の拒絶理由はrejectionのこ

とであり、たとえNon-Final� Rejectionにobjection（形式上

の不備に対する拒絶）がなされていても、これらはここで

いう拒絶理由から除外される。拒絶理由が最初のNon-

Final� Rejectionの中で1つしか示されていなければ特に問

題はないが、通常複数の拒絶理由が1つのNon-Final�

Rejectionの中に示される。例えば、1つのNon-Final�

Rejection中で、クレーム1に対して引例1を用いた§102（b）

（新規性なし）の拒絶理由が出され、下位クレームに対して

引例1と副引例を組み合わせて§103（a）（非自明性なし）

の拒絶理由が出された場合、2つの拒絶理由が提示されて

いるものの、この案件の主要な拒絶理由を§102（b）とした。

このような分類方法は、最も否定的な特許性判断を基準と

した先行論文の分類方法10）に準ずるものである。

　何らかの引例が提示されて拒絶理由が通知されたファー

ストアクションでは、§102、§103、ダブルパテントの

拒絶理由が出されていた。そこで、特許性の否定度合いを

考慮して、引例有りNFR案件の各案件に対して、§102

＞§103＞ダブルパテントの優先順位で「主要な拒絶理由」

を類型化した。すなわち、Non-Final� Rejectionの中で、

§102、§103、ダブルパテントの3つの拒絶理由が示さ

れていた場合、そのNFR案件の「主要な拒絶理由」は§102

と分類した。同様に、Non-Final� Rejectionの中で§103、

ダブルパテントの2つの拒絶理由が示されていた場合、そ

のNFR案件の「主要な拒絶理由」は§103と分類した。「主

要な拒絶理由」がダブルパテントと分類された引例有り

NFR案件は、最初のNon-Final� Rejectionの中でダブルパ

テントの拒絶理由のみ、もしくはダブルパテントの拒絶理

由とともに§101（法定特許対象）もしくは§112（実施可

能要件、クレーム明確性等）、といった、引例が提示され

ない拒絶理由が示された案件であった。

　次に、引例なしNFR案件については、§101、§112の

拒絶理由が出されていた。特許性の否定度合いを考慮して、

引例なしNFR案件の各案件に対して、§101＞§112の

優先順位で「主要な拒絶理由」を類型化した。これらの優

��9）�「主要な適用条文」とせずに「主要な拒絶理由」としたのは、ダブルパテントの拒絶理由は米国特許法の明文に規定されていないためである。
10）国際第2委員会第3小委員会「日・米・欧PCT出願の国際調査に関する考察」知財管理2011、Vol.61、No.4、pp.551-552
11）�今回採用した分析方法とは別に、複数の拒絶理由が1つのNon-Final�Rejectionで通知された場合、すべての拒絶理由について分析すると
いう手法も考えられる。しかしその場合、サンプル1件についての類型が複雑になり、また軽微な拒絶理由の比重が増してしまうため、
全体像として有意義なデータが得られない。そのため、そうした手法は今回の調査では採用しなかった。

図5　主要な拒絶理由に基づくNFR案件の内訳
（ファーストアクションについて）

§102
21件
33%

§103
30件
48%

ダブルパテント
3件 5%

§101
4件 6%

§112
5件 8%
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29条1項3号と審査基準に則っても適格な引例が提示され

た案件も見られた。このような案件は6件あり、「妥当な

拒絶理由」が出された案件と類型化した。日本の特許法と

審査基準でも適格といえる引例の内訳は、日本のパテント

ファミリー（JPファミリー）のない特許文献3件、JPファ

ミリーのある特許文献2件、英語非特許文献1件であった。

JPファミリーのない文献はいずれもUS特許文献であった。

　次に、§102（e）が適用された拒絶理由は4件あった。

そのうち2件は、本願出願後に公開された米国特許文献が

引例として使用されており、引例のファミリー文献も本願

優先日前に公知でないものであった。この2件のうち1件

では、引例はJPファミリーが存在しない文献であり、

JPO審査官が29条の2の拒絶理由では引用しえないもの

である。そこで、このような案件は「非公知文献」が使用

された拒絶理由の出された案件と類型化する。2件中のも

う1件では、JPファミリーが存在する文献が引例とされ

ていた。このJPファミリー文献はJPOの特許査定時には

公開されていない文献であったものの、29条の2の引例と

して利用可能なものであったので、「妥当」な拒絶理由が

出された案件と分類した。

　§102（e）が適用された4件のうち残り2件は、引例のファ

ミリー文献が優先日前に公知であった。このうち1件では

認定に無理があり、「妥当とはいえない」拒絶理由が出さ

れた案件と分類した。もう1件ではJPOで引用された文献

のファミリー文献が引例として提示されていた。この案件

は、JPOで29条1項3号の拒絶理由が通知されたが、新規

性違反を解消するための実質的な補正はなされず、出願人

の反論に基づいて特許との判断がなされたものである。日

米に共通する新規性判断の運用として、本願発明と引用発

明が同一であるとの合理的な疑いがある場合に、出願人の

反論を待つ目的で拒絶理由を通知することは適切とされて

いる。そのような運用を考慮すれば、この案件では日米と

もに同一の適切な判断をしていると解釈でき、ファースト

アクションとしての日米の審査結果に相違がないため「判

断に相違なし」と類型化する。

　以上、§102の拒絶理由は①妥当とはいえない（8件）、

②法令・運用（3件）、③妥当（7件）、④誤訳・誤記（1件）、

⑤非公知文献（1件）�、⑦判断に相違なし（1件）の類型に

分類できた。

（ⅱ）§103

　§103を主要な拒絶理由とする案件では、適用条文とし

て§103（a）が適用されていた。§103（a）の拒絶理由は、

（ⅰ）§102

　§102が適用された案件は、適用された条文によってさ

らに§102（b）もしくは§102（e）の2つに分けられる。こ

れらは日本の特許法29条1項3号12）と29条の2に対応する。

USPTOからの拒絶理由の妥当性を検討する上で、日本の

審査基準に基づき、原則として引例に本願発明の発明特定

事項がすべて開示されているか否かを判断基準とした。

　§102（b）が適用された案件は17件であった。このうち、

認定に無理があると認められる案件が見られた。そのよう

な案件の中には、本願発明の限定事項が引例に記載されて

いないにも関わらず、Non-Final� Rejectionの中で引例に本

願の限定事項が記載されていると認定し、出願人から意見

書で反論を受け、実質的にクレーム補正がなされないまま

特許査定に至った事案が見られた。このような引例はJPO

では29条1項3号の引例として使用し得た文献とはいえな

いから、USPTOによるその拒絶理由は「妥当とはいえない」

との類型に分類した。このような案件は7件であった。

　なお、Non-Final� Rejectionで提示された引例の番号に

誤記があった案件があるが、このような案件については、

機械的に妥当とはいえない拒絶理由が出された案件とはせ

ずに、後日通知された正しい番号の引例の内容を検討して

分析を行った。

　また、日米で新規性判断に運用の差が表れた案件があっ

た。米国では運用上、「物」の発明の新規性については主

にその構造限定に基づいて引例との対比判断が行われ、ク

レーム中の機能限定、用途限定については発明特定事項と

して考慮されない場合が多い13）。今回分析対象となった案

件の中にもこのような運用に基づいてNon-Final�

Rejectionが出された事案が見られた。そうしたNon-Final�

Rejectionで提示された引例の中には本願発明とは大きく

異なるIPC分類が付与されていたものあった。こうした

日本と異なる運用に基づいて使用された引例は日本の特許

法29条1項3号の拒絶理由に使用し得た文献とはいえない。

このように、日本の法令・運用に基づけば妥当とはいえな

い拒絶理由であって、日米の法令・運用の違いに起因して

出された案件は、日米で「法令・運用」の違いが表れた案

件と類型化する。このような案件は3件であった。

　またさらに1件では、クレームの翻訳が不適切なために、

引例との相違が明確でないとして新規性欠如を指摘する拒

絶理由が通知されていた。この案件の「主要な拒絶理由」

は「誤訳・誤記」に起因する拒絶理由が出された案件と類

型化した。

　もっとも、Non-Final� Rejectionの中で、日本の特許法

12）�先行技術の種類として§102（a）は発明前の公知、§102（b）は出願1年以上前の公知を要件としており、これらの規定は厳密には日本
の特許法29条1項3号とは異なるが、今回の分析対象案件では§102（a）は用いられず、また§102（b）と日本特許法29条1項3号との
条文構造の違いに基づく運用の差も見られなかった。

13）�山口洋一郎「米国における知的財産関連の重要判例」特技懇No.259（2010）p.34には、「…米国では、原則として物クレーム中の用途限定、
機能限定、効果限定は全て無視され、引用例記載の「物」と差別化するためには、「構造限定」を加えなければならないことになる。この
点が、日本の実務と大きく異なる点であり…」と述べられている。
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当する案件は6件であった。なお、この6件についてさら

に内容を検討したところ、4件について自明性判断が妥当

とはいえないと認められた。これら4件は「妥当とはいえ

ない」「法令・運用」のいずれにも該当すると解釈できる。

ただし、本稿では法令・運用の相違を優先して、非自明性

の判断内容が妥当か否かにかかわらず6件いずれも「法令・

運用」に分類している。

　その他、クレームを翻訳する際に日本語よりも意味の広

い英語を訳語として当てたために、自明との判断がなされ

た案件が1件あり、「誤訳・誤記」に分類した。

　最後に、USPTOでの非自明性判断の妥当性を明確に判

定できなかった案件が2件あった。進歩性、非自明性の判

断では組み合わせの適否、動機付け等について微妙な判断

が要求される。この2件は、USPTOの自明との判断が不

適切とは言えない一方で、JPOでの進歩性ありとの判断

も誤りとは言えず、「判定不能」と類型化した。

　ところで、米国の非自明性判断ではグラハム・テストが

使用され、当業者のレベルの設定を具体的に行うことに

なっているため17）、厳密に言えば日米で進歩性・非自明性

判断の手法で運用に相違が生じ得る。しかし、実際には

Non-Final� Rejectionにグラハム・テストに関する定型文

がコピー・ペーストされているだけで、当業者のレベルを

設定した案件はなく、当業者レベルの設定に関する運用に

日米で違いは見られなかった。

　以上、§103の拒絶理由は①妥当とはいえない（15件）、

②法令・運用（6件）、③妥当（6件）、④誤訳・誤記（1件）、

⑥判定不能（2件）、の類型に分類できた。

（ⅲ）ダブルパテント

　引例有りNFR案件のうち、§102、§103も適用されず、

ダブルパテントの拒絶理由が通知された案件が3件あった。

ダブルパテントには同一型（法定型）ダブルパテントと、

自明型（非法定型）ダブルパテント18）の2つがあるが、本

調査で抽出された3件の拒絶理由はいずれも、自明型ダブ

ルパテントの拒絶理由であった。日本の特許法39条では

同一型ダブルパテントに相当する拒絶理由が定められてい

るが、自明型ダブルパテントの場合、日本では法令・運用

上拒絶理由とはなり得ない。よって、ダブルパテントを主

要な拒絶理由とする引例有りNFR案件3件は、いずれも、

日米の法令・運用の違いに起因してJPOとは異なる拒絶

いわゆる非自明性の拒絶理由である。非自明性の拒絶理由

は日本の特許法29条2項の拒絶理由に類似しているが、

後述の通り、日米で法令・運用に違いが見られた。また、

非自明性の拒絶理由が妥当か否かを検討するに際しては、

Non-Final� Rejectionに提示された引例に本願発明の限定

がすべてカバーされているかどうか、論理付けに無理がな

いか、という観点から当否を検討した14）。

　まず、引例同士を複数組み合わせても本願の発明特定事

項をすべて埋め合わせることができず、自明性を立証する

には無理があると思われる通知が出された案件があった。

このような引例はJPOでは使用し得た文献とはいえない

ため、当然その拒絶理由はJPOでは指摘し得たとはいえ

ない。こうした案件については、前述の「（i）§102」の項

で示したのと同様、「妥当とはいえない」拒絶理由が出さ

れた案件との類型に分類した。このような案件は15件で

あった。

　一方、日本の法令・運用に基づき、JPO審査官が見て

も適格な引例が使用され、妥当な拒絶理由が出された案件

も見られた。このような案件は、前述の「（i）§102」の項

で示したのと同様、「妥当」な拒絶理由が出された案件と

類型化した。通常は2つ以上の引例が組み合わされて自明

性を示す拒絶理由が起案されていたが、中には文献1つだ

けを使用して、本願発明と引例発明との相違点は設計変更

に過ぎないと判断した案件があった。このような案件も、

通知された引例と拒絶理由が妥当であったため、「妥当」

な拒絶理由が出された案件と判断した。「妥当」な拒絶理

由が出された案件は合計6件あり、その内訳は、JPファ

ミリーのない特許文献を主要な引例とするものが5件、

JPファミリーのある特許文献を主要な引例とするものが

1件であった。

　さらに、日米で法令・運用の違いが表れた案件があった。

§103（a）の拒絶理由では、日本の特許法29条2項と異な

り、本願の出願日（優先日）よりも先にUSPTOに出願され、

本願の出願日（優先日）後に公開された文献も引例として

使用できる15）。すなわち、優先日時点で公知でない、日本

の特許法29条の2でいう先願に該当する文献を組み合わ

せて自明性を示すことも適法とされている。このような文

献を用いて非自明性の拒絶理由が出された案件について

は、前述の「（i）§102」の項で示したのと同様、「法令・

運用」の違いの表れた案件と類型化する16）。この類型に該

14）�MPEP（Manual�of�Patent�Examining�Procedure：米国特許審査手続便覧）�2143.03　「先行技術に対するクレームの特許性を判断する際
には、クレーム中の全ての語が考慮されなければならない。」（部分訳）

15）山下弘綱『米国特許法—判例による米国特許法の解説』経済産業調査会、改訂版、2010、pp.203-207
16）�なお、本願の優先日時点で非公知の引例を使用していても、その引例と同一内容のファミリー文献が公知の場合は実質的にその引例が公
知文献であったとみなし、「法令・運用」ではなく「妥当」、「妥当とはいえない」のいずれかに分類している。

17）�MPEP�2141.03　「当業者の技術的レベルを決定する際に考慮されうる要因には、次のものが含まれる：（A）“遭遇した課題のタイプ”（B）“そ
れらの課題に対する先行技術”（C）“技術革新の速さ”（D）“技術の洗練度”（E）“その分野での活動している労働者の教育レベル”」（部分訳）

18）�Non-Final�Rejection�の中では定型文の中で以下の判例が引用される：In�re�Vogel,�422�F.2d�438,�164�USPQ�619�（CCPA�1970）;�In�re�
Knohl,�386�F.2d�476,�155�USPQ�586�（CCPA�1967）;�In�re�Griswold,�365�F.2d�834,�150�USPQ�804�（CCPA�1966）.
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定の度合いを考慮して、主要な拒絶理由の優先順位を

§101＞§112として各案件を分類した。つまり、1つの

Non-Final�Rejectionの中で§101と§112の拒絶理由が同

時に通知されていた場合、その案件は§101を主要な拒絶

理由とする案件と分類される。主要な拒絶理由を§112と

する案件は、§112の拒絶理由（rejection）だけが通知さ

れた案件ということになる（記載不備の指摘、objectionは

ここでいう拒絶理由から除外される）。

（ⅰ）§101

　§101を主要な拒絶理由とする引例なしNFR案件は4件

であった。§101の拒絶理由はいわゆる法定特許対象違反

であり、日本の特許法29条1項柱書違反に対応する拒絶

理由である。

　米国では2010年6月に連邦最高裁でBilski判決が出さ

れたことからも分かるとおり、近年、§101の拒絶理由の

運用に変遷が見られた。Bilski判決において有用とされて

いるMachine-or-Transformation� Testの考え方では、方法

の発明は、特定の機械または装置と結びつけられているか、

処理の結果として特定のものを異なる状態に変換している

ことが要件とされ19）、このような判断基準を採用しない日

本の29条1項柱書の審査基準とは相違が見られる。

　今回抽出された§101を主要な拒絶理由とする引例なし

NFR案件4件は、いずれも上記のような運用の違いに起

因してJPOとは異なる拒絶理由が出された案件であると

いえ、「法令・運用」の違いの表れた案件と類型化した。

（ⅱ）§112

　§112を主要な拒絶理由とする引例なしNFR案件は5件

であった。§112の拒絶理由は日本の特許法36条違反に

対応するといえる。

　5件中、2件にはクレーム・明細書での誤訳・誤記に起

因する単純な記載ミスを指摘する拒絶理由が通知されてい

た。このような案件の主要な拒絶理由は「誤訳・誤記」に

起因する拒絶理由が出された案件と類型化した。

　5件中の残りの2件には、実施可能要件（enablement）違

反が出されていた。このうち1件の拒絶理由では、MPEP

で示されている判例とその判断基準を示した上、具体的に

当業者レベルを設定することによって、その出願が実施可

能要件を満たしていない旨が詳細に論じられていた。日本

の36条実施可能要件違反の拒絶理由では、具体的な当業

者レベルを設定することは皆無といえるから、この案件は

日米で「法令・運用」の違いの表れた案件と類型化する。

　実施可能要件違反が通知された案件のうちのもう1件

は、クレームで規定される医薬品のうちの一部分が明細書

に記載されていない旨の簡単な起案を行っただけで、安易

理由が出された案件であるといえるため、これらはすべて

「法令・運用」の違いの表れた案件と類型化される。

（iv）引例有りNFR案件の分析についての小括

　以上、54件の引例有りNFR案件の主要な拒絶理由を類

型化すると、①妥当とはいえない（23件）、②法令・運用（12

件）、③妥当（13件）、④誤訳・誤記（2件）、⑤非公知文献

（1件）、⑥判定不能（2件）、⑦判断に相違なし（1件）の7

つに類型化された。

　引例有りNFR案件54件を分析した結果、米国ではJPO

から見て妥当とはいえない拒絶理由が高い割合で出されて

いた。また、日本では拒絶理由となり得ない理由も、米国

の法令・運用からすれば拒絶理由が成立するため、JPO

では引用されなかった文献がUSPTOで引用された案件も

多くの割合を占めた。

　たとえ引例を提示する拒絶理由がUSPTOから通知され

たとしても、妥当とはいえない拒絶理由や法令・運用の違

いに起因するもの等が大半を占めるため、必ずしもJPO

でのサーチが不足している、もしくは質の低い審査がなさ

れているとはいえないことが明らかになった。

　もっとも、引例有りNFR案件の中には、JPOでも29条

もしくは29条の2の拒絶理由に使用し得る引例がUSPTO

で引用された案件も13件あった。これらの案件をまとめ

ると、主要な引例として、JPファミリーのない特許文献

を引用するものが8件、JPファミリーのある特許文献を

引用するものが4件、英語非特許文献を引用するものが1

件であった。

　さらにこれらの案件について、JPOでの審査経過等も

参考にして、USPTOにより提示された拒絶理由が、JPO

で通知されなかった要因を推測した。その結果、日本出願

が少なく外国特許文献のサーチが必要な分野で、当該外国

特許文献のサーチが不足していたために利用可能な引例を

発見できなかったと思われる案件が4件、サーチ範囲には

特に問題がないが引例を見落としてしまったと思われる案

件が4件、本願の実施例等にとらわれてクレームを狭く解

釈しすぎたために文言上拒絶理由を構成しうる文献を見逃

してしまったと思われる案件が3件、サーチすべき分類を

見落としてしまったと思われる案件が2件であった。ただ、

該当する案件の数が少なく、この要因を詳細に分析するこ

とが本稿の目的ではないため、これ以上の検討は控えるこ

ととする。

（b−3）引例なしNFR案件の分析

　今度は、引例なしNFR案件9件について、「主要な拒絶

理由」ごとに分析を行った。引例なしNFR案件の主要な

拒絶理由は§101と§112の拒絶理由であった。特許性否

19）Bilski�v.�Kappos,�130�S.�Ct.�3218�（2010）�、山口・前掲注13）、p.33
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拒絶理由、⑤非公知文献が引用された拒絶理由、⑥判定不

能の6つの類型があり、①の寄与が最も大きいことが明ら

かになった。

4. 考察

　既に述べたように、日→米のPPH案件の最終特許率は

87％と高く、最終的にはその多くが特許となるところで

ある。他方、ファーストアクションにおいて拒絶理由が通

知されるケースの分析の結果、日→米PPH案件のファー

ストアクションで出された拒絶理由は6つの類型に分類で

きることが分かった。こうした類型は、日米PPHに限らず、

あらゆるPPH案件に妥当すると考えられる20）。そのため、

以下ではPPHにおいて第二庁のファーストアクションに

おいて拒絶理由が通知される要因を一般化して考察を行う

こととする。

　まず、類型①「妥当とはいえない」は第二庁の役割に関

係する類型といえる。第一庁で特許を受けても、第二庁で

妥当とはいえないオフィスアクションがなされれば、ユー

ザーによっては早期の権利化が阻害されることとなる。当

然のことながら、第二庁による妥当とはいえない拒絶理由

を低減するためにも、第二庁の審査の質・サーチ能力をよ

り一層向上させることが求められる。また、下記類型④で

論じるが、この類型①には、クレーム上の表現や用語が適

切でないために、USPTOにより新規性・非自明性につい

て厳しい判断がなされてしまった案件が含まれる可能性も

ある。

　次に、類型②「法令・運用」の違いは、二庁間・多庁間

での制度・運用の調和の問題であるといえる。この類型は、

第一庁、第二庁における審査の質とは無関係な要因である。

PPHが整備されても、PPHを採用する特許庁間で制度・

に実施可能要件違反と判断した案件であった。この案件は

「妥当とはいえない」拒絶理由が出された案件とした。

　5件中の最後の1件については、日本の特許クレームと

は対応していないクレームに対して記載不備の拒絶理由が

出されていた。PPHでは必ずしも全てのクレームが第一

庁と第二庁で一致していることを要しないが、このような

案件は同一クレームに対して日米で判断の相違があったた

めに拒絶理由が通知されたものではないから、「判断に相

違なし」に分類した。

（ⅲ）引例なしNFR案件の分析についての小括

　以上、9件の引例なしNFR案件の主要な拒絶理由を類

型化すると、①妥当とはいえない（1件）、②法令・運用（5

件）、④誤記・誤訳（2件）、⑦判断に相違なし（1件）の4

つに類型化された。引例なしNFR案件の件数は引例有り

NFR案件の件数と比べると少ないが、日本での法令・審

査基準に照らして妥当といえる拒絶理由が出された案件は

なかった。むしろ、日米の法令・運用の違いに起因する拒

絶理由が出された案件が大部分を占めた。

（c）サンプル案件の分析の総括

　以上の分析をもとに、サンプル案件（分析対象外を除く）

の分析結果をまとめると、図6となる。ここで、⑦「判断

に相違なし」に分類された2件は日米で審査結果に実質的

な相違がないため、「即特許」と同一の類型にまとめている。

ファーストアクションとしては、即特許／判断相違なしの

割合が最も多かった。また、Non-Final� Rejectionが出さ

れた要因には、①第二庁による妥当とはいえない拒絶理由、

②第一庁とは異なる法令・運用に基づく拒絶理由、③妥当

な拒絶理由、④明細書・クレームの誤訳・誤記に起因する

20）今回示した類型はPPHに限らず、パリ優先、PCT出願等の他のルートにも妥当するとも推測される。

即特許／判断相違なし：�即特許案件28件＋USPTOで拒絶理由が出され
たものの日米の判断に実質的な相違がない案
件2件＝合計30件

妥当とはいえない……：�USPTOの拒絶理由が、認定誤り等で適切とは
いえない案件24件

法令・運用……………：�日米の法令・運用の違いに起因して拒絶理由
が出された案件17件

妥当……………………：USPTOの拒絶理由が適切である案件13件
誤訳・誤記……………：�クレーム・明細書の誤訳・誤記に起因して拒

絶理由が出された案件4件
非公知文献……………：�USPTOのみが利用可能な先願により拒絶理由

が出された案件1件
判定不能………………：�進歩性・非自明性判断の妥当性を明確に判定

できない案件2件

図6　サンプル案件の類型別内訳（ファーストアクションについて）
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する類型といえる。たとえ第一庁で特許を受けても、第二

庁でのクレーム・明細書・図面に誤訳・誤記があれば、結

局ユーザーにとって早期権利化が妨げられ、PPHのメリッ

トを享受できなくなる。今回、このような「誤訳・誤記」

に起因すると明確に判定できた「主要な拒絶理由」は4件

であったが、実際には§102、§103といった他の拒絶理

由とともに記載不備を指摘する§112の拒絶理由が出され

ていたり、objection、軽微な明細書、図面の誤記等が指摘

されたりする案件が多数見られた。その数は32件（全

NFR案件の51％に相当）にものぼっていた。これらの記

載不備は比較的容易に解消しうるものが多いとは思われ

る。ただし審査実務の上で、クレーム上の表現や用語が適

切でないと判断された場合、本願発明と先行技術との相違

も明確でないとの観点から、第二庁で新規性・進歩性等に

ついて厳しい判断がなされてしまう可能性がある。早期権

利化・コスト低減を実現させるためにも、PPHのユーザー

に対しては、質の高い明細書作成、クレーム・ドラフト、

翻訳を行ってもらえるよう協力をお願いするより他ない。

　このように、よりPPHの利便性を向上させ、早期の権

利化・ユーザーのコスト低減、ワークシェアリングを達成

するためにも、第一庁、第二庁、ユーザーそれぞれの役割

が重要であるとともに、二庁間・多庁間の制度・運用のハー

モナイゼーションが一層求められる。以上をイメージ化す

ると、図7のようになる。

5. おわりに

　2006年に日米間で開始されたPPHは、早期審査、第二

庁におけるオフィスアクション数の低減、特許率の向上（日

→米のPPH案件の最終特許率は87％）の点で出願人にメ

リットがあり、申請数の増加とともに出願人に定着しつつ

運用が相違すれば、第一庁で特許を受けても第二庁で新た

な拒絶理由が発生する可能性があり、ユーザーにとっては

早期権利化・コスト低減が達成できなくなる。そのため、

類型②を低減するには、二庁間・多庁間の制度（法令）・

運用（審査基準）の調和を図るさらなる取組みが待たれる。

この点、米国が今般特許法改正を行い、他国との制度調和

の動きに大きな前進が見られたことは大いに歓迎されよ

う。さらに、審査基準等の運用のハーモナイゼーションが

進展することも期待される。

　類型③「妥当」は第一庁の役割に関係する類型といえる。

もし仮に第一庁でのサーチが不充分であったり、本来第一

庁が指摘しなければならない拒絶理由が看過されたりして

特許となれば、第二庁とのワークシェアリングが可能とな

らない上、ユーザーにとっても無用な手続が増えることに

なり、デメリットが大きい。そのためにも、第一庁のサー

チ能力向上・高品質な審査がより一層要求されることにな

ろう。また、分野によっては、外国特許文献のサーチをよ

り充実させることや、担当以外の関連する技術分野に関す

る知識を幅広く向上させることも有効と思われる。

　類型⑤「非公知文献」は、日本の特許法29条の2、米国

102（e）といった、本願出願時の非公知文献を引例の要件

とする条文が存在する以上、この類型が生じることは不可

避的であるといえよう。この類型は、類型②と同様、第一

庁、第二庁における審査の質とは無関係な要因である。

　類型⑥「判定不能」は、進歩性・非自明性判断が審査官

によっても幅のできる、いわばグレーゾーンに起因するも

のと考えられる。多庁間の制度・運用の調和が進み、審査

の質の一層の向上が図られたとしても、特に進歩性・非自

明性の判断に一部グレーゾーンが生じることは避けられな

いものと思われる。

　一方、類型④「誤訳・誤記」は、ユーザーの役割に関係

図7　特許審査ハイウェイ（PPH）のイメージ
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あるものと考えられる。他方、USPTOでファーストアク

ションの出された案件を分析することによって、USPTO

のNon-Final� Rejectionで示された主要な拒絶理由を分析

した結果、①妥当とはいえない拒絶理由、②第一庁とは異

なる法令・運用に基づく拒絶理由、③妥当な拒絶理由、④

明細書・クレームの誤記・誤訳に起因する拒絶理由、⑤非

公知文献が引用された拒絶理由、⑥判定不能の6つの類型

があり、①の寄与が最も大きく、次に②，③の順で寄与が

大きいことが明らかになった。

　日米PPHに限らず、類型①については第二庁の役割、

類型②については二庁間・多庁間の制度・運用のハーモナ

イゼーションの取組み、類型③については第一庁の役割に

対応するといえる。また、類型④についてはユーザーの役

割に対応することから、ユーザーとしても誤記・誤訳のな

い明細書・クレームの作成が重要となる。

　PPHの利便性をより一層高め、ユーザーの早期権利化・

コスト削減・特許庁間のワークシェアリングというPPH

の利点を生かすためにも、第一庁、第二庁による質の高い

審査、ユーザーによる質の高い明細書・クレームの作成、

そして各庁間の制度・運用の調和への取組のすべてがより

一層求められよう。

　末筆ながら、本稿を作成する上で、武重竜男氏（企画調

査課企画班長）、原泰造氏（調整課審査企画班長）、中島成

氏（調整課品質監理室長）、久島弘太郎氏（調整課審査評価

監理班長）、杉田翠氏（調整課審査企画班係長）から多大な

る助言を頂戴した。ここに謝意を表す。
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