ここがスゴいよ審査企画班！
〜審査企画班で過ごした 1 年間〜
審査第二部 繊維包装機械

姫島 卓弥

抄審査企画班は、
録
審査第一部調整課審査企画室に属し、
「特許審査ハイウェイ」
や
「PCT 協働調査」
など、庁内、庁外を問わない審査に関する企画、立案を行う部署です。審査企画班に筆者自身
が配属された 1 年間の経験をもとに、その代表的な業務を紹介させていただきます。また、特
許庁に入庁して初めての併任業務を経験することにより得ることができたスキルや人脈などに
ついて、簡単に紹介させていただきます。

1. はじめに

内容や、私の「審査企画班愛」が少しでも多く伝わ
れば幸いです。

私は、平成 23 年に入庁し、審査第二部医療機器

2. 審査企画班の主な業務について

で 5 年 9 か月の間審査業務を行い、 平成 29 年 1 月
より、調整課審査企画室審査企画班の第一係長とし
て 1 年間併任業務に従事しました。

併任配属中の 1 年間で本当に幅広い業務を担当

審査企画班の所掌事務は以下のように定められて

し、多くの経験をさせていただきました。そのすべ

います。

てについて述べるには、いくらページがあっても足
りませんので、その中でも特に手掛ける期間の長
かった 3 つの大きな業務である、
「特許審査ハイウェ

1.発明の審査及び実用新案技術評価書の作成の処理
に関する企画、立案及びそのための連絡調整に関

イ」、
「PCT 協働調査」、
「詳細な引用文献情報の提供」

すること。

について、紹介させていただきます。

2.発明の審査に関する事務の国際調整に関する企

2.1. 特許審査ハイウェイ

画、立案及びその実施のための連絡調整に関する

（PPH：Patent Prosecution Highway）

こと。
つまり、審査企画班は、JPO 内での特許審査に関

PPH については皆様よくご存じだと思いますが、

する企画、立案だけでなく、特許審査に関する国際

簡単に説明させていただきますと、第 1 庁（先行庁）

的な取り組みの企画・立案を行うことが特徴の班だ

で特許可能と判断された発明を有する出願につき、

といえます。実際に、特許審査ハイウェイ、国際審

第 2 庁（後続庁）において簡易な手続で早期に審査

査官協議、日米協働調査、PCT 協働調査など海外の

を受けることができる枠組みです。PPH は、JPO が

知財庁が関係する多くの企画を取り扱っています。

提唱し、2006 年に、日米 PPH が開始されて以降、

今回は執筆の機会をいただき、併任業務について

実施庁をどんどんと増やし、2018 年 7 月時点で、

の 知 識 が な い 併 任 前 の 審 査 官（私 も そ う で し た

JPOと PPH を実施している知財庁は 42 庁（広域庁を

……。）にとって、役に立ち、併任業務に興味が沸

含むため実質 74 カ国・地域）
にまで拡大しています。

く情報となればと思い、記事を書かせていただいた

私が審査企画班で業務をしていた期間にも、JPO

次第です。長い文章を書いた経験も乏しく、併任業

は、多くの国と新たに PPH を開始しました。具体

務をまだ 1 年しか経験していないような若輩者が書

的に列挙しますと、2017 年 1 月にポーランドと、

く稚拙なものではございますが、審査企画班の業務

4 月にブラジル、アルゼンチンと、7 月にニュージー
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ランドと、8 月にチリと、11 月にペルーとの PPH

る業務は、大まかにいうと、①開始するまでの準備、

を開始しています。

②開始後の経過観察及び期間の更新、③ PPH に関
する統計情報の取りまとめ、の大きく 3 つに分ける
ことができます。
① PPH 開始までの準備作業
PPH は、基本的に二国間で交わされる取組であ
り、 各国にそれぞれの特許制度があるため、PPH
を開始するまでには、事前に調整すべき事項が数多
く存在します。PPH を開始する日、その期間など
の「大まかな事項」はもちろん、それぞれの庁へ提
出すべき書類や、その提出時期、使用可能な言語、

図1

特許審査ハイウェイ（PPH）

PPH が認められなかった場合の取り扱いなどの「細
かい事項」も決める必要があります。また、相手庁

PPH は、早期審査の制度がない国や、早期審査

によっては、件数の上限や対象となる技術分野など

を受けるための条件が厳しい国への出願であって

の制限に関する交渉も必要となり、その交渉には長

も、第 1 庁で特許になっていれば、簡単な手続きで

い時間がかかることも珍しくありません。一例とし

早期に審査を受けることができるという、出願人に

て、私の任期中に開始された PPH の中から日－ブ

とって大きな利点を有しています。実際に、新しい

ラジル PPH の初交渉からプログラム開始までのタ

PPH が開始されたり、PPH の運用がうまくいって

イムラインを紹介します。

いなかった国の状況が改善されたりすると、PPH

2009、2014 年 ブラジルとの会合における PPH の紹介

を利用する出願人の方から、大きな反響をいただく
ことも少なくありません。そのような影響力のある
PPH という施策に携わることができるという思い

2014 年 10 月

ブラジル実務者とのPPH開始に向けた協議

2014 年 11 月

ブラジルからの条件付きでの PPH の提案

（2016 年 1 月）（ブラジルが USPTO と PPH を開始）

が、業務に対するやりがいをより一層強めてくれて

2016 年 2 月

PPH の再交渉開始

いたと思います。

2016 年 10 月

第 1 回 PPH 検討ワーキング会合＠リオ

2017 年 2 月

第 2 回 PPH 検討ワーキング会合＠リオ

では、実際に PPH についてどのような業務を行っ

2017 年 3 月

PPH 合意の署名式＠サンパウロ

ていたかを紹介させていただきます。PPH に関す

2017 年 4 月

日－ブラジル PPH 開始

図2

PPH 実施庁一覧
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② PPH 開始後の経過観察及び期間の更新

このタイムラインを見ていていただくと、私の任
期中に日－ブラジル PPH が開始されたとはいえ、

PPH は開始すればそれで終了という訳にはいき

それまでに何人もの先輩方が尽力してくださった

ません。PPH のネットワークが全世界に広がった

結果を回収したに過ぎないのがお分かりかと思い

今となっては、1 年間でどれくらい PPH が申請され

ます。

ているのか、PPH 申請された案件が着実に早期に

私の任期における初めての作業は、 第 2 回 PPH

審査されているか、など、PPH の実効性を担保す

検討ワーキング会合で使用する資料作成などの準備

ることも、PPH を評価する上で重要なポイントと

でした。この時期は、ブラジルが第 2 庁となるケー

なっています。

スにおいて申請可能な出願の技術分野を IT 分野に

例えば、JPO と A 国とが PPH を実施している状況

限定したいというブラジル側の要望に応じ、JPO が

で、A 国に申請された PPH の件数を JPO は把握する

対応するテーマコードを提案するという段階でし

ことができません。JPO で特許になった出願をもと

た。そこで、日本国出願人がブラジルに出願してい

に A 国に PPH 申請をする場合、JPO に提出書類もな

る発明のうち、できるだけ多くのものが PPH の対

ければ、A 国から JPO の特許がもとになっていると

象としてカバーできるよう、日本国出願人がブラジ

いう通知もされないからです。逆も同様で、A 国は

ルに出願している発明のテーマコードの順位表を作

JPO に申請された PPH の件数を把握することがで

成したり、上位のテーマコードに含まれる出願の中

きません。そこで、JPO は、PPH 申請のあった出願

から IT 分野と関連の深い案件を探したりして、ブ

をリスト化し、そのリストを相手国と積極的に交換

ラジル側にも納得感を与えられる JPO の希望テーマ

するようにしています。そうすることで、どれくら

コード一覧を作成しました。併任業務を始めて間も

いの PPH 申請があり、そのうち何件が処理されて

ない時期でしたが、審査業務で会得したサーチノウ

いるのかを明確に知ることができ、問題があれば対

ハウなどが早速活きたという実感があったのを覚え

処することができるようになります。

ています。 その後、 第 2 回 PPH 検討ワーキング会

このリストの交換も審査企画班で担当しており、

合では、JPO が希望したテーマコードのすべてが

リストの作成、送付はもちろん、リストに掲載する

PPH の対象となることが決定し、達成感を味わう

情報追加の交渉なども行いました。
（外国庁によっ

こともできました。

て、外に出せる情報の制限が異なるため、リストに

その後は、署名に向けて、
「大まかな事項」が記載
された PPH の合意書類（SOI：State

Of

掲載可能な情報も国によって様々でした。）

Intent）

また、多くの PPH は試行プログラムとして開始さ

及び、
「細かい事項」が記載された PPH ガイドライ

れ、その実施期間が定められています。実施の期限

ンの最終的な調整を行い、3 月にサンパウロにて署

が近づいてくると、更新を検討しなければならず、

名がなされ、4 月に日－ブラジル PPH の開始を迎え

相手国の担当者と PPH の評価と更新の是非について

ました。 署名から PPH 開始日までの間隔が短く、

連絡をとりますが、その際にも、上記のリストが活

プレスリリースや特許庁 HP の更新、PPH 申請書の

躍します。PPH の実効性を把握するために、リスト

リバイスなど初めてで慣れない作業に戸惑いなが

の作成・交換も非常に重要な作業であるといえます。

ら、忙しくも楽しい日々を送ったことは、今でも鮮

ちなみに、私の任期中には、台湾、エジプト、コ

明に思い出すことができます。

ロンビア、マレーシア、タイとの PPH の更新があ

日－ブラジル PPH が開始され、技術分野によっ

り、上でご紹介した新規に開始した PPH と合わせ

ては 10 年程度もあったブラジルの審査待ち期間が、

ると、11 の知財庁と PPH についてのやりとりをし

PPH を活用すると 1 年程度に短縮されたという結果

たことになります。併任業務を解除されてから、
「誇

を得ることができました。微力ながら自身が関わっ

張ではなく毎朝、PPH の作業に関係するメールに

た仕事が社会の役に立っているということを、明確

相手庁から返信があるかどうかドキドキしながら満

な数字で実感することができたのは、審査業務では

員電車に乗っていた気がする」と、冗談ながらに話

なかなか味わうことのできない経験でした。

すこともありましたが、案外気のせいでもなかった
のかもしれません。
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③ PPH に関する統計情報の取りまとめ

しているのが JPO であり、審査企画班です。半年に

PPH に 関 す る 統 計 情 報 を 取 り ま と め た ホ ー ム

1 度は統計情報を更新するため、PPH を実施してい

ページがあるのをご存知でしょうか？ その名も、

るすべての知財庁（！）にメールを送り、申請件数

「PPH Portal Site 」といいます。恥ずかしながら、

をはじめとする各種統計、新規に PPH を開始した

私はこのページの存在を審査企画班に配属されるま

知財庁の有無などの情報を収集し、集計を行いま

で知りませんでした。ついでに、PPH にロゴが存

す。今や PPH の実施庁は 40 庁を超えており、これ

在することも、このページを見て初めて知りまし

らすべての知財庁から情報を取得し、一つの表にま

た。このポータルサイトには、PPH を実施してい

とめる作業は、かなり骨が折れるものでした。もし、

るすべての知財庁だけでなく、PPH を利用する出

このポータルサイトをご存じでない方がいらっしゃ

願 人 に も 有 用 な 情 報 が 多 く 掲 載 さ れ て い ま す。

いましたら、ぜひ一度、ご覧になってみてくださ

「Procedures」のページでは、どの国とどの国が、

い。少しでも多くの人にこのポータルサイトを活用

どの種類の PPH（PPH には、
「Normal PPH」
、
「PCT

していただけることを願いつつ、私の後任が更新作

－ PPH」
、
「PPH MOTTAINAI」の 3 種類が存在しま

業をしております！

1）

す。）を 実 施 し て い る の か が 一 覧 で 表 示 さ れ、
「Statistics」
のページでは、申請のあった PPH 件数、
PPH を申請した案件の特許率などの統計情報が分
かる表が掲載されています。

図4

この膨大なデータ量を有するページの管理を担当

図3

PPH Portal Site

1）http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm
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（個人的にはけっこうカッコいいと思います。）

43

tokugikon

2.2. PCT 協働調査
PCT 協働調査とは、五大特許庁が協働して先行技
術調査や特許性判断を行う世界初のプロジェクトで
あり、一つの PCT 出願に対して主担当の特許庁が
副担当の特許庁と協働して、特許可能性に関する判
断を行い、一つの国際調査報告を作成し、出願人に
提供するものです。具体的には、最初に主担当庁が
「仮の国際調査報告」を作成し、副担当庁が「仮の
国際調査報告書」
を参照しつつ追加の調査を行い「副
担当庁国際調査報告」を作成します。その後、主担
当庁は「副担当庁国際調査報告」を参照して、最終
的な国際調査報告書を作成し、その最終的な国際調
図6

査報告書が出願人のもとに届きます。
PCT 協 働 調 査 の 開 始 に 向 け て、 五 大 特 許 庁 と

 3 回、 第 4 回の会場となった EPO@ ミュン
第
ヘン（ドイツ特許庁のテラスより撮影）

WIPO の実務者が参加する「PCT 協働調査試行グ
ループ会合」が 2016 年 10 月の第 1 回を皮切りに、

ものでした。

2018 年 2 月まで合計 6 度開催されました。その中

さて、PCT 協働調査に関する業務内容について簡

で、私は、第 3 回（2017 年 4 月＠ミュンヘン）、第

単にお話ししたいと思います。PCT 協働調査は、先

4 回（2017 年 5 月＠ミュンヘン）、第 5 回（2017 年

ほど述べた PPH とは違い、まだ実施されていない

11 月＠東京）に参加させていただきました。特に

施策だったこともあり、パターン化されたような業

印象深かったのは、やはり最初に参加した第 3 回の

務はなく、
「試行グループ会合の準備・参加」
、
「庁内

PCT 協働調査試行グループ会合です。入庁して初め

での運用の調整」がメインの業務でした。より具体

ての海外出張、初めての国際会合であり、海外の庁

的に申し上げますと、試行グループ会合の準備作業

舎の様子、日本語が存在しない多くの資料、同時通

は、会合で用いられるプレゼン資料の作成や、他庁

訳で進行する会議、それぞれの知財庁の譲れないポ

が作成したプレゼン資料に対する意見案の作成を行

イントがぶつかり合って鎬を削る状況、目に入るも

い、庁内での運用の調整作業としては、システム上

の、経験する仕事どれをとっても新鮮かつ刺激的な

の問題の解決や、案件の移動ルートの確保、ガイド

PCT に基づく国際出願
（優先日から 12 ヵ月以内）

国際公開
（優先日から 18 ヵ月）

通常の PCT 制度（国際特許出願）

国際調査報告
（特許可能性に関する見解書）

国際調査機関
（1 庁のみ）
への出願

各国へ出願
1 庁のみの調査報告

PCT 協働調査

仮の国際調査報告

国際調査機関
（主担当庁）
への出願

各国へ出願

最終的な
国際調査報告書
副担当庁
協働調査結果
（WIPO Patentscope に公開）

図5
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副担当庁の調査結果を踏まえた調査結果
※必ずしも五庁全体の見解を反映したもの
ではない

PCT 協働調査
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ラインの作成などを行いました。また、試行グルー

とって貴重な経験であり、自信となるものだったと

プ会合自体は、実施までに検討すべき様々な議題に

思います。

ついて意見交換を行い、会合の最終日に五大特許庁

2.3. 詳細な引用文献情報の提供

と WIPO が合意した議事録を作成し、未解決の課題
を確認した上で、次回の会合へと続いていきます。
議事録の作成にあたっては、議事録案が提示されて

「詳細な引用文献情報の提供」とは、JPO がワン

から、議事録案に対する意見出しをするまでの時間

ポータルドシエ等に本願の出願番号及び引用文献の

が短く、スピード感のある正確な作業が求められま

文献番号の情報のみを提供していたところ、それら

した。

の情報に加え、拒絶理由通知等を作成する際に提示

PCT 協働調査は、五大特許庁それぞれが独自の運

した引用文献に関する詳細な情報 2）
（以下、
「詳細な

用やシステムを有している中で、基本的に共通する

引用文献情報」）を作成し、提供を行う取組です。

ルールで作業を行う必要性があるため、その共通の

PPH、PCT 協働調査と海外との知財庁とのやりと

ルールを決めるにあたり、なかなか議論が進まない

りがメインであったものに比べ、
「詳細な引用文献

部分もありましたが、2018 年 7 月 1 日に無事、 試

情報の提供」
は JPO 内でのやりとりがメインとなり、

行を開始することができました。

他の業務ではあまり関わる機会のなかった、情報シ

業務内容自体は、手探りで進めなければいけない

ステム室や、調整課の審査システム企画班、高度シ

作業ばかりで、苦労した思い出もたくさん残ってい

ステムラボの方々と一緒に仕事ができたことが大き

ますが、特に会合後などには、苦労した分だけ大き

な特徴でした。

なやりがいを感じることができました。PCT 協働調

起案システムに変更が加わり、審査官が新たに入

査の業務を通じ、庁内のみにとどまらない世界規模

力する事項も増えるため、入力を支援するための

の施策を開始するためのメンバーとして、実施まで

ツールの整備や、入力ガイドラインの作成及び周

のステップの一端を担うことができたことは、私に

知、導入後のトラブル対応など、他の業務とは少し

図7

ワンポータルドシエにおける表示

2）引用文献のカテゴリー、対応する請求項、関連ある記載箇所など
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毛色の異なる業務が多く、新しい作業を導入するこ

試行グループ会合に参加

との困難さを勉強することができました。それと同

するため、ミュンヘンに

時に、審査官の手元に届くシステムや新しい取組

訪れました。初の海外出

は、多くの人が色々なことを考え、計り知れない準

張でしたが、同行させて

備を重ねた上に成り立っていることを知りました。

いただいた技監、国際政

今は審査第二部での審査業務に戻っていますが、そ

策課の皆様、現地駐在の

んな多くの方々への感謝の気持ちを忘れることな

方々に多くのことを教え

く、業務に取り組んでいます！

ていただき、2 度目以降
の海外出張においても、

3. 審査企画班で関係した部署、人脈

様々な場面でその教えて
いただいたことを活かす
ことができたと思います。

上では 3 つの大きな業務を紹介させていただきま

2 度目は、同じくミュ

したが、審査企画班は、庁内外の企画を幅広く扱っ

図8

 ュンヘンの思い出の
ミ
ビール

ているため、毎日、様々な部署から資料の作成依頼

ンヘンで第 4 回 PCT 協働調査試行グループ会合に参

や、修正依頼などが舞い込んできます。そのような

加しました。ゴールデンウィークど真ん中の出張

資料の作成、確認依頼の対応だけで 1 日が終わって

で、観光に向かう日本の方々を横目に、いろいろな

しまうことも多くあったように記憶しています。そ

資料を読み込んだのを覚えています。

のため、審査企画班の業務においては、紹介しきれ

3 度目は、ペルー・ブラジルへの出張でした。ペ

ないほど多くの方々とやり取りさせていただきまし

ルーでは、PPH 開始に向けた調整の会議、ブラジ

た。
（任期が終了した際に送った、異動の挨拶メー

ルでは、現地セミナーへの参加、ブラジル特許庁と

ルの宛先を確認してみたところ、200 人超の方に

の意見交換会を行いました。仕事でなければなかな

メールを送っていました。自分でも驚くくらい多く

か行くことができない国を訪れることができたのも

の人にお世話になっていました。この場を借りて、

貴重な経験となりました。
（買って帰ったお土産の

改めてお礼申し上げます。）

量も、この出張が一番多かったです。）

また、審査企画班は国際的な取組を扱い、海外に

4 度目は、インド特許意匠商標総局に新たな取組

出張する機会も多かったため、国際政策課、国際協

などを説明するインドへの出張でした。事前には聞

力課の両課の皆様はもちろん、JETRO や大使館に
出向されている庁外の方々ともご一緒に仕事をする
機会も多くいただきました。さらに、上でも述べま
したが、
「詳細な引用文献情報の提供」にて、情報シ
ステム室の皆様や、システムの開発を担当されてい
たベンダーの方々ともお仕事をご一緒することがで
きました。
審査企画班に配属していただいたおかげで、本当
に多くの部署、人と関わらせていただきました。任

図9

コパカバーナ海岸の思い出の夜景＠ブラジル

期を終えた今は、最初の併任先が審査企画班でよ
かったと心から思っています。
審査企画班で関係した方々との話とは少し離れて
しまいますが、海外に出張する機会が多かったと書
きましたので、4 度行った海外出張の話にも少しお
付き合いいただければと思います。
1度目は、五庁副長官会合と第 3回 PCT 協働調査
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図10 インドの思い出の名所「キングダム・オブ・ドリームズ」
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いていたのですが、思っていた以上に特徴的な英語

ともあったため、時間に余裕をもって十分な検討を

を話される方もいらっしゃり、新たな経験をするこ

する重要性・必要性を強く実感しました。

とができた出張でした。

しかしながら、なかなかプレゼン資料が提出され

もちろん、これらの 4 度の海外出張に行くことが

ない議題があり、現地へ向かう飛行機の搭乗直前に

できたのも、多くの人の協力があってのことです。

プレゼン資料が提出される、なんてことも少なくあ

特に、庁内外問わない様々な事務手続きをすべて手

りませんでした。併任業務に就くまでは、そのよう

際よく行ってくれた優秀な係員の方々には、感謝し

な場合には、急いで資料を読み込み、意見案を作成

てもしきれません。

する迅速性が求められるものだと思っていました
が、実際は少し違いました。提出されない資料があ

4. 業務で特に重要と感じたスキルについて

れば、
「こんな資料で、こんな案が出てくるだろう」
という予見をし、その予見に対して事前に意見案を

多くのことを勉強させていただいた 1 年間でした

作成します。その後、資料が提出されれば、その意

が、仕事をする上で特に重要だったかなと思うスキ

見案をもとに再検討を行うことで、迅速性を高める

ルを 3 つ挙げたいと思います。

のです。作業の流れとしては、考えられる範疇かと
思いますが、併任業務に出て驚いた点は、審査企画

①英語

室長、審査企画班長をはじめ、上司の方々の「予見

これまで審査企画班で経験した業務について書か

性の高さ」でした。今までに経験された業務のカン

せていただいた通り、その多くは審査に関する事務

が活きているのだと思いますが、とにかく正確で無

の国際調整に関するものでした。併任業務に就く前

駄のない予想をされることが多かったです。実際

には、英語力のなさを自負しており、よく受験する

に、PCT 協働調査の会合で、会議直前まで資料が提

英語の某試験のスコアもその自負を正確に投影する

出されず、いざ提出された資料を読んでみると、そ

ものでした。ですから、最初に審査企画班でどのよ

の内容が事前に班長が予想していたものと寸分違わ

うな業務を担当するのかを前任から引き継いだ際

ず、意見案に全くの修正を加える必要なく会議に向

は、
「なぜ、こんな英語力が重要そうな部署に配属

かうことができた、ということがありました。その

されたのか」と不安ばかり募らせていました。実際

体験は、班長への尊敬を深めると同時に、自分もい

に、英語を読み書きしなかった日はありませんでし

つかこうなりたいという思いを強める機会となりま

たし、海外出張に行く機会もあり、英語ばかりは

した。

日々の努力が重要だったなと、過去の自分の甘さを
③コミュニケーション能力

痛感する日々でした。しかし、そのような英語に触
れあう毎日のおかげで、自然と努力は積み重なり、

いわゆるコミュ力と称されるもので、最近では就

当初の不安はいつの間にか消え、英語にも慣れるこ

活本などで卑下されたような表記を見かけることも

とはできたと思います。

ありますが、そんなことは全然なく、あらゆる場面
で活躍するとても重要なスキルだと思います。

審査企画班での業務を 1 年間経験した今、英語力
がめきめきと上昇した、と言い切ることはできない

併任業務に就いて間もないころは、行政官として

かもしれませんが、英語に対する苦手意識は消え、

の業務経験が少なく、英語が素晴らしくできるわけ

勉強意欲は沸き、自分に足りない英語のスキルを知

でもない、目を見張るプレゼン資料を作成するデザ

り、どのような英語の勉強をすべきかを明確化する

イン力もなければ、システム関係の知識に詳しいわ

ことができた 1 年であったとは、自信を持って言い

けでもない、そんな状態でした。そんな私でも、周

切ることができます。

りにはたくさんの人がいてくださり、その方々と話
し、色々なことを見聞きし、学ぶことはできまし

②予見性

た。できることが少なくても仕事は与えられ、成長

作成したプレゼン資料や意見案は、庁内で多くの

していかなければならない状況で、人と話をするこ

方にチェックしていただき、内容が二転三転するこ

とはとても重要だったと思います。しばらくして業

2018.9.25. no.290

47

tokugikon

務に慣れてきても、もちろん、人と話すことの重要

句も言わず、仕事・子育て・家事のすべてを日々こ

性は変わりません。どれだけ慣れた仕事であって

なし、支えてくれる家族がいる。そんな周りの人た

も、どうしても他の人に協力を仰がなければいけな

ちのおかげで、どれだけ忙しくても、心を亡くすこ

い状況は必ず生じます。そんなときに気軽に声をか

とはなく、仕事への興味をなくすこともなく、1 年

けることができる人間関係がたくさん築けていたこ

間楽しんで突き進むことができたと思います。ただ

とは、多くの人と話した（多くの人が普段からたく

単に「多忙」というイメージしかなかった併任業務

さん私と話をしてくれた）結果だったと思います。

のイメージを 180 度変えてくれた愛情たっぷりの

「自分が話をするときは、相手は自分の話を聞い

審査企画班という場所、その場所で一緒に仕事をし

ている。自分が話す時間は、相手の時間を奪ってい

てくださった方々に大変感謝しております。庁内の

る。」という当然のことですが、案外忘れがちなこ

いろいろな部署と関わりを持つことができ、先進国

とを心に留めながら仕事をしていました。どれだけ

や新興国を問わずいろいろな国とのやりとりができ

簡単な質問、依頼を一つするにしても、どのように

る、そんな審査企画班で働けたことをとても幸運に

聞かれれば応答しやすいか、いつ話を持ち掛けるの

感じています。
（大げさだと思われるかもしれませ

がベストか、といったことを常に考えるようにな

んが、本当にそう思っています！）

り、話しかけられる相手の気持ちになることが自然

月並みではございますが、この併任業務で得た経

とできるようにはなったかな、と今は思います。

験を生かして、今後も知財に関わる業務の遂行に邁
進していきたいと思います。

5. まとめ
最後に、読みづらい部分も数多くあったとは存じ
ますが、記事をお読みいただきありがとうございま

ここまで 10000 字超をかけて長々と併任業務に

した。

ついて述べさせていただきましたが、この 1 年間を
最も簡潔にまとめるとすれば、
「本当に周りの人に
恵まれた、忙しくも楽しい仕事ができた刺激的な 1
年間」だったと思います。
複数の問題が同時多発して忙しさを極めた時期も
ありましたし、思うようにいかず悩みながら過ごし
なアドバイスや助け舟をくれる上司がいて、年が近

profile

く、気軽に質問ができる（上に、息抜きのくだらな

姫島 卓弥（ひめしま たくや）

い悪戯にも期待通り反応してくれる）尊敬すべき優

平成 23 年４月 特
 許庁入庁（特許審査第二部 福祉・サービス
機器（現・審査第二部 医療機器）
）
平成 29 年 1 月 審査第一部 調整課 審査企画室 審査企画班
平成 30 年 1 月 審査第二部 繊維包装機械（現職）

た時期もありました。しかし、職場に来れば、的確

しい先輩がいて、仕事の相談にも雑談にも付き合っ
てくれる同期、後輩がいる。家に帰れば、帰宅時間
が遅いことや、海外出張で長く家を空けることに文
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