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抄 録

0. はじめに

　平成27年9月16日に、全面改訂された特許・実

用新案審査基準（以下「審査基準」といいます。）と

特許・実用新案審査ハンドブック（以下「審査ハン

ドブック」といいます。）が公表され、10月1日か

ら運用が開始されました 1）。改訂に向けた過程では、

経済産業大臣の諮問機関である産業構造審議会知的

財産分科会特許制度小委員会の下に設置された審査

基準専門委員会ワーキンググループ（以下「審査基

準専門委員会WG」といいます。）で審議が行われ、

会合の配付資料や議事概要、議事録は既に公開され

ています 2）。しかし、今回の全面改訂がどのように

始まったか、特許庁内ではどのように検討が進めら

れたのかといった点は、あまり公にされていません

でした。そこで、本稿では、改訂に至る経緯や改訂

の概要とともに、庁内での検討体制である審査基準

タスクフォースについて紹介します。また、海外へ

の情報発信という観点から見た今回の改訂の意義

や、今後の審査基準に期待されることなどにも触れ

たいと思います。

1.  改訂に向けた最初の動き—FA11達成後の
審査基準の在り方—

　特許出願の一次審査（FA）がされるまでの審査順

番待ち期間について、知的財産推進計画2004で掲

げられた、「……10年後（長期目標（2013年））には、

世界最高水準である 11ヶ月を達成する」（FA11）と

いう目標達成後は、特許の質のさらなる向上が重要

になると考えられていました 3）。

　そのような中、産業構造審議会知的財産分科会第

4回会合（平成25年12月16日開催）で提示された

「とりまとめ（案）」に対するパブリックコメントと

して、審査基準に関する次のような2つの意見が寄

せられました 4）。

　「複雑で理解しにくい審査基準の在り方などを見

直して国内外の制度ユーザが理解しやすい、簡潔明

瞭な審査基準に再構築し、英文で発信するとともに

審査基準の理解を助けるような事例を充実させる。

これは『新興国へのわが国審査手法の浸透』のため

にも必要であり、これを通じて日本のユーザが新興

国での権利化しやすい環境を作ることにも資する。」

特許庁審査第四部インターフェイス 審査官　　上嶋 裕樹

「特許・実用新案審査基準」
全面改訂に至る道のり

　平成27年9月16日、全面改訂された特許・実用新案審査基準及び特許・実用新案審査ハン
ドブックが公表され、10月1日から運用が開始された。本稿では、改訂に至る経緯として、改
訂の基本方針の策定に始まり、改訂作業を担う実働部隊として結成された審査基準タスクフォー
スによる1年半に及ぶ活動内容、3つの調査研究の実施、全6回にわたる審査基準専門委員会ワー
キンググループ会合での議論を紹介する。また、新規性・進歩性の章を例として取り上げ、形式・
内容の両面から改訂のポイントを概説する。最後に、国内外に向けた改訂審査基準の周知活動や、
今後の審査基準に期待される点に触れるとともに、審査基準の改訂に携わった筆者の所感を述
べる。

1）参考資料［1］［2］

2）参考資料［5］

3）産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第35回会合（平成24年8月28日開催）資料1等

4）産業構造審議会知的財産分科会第5回会合（平成26年2月24日開催）資料5
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の内容は引き継がれ、業務運営計画と同じく、海外

への情報発信に関する記載も加わりました。

2. 改訂の基本方針

　審査基準の見直しに当たっては、平成20年に産業

構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会審査

基準専門委員会が設置され、平成20年11月5日に

その第1回会合が開催されて以来、審査基準を改訂

する際には、その都度、改訂の方針について審議が

行われてきました。その後、産業構造審議会の組織

改編にともない、審査基準専門委員会に代わり、審

査基準専門委員会WGが産業構造審議会知的財産分

科会特許制度小委員会の下に設置されました。今回

の全面改訂に関する審議は、その第1回会合から始

まることになりました。第1回〜第6回会合開催時の

審査基準専門委員会WGの委員は、次の9名です。

　平成26年8月に開催された審査基準専門委員会

WG第1回会合では、前述の産業構造審議会知的財

産分科会に寄せられた審査基準に対する意見を含

　「本取組みにおける『特許の審査基準の見直し』

につきましては、現行の審査基準が難解で分量が膨

大になっていることから、基本的な考え方が理解し

易く簡潔・明瞭な記載・構成に再編成して頂くと共

に、特許審査ハイウェイ等の国際的な審査協力を有

効に推進するためにも、海外において我が国での審

査実務の信頼性が醸成できるように、審査基準の基

本的な考え方がロジカルで分かりやすく海外の特許

関係者に受け入れ易いものとして頂くことを希望し

ます。」

　このような審査基準に対する要望を受け、また、

FA11達成後の特許の質のさらなる向上を目指し

て、審査基準の全面的な改訂に向けた準備が進めら

れることになりました。

　例えば、特許庁では、「世界最速・最高品質の知財

システム」を実現するため、審査実務をはじめとす

る特許行政やそれを支える組織・人材育成等の諸課

題に対して、5年間（平成26年度〜平成30年度）に

取り組むべき具体的事項を定めた「業務運営計画」5）

を平成26年6月に策定しましたが、その「業務運

営計画」の中では、審査基準について、次のように

触れています。

　その後、「業務運営計画」は、平成27年7月に改

訂が行われましたが、そこでは、「改訂後の審査基

準を英訳して海外へ発信する」点にも触れ、我が国

審査基準の海外への情報発信という側面がより強調

されました。

　また、「知的財産推進計画2014」（2014年7月）6）

でも、「国内外のユーザーなどにとって分かりやす

い特許審査基準」の策定が掲げられました。そして、

「知的財産推進計画2015」（2015年6月）7）にもそ

5）参考資料［6］

6）参考資料［7］

7）参考資料［8］

④審査基準の改訂

　審査のばらつきを抑制し、出願人の理解を高

める上で、庁内外、国内外においてわかりやす

い審査基準となるよう、現行の特許審査基準の

抜本的な明確化・簡素化と事例・裁判例の充実

化を図る。

 ・青木 玲子（一橋大学経済研究所 教授）

 ・ 淺見 節子（東京理科大学大学院イノベーション

研究科 教授）

 ・ 伊藤 弘道（日本知的財産協会 常務理事、三菱重

工業株式会社 技術統括本部 知的財産部 部長）

 ・ 鈴木 將文（名古屋大学大学院法学研究科 教授）

 ・ 田中 昌利  座長 （長島・大野・常松法律事務所 弁

護士）

 ・ 濱田 百合子（日本弁理士会 執行役員、栄光特許

事務所 所長 弁理士）

 ・二瀬 克規（株式会社悠心 代表取締役社長）

 ・本田 圭子（株式会社東京大学TLO 取締役）

 ・ 八島 英彦（日本経済団体連合会 知的財産委員会 

国際標準化戦略部会 委員、三菱化学株式会社 執

行役員・経営戦略部門RD 戦略室長）

（敬称略。五十音順。各委員の肩書きは、いずれも第1回会合開催
時のものです。）
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3. 審査基準と審査ハンドブックの役割

　改訂の具体的な検討作業について紹介する前に、

そもそも「審査基準」、「審査ハンドブック」とは、何

であるのかをここで整理しておきたいと思います。

　まず、審査基準は、法規範には当たりませんが、

特許法等の関連する法律の適用についての基本的な

考え方をまとめたものであり、審査官の審査におけ

る判断基準であるとともに、出願人による特許管理

等の指標としても利用されてきました。昭和40年代

に作成された産業別審査基準等を整理、統合する形

で、平成5年に審査基準の初版が発行されました 8）。

その後、平成12年に全面的な改訂が行われて以来、

今回は約15年ぶりの全面的な改訂となります。

　今回の審査基準の全面改訂では、審査基準ととも

に審査業務上の指針として使われてきた審査ハンド

ブックとの役割の整理が1つの重要な論点となりま

した。その審査ハンドブックは、平成17年9月に

策定されて以来、必要に応じて部分的な改訂が重ね

られてきました。そして、平成25年3月に全面的

な見直しがなされ、審査業務の遂行に直接関連しな

い事項が削除され、項目が整理されました。

　審査基準改訂の基本方針と同じく、審査基準専門

委員会WG第1回会合で了承された、審査基準と審査

ハンドブックの新しい役割分担は、次のとおりです。

む、審査基準に対する特許制度ユーザーからの要望

を次の3点に整理しました。

① 審査基準の内容は、特許制度の実務家にとっても

複雑であり、一読して容易に理解できるものでは

なく、さらに、そこで扱われる事項は多岐にわた

り、分量も膨大なものとなっていることから、そ

の内容がユーザー等に十分理解されるよう、簡潔

で分かりやすい記載・構成となることが望まれて

いる。

② 審査基準には、特許要件の審査に当たる審査官に

とって基本的な考え方が示されるとともに、その

基本的な考え方を理解する上で有用な事例や裁判

例が多数掲載されているが、新技術の発展や新た

な裁判例の蓄積に応じて適時に事例・裁判例を追

加・更新することが理想的であるといえる。また、

幅広い技術分野の審査実務において事例・裁判例

が参考となるよう、事例・裁判例のさらなる拡充

が望まれている。

③ 国際的な観点から我が国の審査基準等を海外に情

報発信することを意識して、国際的に通用する基

本的な考え方を簡潔かつ明瞭に記載することによ

り、新興国知的財産庁において整備されつつある

審査基準の手本ともなることが望まれている。

　このように整理される過程では、これまでに特許

庁とユーザーとの間で行われてきた意見交換の記録

を全て洗い直すだけでなく、できるだけ最新の意見

や要望を把握するために、庁外の有識者にヒアリン

グを行ったほか、庁内においてもヒアリングを行い

ました。そして、以上の整理に従い、審査基準等の

改訂の基本方針が次のように定められ、審査基準専

門委員会WGの第1回会合で了承されました。

8）産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会審査基準専門委員会WG第1回会合（平成26年8月22日開催）資料2

① 審査基準の記載が簡潔かつ明瞭なものである

こと。

　 適切な外国語翻訳にも資するものとなること

が望ましい。

② 審査基準の基本的な考え方を深く理解するこ

とができるよう、事例や裁判例が充実してい

ること。

③ 審査基準の基本的な考え方が国際的に通用す

るものであること。

●審査基準

　現行審査基準と同様に、法規範にはあたらな

いが、特許法等の関連する法律の適用について

の基本的な考え方をまとめたものとする。ま

た、その基本的な考え方を理解する上で有用な

事例や裁判例は、新審査ハンドブックへ移行

し、必要に応じて機動的に充実化が行えるよう

にする。

●審査ハンドブック

　現行審査ハンドブックと同様に、引き続き、

審査業務を遂行するに当たって必要となる手続
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れていましたが、 そちらを担当していたタスク

フォースと区別するために基準チームとも呼ばれて

いました。

　筆者は、平成25年10月に審査基準室の室長補佐

として着任し、審査基準TFが結成されるまでは、

審査基準改訂に向けた下調査や改訂方針の策定に向

けた準備を担当し、審査基準TF結成後は、検討作

業のスケジュール管理や庁内外との連絡・調整、審

査基準専門委員会WG会合開催に向けた全体の取り

まとめなどを担当しました。

（1）審査基準TFでの改訂審査基準の検討

　審査基準TFメンバーには、それぞれ、進歩性、

記載要件、審査の進め方など、審査基準の項目ごと

に担当が割り当てられました。そして、審査基準の

項目ごとに、これまでに公表されている論文や論

説、そして裁判例等が網羅的に収集され、それらの

分析が開始されるとともに、審査基準全体の目次構

成や、文章の記述の方針など、内容・形式両面から

議論が行われました。また、審査基準専門委員会

WG第1回会合で改訂の基本方針が決まった後、第

2回会合からは、毎回、審査基準の項目ごとに審議

が行われていくことになるため、その資料作成は、

該当項目の担当者が中心となって行いました。

　まず、ユーザーから意見や要望が寄せられている

点、議論になっている点を論点として抽出し、それ

に対する改訂の要否や改訂の方向性について検討し

ます。検討の際は、その項目の担当者だけではなく、

審査基準TFのメンバー全員で議論を繰り返し行い、

そして、庁内委員会での議論、庁内幹部への説明や、

必要に応じて審査基準室以外の課室との調整を経

て、改訂の方針案、審査基準専門委員会WG会合の

資料案が作成されました。

　このような審査基準専門委員会WG会合開催に向

　すなわち、審査基準と審査ハンドブックの基本的

な位置付けは維持しつつ、審査基準改訂の基本方針

の1つとなった、事例、裁判例の充実化に対応する

という大きな役割を審査ハンドブックが担うことに

なりました。このように、審査の大原則ともいえる

基本的な考え方を、審査基準として分かりやすく簡

潔に記載し、他方で、審査実務上の手続事項・留意

事項に加え、事例や裁判例等、審査の基本的な考え

方の各技術への当てはめについては、審査ハンド

ブックにまとめるという役割分担です。ここには、

技術の発展や裁判例の蓄積などに応じて、審査ハン

ドブックの機動的な更新が行えるようにするという

狙いがあります。

4.  改訂に向けた庁内の検討体制—審査基準タス
クフォースについて—

　前述のとおり、審査基準の改訂の方針や骨子につ

いては、審査基準専門委員会WGで審議が行われま

すが、その原案となるものは、審査基準専門委員会

WGの事務局である特許庁の調整課審査基準室で作

成されます。これまでの審査基準の部分的な改訂で

は、審査基準室の担当室長補佐が改訂の方針の検討

と審査基準専門委員会WG会合の資料作成を行って

きました。しかし、今回の全面改訂は、1人の室長

補佐では担当できないほどの分量です。そこで、専

ら今回の全面改訂に従事する5人のメンバーが審査

基準室に着任することとなりました。審査基準専門

委員会WG会合の資料作成や審査基準改訂案自体の

執筆もこのメンバーが担当しました。この 5人の

チームの存在は、これまで対外的には公表されてい

ませんでしたが、庁内では「審査基準タスクフォー

ス」（以下「審査基準TF」といいます。）などと呼ば

れていました。

　平成26年4月に結成された審査基準TFのメン

バーは、以下の 5人です。なお、同時期に「PCT国

際調査及び予備審査ハンドブック」の作成も進めら

的事項や留意事項を体系的にまとめたものとす

る。あわせて、審査基準で示された基本的な考

え方を理解する上で有用な事例・裁判例・適用

例を掲載し、その充実化を図る。
・ 戸

べ っ き

次 一
か ず お

夫（審査第四部 審査官）リーダー
・道

さ い ど

祖土 新
し ん ご

吾（審査第一部 審査官）サブリーダー
・玉

た ま き

木 宏
こ う じ

治（審査第四部 審査官）

・吉
よしもり

森 晃
あきら

（審査第三部 審査官）

・當
と う ま

間 庸
ようすけ

裕（審査第二部 審査官）

（肩書きは、いずれも審査基準室着任時のものです。）
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の検討が進められました。その結果、既存事例の更

新だけでなく、多くの新規事例が追加され、改訂前

は 256件だった事例数が、改訂後は 372件になり

ました。また、裁判例については、後述のとおり、

大規模な調査研究が実施されるとともに、審査基準

TFを中心に、裁判例の抽出、選別がなされました。

その結果、新しく完成した審判決例集には、193件

の裁判例が掲載され、僅かではありますが審決例も

掲載されることになりました。審査実務に関連した

審判決例に特化し、審査基準の内容に沿って判示事

項の分類が行われた、他に類を見ないものです。

　このように審査基準の全面的な見直しと並行し

て、事例の見直しと新規作成、そして裁判例及び審

決例の抽出、整理が進められました。今回の改訂で

は、専従の審査基準TFが結成されましたが、それ

でも5人のメンバーだけの力では膨大な事例の詳細

な検討までは手が回らないため、各審査部でかなり

の労力を割いて事例を検討してもらいました。ま

た、知的財産高等裁判所設立以降に出された裁判例

全体にわたる調査では、外部に委託して実施した調

査研究が非常に大きな力となりました。さらに、日

頃から多くの判決に接しており、深い知見のある審

判部にも協力を仰ぎつつ審判決例の検討が進められ

ました。このように、審査基準室、審査基準TFだ

けでなく、多くの人たちの協力を経て、今回の改訂

が完遂されたという点は、特筆すべき点であると考

えています。

（3）パブコメ開始以降の審査基準TFの業務

　このように、全体の業務量に比べると短い期間で

検討が進められ、審査基準専門委員会WG第6回会

合の翌週の平成27年7月8日には、審査基準の改

訂案が公表され、パブコメの募集を開始することが

できました。パブコメ期間中は、9月の公表に向け

て審査ハンドブックの最終確認が進められ、パブコ

メ期間終了後の約1か月間は、寄せられた意見の検

討、そして審査基準改訂案の修正と最終的な確認が

集中的に行われました。そして、9月16日に改訂

審査基準と改訂審査ハンドブックが公表されまし

た。10月から運用を開始するため、できるだけ早

く公表し、事前に十分な周知を図る必要がある一方

で、可能な限り慎重かつ丁寧にパブコメを検討する

けた準備と並行して、審査基準改訂案自体の執筆も

進めていかなければなりません。今回の全面改訂で

は、審査基準専門委員会WG第1回会合の資料にも

あるとおり、当初から、平成27年10月を目途に改

訂審査基準を公表するスケジュールとなっていまし

た。しかし、他方では、平成12年以来の全面改訂

ということもあり、庁内外から大きな期待と関心が

寄せられたため、審査基準専門委員会WGでは幅広

い内容について十分な議論を行う必要がありまし

た。 このように、 限られた期間のタイトなスケ

ジュールの中で、できる限り多くの要望に応えるべ

く、作業が進められました。さらに、審査基準は、

日英両言語で改訂案の意見募集（パブコメ）を行う

ことになっていますので、英語版の作成にかかる時

間も含めて、パブコメ期間を考慮したスケジュール

の進行が求められました。

（2）審査基準TFでの改訂審査ハンドブックの検討

　審査基準だけでなく同時に審査ハンドブックにつ

いても、その構成を含めて全面的な改訂が行われた

点は、これまでの審査基準改訂と大きく異なる点で

す。そして、これらは互いに深い関係を持つことか

ら、改訂版の公表も両者同時に行う必要がありまし

た。審査ハンドブックの改訂では、事例と裁判例の

充実化が改訂の基本方針の1つとなっていることか

ら、この点に特に多くの労力がかけられました。

　改訂前の審査基準にも、各章・節の説明の中に多

数の例が掲載されていたほか、記載要件や、発明の

単一性の要件、補正などについては、事例集という

形で計256件の事例が設けられていました。しか

し、進歩性など、事例集のない項目も多数あり、掲

載された事例の内容も最新の技術に十分対応できて

いない面がありました。

　また、裁判例についても、改訂前の審査基準には、

進歩性に関するものを中心に掲載されていました

が、審査基準の全項目について網羅的には整理され

ていませんでした。また、それらの多くは、近年改

訂されていなかったため、平成17年の知的財産高

等裁判所の設立以降、約9年間の裁判例の蓄積にも

十分対応できていない状況でした。

　まず、事例については、技術の専門的な内容にも

関係してくるため、各審査部とも協力しつつ、内容

global standardグローバルスタンダードへ
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（Kommentar）を参照しているようです。また、オー

ストラリアの審査基準は、PCT国際出願の国際段階

に関する業務の説明や、審査に使用する業務システ

ムのマニュアルも含む、相当な分量のものになって

います。他方で、いずれの国の審査基準においても、

それなりの分量を割いて設けられている基本的な事

項というものは、記載要件や進歩性など、共通して

いることも分かりました。本調査研究の結果は、国

際的に通用する審査基準の在り方を検討する上で、

大変有益な情報となりました。

（2）ASEAN諸国及び台湾の審査基準の調査

　ASEAN諸国及び台湾では、審査実務の具体的な

指針となる審査基準・審査マニュアルもまた整備さ

れつつある状況ですので、我が国と親和性の高い審

査実務が実現されるよう、審査基準・審査マニュア

ルの整備に際して、我が国審査基準が積極的に参照

されることが期待されます。そこで、シンガポール、

インドネシア、フィリピン、ベトナム、タイ、マレー

シアのASEAN6か国と台湾については、我が国審査

基準を情報発信し、今後の審査基準改訂の際に参考

にしてもらうという観点から、調査を実施する必要

がありました。そこで、前年度に引き続きAIPPI・

JAPANに委託し、平成26年度の産業財産権制度各

国比較調査研究事業として「ASEAN主要国及び台湾

における特許及び商標の審査基準・審査マニュアル

に関する調査研究」を実施しました 12）。

　こちらも詳細については、特許庁HPで公表され

ている報告書を御覧いただきたいと思いますが、シ

ンガポールや台湾など、比較的整備された審査基準

を既に持ちつつ、さらなる充実化を目指して、近年、

精力的に改訂が行われているところがある一方で、

インドネシアなど、そもそも審査基準を公表してい

ない国もありました。また、タイやベトナムなどは、

審査基準を公表しているものの英語版が提供されて

いないため、本調査研究が両国の最新の審査基準を

把握する上で貴重な手掛かりとなりました。各特許

という、2つの要請を両立させるべく、最後の最後

まで全く気が抜けない状況が続きました。

　改訂審査基準と改訂審査ハンドブックの公表後

は、審査官、審判官を対象にした説明会を審査基準

TFメンバーが講師となり庁内で開催しました。審

査基準TFは、10月1日をもって解散となりました

が、解散後も 10月から全国各地で順次開催された

知的財産権制度説明会（実務者向け）で講師を担当

し、改訂審査基準と改訂審査ハンドブックの周知を

行いました。

5. 審査基準改訂に向けた調査研究の実施

（1）BRICs等、五庁以外の審査基準の調査

　日・米・欧・中・韓のいわゆる五大特許庁について

は、各庁の審査基準に沿って、これまで長年にわた

り、審査実務の比較研究 9）が行われてきましたが、

五庁以外の特許庁の審査基準については、あまり調

査研究がなされていませんでした。今回の審査基準

改訂の基本方針では、国際的に通用するという点や

海外への情報発信が掲げられていることから、五庁

以外の審査基準についても調査する必要がありまし

た。そこで、一般社団法人日本国際知的財産保護協

会（AIPPI・JAPAN）に委託し、イギリス、ドイツ、

ブラジル、ロシア、インド、カナダ、オーストラリ

ア、ニュージーランドの審査基準について、平成

25年度の産業財産権制度各国比較調査研究事業と

して「各国における特許の審査基準・審査マニュア

ルに関する調査研究」を実施しました 10）。

　詳細については、特許庁HPで公表されている報

告書を御覧いただきたいと思いますが、一口に審査

基準といっても分量も構成もさまざまで、各国ごと

に特徴があることが分かりました。たとえば、ドイ

ツの審査基準は極めてページ数が少なく、要点を簡

潔にまとめたものになっていますが、一方でドイツ

の審査官は、審査実務を進めるうえで「シュルテ」11）

と呼ばれている、 ドイツ特許法のコメンタール

 9）五庁による「審査実務の相違点に関する報告書」（旧「異なる実務のカタログ」）等

10）参考資料［9］

11） Rainer Schulte, Patentgesetz mit Europ_ischem Patent_bereinkommen : Kommentar auf der Grundlage der deutschen und europ_ischen 
Rechtsprechung, Carl Heymanns, 2014.

12）参考資料［9］
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13）参考資料［10］

14）参考資料［5］

審査基準を改訂する際に必要となるパブコメの手続

について、振り返りたいと思います。

（1）第1回会合（平成26年8月22日開催）

　審査基準等の改訂の基本方針、改訂後の審査基準

と審査ハンドブックの関係について、審議が行われ

ました。また、初回会合ということもあり、これか

らの審査基準に期待することなどについて、各委員

から御意見をいただきました。

（2）第2回会合（平成26年10月3日開催）

　今回の改訂で新設することとなる、不特許事由

（公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するお

それがある発明）の審査基準と、発明の新規性喪失

の例外の審査基準について審議が行われました。不

特許事由については、これまで長年にわたり、審査

基準上は「第Ⅱ部 第6章 特許を受けることができ

ない発明」として項目名は存在していたものの、

「追って補充」となっていました。そのため、一か

ら内容が検討され、「特許法第32条適用の基本姿勢

として、審査官は、請求項に係る発明が公序良俗等

を害するものであることが明らかな場合でなけれ

ば、不特許事由に該当するものと判断しないこと」、

「公序良俗等を害するような態様で使用される可能

性があることを理由として、その発明が不特許事由

に該当すると判断してはならないこと」、「不特許事

由に該当するとの判断は抑制的になされることを記

述すること」などが了承されました。

（3）第3回会合（平成27年1月23日開催）

　進歩性の審査基準について審議が行われ、「動機

づけの諸観点の考慮の仕方について、主引用発明に

副引用発明等を適用する動機づけは、①技術分野の

関連性、②課題の共通性、③作用、機能の共通性及

び④引用発明の内容中の示唆といった観点を総合考

慮してなされること」などが、審査基準に明記され

ることになりました。また、いわゆる「後知恵」の

庁に対しアンケート調査を行ったところ、いずれも

先進国特許庁の審査基準を参考にしながら、特にバ

イオ、医薬、コンピュータソフトウェアなどの特定

技術分野の審査基準について、さらなる充実化を目

指す高い意欲が感じられました。

（3）審査基準に関連した裁判例の調査

　前述のとおり、審査ハンドブックに掲載する裁判

例を充実化させるために、平成17年の知的財産高

等裁判所の設立以降、約9年間の裁判例を整理する

ことになりました。そこで、2000件を優に超える

審決取消訴訟及び特許無効の抗弁に関する侵害訴訟

の判決について、一般財団法人知的財産研究所に委

託し、平成26年度の産業財産権制度問題調査研究

事業として「特許・実用新案審査基準の理解を深め

る参考資料としての裁判例に関する調査研究」を実

施しました 13）。

　特許等に関する裁判例集は多種多様な物が取りま

とめられ、市販もされていますが、審査基準の基本

的な考え方の根拠となる裁判例や、その基本的な考

え方に対する理解を深める上で有用な裁判例など、

審査実務に関する裁判例に特化し、審査基準に示さ

れた基本的な考え方という切り口で網羅的に収集さ

れ分類・整理されたものは、これまでありませんで

した。本調査研究では、最終的な成果物に含まれる

裁判例集の作成過程に外部有識者（弁護士）が関与

することにより、裁判例の取捨選択における公平性

及び適正性が担保されています。大変ボリュームが

ある報告書ですが、特許庁HPで公表されています

ので、是非御覧ください。

6.  審査基準専門委員会WG会合の開催とパブ
コメの実施

　審査基準改訂の方針や骨子等を審議する審査基準

専門委員会WGの会合は、平成26年8月22日の第

1回から平成27年7月3日の第6回まで、計6回開

催されました 14）。ここでは、審査基準専門委員会

WG会合の各回の概要を紹介するとともに、同じく

global standardグローバルスタンダードへ
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定 15）という視点も持って審査をするという点を、

審査基準に記載することになりました。また、質の

高い審査の要となる先行技術調査について、その対

象や終了条件などさまざまな観点から議論が行わ

れ、審査基準の記載が充実化されることになりまし

た。さらに、「拒絶理由を解消するために、出願人

が取り得る対応を審査官が示せる場合には、積極的

に補正・分割等の示唆を行う」ことを審査基準上明

記するなど、ユーザーフレンドリーの観点も重視さ

れています。

（6）第6回会合（平成27年7月3日開催）

　これまでの5回の会合で審議されていない、審査

基準全編にわたる改訂の骨子について審議が行われ

ました。それに加え、奇しくも前回第5回会合が開

催された平成27年6月5日に最高裁で出されたプ

ロダクト・バイ・プロセス・クレーム（物の発明につ

いての請求項にその物の製造方法が記載されている

場合）に関する判決（平成24年（受）1204号、 同

2658号）の判示内容を踏まえた審査の指針につい

ても審議されました。本最高裁判決への対応は、審

査基準の全面改訂に関する当初の計画で予定してい

ないものでしたが、早急に当面の審査の取扱いを定

める必要があることから、第6回会合で扱われるこ

とになり、 了承された内容は、7月6日に特許庁

HPで公表されました。審査基準全編にわたる改訂

の骨子としては、サブコンビネーション発明に関す

る記載要件及び新規性の判断の明確化や、特定技術

分野への適用例を審査ハンドブックに置くことが了

承されました。

（7）�審査基準改訂案に対するパブコメ、庁内意見
取り

　審査基準専門委員会WG第6回会合の開催後、平

成27年7月8日から8月6日まで、審査基準の改訂

案について、意見提出手続、いわゆるパブコメ（パ

ブリックコメント）の募集を行いました 16）。かつて

ないほどの分量の改訂案であるのに対し、従前どお

り約1か月という短期間にもかかわらず、多くの方

防止についても関心が高く、「本願発明の知識を得

た上で、進歩性の判断を行うために、（ア）当業者が

容易に想到できたように見えてしまう、あるいは

（イ）引用発明の認定の際に、本願発明に引きずら

れてしまう、といった後知恵に陥ることがないよう

に、審査官は留意しなければならないことを、審査

基準に記載すること」が了承されました。また、国

際的な観点からは、他国の審査基準の記載も考慮

し、欧州・米国・中国・韓国の審査基準及び PCT国

際調査及び予備審査ガイドラインにおいて二次的指

標として触れられている「長い間その実現が望まれ

ていたこと等」を審査基準に記載することになりま

した。

（4）第4回会合（平成27年3月27日開催）

　記載要件の審査基準について審議が行われ、サ

ポート要件の基本的な考え方や実験成績証明書の取

扱いに関する基本的な考え方については、変更せず

維持することとしつつ、事例や裁判例を充実化する

ことになりました。また、サポート要件違反や実施

可能要件違反の拒絶理由通知について、審査官が留

意すべき事項を審査基準に記載すること、「範囲を

曖昧にしうる表現があるからといって、発明の範囲

が直ちに不明確であると判断するのではなく、明細

書や図面の記載、さらには出願時の技術常識も考慮

してその表現を含む発明特定事項の範囲が理解でき

るかどうかを検討する」旨を審査基準に記載するこ

とが了承されました。

（5）第5回会合（平成27年6月5日開催）

　改訂前の審査基準では「審査の進め方」という項

目名で掲載されていた内容について、審議が行われ

ました。改訂審査基準の「審査総論」に相当します。

まず、審査全般にかかわる最も重要な事項として、

審査の基本姿勢をどのように記載すべきかが議論さ

れました。結果として、従前の方針に加えて、特許

権取得のための所定の手続を自ら遂行していく責任

は出願人にあることを前提としつつ、審査官は、質

の高い、すなわち強く・広く・役に立つ特許権の設

15 「特許審査に関する品質ポリシー」（平成26年3月）http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/pdf/shinsa_policy/policy.pdf
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　まず、目次の構成を見てみます。新規性と進歩性

で1つの章を構成している点は変わりませんが、改

訂後は章の下を複数の節で区切り整理しています。

さらに、改訂前は、「1.新規性」「2.進歩性」というふ

うに、単純に新規性と進歩性で分けた構成になって

いるのに対し、改訂後は、まず、第1節及び第2節

で新規性及び進歩性の判断の中核となる内容をそれ

ぞれ説明した後で、それらを踏まえた審査のより具

体的な進め方を第3節及び第4節で説明していま

す。また、審査の具体的な進め方についても、技術

分野にかかわらない基本的な考え方を第3節にまと

め、特定の表現を有する請求項の取扱いについて

は、その後の第4節にまとめるなど、原理・原則と

なる要点をできるだけ前に持ってくるようにして整

理しています。また、今回の改訂で新設された、発

明の新規性喪失の例外については、この章の最後の

節として置かれています。

　各節の中の構成についても、概要を冒頭に置き、

その後に基本的な考え方、続いて具体的な判断とい

うように、要点先出しの構成が徹底されているた

め、各節の冒頭から順番に読んでいっても重要な事

項をすぐに把握できるようになっています。

　図表や箇条書きを活用した簡潔かつ明瞭な記載と

いう点も今回の改訂のポイントです。たとえば、進

歩性の判断に係る基本的な考え方として、進歩性が

否定される方向に働く諸事実及び進歩性が肯定され

る方向に働く諸事実を総合的に評価することが審査

から貴重な御意見が寄せられました。14の団体と

11人の個人の皆様から寄せられた合計235件の御

意見は、審査基準TFのメンバーを中心に、1件ず

つ慎重に検討されました。

　改訂内容について概ね賛同との御意見は、改訂に

携わってきた者にとって大変励みになり、これまで

の苦労が報われた気持ちになりました。さらに時間

をかけて検討することが必要と考えられる事項につ

いては、将来的な課題とさせていただきましたが、

そのような御意見も今後の審査基準の発展に資する

ものであると思います。また、今回の改訂案は、パ

ブコメ開始の約1か月前に出たプロダクト・バイ・

プロセス・クレームに関する最高裁判決を踏まえた

改訂も含むものでしたので、この点についても、大

変関心が高く、多くの御意見が寄せられました。

　詳細は割愛しますが、従前の審査基準改訂時と同

様に、パブコメの期間と同じ期間で、庁内でも審査

官及び審判官を対象に意見募集を行いました。パブ

コメと同じくこちらでも、改訂案を詳細に検討した

ことが分かるような綿密な意見が多数寄せられま

した。

　審査基準の改訂案を御検討いただき、また御意見

をお寄せいただいた皆様に、この場をお借りして御

礼を申し上げます。

7.  審査基準改訂の要点─新規性・進歩性の章を
例に─

（1）形式面の改訂ポイント

　審査基準のいずれの項目でもさまざまな点につい

て改訂が行われていますが、ここでは新規性・進歩

性の章（第Ⅲ部 特許要件 第2章 新規性・進歩性（特

許法第29条第1項・第2項））に的を絞って改訂の

概要を紹介します。

16）参考資料［11］

【改訂前の審査基準】

第Ⅱ部 特許要件

　第2章 新規性・進歩性

　　1. 新規性

　　2. 進歩性

　　第2節 進歩性

　　第3節 新規性・進歩性の審査の進め方

　　第4節  特定の表現を有する請求項等につい

ての取扱い

　　第5節  発明の新規性喪失の例外（特許法第

30条）

【改訂後の審査基準】

第Ⅲ部 特許要件

　第2章  新規性・ 進歩性（特許法第29条第1

項・第2項）

　　第1節 新規性

global standardグローバルスタンダードへ



16tokugikon  2016.1.29. no.280

③�主引用発明に副引用発明を適用する動機付けにお
ける「技術分野の関連性」

　「技術分野の関連性」については、「課題の共通性」

等の他の動機付けとなり得る観点も併せて考慮しな

ければならないとしています。ただし、「技術分野」

を把握するに当たり、単にその技術が適用される製

品等の観点のみならず、課題や作用、機能といった

観点をも併せて考慮する場合は、「技術分野の関連

性」について判断をすれば、「課題の共通性」や「作用、

機能の共通性」を併せて考慮したことになります。

④論理付けを妨げる要因（阻害要因）
　進歩性が肯定される方向に働く要素の 1つとし

て、阻害要因があります。改訂審査基準では、阻害

要因としてどのようなものがあるか、次のとおり例

示しています。

（ⅰ） 主引用発明に適用されると、主引用発明がそ

の目的に反するものとなるような副引用発明

（ⅱ） 主引用発明に適用されると、主引用発明が機

能しなくなる副引用発明

（ⅲ） 主引用発明がその適用を排斥しており、採用さ

れることがあり得ないと考えられる副引用発明

（ⅳ） 副引用発明を示す刊行物等に副引用発明と他

の実施例とが記載又は掲載され、主引用発明

が達成しようとする課題に関して、作用効果

が他の実施例より劣る例として副引用発明が

記載又は掲載されており、当業者が通常は適

用を考えない副引用発明

⑤�進歩性の判断における留意事項（1）（後知恵につ
いて）

　次のような「後知恵」に陥ることがないように、

基準に明記されましたが、それぞれの要素を図にし

て整理しています。

（2）内容面の改訂ポイント

　以上では、目次構成など形式面での改訂の要点を

紹介しましたが、ここでは、進歩性を中心に内容面

の改訂の要点を紹介します 17）。

①進歩性の判断に係る基本的な考え方
　先行技術に基づいて、当業者が請求項に係る発明

を容易に想到できたことの論理の構築（論理付け）

ができるか否かを検討しますが、その際、進歩性が

否定される方向に働く諸事実と進歩性が肯定される

方向に働く諸事実を総合的に評価するということを

明記しました。

②�主引用発明に副引用発明を適用する動機付けの
総合考慮

　進歩性が否定される方向に働く要素として、主引

用発明に副引用発明を適用する動機付けがあります

が、進歩性の判断に係る基本的な考え方と同様に、

動機付けとなり得る 4つの観点（（1）技術分野の関

連性、（2）課題の共通性、（3）作用、機能の共通性、

（4）引用発明の内容中の示唆）を総合考慮して、動

機付けの有無を判断することを明記しました。ここ

では、いずれか1つの観点に着目すれば、動機付け

が肯定されるか否かを常に判断できるわけではない

という点が重要です。また、（1）技術分野の「関連

性」、（2）課題の「共通性」、（3）作用、機能の「共通性」

については、主引用発明と副引用発明との間の関連

性又は共通性であることも記載しています。

17）参考資料［12］



17 tokugikon  2016.1.29. no.280

⑩進歩性の判断に係る審査の進め方
　進歩性の拒絶理由通知には、本願発明と引用発明

との相違点を明確にした上で、本願発明の進歩性が

否定される論理付けを記載する必要があることを明

記しています。また、拒絶理由が維持されない（拒

絶査定をすることができない）例として、新たな証

拠を追加的に引用しなければ論理付けができない場

合を挙げています。ただし、すでに示した論理付け

に不備はなかったが、その論理付けを補完するため

に、周知技術又は慣用技術を示す証拠を新たに引用

する場合を除きます。

⑪サブコンビネーションの発明について
　改訂審査基準で新たに付け加わった事項の1つと

して、サブコンビネーションの発明を「他のサブコ

ンビネーション」に関する事項を用いて特定しよう

とする記載がある場合の扱いがあります。サブコン

ビネーションとは、二以上の装置を組み合わせてな

る全体装置の発明、二以上の工程を組み合わせてな

る製造方法の発明等（以上を「コンビネーション」

といいます。）に対し、組み合わされる各装置の発

明、各工程の発明等をいいます。

　請求項に係る発明を認定する際は、請求項中に記

載された「他のサブコンビネーション」に関する事

項が構造、機能等の観点からサブコンビネーション

の発明の特定にどのような意味を有するのかを把握

して、請求項に係るサブコンビネーションの発明を

認定します。その結果、「他のサブコンビネーショ

ン」に関する事項が請求項に係るサブコンビネー

ションの発明の構造、機能等を特定している場合

は、請求項に係るサブコンビネーションの発明を、

そのような構造、機能等を有するものと認定しま

す。他方、当該事項がサブコンビネーションの発明

の構造、機能等を何ら特定していない場合は、「他

のサブコンビネーション」に関する事項は、請求項

に係るサブコンビネーションの発明を特定するため

の意味を有しないものとして発明を認定します。

　また、新規性の判断については、請求項中に記載

された「他のサブコンビネーション」に関する事項

がサブコンビネーションの発明の構造、機能等を特

定している場合、サブコンビネーションの発明と、

引用発明との間に相違点があるときには、このサブ

コンビネーションの発明は、新規性ありとなりま

審査官は留意すべきであると記載しています。

（ⅰ） 当業者が容易に想到できたように見えてしま

うこと。

（ⅱ） 引用発明の認定の際に、請求項に係る発明に

引きずられてしまうこと。

⑥�進歩性の判断における留意事項（2）（主引用発明
の選択について）

　主引用発明は、通常、請求項に係る発明と、技術

分野又は課題が同一又は近い関係にあるものを選択

します。ここで、請求項に係る発明とは技術分野又は

課題が大きく異なる主引用発明を選択した場合、論

理付けが困難になりやすいことに留意すべきであると

記載しています。具体的には、主引用発明から出発し

て、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できた

ことについて、より慎重な論理付けが要求されます。

⑦�進歩性の判断における留意事項（3）（周知技術の
適用について）

　周知技術であるという理由だけで、論理付けがで

きるか否かの検討（当該周知技術の適用に阻害要因

がないか等の検討）を省略してはならないというこ

とを明記しています。

⑧�進歩性の判断における留意事項（4）（商業的成功
等の事情の参酌について）

　「商業的成功、長い間その実現が望まれていたこ

と等」は、進歩性が肯定される方向に働く事情があ

ることを推認するのに役立つ二次的な指標として、

参酌することができることを記載しています。出願

人の主張、立証により、この事情が請求項に係る発

明の技術的特徴に基づくものであり、販売技術、宣

伝等、それ以外の原因に基づくものではないとの心

証を得た場合に限って参酌することができます。

⑨新規性・進歩性の審査の進め方における留意事項
　本願発明の知識を得た上で先行技術を示す証拠の

内容を理解する際には、本願の明細書等の文脈に

沿って証拠の内容を曲解するという、後知恵に陥ら

ないように留意すべきであることが記載されていま

す。引用発明は、引用発明が示されている証拠に依

拠して（刊行物であれば、その刊行物の文脈に沿っ

て）理解する必要があります。

global standardグローバルスタンダードへ
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ことが海外への情報発信の第一歩です。非英語圏の

特許庁でも英語版の審査基準を公表しているところ

は少なくありませんが、特定技術分野への適用例や、

事例集、審判決例集を合わせると全体で2500ペー

ジ近くになる審査基準及び審査ハンドブックの全て

を英語で提供するのは、我が国のほかにないものと

思われます。また、ASEAN諸国等の審査基準を調査

したときに痛感しましたが、審査基準が現地の公用

語のみで提供され、英語版が提供されていない場合、

その特許庁の審査の指針に関しては、審査基準の翻

訳を外注しないと全く把握できないことになってし

まいます。最近は機械翻訳の技術も発達してきてい

るため、機械翻訳されたもので多少の手掛かりはつ

かめるかもしれませんが、やはり特許庁が英語版を

提供することは、その特許庁の審査が国際的にも信

頼されるために必須であると考えられます。

　前述のとおり、ASEAN諸国等の特許庁では、審

査基準の策定やさらなる充実化が、今まさに急速に

進んでいる状況です。今回の改訂を契機に、我が国

の改訂審査基準、改訂審査ハンドブックを海外へ積

極的に紹介し、情報発信していくことにより、海外

の特許庁で審査基準の「手本」として参照されるこ

とが望まれます。

（2）庁内外への周知

　改訂審査基準、改訂審査ハンドブックの完成後、

庁内の審査官、審判官を対象に計12回の説明会を

開催しました。毎年秋に行われる審査官昇任に必要

な法定研修の講義で使用する教材も、改訂後の内容

に沿ったものに更新されました。

　また、改訂の概要を解説するEラーニングコンテン

ツ「改訂『特許・実用新案審査基準』及び『特許・実用

新案審査ハンドブック』の概要」を作成し、平成27

年12月に独立行政法人工業所有権情報・研修館

（INPIT）のIP・eラーニングのWebサイト20）で公表

しました。改訂の概要を簡潔にまとめたスライドを用

いて元審査基準TFメンバーの戸次氏が行った講義を

動画で見ることができます。コンテンツには講義内

容の理解を確認するための小テストも付いています。

す。他方、当該事項がサブコンビネーションの発明

の構造、機能等を何ら特定していない場合、他のサ

ブコンビネーションに関する事項と、引用発明特定

事項とに記載上・表現上の相違が生じていても、他

に相違点がなければ、このサブコンビネーションの

発明は新規性なしとなります。

8. 改訂審査基準の周知活動

（1）海外への周知

　平成27年9月16日に改訂審査基準と改訂審査ハ

ンドブックが公表されましたが、同時にこれらの英語

版も公表されました（審査ハンドブックの附属書A，

B，Dは、その後、順次公表）18）。審査基準の英語版は、

今回の改訂の前から公表されており、前述のとおり

改訂時のパブコメも日英両言語で行われていました。

しかし、審査ハンドブックの英語版が公表されるの

は今回が初めてです。また、全面改訂ですので、英

語版も当然、一から作る必要がありました。そのため、

作業量も極めて大きなものでしたが、改訂の基本方

針の1つとして海外に通用する審査基準であることが

掲げられており、海外への情報発信が強く意識され

ていたため、その第一歩として、英語版の同時リリー

スは必須であると考えられていました。

　改訂審査基準と改訂審査ハンドブックの公表日に

はプレスリリースを行いましたが、日本語だけでな

く英語でもプレスリリースを行ったことは、これま

での審査基準の改訂にはない異例なことでした 19）。

さらに、海外への周知は英語でのプレスリリースに

とどまらず、英語版の公表後間もなく、独立行政法

人日本貿易振興機構（JETRO）の海外事務所等を通

じて、海外の知財コミュニティーに審査基準が改訂

されたことをお知らせし、積極的にアピールを行っ

たことも、今回の改訂の特徴的な点です。その後も、

特許庁が参加する国際会議や海外特許庁との会合な

ど多くの機会を利用して、積極的に改訂審査基準の

周知活動が行われています。

　英訳の内容は、今後もブラッシュアップしていく

必要がありますが、まずは全体の英語版を提供する

18 参考資料［3］［4］

19 参考資料［14］［15］
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しやすさが今後も維持されることがあります。現時

点で既に、審査基準と審査ハンドブックを合わせた

情報量は相当なものになっています。特に審査ハン

ドブックは、事例集や審判決例集等、全ての附属書

も合計すると約2000ページのボリュームになりま

す。しかも、今後も機動的に充実化が行われること

を考えると、アクセス性の確保はますます重要性を

帯びてくるものと思われます。目次の構成は分かり

やすいものになっていますが、将来的には、適切な

検索手段を新たに設けることも検討する必要がある

かもしれません。

　そのほかには、審査基準及び審査ハンドブックの

英語版の内容がより分かりやすいものとなるよう

に、英訳を洗練していくことも期待されます。

10. おわりに

　審査基準は、日々行われている審査において多く

の審査官により参照されるとともに、出願人等、多

くの特許制度ユーザーの実務においても参考にされ

てきました。このように多くの人の目にさらされ、

検討され、時には批判され、またその都度、多くの

人の手を経て改訂が行われてきたという、歴史の重

みがそこにはあります。幸運にも今回の全面改訂に

携わり、自らもその歴史に1ページを加えることとな

りましたが、その検討過程では、審査基準の内容を

深く知れば知るほど、それは先人たちの絶え間ない

努力により、既に相当程度に「完成」されたものであ

り、たとえ短い1つの文言であっても、軽々にその

内容を書き換えられないことが分かるということが

多々ありました。振り返ってみれば、筆者が審査基

準室に所属していた2年間は、審査基準の奥深さを

知る大変貴重な経験の連続だったと感じています。

　最後になりましたが、審査基準及び審査ハンド

ブックの改訂に御協力いただいた全ての皆様に、心

より感謝申し上げますとともに、審査基準及び審査

ハンドブックがこれからも大いに活用されることを

祈りつつ、筆を置きたいと思います。

（本稿における見解は、筆者個人のものであり、筆

者が所属する組織のものではありません。）

　そのほか、毎年9月〜12月にかけて全国各地で開

催される特許庁主催の知的財産権制度説明会（実務

者向け）でも、全国18箇所で行われた講義科目「特

許の審査基準及び審査の運用」で、改訂後の審査基

準及び審査ハンドブックの内容を解説しました。

9.  今後、審査基準及び審査ハンドブックに期待
されること

　今回の改訂で、事例集や審判決例集は、審査基準

から分離され、審査ハンドブックの附属書となりま

した。そして、改訂の基本方針の趣旨においても触

れられているように、今後は、裁判例の蓄積や技術

の発展に対応して可能な限り機動的に充実化される

ことが期待されています。

　機動的な改訂という点では、審査ハンドブック本

体も同様です。たとえば、プロダクト・バイ・プロ

セス・クレームについては、審査基準（第Ⅱ部第2

章第3節4.3.2）で審査の基本的な指針が述べられる

とともに、「物の発明についての請求項にその物の

製造方法が記載されている場合」に該当するか否か

の判断や、物の発明についての請求項にその物の製

造方法が記載されている場合の審査における「不可

能・非実際的事情」の判断については、審査ハンド

ブック（2203〜2205）に記載されるという構成に

なっています。これらの点は、今後の裁判例の蓄積

や、審判・審査の実務における実例の蓄積などに依

るところが大きい部分ですので、機動的な更新がで

きるようにする必要があるわけです。実際、平成

27年11月25日に特許庁HPで公表された「プロダ

クト・バイ・プロセス・クレームに関する『不可能・

非実際的事情』の主張・立証の参考例」によれば、「今

後、『不可能・非実際的事情』が認められうる例のさ

らなる充実や、PBPクレームに該当しない例のさら

なる充実を含め、PBPクレームの取扱いについて引

き続き検討を行い、検討結果を踏まえて、平成28

年4月上旬を目途に、審査ハンドブックを改訂する

予定です。」となっています 21）。

　また、筆者の個人的な期待としては、審査基準や

審査ハンドブックに含まれる各情報へのアクセスの

20）独立行政法人工業所有権情報・研修館 IP・eラーニング　　https://ipe.inpit.go.jp/

21）参考資料［16］

global standardグローバルスタンダードへ
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【付録】
A.�改訂前後の審査基準の記載ぶりの比較 22）

22）参考資料［13］

改訂前 改訂後

冒頭に「概要」や
「基本的な考え方」
を新設しました

文字サイズを大きくしました

見出しを分かりやすくしました

「特許・実用新案審査基準」改訂ポイント例記載ぶりの比較

重要箇所が分かりやすいよ
うにフォントを変えました

考慮すべき複数の要素の関係等
について、図表を入れました

箇条書きを用いるなどして
一文を短くし、論理構成や
判断手順等も明確にしました

改訂前 改訂後
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改訂前 改訂後

各規定の適用対象と審査基準の
記載箇所の対応関係について、
視覚的に把握できるような図表
を入れました

B.�改訂審査基準、改訂審査ハンドブックの目次

審査基準（約500ページ）
第Ⅰ部 審査総論
第Ⅱ部 明細書及び特許請求の範囲
第Ⅲ部 特許要件
第Ⅳ部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正
第Ⅴ部 優先権

第Ⅵ部 特殊な出願
第Ⅶ部 外国語書面出願
第Ⅷ部 国際特許出願
第Ⅸ部 特許権の存続期間の延長
第Ⅹ部 実用新案

審査ハンドブック（約270ページ）
第Ⅰ部〜第Ⅹ部（審査基準と同様。審査基準に関連す
る手続事項、留意事項等を記載）
第XI部　業務一般

附属書A�「特許・実用新案審査基準」事例集（約620ペー
ジ）

1.  発明の詳細な説明及び特許請求の範囲の記載要件
（特許法第36条）

2. 発明の単一性（特許法第37条）
3.  発明該当性及び産業上の利用可能性（特許法第29

条第1項柱書）
4. 新規性（特許法第29条第1項）
5. 進歩性（特許法第29条第2項）
6. 先願（特許法第39条）
7. 新規事項を追加する補正（特許法第17条の2第3項）
8. 目的外補正（特許法第17条の2第5項）

附属書B�「特許・実用新案審査基準」の特定技術分野へ

の適用例（約230ページ）
第1章　コンピュータソフトウエア関連発明
第2章　生物関連発明
第3章　医薬発明

附属書C��実用新案技術評価書作成のためのハンド
ブック（約20ページ）

附属書D�「特許・実用新案審査基準」審判決例集（約
810ページ）

1. 審査総論
2. 記載要件
3. 発明該当性及び産業上の利用可能性
4. 新規性・進歩性
5. その他の特許要件
6. 補正
7. 優先権
8. 特殊な出願
9. 実用新案

global standardグローバルスタンダードへ
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【参考資料】
［1］特許・実用新案審査基準　http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm
［2］特許・実用新案審査ハンドブック　http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm
［3］Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan（特許・実用新案審査基準英語版（仮訳））
　　http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/1312-002_e.htm

［4］Examination Handbook for Patent and Utility Model in Japan（特許・実用新案審査ハンドブック英語版（仮訳））
　　http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/handbook_sinsa_e.htm

［5］産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会審査基準専門委員会ワーキンググループ　議事要旨、配布資料、議事録
　　http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/shinsakijyun_menu.htm

［6］特許庁業務運営計画の平成27年度改定版の公表について（平成27年7月24日）　http://www.jpo.go.jp/shoukai/soshiki/gyoumu_unnei.htm
［7］知的財産推進計画2014（平成26年7月）http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20140704.pdf
［8］知的財産推進計画2015（平成27年6月）http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20150619.pdf
［9］外国知的財産制度に関する調査研究報告　http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/zaisanken_kouhyou.htm
　　・ASEAN主要国及び台湾における特許及び商標の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書【特許編】
　　　http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken_kouhyou/h26_report_04_01.pdf
　　・各国における特許の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書
　　　http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken_kouhyou/h25_report_06.pdf

［10］特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書について
　　　http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/zaisanken.htm
　　・ 特許・実用新案審査基準の理解を深める参考資料としての

裁判例に関する調査研究報告書
　　　 http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/

zaisanken/2014_01.pdf
［11］ 「特許・実用新案審査基準」改訂案に対する意見募集の結果に

ついて　http://www.jpo.go.jp/iken/kaitei_150708_kekka.htm
［12］ 審査基準及び審査ハンドブックの改訂のポイント（平成27年

10月）　http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pu-kijun_
kaitei_h27/h27_shinsa_kijun_handbook_kaitei_point.pdf

［13］改訂ポイントの例（記載ぶりの比較）（平成27年10月）
　　   http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pu-kijun_kaitei_

h27/h27_tokkyo_jitsu_kaitei_point.pdf
［14］ （日本語プレスリリース）今後のグローバルスタンダードと

なることを目指して『特許・実用新案審査基準』等を全面改
訂しました（平成27年9月16日）　http://www.meti.go.jp/p
ress/2015/09/20150916001/20150916001.html

［15］ （英語プレスリリース）Complete Updates of Examination 
Guidelines for Patent and Utility Model and Examination 
Handbook for Patent and Utility Model（平成27年9月16日）
http://www.meti.go.jp/english/press/2015/0916_01.html

［16］ プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査の取
扱いについて（平成27年11月25日）

　　  http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_
C151125.htm

C.�審査基準TFの結成から改訂審査基準の運用開始まで

平成26年4月1日 審査基準タスクフォース（TF）結成
平成26年8月22日 第1回審査基準専門委員会WG会合開催（改訂の基本方針）
平成26年10月3日 第2回審査基準専門委員会WG会合開催（不特許事由、発明の新規性喪失の例外）
平成27年1月23日 第3回審査基準専門委員会WG会合開催（進歩性）
平成27年3月27日 第4回審査基準専門委員会WG会合開催（記載要件）
平成27年6月5日 第5回審査基準専門委員会WG会合開催（審査の進め方）

平成27年7月3日
第6回審査基準専門委員会WG会合開催

（審査基準全編にわたる改訂の骨子、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）
平成27年7月8日〜8月6日 改訂案に対する意見募集（パブコメ）
平成27年9月16日 改訂審査基準・改訂審査ハンドブック公表
平成27年10月1日 改訂審査基準・改訂審査ハンドブック運用開始　審査基準TF解散

profile

上嶋 裕樹（うえじま ひろき）

平成15年3月  東京大学大学院情報理工学系研究科
コンピュータ科学専攻修士課程修了

平成15年4月  特許庁入庁（特許審査第四部電子商
取引）

平成19年4月 審査官昇任
平成21年1月〜3月 （併任）調整課審査企画係長
平成21年4月〜12月 （併任）調整課審査企画第一係長
平成22年7月〜平成23年6月
  （留学）カリフォルニア大学ロサンゼ

ルス校（UCLA）客員研究員
平成23年10月〜平成24年9月
 （併任）総務課長補佐（法規係長）
平成24年10月〜 審査官（審査第四部映像システム）
平成25年10月〜平成27年9月
 （併任）調整課審査基準室長補佐
平成27年10月〜 審査官（審査第四部インターフェイス）


