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抄 録

1. はじめに

　特許庁は、2013年度末に一次審査期間（FA期間）

を 11ヶ月以下とする中長期目標を達成し、翌平成

26年度から、特許審査の迅速性を堅持しつつ、審

査の質をより一層向上させるという「世界最速・最

高品質の特許審査」の実現を新たな目標として掲げ

ました。そのため、各審査官が主体的に質の向上に

取り組む一方で、品質管理の基盤整備、例えば、品

質ポリシーや品質マニュアルの策定を初めとして、

協議や決裁の充実、ユーザーアンケート調査の充

実、品質監査体制の整備、品質管理に対する外部評

価の活用、品質管理に関する海外庁との協力体制の

構築等、に取り組んできました。本稿では、「特許

の質」を特集した過去の号において取り上げられた

内容 1）は概要のみにとどめ、近年になってから新た

に、あるいは重点的に取り組んでいるものを中心

に、特許庁における品質管理の取組を紹介したいと

思います。

　なお、本稿の内容は、筆者の個人的見解を含むも

のであることを予めお断りいたします。

2. 品質管理を取り巻く国際情勢

　特許庁の品質管理の紹介に先立ち、まずは特許審

査の品質管理を取り巻く国際情勢について紹介いた

します。

　米国特許商標庁（USPTO）は、2014-2018年戦略

計画の中で、特許の質及び適時性の最適化を優先目

標として掲げています 2）。そして、2015年初頭に

特許品質担当の副局長を新たに設置し、それまで庁

内に分散して配置されていた品質管理関連の部署を

その副局長のもとに集約して 3）、特許関連業務の質

の向上にむけた包括的プログラム 4）を立ち上げて取

り組んでいます。

　欧州特許庁（EPO）も、長官自らが、EPOウェブ

サイトにおいて、「Quality is our top priority」とい

うメッセージを発信する 5）とともに、2014年末に

取得した ISO9001認証に基づき、庁内の品質管理

体制の整備を図っています。

　また、日米欧中韓の五大特許庁（IP5）間での会合

においても、審査の質の向上に関する機運が高ま

り、2014年10月には、各庁の品質管理の担当者

審査第一部光デバイス　　島田 英昭

特許審査の品質管理について

　特許庁の特許審査の品質管理について、海外特許庁の動向も含め、最近のトピックを中心に
紹介します。

1）特技懇 no.273 p.14-18「より一層の審査の質向上を目指して」http://www.tokugikon.jp/gikonshi/273/273tokusyu3.pdf

2）USPTO 2014-2018 Strategic Plan http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO_2014-2018_Strategic_Plan.pdf

3） USPTOウェブサイト“USPTO Office of the Deputy Commissioner for Patent Quality”http://www.uspto.gov/about-us/organizational-
offices/office-commissioner-patents/office-deputy-commissioner-patent-19

4）USPTOウェブサイト“Enhanced Patent Quality Initiative”http://www.uspto.gov/patent/initiatives/enhanced-patent-quality-initiative-0

5）EPOウェブサイト“Delivering quality”https://www.epo.org/about-us/office/quality.html
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3. 品質ポリシー、品質マニュアル

　それでは、日本国特許庁では、審査の質の向上に

むけて、どのような品質管理の取組を行っているの

でしょうか。その基礎資料となる品質ポリシーと品

質マニュアルから順に紹介いたします。

　特許庁は、2014年3月に、特許審査の品質管理

の基本原則を示した品質ポリシーを策定し、翌4月

に公表しました 10）。さらに、同年8月には、品質管

理システムを文書化した品質マニュアルを策定及び

公表しました。この品質マニュアルについては、各

年度の取組の状況に応じて最新の情報となるように

改訂しており、今年7月には、最新版を公表してい

ます 11）。また、海外ユーザー向けに、ポリシー、マ

ニュアルのいずれも英訳版を公表しています 12）。

4. 品質管理に関する組織体制

　特許庁の品質管理に関する組織体制について簡単

に紹介いたします。

　まず、特許庁長官と特許技監（長官の命を受けて

審査に関する事務のうち技術に関する重要事項を総

が初めて一堂に会する「IP5品質管理会合」が開催

されました。2015年には第二回品質管理会合が開

催され、第一回会合での合意事項に基づき “Quality 

Assurance” や “User Feedback” 等の特定の取組に焦

点を当てて情報共有を行いました。この品質管理会

合は今後も毎年開催することとされています。

　さらに、国際機関の間においても、従前より毎年

1〜2月頃にPCT国際機関会合（PCT/MIA）が開催さ

れているところ、2010年から「Quality Subgroup」

と名付けられた非公式会合を同時期に開催してお

り、国際調査・予備審査の質の向上に向けて、様々

な観点から情報共有や議論を行っています。この会

合の開催に先立ち、各国際機関は品質レポートを

WIPOに毎年提出することとなっています。このレ

ポートは、PCT国際調査及び予備審査ガイドライン 6）

の21章の各項目（国際機関に推奨される品質管理シ

ステムに関する規定）について、各国際機関が自己

の充足状況を補足説明と共にまとめたもので、

WIPOのウェブサイトを通じて公表されています 7）。

な お、2015年2月 に は、PCT/MIA及 び Quality 

Subgroupは日本で開催され、日本国特許庁が議長

を務めるとともに、各種の議論をリードしました。

また、国際機関に新しく任命される要件の一つとし

て、既存の国際機関のサポートが必要であるところ、

2015年10月のWIPO総会で承認されたヴィシェグ

ラード特許機構（VPI：Visegrad Patent Institute）8）

に対するサポートは、北欧特許機構（NPI：Nordic 

Patent Institute）9）とともに、日本国特許庁が行い、

品質管理の実務者を現地に派遣することを通じて、

国際機関としての経験や知見を共有しました。

　海外特許庁においても、質の向上がホットな話題

であることを理解していただけたかと思います。日

本国特許庁がポストFA11として質の向上により一

層注力し始めた時期と重なることは大変興味深いと

ころです。

 6）特許庁ウェブサイト「PCT国際調査及び予備審査ガイドライン」https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/guideline_pct.htm

 7）WIPOウェブサイト“PCT International Authority Quality Reports”http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html

 8）ポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキアの4か国で構成される国際機関。

 9）デンマーク、ノルウェー及びアイスランドの3か国で構成される国際機関。

10）特許庁ウェブサイト「特許審査に関する品質ポリシーを公表します」http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/shinsa_policy.htm

11）特許庁ウェブサイト「特許審査の品質管理に関するマニュアル」http://www.jpo.go.jp/seido/hinshitsukanri/tokkyo_manual.htm

12） 特許庁ウェブサイト［英語版］“Quality Policy”http://www.jpo.go.jp/seido_e/s_gaiyou_e/patent_policy.htm
　  “Quality Manual”http://www.jpo.go.jp/seido_e/quality_mgt/patent_manual.htm

図1　日本語版と英語版の品質ポリシー
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13） 特許庁ウェブサイト「拒絶理由通知書等の記載様式に関する取組について」https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/kyozetsu_
kisaiyoushiki.htm

を有し、論理の妥当性を中心に幅広い技術分野を担

当する、4名の品質管理官（総括担当）から構成さ

れています。

5.  各審査長単位において行われる品質管理の
取組

　各審査長単位で実施する特許審査の質を維持・向

上させるための取組のことで、質を保証するための

取組とも呼んでいます。

　個々の審査官が、法令や審査基準等に従った適切

な審査となるように自らチェックしながら、特許審

査業務を遂行するとともに、面接審査の実施、審査

官同士の協議、管理職による品質チェック、起案様

式の統一 13）等の各種施策を組織的に取り組んでい

ます。詳細については、前述の寄稿済みの内容を参

照して頂ければと思います。

6. 審査部全体において行われる品質管理の取組

　審査部全体で実施する特許審査の質を把握するた

めの取組のことで、質を検証するための取組とも呼

括整理する者）が、特許審査の品質管理の整備と実

施に対して責任を負うこととされています。そし

て、特許審査の品質管理システムは、そのトップマ

ネジメントの下、①特許審査の実施主体である審査

官が所属する各部審査長単位、②品質管理の取組を

含む審査関連施策の企画・立案者である品質管理

室、③特許審査の質の分析・評価者である品質管理

庁内委員会及び品質管理官、の三者で構成されてい

ます。

　このうち、ユーザーの皆様にとって特になじみが

ないと思われる②及び③について少し補足いたしま

す。品質管理室は、審査官経験のある5人の職員と、

審査官経験のない 30人弱の調査員から構成されて

います。後述するユーザーアンケート調査や部分監

査はこの調査員が実動部隊となって実施していま

す。品質管理庁内委員会は、各審査部の有識者（審

査長、室長）から構成されており、毎週開催される

定例会議において、種々の取組から把握された特許

審査の質に関するデータの分析・評価を行っており

ます。また、品質管理官は監査の実施主体者であり、

各審査長単位の技術に精通し、再サーチも行う、約

90名の品質管理官（技術単位担当）と、管理職経験

図2　特許審査の品質管理システムの全体像
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示すように、先行技術文献調査に対する要望が多

く、重点課題として取り組む必要があります。

　このように、ユーザーアンケート調査は、特許審

査の質の現状だけでなく、ユーザーニーズを的確に

把握するという重要な役割を担っています。これま

でも毎年9割近くの調査対象者から回答をいただく

等、ユーザーの皆様の御協力に大変感謝しておりま

す。今後も特許庁の向かう方向がユーザーニーズに

沿ったものとなるように、引き続きユーザーの声を

お聞かせ頂けますと幸いです。

（2）特許審査の質に関するご意見の受付

　特許庁は従前より意見交換や電話、メール、FAX

等を通じて、ユーザーからの特許審査の質に関する

御意見を伺っていました。それらに加えて、2014年

11月からは、特許庁ウェブサイトにおいて、「審査の

んでいます。代表的な取組のいくつかを紹介いたし

ます。

（1）ユーザーアンケート調査

　特許庁は平成24年度から毎年、 ユーザーアン

ケート調査を実施しております。その調査の中で、

出願人や代理人等、ユーザーの皆様から、特許審査

の質全般や様々な項目（例えば、「拒絶理由通知等の

記載」、「進歩性の運用」等）についての評価を5段階

でお答え頂いております。

　図3は、審査の質全般に対する評価の経年変化を

表したものです。肯定的な回答（「5：満足」または

「4：比較的満足」）が年々上昇しており、昨年度の調

査では、その回答の割合が半数を超えました。

　また、昨年度調査では、特許庁が「充実に向けて

注力した方がよい項目」もお尋ねしました。図4に

図3　特許審査の質全般の経年変化

図4　充実に向けて注力すべき項目への回答数
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（4）内外乖離分析

　日本国特許庁と海外特許庁との間でパテントファ

ミリーの関係にある案件のうち、両者で審査の判断

が異なった案件を対象として、その判断相違の要因

を分析する取組も行っています。例えば、海外特許

庁の審査官が新規性や進歩性を否定するために提示

した引用文献について、日本国特許庁の審査基準に

照らして判断した場合においても、新規性等の拒絶

理由を構成し得るものだと言えるかどうか、さら

に、仮に構成し得る場合には、日本国特許庁の審査

官がその文献を先行技術調査の段階で見落とさない

ようにするためにどうすべきなのか等、を分析・検

証しています。日本国特許庁を含む複数の特許庁で

国際調査や特許審査が終わっていることが前提とな

るため、分析対象のほとんどが数年以上前の案件で

ある上に、分析対象の大半の文献が日本国特許庁の

審査基準では拒絶理由を構成することは難しいとい

う結果が得られています。しかしながら、さらなる

高みを目指し、拒絶理由を構成し得る残りの文献に

焦点を当てた分析結果を審査部全体にフィードバッ

クしています。

（5）審判情報の活用

　審判部の見解を踏まえつつ、審査の質の向上に取

り組むことも重要であるため、従前から審判請求情

報や審決情報を含む審判関連データを審査長単位に

質の向上のための意見提出フォーム」を設けていま

す 14）。御自身の係属中の案件の権利取得に向けた御

意見の提出又は審査結果の不服の申立てについては、

従来通り意見書の提出や拒絶査定不服審判請求を

行っていただく必要がありますが、その枠を越えて

「審査の質」に関して何らかの懸念がある場合などは、

こちらのフォームを通じて御意見をお寄せ下さい。

（3）品質監査

　審査官が既に拒絶理由の通知もしくは査定とする

ことを判断済みの案件について、審査経験の豊富な

品質管理官が審査の一連のプロセスを再度行うこと

を通じて、特許審査の質の現状を把握（例えば、審

査部全体に共通する課題を把握）する、「品質監査」

と呼ばれる取組も行っています。2年間の試行期間

を経て、2014年度からは約100名の審査官を品質

管理官として任命する等、枠組みを拡大して本格的

に実施しています。

　その後も、監査を発送前のタイミングで実施する

ことにより、監査を通じて発見された瑕疵を解消し

た上で発送するための仕組みの構築や、品質管理官

（総括担当）の監査の下準備を行う調査員の設置、

監査をより適時に行うためのシステム開発等、基盤

整備を着実に進めていっているところです。

　また、審査官が作成した拒絶理由通知等の書面に

ついて、形式的瑕疵のチェックを行う部分監査も

2012年度より継続して実施しています。

14）特許庁ウェブサイト「特許庁の審査品質管理」の最下欄https://www.jpo.go.jp/seido/hinshitsukanri/hinshitsukanri.htm

図5　審査の質の向上のための御意見受付

1. 品質管理について
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つ、定量目標を用いている庁もありましたが、それ

ら全ての庁が、日本国特許庁と同様に、審査に着手

するまでの期間といった速さを使用していることが

判明しました。なお、日本国特許庁では、速さを質

と切り分けて扱っており、そのことは「世界最速・最

高品質の審査」の表現にも表れています。

8. 海外特許庁との協力体制

　上記2.で説明したように、日本国特許庁は国際会

合の機会を通じて、海外特許庁と品質管理の取組に

関する情報交換を行っています。それに加え、2015

年度は、USPTOとEPOにそれぞれ約2ヶ月間、審査

官を先方の品質管理や国際協力の担当部署に派遣

し、品質管理の取組を中心に情報交換を行いました。

9. 最後に

　以上のように、特許庁は、品質管理システムのよ

り一層の向上に取り組んでいます。しかしながら、

世界最高品質の審査の実現は、特許庁だけで成し遂

げられるものではありません。ユーザーの皆様から

の協力が必要不可欠です。そのため、今後もユー

ザーと特許庁との間で、審査の質に関するコミュニ

ケーションを継続していくことが重要だと思われま

す。今後とも、上述のユーザーアンケート調査や御

意見提出フォーム等を通じて、ユーザーの皆様にも

質の向上の取組に参画していただければ幸いです。

提供していました。2015年度からは、当該年度か

ら施行された特許異議申立てに関する情報について

も提供を開始しています。

7. 品質管理に対する外部評価

　特許庁は、品質管理の実施体制、実施状況につい

て客観的な評価及び提言を受け、それらを庁内の品

質管理の取組に反映させていくことを目的として、

2014年度に、外部の有識者で構成された審査品質

管理小委員会を設置しました。小委員会での議論の

詳細は、特許庁ウェブサイトに掲載した配布資料や

議事録 15）を見て頂ければと思います。本稿では、審

査品質管理小委員会による評価の対象外ではあるも

のの、当該小委員会で少し盛り上がりを見せた品質

目標の議論について紹介いたします。一般論として、

質を効果的に向上させるためには、組織が一丸と

なって取り組むべき明確な目標、例えば、定量目標

を掲げることが望ましいと考えられます。しかしな

がら、特許審査は案件ごとの事情を考慮して行われ

るものであるため、そのアウトプットは製品という

よりもサービスとしての要素の方が強く、一律同じ

結果となることは適切ではないと考えられます。ま

た、そもそもどういった条件を満たせば審査の質が

高いといえるのかを議論し始めると哲学論争になり

かねない上に、定量目標の設定によっては、審査官

の審査にバイアスをかけ、適切な審査を妨げるおそ

れもあります。そのため、2014年度に開催された

小委員会においては、本件について、「拙速に審査品

質の定量目標を定めず、海外特許庁の状況も勘案し

つつ、審査の質を評価するために用いることができ、

かつ、適切な審査を妨げることのないような定量評

価指標について、調査・検討を通じ、今後も慎重な

議論を行うことが好ましい。」とのコメントが付され

ました。そこで、特許庁は、翌2015年度に、海外

特許庁の品質目標に関する調査を実施し、その調査

結果を同年度末に開催された小委員会に対して参考

資料として提示しました 16）。調査結果によると、目

標を非公開としている庁もある一方で、公開し、か

profile

島田 英昭（しまだ ひであき）

平成15年4月 特許庁入庁（審査第一部材料分析）
平成19年4月 審査官昇任
平成20年7月 調整課審査推進室
平成21年7月 審査第一部材料分析（物理分析）審査官
平成23年1月 審査第一部審査調査室
平成24年4月 審査第一部材料分析　審査官
平成25年7月 NASA Ames Research Center留学
平成26年7月 審査第一部光デバイス　審査官
平成26年10月 調整課品質管理室　審査評価管理班長
平成28年7月から現職

15） 特許庁ウェブサイト「産業構造審議会知的財産分科会審査品質管理小委員会」https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/
hinshitsukanri_menu.htm

16） 平成28年3月28日第2回審査品質管理小委員会の配布資料7「品質目標の海外調査結果報告」https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/
shingikai/pdf/hinshitsu_fy27_02_shiryou/07.pdf


