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独立行政法人工業所有権情報・研修館 

本テキストは、特許法上の新規性及び進歩性に関する考え方、並びに特許分類（IPC、FI）及びＦタ

ームの体系に関する基礎的な知識をお持ちの方を対象に作成されています。 

また、特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）の基本的操作については、同プラットフォームから提供

されているガイドブック又はマニュアル（https://www.inpit.go.jp/j-platpat_info/reference/index.html）を

参照して、ご理解頂くことを前提としています。 
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第Ⅰ部 導入編 

１．この研修科目の目的  

研修生の方には、講義を通じて特許文献検索に必要な知識を修得して頂くとと

もに、演習を通じてその知識を実践して頂くことで、特許文献検索実務につい

て理解して頂きます。 

特許文献検索は、それ自体がビジネスとして成立しているように、一朝一夕に

習得できる技能ではありません。例えば、特許庁の審査官が行う特許出願の審

査に必要な先行技術1の調査業務を行う場合のように、当該業務へ従事するにあ

たり、所定の研修を修了することが法定されている場合もあります2。 

このような特許文献検索の困難性を少しでも緩和するために、特許庁も先行技

術をサポートする関連情報を「特許検索ポータルサイト3」にて提供しています。 

ここで、皆さんがマイホームを購入される場合を想像してみてください。マイ

ホームの購入に当たっては、不動産登記の仕組み、ローンの組み方、不動産取

引の方法、税金及び建物の構造等について、予備的な知識の収集をされると思

いますが、プロの資格を取得することまでは考えないでしょう。おそらく大部

分の方は、最近住宅の購入をした経験のある身近な方や HowTo 本を通じて、知

識の収集をされると思います。 

この研修科目は、研修生の方に、特許文献検索について、上記の住宅の購入を

した経験のある身近な方や、HowTo 本の説明からその背景を理解できる方の立

場になって頂き、所属元の研究・開発機関等で、周囲の皆さんのアドバイザー

となることができるレベルに到達することを目標に実施します。 

マイホームの購入時と同様、特許文献検索においても、本当に専門的なことは

専門家に確認すればよいのです。肩肘を張らずに、特許文献検索の経験をして

みましょう。 

 

 

２．特許文献の存在理由  

特許法は、発明という知的創作活動を奨励し、これによって産業の発達に寄

与することを目的として制定された法律です。その目的の達成のために、発明

の保護と利用を図ることとしています。したがって、特許法には、発明を保護

するための法的仕組みと、発明を利用するための法的仕組みとが用意されてい

 
1 「先行技術」とは、一般的には最先端を走る技術を意味する用語ですが、文献検索の場合

には、過去に（先行的に）公知となった文献を意味する用語として用いられます。 
2 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第 37 条 1 項 1 号イ 
3 https://www.jpo.go.jp/support/general/searchportal/index.html 
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ます。 

まず、発明を保護するための法的仕組みとしては、所定の要件を満たして特

許された発明について、これを排他的に実施する独占権を与える仕組みがあり

ます。しかし、発明の本質である技術情報自体は、土地や建物のように広さや

大きさを感得するすべがありません。独占権を与えるにしても、独占できる範

囲が明確でなければ、独占権は画餅に帰することになります。 

そこで特許法は、同法による発明の保護を欲する者に対して、発明の範囲を

特定するために必要な事項を記した書面の提出を求めると同時に、第三者が特

許権者の権利を侵害することを未然に防止するために、上記書面により範囲の

特定された発明を公示する仕組みも併せて用意しています。この公示機能の一

翼を担うのが、特許文献としての特許公報（特許掲載公報）です4。 

つぎに、発明を利用するための法的仕組みとして、発明を公開するための仕

組みと、発明を実施するための仕組みとがあります。いずれの仕組みのもとで

も、発明の技術情報について正確且つ明瞭に第三者に伝達可能な形態でなけれ

ば、その利用の範囲は極めて限定されたものとなってしまいます。そこで特許

法は、同法による発明の保護を欲する者に対して、口述や現物の提出ではなく、

刊行物等として頒布可能な文章や図面によって発明を開示することを求めてい

ます。この刊行物の代表格が、特許文献としての公開特許公報又は特許公報（特

許掲載公報5）です。 

なお、特許文献のような頒布された刊行物に記載された発明、又はその発明

の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に想到することがで

きる発明は、特許されることはありません6。したがって、特許文献の頒布は、

後発の発明に独占権が与えられることを排除する機能も有します。 

このように、特許文献は特許制度を支える大きな役割を果たしています。 

 

 

３．特許文献検索を行う意義  

特許制度の中における特許文献の役割が理解できれば、 

● 他人の独占権を侵害したくない 

● 公開された技術情報を利用したい 

● 類似した研究開発が行われた形跡がないか確認したい 

● 他人の特許権が本来特許されるべきものでない証拠をつかみたい 

 
4 特許法第 66 条第 3 項 
5 特許法第 64 条、特許法第 66 条第 3 項 
6 特許法第 29 条 
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といった場合に、目的とする特許文献の存否を確認でき、存在する場合には、

その特許文献に確実に到達できることの重要性を認識できるかと思います。 

ここに、特許文献の検索を行う意義があるのです。独立行政法人工業所有権

情報・研修館が https://www.j-platpat.inpit.go.jp/にて提供する「特許情報

プラットフォーム（J-PlatPat）」や他の商用特許文献検索システムでは、いく

つかの方法により特許文献の検索を行うサービスが提供されています。これら

の方法を上手に使い分けることが、効率的で効果的な検索を行う鍵になります。 

 

 

４．研究開発者のための特許文献の利用形態  

（１） 技術情報としての特許文献の利用 

 特許出願された発明は、一部の例外を除いて出願から 1 年 6 月で公開されま

す。したがって、公開された特許文献を調査することにより、 

① 把握した研究開発動向に基づき研究テーマや方向性を決定する 

② 直面している技術的課題に対する解決手段を探る 

③ 自らの研究成果に関する特許出願又は審査請求の要否を判断する 

といった形で役立てることができます。 

 

（２） 権利情報としての特許文献の活用 

①他人の権利を侵害しないために 

研究開発成果としての製品が他人の特許権を侵害していた場合、損害賠償の

請求や製品の製造・販売の差し止めの請求がなされ得ます。したがって、企業

においては、リスク管理の一環として、商品開発の初期から特許権等の権利調

査が行われています。 

大学等において研究開発に従事されている方の中には、他人の特許権を侵害

しているか否かの調査は、発明を事業化する場合の問題であり、研究開発の段

階では問題にならないと考えている方がおられるかもしれません。確かに、特

許法第 69条第 1項は、特許権の効力が試験又は研究のためにする特許発明の実

施に及ばないという例外を規定しています。しかし、この規定は、試験又は研

究のためであれば、特許権を侵害しても免責されることを意味するものではな

いことに注意が必要です。 

当該規定における「試験又は研究」の考え方については、米国における Duke

大学事件を契機に、その考え方が検討され、従来の通説に基づいて大学等に周

知が図られることとされています7。この通説とは、「特許発明それ自体」を対象

 
7 経済産業省・特許庁、「特許発明の円滑な使用に係る諸問題について」報告書（特許権の
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とし、かつ「技術の進歩」を目的とする「試験・研究」については、特許権が

及ばないというものです。そして、例外が適用される事例として、特許発明の

改良・発展を目的とする試験、特許発明の効果・副作用の確認、特許権の有効

性に関する調査が挙げられ、例外が適用されない事例として、特許発明を試験・

研究の手段とした場合が挙げられています8。 

この考え方に立脚すれば、特許発明を試験・研究のツールとして利用してい

る場合には、特許権が研究開発活動にも及ぶこととなり、特許権者の行動如何

によっては、研究開発活動が大きく制約される可能性があるのです。したがっ

て、研究開発を行う場合にも、特許文献を活用して権利調査を行う必要がある

のです。 

 

②権利の有効性を検証するために 

 特許権は、特許庁の審査官による審査を経て付与されるものです。したがっ

て、多くの場合、その有効性が問題になることはありません。しかしながら、

審査官といえども、100％の精度で特許査定と拒絶査定の判断ができる訳ではあ

りません。 

 したがって、研究開発を行ううえで回避不可能な特許権の存在が確認された

場合に、研究開発に従事されている方の知見を活用して先行技術調査を行うこ

とで、その有効性を検証するということが行われる場合があります。 

 

 

５．特許文献検索に必要な知識  

精度の要求されない技術動向調査を行う場合や、調査対象となる技術と似た

ような技術を開示する特許文献を単に集めたい場合には、技術を理解できる能

力がありさえすれば、一定の目的を達成することができます。 

しかし、特許の可能性の判断や、権利の有効性に関する判断を目的とする特

許文献検索（権利調査）の場合、特許法及び審査基準に関する理解、並びにデ

ータベースに関する知識なしにその目的を達成することはできません。 

このテキストでは、簡単な技術動向調査については第Ⅱ部で、権利調査の基

本となる先行技術調査及び出願経過調査については第Ⅲ部～第Ｖ部で取り扱い

ます。 

 

 

 

 

効力が及ばない「試験・研究」の考え方）、2004 年 11 月

(http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/strategy_wg_prob/00.pdf) 
8 染野啓子、「試験・研究における特許発明の実施（Ⅰ）」、AIPPI、1998 年,Vol.33, No.3, P.2-7 
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６．特許情報プラットフォームによる特許文献検索の方法  

上述のように、特許情報プラットフォームでは、いくつかの方法により特許

文献の検索を行うサービスが提供されています。その方法は、 

① 特許文献の番号によるもの 

→「特許・実用新案番号照会」 

② テキスト（文字）検索によるもの 

→「特許・実用新案検索」 

③ IPC、FI又は Fタームといったインデックス検索によるもの 

→「特許・実用新案検索」 

に大別されます。 

検索方法のそれぞれには、長所・短所があり、それを理解したうえで、上手

に使い分ける必要があります。上記①の場合には、文献が特定されていないと

目的とする文献にたどり着くことはできません。上記②と③については、以下

のような特徴があります。 

 ②テキスト検索 ③インデックス検索 

長

所 

A) 知っている技術用語を入力す

るだけで結果が得られ、分かり

易い。 

 

A) 検索漏れが少ない 

B) 検索結果にノイズが少ない 

C) 図面に開示された事項（形状・位

置関係）についても、対応するイ

ンデックスがあれば検索できる可

能性がある 

短

所 

A) 検索結果にノイズが多い 

B) 検索漏れが生じやすい 

C) 同義語・類義語の展開にテクニ

ックを要する 

A) どのようなインデックスが存在す

るか確認しないと使えない 

B) インデックスに関する知識が必要

である（階層構造、テーマ概念等） 

C) インデックスに関する運用の理解

が必要である 

D) インデックスの改廃がある 

E) 最新技術については、インデック

スが整備されていないことがある 

活

用

事

例 

A) 適切なキーワード（用語、物質

名、記号等に特徴）がある 

B) 適当なインデックスがない 

C) 特定の出願人・発明者について

の検索をする 

A) 技術的概念を検索する 

B) コンプリート・サーチ（漏れのな

い検索）をする 

C) 言葉で表現しにくい構造に関する

検索をする 
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【参考】検索可能範囲（国内文献・公開技報）9 

 （平成 30年 3月 30日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

Question.1 

テキスト検索とインデックス検索とを組み合わせて検索を行うことの長所・短所を挙

げて下さい。 

 

長所 短所 

  

 
9 J-PlatPat 特許・実用新案検索画面右下の、「文献蓄積情報」ボタンをクリックすると表

示されます。 
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第Ⅱ部 技術動向調査編 ［演習］ 

 

１．特許文献番号からの検索  

 

Example.1 

特開平 10－42499 号公報（公開特許公報）を検索し、公報を印刷してみます。 

 

① 特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）にアクセス10し、トップページを表

示させます。 

 

② グローバルナビゲーション「特許・実用新案」にマウスポインタを移動し、

「特許・実用新案番号照会／OPD」をクリックします。 

 
10 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ 
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③ 「特許・実用新案番号照会」ウインドウの入力欄に、下記の入力例（種

別：「公開番号・好評番号（A）」）に倣って、入力（番号：「H10-42499」）

し、「照会」ボタンをクリックします。 

 

④ 会結果一覧の「特開平 10-42499」との表示をクリックすると公報の内容

が表示されます。「イメージ表示」もしくは「PDF 表示」タブまたは「文

献単位 PDF 表示」ボタンをクリックすると、実際の公開公報の形式で見

ることができます。 

 

⑤ 印刷をする場合には、「PDF 表示」または「文献単位 PDF 表示」ボタンを

クリックして表示される公報を印刷する方が、きれいに印刷できます。 
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Example.2 

特開平 10－42499 号公報に関する特許公報（特許掲載公報）の有無を確認し、存

在する場合にはそれを印刷してみます。 

 

①  グローバルナビゲーション「特許・実用新案」にマウスポインタを移動し、

「特許・実用新案番号照会／OPD」をクリックします。 

 

②  Example.1 の②、③の手順を進めます。 

 

③  Example.1 の④では、公開番号のリンクをクリックしましたが、特許公報が

存在する場合、登録番号欄に特許番号（この例では特許 3072504）が表示さ

れますので、その番号をクリックします。 

 

④  後の操作は、Example.1 の⑤以下とほぼ同じです。 
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Question.2 

Example.1 と Example.2 で印刷した公開特許公報と特許公報とを比較して両者の

違いを確認し、以下の表の空欄を埋めて下さい。 

 

 公開特許公報 特許公報 

根拠条文 特許法第 64条 特許法第 66条第 3項 

公示内容 出願の内容 特許査定時の出願の内容 

対象出願 原則全ての出願 特許権の設定登録がなさ

れた出願 

要約欄の有無   

審査官名の有無   

参考文献欄の有無   

調査をした分野欄の有無   

請求の範囲欄の有無   

その他の相違  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practice.1 

Example.2 で探し当てた特許公報（特許 3072504）の参考文献を確認して下さい。 

そして、特許公報の【図１】に記載された回転子の断面と類似する断面を開示する

特許文献を参考文献の中から探し、該当する図面頁のみを印刷して下さい。 

なお、参考文献欄の最後に記載された文献が、「特開・・・」ではなく、「実開・・・」と

なっている点に特に注意して下さい。 
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２．テキスト検索  

 

Example.3 

あなたは、某研究機関の研究者です。非線形性の強い機械の制御方法について、

いくつかの方法を試していたのですが、なかなかよい結果が得られていません。 

今年の流行語に関する新聞記事を見ていたところ、「ファジィ」という言葉が、1990

年の流行語大賞の新語部門金賞を受賞していることを知りました。そして、「おりこう

ファジィ」11というキャッチフレーズ等とともに、かつてファジィ家電ブームがあったこと

を思い出し、上記機械の制御方法として採用できないかと考えました。しかし、あなた

はファジィ制御についての漠然としたイメージはあるものの、その技術内容の詳細を

知りません。 

そこで、特許情報プラットフォームを利用して、ファジィ制御について調べてみること

にしました。 

まずは、公開特許公報のテキスト検索を行うことにより、最近の「ファジィ制御」に関

する技術動向を調べてみることにしました。 

 

Question.3 

ファジィ制御に関する技術の検索をするために、どのような検索キーワードを利用

すればよいでしょうか。異表記／同義語／類義語／関連語を考慮して、以下の表の

空欄を埋めて下さい。 

なお、テキスト検索の場合、「制御」という検索キーワードを使用すると、「制御」、

「制御器」又は「制御機」といった用語が使われている文献は全てヒットします。したが

って、「制御」という検索キーワードを使用する場合に、「制御器」及び「制御機」といっ

た検索キーワードを併用することには意味がありません。 

 

 検索キーワード（異表記／同義語／類義語／関連語） 

 

ファジィ 

 

 

 

 

制御 

 

 

 

 

 
11登録商標、商標公告平 4-91579（商標登録第 2531079 号）他参照 
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①  グローバルナビゲーション「特許・実用新案」にマウスポインタを移動し、

「特許・実用新案検索」をクリックします。 

 

②  文献種別として国内文献がチェックされていることを確認し、「検索項目」

として「請求の範囲」を選択します。 

 

 

③ 「キーワード」欄に、Question.3 の解答欄に記載した検索キーワードを以下

のように入力し、「検索」ボタンをクリックします。なお、半角、又は全角

スペースで区切って複数の検索キーワードを入力できます。一つの「キーワ

ード」欄に複数の単語を入力した場合、論理和をとって検索されます。 

④  複数の「キーワード」欄に分けて入力された単語が入力された場合、論理

積をとって検索されます。 

TIPS） 「検索オプション」では、公報の発行時期を指定することが可能です。 

 

一つの入力欄に、同一概念のキーワードを並べて、論理

和をとることが可能です。 複数のキーワード欄に

またがった入力は、論

理積をとって検索されま

す。 
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Question.4 

ヒット件数は何件でしたか？ヒットした案件の一覧を表示できますか？  
 

件 表示できた ・ 表示できない 

 

 

 

ヒット件数が多すぎて案件の一覧が表示できない場合は、検索キーワードが

一般的すぎないかを考えてみる必要があるかもしれません。また、検索項目を

「請求の範囲」としていたものを、より検索範囲が限定される「発明・考案の

名称／タイトル」などにすることも一案でしょう。 

 

⑤ 「検索項目」欄から「発明・考案の名称／タイトル」を選択し、前記③と同

様に検索します。 
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⑥  一覧に表示された特許文献名をクリックします。 

 

特開 2001-209404 
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⑦  次の公報を参照する場合には、「次の文献」ボタンをクリックします。「次

の文献」ボタンを順次クリックしていくことにより、ファジィ制御に関する

技術を開示する文献をスクリーニングでき、技術動向の把握ができます。 

 

 

 

⑧ 一覧に戻る場合には、「× 閉じる」をクリックします。 

⑨スクリーニングの結果、目的とする技術を開示する文献がうまく抽出できて

いないようであれば、③又は④に戻り、検索キーワードや検索項目を見直して

再度検索をして下さい。 

 

Practice.2 

家電製品の中で一世を風靡した「ファジィ制御」も、その後「ニューロ・ファジィ制御」

へと進化して行きました。「ニューロ・ファジィ制御」との用語は、学習機能を有するニ

ューラルネットワーク（神経回路網）技術と、ファジィ推論に関する技術とを組み合わ

せて機器の制御を行う技術の総称です。 

テキスト検索により、最近の「ニューロ・ファジィ制御」に関する技術動向を調べてみ

てみましょう。 
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３．テキスト検索の結果からインデックス（ＦＩ・Ｆターム）を探す  

 

Example.4 

インデックス検索を行うためには、どのようなインデックスが存在するか確認する必

要があります。 

まずは、テキスト検索の結果を利用して、「ファジィ制御」に関連するインデックス

（FI・F ターム）を探します。 

 

以下の画面は、第 20頁に掲載した画面と同じものです。 

 

① 各公報には、インデックスとしての IPC 及び FIが記載されています12。この

公報（特開 2001-209404）では、以下の FIが確認できました。 

 

 
12 IPC、FI 及び F タームの関係については、第 36 頁の［参考 2］の図を参照下さい。 

IPC 

FI 
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②ヒットした案件の一覧をクリックしていきますと、上記の FIと同じ 

・G05B13/02  N 

・G06F9/44  554 （最後のアルファベットはいくつかの種類があります） 

が多くの案件に対して付与されていることに気づかれると思います。このこと

から、ファジィ制御に関する技術の FIとして、上記 FIの存在が推定できます。 

 

③各 FIの意味については、パテントマップガイダンス（PMGS）を利用すること

により調べることができます。グローバルナビゲーション「特許・実用新案」

にマウスポインタを移動し、「特許･実用新案分類照会(PMGS)」をクリックし

ます。 

 

④「パテントマップガイダンス（PMGS）」ウインドウの「FI/ファセット」欄に、

FI「G05B13/02@N」を入力し、「照会」ボタンをクリックします。 

 

⑤ その結果、FI「G05B13/02@N」が、「ファジィ制御」についての FI であるこ

とが確認できました13。 

 
13 PMGSで確認をしますと、サブクラス「G05B」は「制御系または調整系一般」の分類で

あることが確認できます。一方、サブグループ「G05B13/02」は、「適応制御系」に関する

分類であることが確認できます。学術的には、ファジィ制御は必ずしも適応制御の範疇に
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なお、当該 FIについての説明は、「ハンドブック」をクリックすることで確認

できます。 

⑥ 次に、FI「G05B13/02@N」に対応するＦタームの観点を確認します。画面中

の Fタームテーマコードを示す「5H004」をクリックします。 

⑦ 表示されたＦタームリストをスクロールしていくと、以下のように「ファジ

ィ制御」に関する Fターム「KD01」～「KD29」が存在することを確認できます。 

 

 

 ファジィ制御については、より下位概念での検索を行いたい場合には、Fター

ムを使用することが有効であることが確認できます14。 

 

 

 

 

属するものではありませんが、特許分類上はこのような運用がされています（欧州特許庁

も同様です）。第 7 頁に記載した表の「インデックス検索」の短所 C)を参照して下さい。 
14 検索をしようとしている技術によって、FI の方が詳細に分類の展開がなされているか、

F タームの方が詳細に分類の展開がなされているかは異なります。 

5H004 ハンドブック 
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Question.5 

FI「G06F9/44 554 K」について、パテントマップガイダンス（PMGS）を利用して、そ

の意味を調べてみましょう。 

 

「FI照会」欄にどのように記入しますか？ 照会できましたか？ 

 
できた ・ できない 

 

⑧照会した結果、以下のようなメッセージが表示されたはずです。 

 

 

Question.6 

FI「G06F9/44 554 K」を照会できない理由について、第 7 頁に記載した表を参考

に考えて下さい。 

 

⑨ FI が改正されている場合には、公報に FI が記載されていても、パテントマ

ップガイダンス（PMGS）で照会ができないことがあります。FI の改正情報は、

「パテントマップガイダンス（PMGS）」ウインドウの「FI 改正情報」との表

示をクリックすると確認できます。 

 

 

⑩ 「FI 改正情報」ウインドウ（特許庁ホームページ）の「2002 年 7 月付与開

始」欄をクリックし、その内容を確認しましょう。 
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⑪ 自己解凍ファイルを解凍すると、「2002 年 7月付与開始 FI改正情報.xls」と

いう Microsoft  Excel形式のファイルが現れます。 

⑫ ファイルの中から、「廃止」のワークシートを選択し、廃止 FI の中から

「G06F9/44,554@K」を探します。その結果、当該 FIが廃止されていること、

及び廃止に伴い「G06N7/02,554@K」に移行していることが確認できます。 
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さらに、「2017年 11月付与開始 FI改正情報（HP掲載用）v2.xls」のファイル

の内容から、「G06N7/02,554@K」は廃止され「G06N7/02,130」に移行しているこ

とが確認できます。 

 

 

Question.7 

FI「G06N7/02,130」及びその上位概念の FI の意味について、パテントマップガイダ

ンス（PMGS）を利用して、その意味を調べましょう。 

また、上記 FI に対応する F タームについても調べてみましょう。 

 

G06N7/02,130 
 

 

G06N7/02 
 

 

G06N7/00 
 

 

G06N 
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４．PMGSのキーワード検索によりインデックス（FI・Fターム）を探す  

 

Example.5 

パテントマップガイダンス（PMGS）のキーワード検索機能を利用して、「ファジィ制

御」に関連するインデックス（FI）を探します。 

 

①「パテントマップガイダンス（PMGS）」ウインドウの「キーワード検索」タブ

の「キーワード」欄に、入力例に従い「（ファジィ+ファジー）*（制御+システ

ム）」を入力し、「FI」ラジオボタンを選択して、「検索」ボタンをクリックし

ます。 

 

 

Question.8 

検索結果は以下のようになります。Example.4で探し当てたFI「G05B13/02@N」はヒ

ットしていませんが、その原因は何でしょうか？  

 

考えられる原因 
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Question.9 

フ ァジ ィ制御に関する技術動向を把握するに当たり 、 ヒ ッ ト し た FI

「F24H1/10,302@N」及び「B60T8/174@E」を検索用のインデックスとすることに意味は

あるでしょうか？また、そのように判断した理由は何でしょうか？  

 

意味があるか？ その理由 

 

ある・ない 

 

 

 

 

 

② 「パテントマップガイダンス（PMGS）」ウインドウの「キーワード検索」タ

ブにおいて、ラジオボタンを「FIハンドブック」15に変更して、「検索」ボタ

ンをクリックします。 

 
15 「FI ハンドブック」とは、特許庁の審査官が各 FI について、その運用や関連技術分野

について説明したものです。 
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③この方法では、以下のように FI「G05B13/02@N」及び「G06N7/02,130」がヒッ 

 トしています。なお、「G06F9/44,554@K」は前記のように FIが廃止されてい

るため、検索結果として表示されません。16 

 

 
16 他方、同様に廃止された FI である「G06N7/02,554」は、「【H26.11 新規付与停止】」と

の注意書きと共に検索結果として表示されています。廃止された FI はパテントマップガイ

ダンス（PMGS）の検索結果から削除されていましたが、近年になって、新規付与が停止さ

れた旨の注意書きと共に検索結果に残される運用へと変更されました。 
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Question.10 

Question.8 でヒットしなかった FI「G05B13/02@N」が今回ヒットした理由は何でしょう

か？  

ヒントは、上記の       で示した箇所の色が赤色文字になっているところと、なっ

ていないところがあります。 

 

理由 

 

 

 

 

 

Practice.3 

「ニューロ・ファジィ制御」に関連するインデックス（FI・F ターム）を探してみましょう。 

 

ヒント：一つの FI 又は Fタームの名称中に、ニューロ及びファジィ（含、同義

語）の両方を含むものはありません。「ニューロ・ファジィ」に関連するイ

ンデックスは、以下のようになっています。 

① ニューロ関連技術のインデックスの下位にファジィ関連技術が展開され 

ている（又は、ファジィ関連技術のインデックスの下位にニューロ関連

技術が展開されている）ことにより、結果的に当該インデックスがニュ

ーロ・ファジィ関連技術に対応するものになっている場合 

【例 1】生物学的モデルに基づくコンピュータ・システム 

  ┣・学習型計算機と他の技術との組み合わせ 

   ┗・・ファジィ技術との融合 

【例 2】制御部 

┣・ファジィ制御 

   ┗・・他の制御器を有するもの 

  ┗・・・ニューラルネットワークを有するもの 

② ニューラルネットワークに関するインデックスと、ファジィ推論に関する

インデックスとを一つの文献に併用する場合 
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５．インデックス（FI・Fターム）による検索  

 

Example.6 

インデックス（FI・F ターム）検索を利用して、日本で初めて公開された「ファジィ制

御」に関する特許／実用新案文献を検索します17。 

 

①グローバルナビゲーション「特許・実用新案」にマウスポインタを移動し、「2.

特許・実用新案検索」をクリックします。 

 

② まず、FIによる検索から始めます。「特許・実用新案検索」ウインドウの「登

録日ありで絞り込み」欄に「いいえ」、及び、「種別」欄の「国内」に示され

る 文献の全てにチェックされていることを確認し、「検索項目」欄から「FI」

を選択し、「検索キーワード」欄には３．⑤で確認した FI「G05B13/02@N」を

入力します。「公知日」欄は、「ファジィ」という言葉が 1990 年に流行した

という記憶から、その年よりも前（例えば、1989年 12月 31日以前）に絞り

ます。最後に「検索」ボタンをクリックします。 

 
17 特許庁の審査官がインデックス検索を行う場合には、通常、IPC 検索を利用せずに、FI

及び F タームを利用します。その理由は、IPC は通常 5 年毎に版が変わり、版が変わると

分類の連続性がなくなる場合があったことや、FI・F タームの方が IPC よりも詳細に分類

の展開がなされている場合が多いことにあります。 
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③ 表示された一覧の最も下の「実全昭 57-021201」（公開実用新案公報）が、FI

により検索される最も古い特許／実用新案文献であると確認できます。 

 

④ 次に、Fタームによる検索を行います。「登録日ありで絞り込み」欄及び「種

別」欄は FI による検索と同様に設定し、「検索項目」欄から「F ターム」を

選択し、「テーマ」欄に、3.⑥で探したテーマコード「5H004」を入力します。

また、「検索キーワード」欄には 3.⑦で確認した Fターム「KD01」を入力し、

さらに、「除外キーワード」欄には FI「G05B13/02@N」を入力し設定します。
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最後に「検索」ボタンをクリックします。18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 「2.特許・実用新案検索」の「選択入力」タブで検索を行う場合には、FI と F タームの

和集合を直接検索することができないため、②と⑤に分けて検索を行う必要があります。

なお、「論理式入力」タブで論理式を直接入力して検索を行う場合には、 

論理式「[G05B13/02@N/FI]+[5H004KD01/FT]」により、②と⑤で行った検索と同様の結

果が一回の操作で得られます。 
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⑤ FI「G05B13/02@N」ではヒットせず、F ターム「KD01」のみでヒットする文献

の件数が表示されるので、「一覧表示」ボタンをクリックします。 

⑥ 表示された一覧の最も下の「特開昭 59-167708」（公開特許公報）が、Fター

ムのみにより検索される最も古い特許／実用新案文献であると確認できま

す。 

 

⑦ 以上より、日本で初めて公開されたと考えられる「ファジィ制御」に関する

特許文献は、1982 年に公開されたもので、ファジィ制御を列車の自動運転に

適用したものであることを確認できたかと思います。 

 

 

Practice.4 

インデックス（FI・F ターム）検索を利用して、日本で初めて公開された「ニューロ・フ

ァジィ制御」に関する特許文献を検索しましょう。 
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６．技術動向調査（基礎）  

 

Example.7 

FI・Fターム検索及びテキスト検索を用いて、1982年～2001年までの 20年間の「フ

ァジィ制御」に関する公開公報の発行数を年毎に集計し、当該技術に関する動向を

数値的に分析します。 

 

① 第 28 頁の②において、「公知日」欄の記載を以下のようにし、「検索」ボタ

ンをクリックして、FI により検索される 1982 年における公開公報の発行数

を確認します。 

 

 

②FIにより検索される 1982年における公開公報の発行数は 2件であることがわ

かりました。 

③同様に、第 29頁の④において、「公知日」欄の記載を上記のようにし、「検索」

ボタンをクリックして、Fタームにより検索される 1982年における公開公報

（但し、FIにより検索されるものを除く）の発行数を確認します。 

④Fタームにより検索される 1982年における公開公報（但し、FIにより検索さ

れるものを除く）の発行数は 0件であることがわかりました。 

⑤1982 年の公開公報の発行数は、②と④の和である 2 件であることがわかりま

した。 

 

Question.11 

①と同様にインデックス（FI・Fターム）による検索を行い、以下の表の空欄を埋めて

下さい。 

 

発行年 発行数  発行年 発行数 

1982年 2件 1992年 件 

1983年 件 1993年 件 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

1990年 件 2000年 件 

1991年 件 2001年 件 
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⑥第 28頁の②において、「登録日ありで絞り込み」欄に「いいえ」、並びに、「種

別」欄に「特許 (特開・特表(A)、再公表(A1)、特公・特許(B))」及び「実用新

案(実開・実表・登実(U)、実全(U1)、再公表(A1)、実公・実登録(Y))」がそれ

ぞれチェックされていることを確認し、公知日、検索項目及び検索キーワード

を以下のように入力した後、「検索」ボタンをクリックします。 

 

⑦1982年の公開公報の発行数は以下のとおりです。 

 
 

Question.12 

③と同様にテキスト検索を行い、以下の表の空欄を埋めて下さい。 

 

発行年 発行数  発行年 発行数 

1982年 1件 1992年 件 

1983年 件 1993年 件 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

1990年 件 2000年 件 

1991年 件 2001年 件 
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Question.13 

Question.11 と Question.12 の結果を集計すると、以下のようなグラフが出来上がり

ました。このグラフを見て、技術動向を簡単に分析してみて下さい。 

また、1983 年以降、FI・F タームによる検索結果よりも、テキストによる検索結果の

方が、ヒット件数が多い理由についても考えてみましょう。 

 

 

 

Practice.5 

インデックス（FI・F ターム）検索を用いて、1989 年～1998 年までの 10 年間の「ニュ

ーロ・ファジィ制御」に関する公開公報の発行数を年毎に集計し、当該技術に関する

動向を数値的に分析してみましょう。 
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［参考１］ 特許公報等の種類  

 

 

 

 

 

特 

 

 

 

 

許 

公開特許公報 出願後 1 年 6 月を経過した出願内容を記載したも

の。特許庁の実体審査を経て特許されたものでは

ない。特例を除き、ほぼすべての出願が掲載され

る。 

公表特許公報 

再公表特許 

PCT ルートを介して日本に出願されたもので、公

開特許公報に相当するもの。公開特許公報に比し、

件数が少ない。 

公告特許公報 特許される直前の出願の内容を公衆審査の目的で

掲載したもの。実体審査後の発行となるため、出

願から数年経過している。 

（平成 8年 3 月まで発行） 

特許公報 特許された出願の内容を掲載したもの。実体審査

後の発行となり、出願から数年経過している。改

正法で公告特許公報から移行。 

（平成 8年 5 月より発行） 

 

 

 

実 

 

用 

 

新 

 

案 

公開実用新案公報 公開特許公報の実用新案版。改正法により、登録

実用新案公報に移行しているため、件数は急減し

ている。 

登録実用新案公報 登録をされた出願の内容を掲載したもの。基礎的

要件をクリアしたほぼすべての出願が掲載される

（出願後約 6月）。実体審査はないものの、一定の

条件下で権利行使が可能になる。 

（平成 6年 7 月より発行） 

公表実用新案公報 

再公表実用新案 

公表特許公報・再公表特許の実用新案版。 

公告実用新案公報 公告特許公報の実用新案版。 

（平成 8年 3 月まで発行） 

実用新案登録公報 特許公報の実用新案版。 

（平成 8年 6 月より発行） 

 

特許庁、特許ハンドブック「研究開発 活かそう社会に －創造的研究成果

を特許に－」、平成 16 年 12 月、第 162 頁の表より一部引用 
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［参考２］ ＩＰＣ、ＦＩ及びＦタームの関係の概念図  

 

 

 

 

ｾｸｼｮﾝ 
Ａ(生活必

需品) 

Ｂ(処理操

作､運輸) 

Ｃ(化学､冶

金) 

Ｄ(繊維、

紙) 

Ｅ(固定構

造物) 

Ｆ(機械､ 

照明､ 

加熱等) 

Ｇ(物理学) Ｈ(電気) 

ｻﾌﾞｸﾗｽ 

A01B 

～ 

A99Z 

B01B 

～ 

B99Z 

C01B 

～ 

C99Z 

D01B 

～ 

D99Z 

E01B 

～ 

E99Z 

F01B 

～ 

F99Z 

G01B 

～ 

G99Z 

H01B 

～ 

H99Z 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ         

 

 

 

1/00 （略） 5/00 5/02(･) 5/04(･･) （略） 5/76(･･･) （略） 99/66 

 

 

 

5/00 （略） 5/06(･･) （略） 5/50(･･･) （略） 5/76(･･･) 

A-Z  100 - 500  A-Z 101A-Z   

 

 

 

 

 

B65D

5/00

～ 

5/76 

AA00( 紙器の

外観形状) 

AA01( ・曲面を持

たない，多面体) 

 AA03(・・柱状体)  

AB00( 紙器の

基本構造) 

AB01(・紙器本体

を１枚ブランクで構

成) 

AB02(・・ストレート

カートン系) 

AB03(・・・本体と一体

の端部閉鎖部を持つ

ものﾞ) 

AB33(・・３枚

ブランク) 

AC00( 紙器の

集合体) 

AC01(・同じ大きさ

の紙器の集合体) 

AC02(・・紙器集合

体は１枚ブランク

から構成) 

AC03( ・ ・ 各紙器は

別々のブランクから構

成) 

 

EA00(収納物) EA01( ・紙器の直

接の収納物) 

EA02(・・流動体) EA03(・・・液体)  

④ ④ ③ ② 

内国特許文献の全集合 

ＩＰＣ分類 

Ｆターム：多観点（FMテーマの場合） 

BRA（リデュース） 

 

ﾌｧｾｯﾄ分類：横断的 

(B65D1/00～85/90) 

IPC ﾒｲﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ（例：B65D1/00～90/66） 

１テーマ（3E060：紙器） 

①  

FI：細展開→縦割り 

① IPCのみ（B65D 5/76） 

② IPC+展開記号（B65D 5/06, 100） 

③ IPC+展開記号+分冊識別記号(B65D 5/50 ,101@A) 

④ IPC+分冊識別記号（B65D 5/50@A） 
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［参考３］ 異表記展開の工夫例  

この第Ⅱ部を通じて、テキスト検索や PMGSのキーワード検索によりインデッ

クス（FI・Fターム）を探す場合に、検索キーワードの異表記展開に工夫を要す

ることを理解できたかと思います。 

ここでは、特許情報活用支援アドバイザー19から提供頂いたノウハウに基づく、

異表記展開の工夫例を掲載します。検索キーワード入力の参考として下さい。 

（現在のJ-PlatPatは異表記展開に対応していますので、テキスト検索の際に、

ユーザーが異表記展開を意識する必要はありません。） 

 

①カタカナ表記のときに使う可能性のある異表記 

（ア行、カ行についての例、他の行も同様） 

 異表記展開 例  異表記展開 例 

ア   カ クァ  

イ   キ クィ  

ウ   ク   

エ イェ エール ケ クェ  

オ   コ クォ  

（その他、頻出又は特徴的なもの） 

チ ティ ドラマチック ズ ヅ  

ツ テュ、ツゥ ハウツー ゼ ジェ、ズェ ジェネラル 

ホ フォ ホーン ヂ ジ、ディ ラヂオ 

ジ ヂ、ディ ラジオ デ ディ ロデオ 

（Bと Vの使い分け） 

バ ヴァ バイオリン 

ビ ヴィ ビーナス 

ブ ヴ イブ 

ベ ヴェ ベトナム 

ボ ヴォ ボイジャー 

 

②拗音、長音、促音の小文字を使用しない異表記 

 小文字を使用 小文字を使用しない異表記 

拗音の例 フィルム フイルム 

長音の例 ファジィ ファジー 

促音の例 キット キツト 

 
19 特許情報活用支援アドバイザーの派遣は、2010 年度をもって終了いたしました。 
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③長音記号「ー」の代わりにハイフン「―」を使う異表記 

［例］トーン、ト―ン 

 

④外来語の異表記 

カタカナ表記 ひらがな異表記 漢字異表記 外国語異表記 

クラブ くらぶ 倶楽部 club 

 

カタカナ表記 異表記 

モータ モートル 

 

⑤単位の異表記 

［例］ｍ2、平方メートル、平米 

 

⑥語尾の長音記号の有無 

［例］センター、センタ ／ モーター、モータ 

⇒検索キーワードとして使用する場合は、長音記号がないものを使用する。 

 

⑦送り仮名の異表記 

［例 1］行う、行なう 

［例 2］取り消し、取消し、取消 

⇒検索キーワードとして使用する場合は・・・ 

⚫ 語尾の送り仮名は削る 

⚫ 語中の送り仮名は有るものと、無いものとを併用する 

 

⑧動詞の活用変化による異表記 

［例］取り消し、取り消す 

 

⑨漢字とひらがなの使い分けによる異表記 

［例］ない、無い 

 

⑩全角文字、半角文字、大文字、小文字の異表記 

⇒データベースにより、これらを区別しないものもあります。 

 

検索式の入力には、異表記以外にも、同義語、類義語、関連語にも注意を払う

必要があります。 



 

- 39 - 

第Ⅲ部 検索理論編 

１．先行技術文献検索の役割と必要性  

 先行技術調査は、調査対象の特許出願（以下、審査官が審査をする場合の呼

称に合わせて「本願」と言います。）が、特許法に規定される特許を受けるため

の要件（以下、「法定要件」又は「特許要件」と言います。）に照らして特許さ

れるものか、それとも拒絶されるものかを判断するために行う調査です。 

 法定要件のうち、先行技術の調査との関係が深い要件としては、新規性（特

§29①20）、進歩性（特§29②）、拡大先願（特§29の 2）、先願（特§39①～④）

などがあります。これらの要件の適合性の判断をするためには、どのような先

行技術発明が存在するかを把握しなければなりませんから、通常は先行技術文

献の検索（サーチ）が必要になります。 

 単に証拠としての先行技術文献を発見することだけがサーチの目的ではあり

ません。たとえば、進歩性の有無を判断するためには、当業者が先行技術に基

づいて本願の発明を容易に発明できたかどうかを判断しなければなりませんか

ら、本願の出願当時の当業者の技術レベルや創作能力を把握しなければなりま

せん。この判断を適切に行うためには、本願の技術分野の技術的進展の流れを

予め把握しておく必要があります。また、サーチをすれば類似技術や関連技術

等を知ることもでき、その結果として本願の発明をより深く理解することもで

きます。 

法定要件の中には、一見すると先行技術サーチとは関係がないように思える

要件もあります。たとえば、記載要件（特§36④⑥）、補正要件（特§17の２③）、

発明の単一性（特§37）などです。しかしながら、記載要件については、当業

者が実施可能な程度に発明が開示されているか又は発明が明確に特定されてい

るかを判断するために、補正要件については、補正が当業者に自明な範囲であ

るかを判断するために、発明の単一性については、先行技術に対する技術的貢

献を判断するために21、それぞれ先行技術の水準の把握が必要になります。 

このように、先行技術文献の検索は、法定要件の充足の有無を判断する様々

な場面で必要になるものなのです。 

 
20 この記載は、特許法第 29 条第 1 項を意味します。本書において、以下同様です。 
21 特§37 は、平成 15 年に改正されました（特許法等の一部を改正する法律（平成 15 年 5

月 23 日法律第 47 号））。この判断手法は、同改正法が施行された平成 16 年 1 月 1 日以降の

出願に適用されます。 
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２．先行技術文献検索の流れ  

 まず、先行技術文献検索のフローを概略図で確認します。 

 

検索開始

発明の理解・認定

サーチの観点からの
発明の特徴点の抽出

サーチと特許要件判断の
方針の決定

サーチ範囲の決定

検索式の立式

スクリーニングと
サーチ・審査方針の変更

終了
 

検索フローの概略図 

 

３．初心者が陥りやすい罠  

 先行技術文献検索のそれぞれの段階についての説明に入る前に、初心者の方が

陥りやすい罠について紹介します。 

 

【罠１】発明の認定・理解の失敗！ 

【罠２】進歩性の考え方を考慮して検索されていない！ 

【罠３】検索範囲の外枠を定めていない、定めていても網羅的に検索されていない！ 

【罠４】抽出した文献を組み合わせる論理が破綻している、組み合わせができても目

的とする構成に至らない！ 
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 まずは、検索の中に存在する罠を理解して頂くために、【罠 2】及び【罠 3】

について、事例とともに見てみましょう。【罠 1】については、「４．発明の理解・

認定」にて説明をします。【罠 4】については、進歩性の考え方自体に係る事項

ですので、審査基準についての学習の中で理解をして下さい。 

 

Example.8 

 以下の【構成】を有する発明について、新規性・進歩性の判断に必要な先行技術の

サーチを行う場合の戦略を考えてみましょう。 

 

【目的・効果】小型船の高さ方向のコンパクト化、低重心化 

【構成】4サイクルエンジン(1)を搭載した小型船において、エンジンのシリンダ軸線を 

    船底方向から船体の一方の舷側方向に傾斜させて配置 

【図面】 

【側面図】 【Ａ－Ａ断面図】

Ａ

Ａ

１ １

 

 

 

（１）進歩性の考え方を考慮して検索されていない場合 

 上記の小型船は、以下の 3つの構成要素に分割できます。 

⚫ 4サイクルエンジンを搭載（以下、単に「4 サイクルエンジン」と言いま

す。） 

⚫ エンジンのシリンダ軸線を船底方向から船体の一方の舷側方向に傾斜さ

せて配置（以下、単に「傾斜配置」と言います。） 

⚫ 小型船 

 

初心者が上記の構成についてサーチを行う場合、上記の 3 つの全ての構成要

素を有する先行技術文献、つまり、その文献単独で新規性又は進歩性を否定で

きる文献（このような文献を、「Ｘ文献」と言います。）のみを検索するという

ことがよく見られます。初心者の中にも、3つの構成要素を個別に検索をされる

方もいらっしゃいますが、 
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⚫ 構成要素の上位概念化、類似技術への拡張 

⚫ 個々の構成要素を組み合わせる論理付け 

についての考慮を欠いている場合がほとんどです。 

 

小型船
４サイクル
エンジン

傾斜配置

 

初心者のサーチ戦略の模式図 

 

 では、新規性・進歩性の判断を行うのに耐えうるサーチとは、どのようなも

のでしょうか。まずは、特許庁の審査官であれば採用すると考えられるサーチ

戦略の例を見てみましょう。 

 以下に審査官のサーチ戦略例の模式図を示します。 

小型船

乗り物

４サイクル
エンジン

２サイクル
エンジン

傾斜配置
文献１

文献２

文献３

文献４

 
審査官が採用すると考えられるサーチ戦略例の模式図 

 

この図に記載されている各文献の意味は、以下のとおりです。 

文献 1：「4 サイクルエンジン」、「傾斜配置」、「小型船」の全ての構成要素

を具備する文献 

文献 2：文献 1の「4サイクルエンジン」を「2サイクルエンジン」という

類似技術に置き換えた小型船を開示する文献 

文献 3：文献 1 の「小型船」を「乗り物」という上位概念に置き換えたも

のを開示する文献 

文献 4：文献 1の「4サイクルエンジン」を「2サイクルエンジン」という

類似技術に置き換え、さらに、文献 1 の「小型船」を「乗り物」

という上位概念に置き換えたものを開示する文献 
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 なお、検索により抽出する候補となる文献は、上記 4 文献に限られたもので

はありません。単に、説明を簡便化するための便宜と理解して下さい。 

 

この図から審査官のサーチ戦略を理解するためには、検索という作業が、 

［Phase1］検索式（論理式）を立式する 

［Phase2］ヒットした文献をスクリーニングし、目的の文献を抽出する 

の 2 つのフェーズからなることを理解する必要があります。そして、各フェー

ズにおいて、文献 1～4の各々に対応したアクションをとる必要があります。 

 

つまり、審査官は、[Step1]として[Phase1]において、まず文献 1 を検索する

ための論理式を立式します。次に、[Phase2]に移り、文献 1～4の何れかに該当

する文献が存在しないかという観点からスクリーニングを行い、何れかに該当

する文献があれば、その文献を抽出します。文献 1 を検索するための論理式を

立式すれば、文献 1 に該当する文献が発見される蓋然性が高いのですが、スク

リーニングを行う場合には、文献 1のみを抽出するのではなく、文献 2～4につ

いても考慮して抽出を行うことが必要です。この一連のアクションでも十分な

文献を発見できない場合には、［Step2］として再び[Phase1]に戻り、文献 2 を

検索するための論理式を立式し、[Phase2]に移行して、同様なアクションを行

います。 

Ｐｈａｓｅ２

Ｐｈａｓｅ１

Step　ｎ＝１

文献ｎを検索するための立式

文献１の抽出 文献２の抽出 文献ｎの抽出

進歩性の
判断ができる

終了

ｎ＝ｎ＋１
No

Yes

 

検索における検索式の立式とスクリーニングとの関係 
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 もちろん、検索の対象となる構成要素に応じて、各[Step]における[Phase2]

において考慮すべき文献としては、4文献のうちの 1つであったり、2つであっ

たりということもあり得ます。 

 

（２）検索範囲の外枠を定めていない、定めていても網羅的に検索されていない場合 

上記（1）欄において、各構成要素の上位概念化、類似技術への拡張を行った

ように、検索すべき範囲の外枠を合理的に定める必要があります。外枠は検索

をしながら変更する場合もあります。しかし、外枠を認識しないまま検索を行

うと、検索を終了するタイミングを見図れないばかりか、文献の海原をさまよ

うような検索となります。 

また、外枠を定めたとしても、外枠の中を網羅的に検索せずに、虫食い的な

サーチを行うことは、外枠の中にある文献の検索漏れにつながります。 

初心者は、技術やデータベースについての知識、経験が少ないために、外枠

を設定できなかったり、インデックス検索の検索式を正確に立式できないため

に、テキスト検索を多用することにより虫食い的サーチに陥ったりする傾向が

あります。 

 

 

検索範囲の外枠と不適切な検索の模式図 

 

４．発明の理解・認定  

 良いサーチを行うためには、まず、先行技術調査の対象となる出願に記載さ

れた発明（以下、審査官が審査をする場合の呼称に合わせて「本願発明」と言

います。）の理解・認定を正しく行う必要があります。そのためには、以下の「当

該分野の技術水準の把握」と「請求項に係る発明の把握」が大切になります。 

 

本来設定すべき外枠 

文献の海原 
さまよい型サーチ 

虫食い型サーチ 

検索漏れ 



 

- 45 - 

（１）当該分野の技術水準の把握 

 本願発明の技術内容を理解するには、まず出願内容（特許請求の範囲、明細

書、図面）をきちんと読むことが必要ですが、その際に当該分野の技術水準を

意識しながら読むことが大切です。知っている先行技術や周辺技術との関係を

念頭に置いて明細書等を読むことで、本願発明の技術的な意義や技術発展の流

れの中での位置づけなどが理解でき、発明のポイントをより明確に把握するこ

とができるからです。 

当該技術分野の技術水準を把握するためには、先行技術文献として出願人が

自ら明細書中で開示している文献があった場合に、それを第Ⅱ部で説明をした

手法で調査することが効果的です（これにより、出願人が認識している先行技

術からみた本願発明の改良点等を把握できます）。 

また、本願に付与されている検索キー（IPC、FI、F ターム等）の技術分野に

ついて、直近 5 年程度の特許公報の検索を行い、その分野の技術動向を把握し

ておくことも技術水準の把握に有効な手段でしょう。この場合の技術動向の把

握は、第Ⅱ部で説明をした手法の利用や、この部以降で説明する先行技術サー

チの中でも行うことができます。 

さらに、特許庁から提供されている「特許出願技術動向調査報告22」若しくは

「標準技術集23」、又は情報・研修館が提供する「特許流通支援チャート（パテ

ントマップ）24」を利用することも有効でしょう。 

当該技術分野における技術水準の把握は、上述のように特許要件の判断を行

ううえでも重要になります。ここでは、進歩性の要件を例に、技術水準を考慮

せずに、一般論で議論を行うことの危険性を見てみましょう。 

 

 

Example.9 

イ) 「構成要素ａ＋ｂ＋ｃからなる物品」が先行技術として存在します。このとき、「構成

要素ａ＋ｃからなる物品」は進歩性を有するか検討して下さい（要素ｂの削除）。 

ロ) 「芯を覆う木の表面に塗料が塗られていた鉛筆」が先行技術として存在します。こ

の塗料は、木材の変色防止のために塗られています。このとき、その塗料を省略

した鉛筆の発明は進歩性を有するかを検討して下さい（塗料の削除）。 

ハ) 人馬がレール上を走る車輛を牽引していた時代に、レールは専ら摩擦軽減手段

と考えられていたため、機関車がレール上を走行するには、「レールの間にラック

（直線の歯車）が敷設された軌道」が必要であると鉄道技術者間で考えられてい

 
22 特許出願技術動向調査等報告（http://www.jpo.go.jp/shiryou/gidou-houkoku.htm） 
23 標準技術集（http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/hyoujun_gijutsu.htm） 
24 特許流通支援チャート（パテントマップ）のご案内

（http://www.inpit.go.jp/katsuyo/archives/archives00007.html） 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/gidou-houkoku.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/hyoujun_gijutsu.htm
http://www.inpit.go.jp/katsuyo/archives/archives00007.html
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たとします。このような時代に、ラックを敷設していない軌道でも、レールと車輪の

相互粘性により機関車が走行できることを見出した発明は進歩性を有するかを

検討して下さい（ラックの削除）。 

 

ロ）の場合は、塗料によりそれが塗布される部材を保護することは技術常識

ですので、単に周知・慣用技術を削除した発明に該当し、進歩性を有しないと

考えられます。一方、ハ）の場合は、ラックの削除が当業者としての鉄道技術

者にとって容易に想到し得た事項とは言えないので、進歩性を有すると考えら

れます。したがって、技術水準を考慮しないイ）のような設問に答えることが

できないことがわかるかと思います。 

 

（２）請求項に係る発明の認定 

本願発明（＝「請求項に係る発明」）の認定は、基本的に請求項の記載に基づ

いて行うこととされています。したがって、請求項の記載が明確な場合は、そ

の記載通りに本願発明を認定することになります。そして例外的に、請求項の

記載が明確でない場合とか、請求項の用語の意味について発明の詳細な説明中

に格別の定義がある場合などに限って、発明の詳細な説明や図面等の記載を考

慮して請求項に係る発明を認定すべきものとされています（審査基準25、第 III

部第 2章第 3節 2．「請求項に係る発明の認定」参照）。 

しかし、本願発明の認定の手法がこのように請求項の記載を中心にしたもの

になっているからといって、本願発明の認定に際して請求項の記載だけを読め

ばよいとか、発明の詳細な説明や図面の記載を考慮しなくてもよいということ

ではありません。むしろ、その逆です。審査官は通常、発明の詳細な説明や図

面の記載を考慮して本願発明を理解しています。 

請求項の記載を基本として本願発明の認定をすべきとされているのは、実施

例の記載等に引きずられて請求項の記載から離れた本願発明の認定をしてはな

らないということを示しているだけなのです。逆に言えば、請求項の記載に基

づいて本願発明を認定している限り、請求項の記載を理解するにあたって発明

の詳細な説明や図面に記載された実施例等を参考にすることは何の問題もない

ばかりか、本願発明の理解にあたって必要不可欠のことなのです。 

そこで、審査官は、まず請求項の記載を発明の構成要素（＝「発明特定事項」）

に分解し、各構成要素と実施例との対応関係を把握しながら、各構成要素の意

味を理解し、最後に再び請求項の記載の全体に基づき、請求項に係る発明の把

握・認定を行います。 

なお、本願発明を理解し、正確に認定するために、発明の構成要素と各要素

 
25 特許実用新案審査基準（http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm） 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm
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間の関係を模式図として視覚化することは、発明の技術内容を整理するのに有

効な手段です。特許要件の判断とサーチに慣れてくればこのような手間をかけ

ずに頭の中で模式図を視覚化できますが、初心者のうちは、模式図を書いてみ

るのも本願発明の正確な理解のために有効な手法です。 

 

Example.10 

 特開 2000-11811 号公報を読み、同公報の請求項１の記載における「キートップの

端部は・・・枠体から延出する弾性部に一体形成」を例に、その認定を実施例の記載

に引きずられて行ってはいけないということが、どういうことを意味するのか見てみま

しょう。 

「【請求項１】プリント基板に取り付けられる複数のプッシュスイッチと、このプ

ッシュスイッチに対応して設けられ、プリント基板側に押し込まれると、対応

するプッシュスイッチを押す複数のキートップとを備える電気機器のキートッ

プの構造において、前記キートップの端部は、前記プリント基板に固着され

る枠体から延出する弾性部に一体形成されたことを特徴とするキートップの

構造。」          （特開 2000-11811号公報の【請求項１】より引用） 

 

①上記公報の【0006】欄には、電気機器用テンキーの従来のキートップ構造に

おいて、各キートップが別部品であったために、キートップの数が多くなるほ

ど、機器への取付作業の手間がかかる等の課題が記載されています。 

②上記公報の【発明の詳細な説明】の【0011】欄以降及び【図面】には、上記

課題を解決するための実施例として、各キートップ 3ａの端部を、略Ｕ字状の

一つの弾性部 3ａ2を介して枠体 5に対して片持ち梁状にて連結することによ

り、複数のキートップと枠体とを一体化する構成が開示されています。 

 

（特開 2000-11811号公報【図 1】より引用） 
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③しかし、請求項 1 には「枠体から延出する弾性部」として、実施例に記載さ

れるような「略Ｕ字状」、「一つ」又は「片持ち梁状」といった限定がなされて

いません。 

④したがって、請求項 1 に記載された「キートップの端部は・・・枠体から延

出する弾性部に一体形成」を認定する場合は、上記課題を解決できる範囲内で、

枠体と弾性部を介して一体化されたキートップの全てを意味するものとして

認定すべきであって、実施例に限定して認定しては、3．に列挙した【罠 1】

に陥ってしまいます。 

⑤結果的に、請求項 1 に記載された「キートップの端部は・・・枠体から延出

する弾性部に一体形成」としては、実施例として開示のもの以外にも、次の模

式図のようなものも考慮すべきでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Example.10 の請求項 1 の認定に係る模式図 

 

 

５．サーチの観点からの本願発明の特徴点の抽出  

 上記のように本願発明を認定･把握した後、いよいよサーチを開始するわけで

すが、サーチにあたっては、本願発明の構成要素のうちのどれに着目してサー

チをすべきかを検討する必要があります。このようにする理由は、特許要件の

判断に必要な材料のうち最も重要なものをできるだけ早く発見するためです。 

本願発明の構成要素のうち最も重要なものについての先行技術が発見できな

ければ、新規性（特§29①）、拡大先願（特§29 の 2）、先願（特§39）などの

要件（本願発明と先行技術発明とが同じものか否かを判断するもの）について

拒絶理由がないと言える蓋然性が高まります。 

また、進歩性（特§29②）の要件は、本願発明の構成要素と先行技術発明の

構成要素と相違部分があることを前提として当業者が容易に想到できたといえ

るか否かの要件ですが、少なくとも本願発明の最も重要な構成要素についての

先行技術が発見できなければ、やはり進歩性についての拒絶理由がないと言え

る蓋然性が高まります。 
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逆に、本願発明の構成要素のうち最も重要なものについての先行技術が発見

された場合には、本願発明のその他の構成要素について更にサーチを行い、別

の先行技術発明を発見したときは、当業者がその 2 つの先行技術発明を組み合

わせて本願発明に想到することが容易だったかどうかを判断する（進歩性のテ

ストをする）ことができます（なお、最初に発見した先行技術文献に本願発明

の構成要素のすべてが記載されていれば、新規性、拡大先願、先願などの要件

を欠いているか否かの判断ができます。）。 

このように、サーチにおいては、本願発明の構成要素を分解し、最も重要な

構成要素に着目してサーチを行うことが効率的な場合が多いのです。 

 

 この点をもっと良く理解していただくために、サーチの観点から本願発明の

構成要素の一部を抽出する典型的な手法の例を説明します。 

 

①上記 4．のようにして請求項の記載から認定した本願発明について、各構成要

素に分解します。 

②本願発明の属する分野の一般技術と本願発明との比較に基づいて、本願発明

の各構成要素を、発明のポイント（特徴）となる構成要素と一般的技術に相当

する構成要素とにふるい分けます。サーチの前にこのようなふるい分けをする

ためには、サーチャーは当該技術分野における技術水準を予め把握していなけ

ればなりません。 

③発明のポイントとなる構成要素を、さらに主要部と付属部とに分割します（何

が主要部で何が付属部かを見極めるためには、サーチャーは本願発明を十分に

理解するとともに、当該技術分野の一般的技術を理解していなければなりませ

ん。）。 

④発明のポイントとなる構成要素の主要部に着目して、先行技術文献サーチを

開始します（発明のポイントの主要部を中心としてサーチに取りかかると、適

切な引用文献をより早く発見できるケースが多いのです。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

構成要素への分割フロー 

 

ふるい分け 

本願発明を各構成要素に分解 

発明のポイントとなる構成要素 一般的技術に相当する構成要素 

主要部 付属部 
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 このように、本願発明の認定･把握は、請求項に記載された構成要素を要素間

の関係に注意して漏れのないように捉えるのに対し、サーチポイントの把握で

は、逆に当該発明の分野では当然有するような構成要素を除外して発明のポイ

ントを捉えることが重要です（ただし、その後の特許要件の判断の際には厳密

な本願発明の認定が必須です。）。 

 

 

Example.11 

以下の請求項に係る発明について、 

構成要素の分割を行い、主要部及び 

付属部を抽出してみましょう。 

 

【請求項】 

 丸鋸刃(3)とモータ(11)とを有する 

電動切断工具において、モニタ(1)と、 

キーボード(2)と、インターネットを 

通じて情報の授受を行う制御部(10)を 

設けた電動切断工具。 

 

【目的･効果】 

 サーバーから離れた現場で作業している電動切断工具の手元において、サーバー

から加工情報を入手したり、被加工品の状況についての情報をサーバーに送信した

りすることができる。 

 

①この本願発明を構成要素に分解すると、 

A: 丸鋸刃(3) 

B: モータ(11) 

C: モニタ(1) 

D: キーボード(2) 

E: インターネットを通じて情報の授受を行う制御部(10) 

F: 電動切断工具 

となります。 

②これを上記抽出方法にしたがって分割すると、 

●本願発明の技術分野： 電動切断工具 

●一般的技術：  丸鋸刃(3)とモータ(11)を備えた電動切断工具。 

●発明のポイントの主要部： 電動切断工具において、インターネットを通じ 

て情報の授受を行う制御部(10)を設けた点。 

【図面】 

１１

３

１

２

１０
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●発明のポイントの付属部： モニタ(1)、キーボード(2)を設けた点。 

となります。 

 

この請求項の場合、本願発明のポイントとなる構成要素の主要部である「電

動切断工具においてインターネットを通じて情報の授受を行う制御部(10)を設

けた点」に着目してサーチを行うと、効率のよいサーチが行えます。このよう

にするとサーチの効率が良い理由は、下記の点を考えれば理解できるでしょう。 

 

A) 発明のポイントとなる構成要素の主要部である「電動切断工具においてイ

ンターネットを通じて情報の授受を行う制御部(10)を設けた点」について

記載した先行技術文献が発見できれば、その先行技術文献には、インター

ネット機器が通常に備えているところのモニタとキーボードを設けること

についても記載されている可能性が高い。仮にモニタとキーボードについ

ての具体的記載がなくても、少なくとも入出力装置についての記載がある

可能性は高いところ、そのような記載があれば、入出力装置としてモニタ

とキーボードを採用することは当業者にとって容易に推考可能と言える。 

B) 「丸鋸刃(3)とモータ(11)を備えた電動切断工具」は当該分野の一般的技術

であるため、発明のポイントの主要部についてのサーチの過程で自然に発

見できる可能性が高い。 

C) 逆に、発明のポイントとなる構成要素の主要部である「電動切断工具にお

いてインターネットを通じて情報の授受を行う制御部(10)を設けた点」に

ついて記載した先行技術文献が発見できない場合は、発明のポイントにつ

いて先行技術が存在しないことが確認できるから、その他の構成要素につ

いてサーチするまでもなく、進歩性があると判断できる。 

 

なお、上記の事例では単一の請求項の場合について説明しましたが、複数の

請求項がある場合には、本願発明の認定は請求項毎に行います。しかし、サー

チポイントの抽出については、請求項毎に行うのではなく、まとまりのある複

数の請求項に係る発明の共通事項を上手にカバーしてサーチポイントを抽出す

れば、複数の本願発明について少ない回数でサーチができます（ただし、共通

事項が少ない場合にまで無理にまとめようとすると、請求項に係る発明の認定

を誤ったり、サーチポイントの抽出を誤ったりするおそれがあるので、無理に

まとめる必要はありません。）。 
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６．サーチ戦略と進歩性の審査基準との関係  

さて上記 5.で示した典型的手法は、本願発明のポイントの構成要素の主要部

に着目してサーチ戦略を立案する手法でした。この手法は、サーチによって本

願発明のポイントの構成要素の主要部についての先行技術文献が発見できる蓋

然性が高いとともに、付属部についての先行技術文献も簡単に発見できる場合

には効率的です。そして、これらの先行技術文献が発見されれば、「これら複数

の先行技術を組み合わせることは当業者にとって容易である」として進歩性欠

如という判断が下せそうです。 

しかし、たとえば、「電動切断工具」において「インターネットを通じて情報

の授受を行う制御部を設けた」ことについて記載した先行技術文献が存在しな

い蓋然性が高いという場合はどうなるのでしょう。 

こうした場合であっても、遠隔での作業に際して情報の授受をしたいという

要求が電動切断工具以外の分野において何があるかを類推し、当該類推分野に

おいて「インターネットを通じて情報の授受を行う制御部を設けた」ことにつ

いて記載した先行技術文献が存在する蓋然性が高く、且つ当該技術を電動切断

工具に適用する論理付けを組み立てられる可能性があるときは、当該類推分野

におけるサーチをする価値がありそうです。 

このように、サーチ戦略の立案の際には、その後の進歩性否定の論理付けを

どのようにするつもりかについての一応の見通しを持っていなければ、効率的

なサーチや進歩性の判断をすることはできないと言えます。 

もちろん、サーチの前にすべての先行技術を正確に把握することはできませ

んから、サーチの結果を分析しつつ、必要に応じてサーチ戦略及び進歩性否定

の論理付けを適宜変更していくことも必要になります。 

 

 進歩性否定の論理付けには、種々のものがあるので、それに応じてサーチ手

法も種々のものがあります。したがって、サーチャーは、あの手この手を使い

分けられるように、種々の進歩性否定の論理付けと、これに対応する種々のサ

ーチ手法とを理解しなくてはいけません。これを理解しませんと、進歩性否定

の論理付けを組み立てられる可能性を考慮しながら、サーチを行うことができ

ません。そのための参考として、進歩性否定の論理付けの代表的な類型（審査

基準、第 III 部第 2 章第 2 節 3．「進歩性の具体的な判断」参照）と、それに応

じたサーチ手法の概略を、以下に示しておきます。 

 

①関連技術分野の技術の付加 

ある先行技術に対し、その技術分野と同一の技術分野又は関連する別の技術

分野の先行技術を付加することによって、本願発明に想到できる場合。 

①のサーチ手法 
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本願発明のポイントとなる構成要素の主要部については本願の分野を、付加

要素については本願と同一又は関連する技術分野を、それぞれサーチする。 

 

②関連技術分野間の転用 

ある先行技術を、その技術分野と同一の技術分野又は関連する別の技術分野

に転用することによって、本願発明に想到できる場合。 

②のサーチ手法 

本願発明の構成要素を、他分野からの転用可能な要素とそれ以外の要素（本

願発明特有の要素等）に分け、それぞれについて適切な技術分野をサーチする。 

 

③課題が共通する先行技術の組み合わせ 

課題が共通する複数の先行技術を組み合わせれば、本願発明に到達できる場

合。課題が自明であったり、容易に着想し得たりするものである場合も含む。 

③のサーチ手法 

本願発明の構成要素についての先行技術のうち、本願の分野で発見できない

先行技術については、類似の課題の存在しそうな技術分野をサーチする。 

 

④作用･機能の共通する先行技術の組み合わせ 

ある先行技術の一部の構成要素について、作用や機能が共通する別の先行技

術で置換することによって、本願発明に想到できる場合。 

④のサーチ手法 

本願発明の構成要素のうちまず置換不能な要素（本願発明の構成でなければ

課題が解決できないもの）に着目して先行技術をサーチし、発見した先行技術

の一部の構成要素であって本願と相違する要素（作用や機能が共通で置換可能

な要素）については、追ってサーチする。 

 

⑤均等物による置換 

ある先行技術の構成要素の一部を、公知の均等物で置換すれば本願発明に想到

する場合。 

⑤のサーチ手法 

上記④と同様。 

 

⑥単なる寄せ集め 

機能的･作用的に関連しない複数の先行技術を、単に寄せ集め又は組み合わせ

れば、本願発明に想到する場合。 

⑥のサーチ手法 

本願発明の構成要素が機能的･作用的に関連しないものである場合は、それぞ
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れの要素に着目して、適切な技術分野をサーチする。 

 

⑦技術の具体的適用に伴う設計変更 

ある先行技術を具体的に適用する際に、当業者の通常の創作能力の範囲を超

えない設計変更を施せば、本願発明に想到できる場合。 

⑦のサーチ手法 

本願発明の構成要素のうち、設計変更に相当する部分以外の構成要素全体に

着目してサーチする。その過程で設計変更に相当する要素を記載した先行技術

文献が発見できればそれでよし。発見できない場合は、発見の蓋然性等を考慮

して追加サーチの要否を決定する。（結果として先行技術が発見できない場合で

も、進歩性が否定される場合もある。） 

 

⑧最適材料・最適数値の選択 

公知材料の中から最適材料を選択したり、数値範囲を最適化したりすること

が、当業者の通常の創作能力の範囲を超えないものであり、それにより本願発

明に想到する場合。 

⑧のサーチ手法 

本願発明の特徴に着目してサーチする。その過程で最適材料や最適数値の選

択に相当する要素を記載した先行技術文献が発見できればそれでよし。発見で

きない場合は、発見の蓋然性等を考慮して追加サーチの要否を決定する。ただ

し、最適材料や最適数値としたこと自体を本願の特徴と主張しているケースも

多いので、その場合は最適材料や最適数値とした点に着目してサーチする。（結

果として先行技術が発見できない場合でも、進歩性が否定される場合もある。） 

 

⑨先行技術の内容中の示唆 

ある先行技術の文献中に、本願発明に至る示唆があり、その示唆にしたがえ

ば、当該先行技術に基づいて本願発明に想到できる場合。 

⑨のサーチ手法 

 この類型の論理付けを最初から目的としてサーチをすることは困難であるが、

本願発明の構成要素とできるだけ類似した先行技術をサーチする過程で、文献

中の示唆を発見するよう努める。 

 

７．検索式の立式  

（１）分割した構成要素の検索キーへの翻訳 

 検索のための論理式を立式するためには、5.で説明した要領により分割され

た各構成要素を、対応する検索キー（検索キーの集合体）へと置き換える、つ

まり翻訳する必要があります。 
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Example.12 

次に示す請求項 1に係る発明を構成要素に分解し、以下に列挙した検索キーの中

から適切なものを選択して、各構成要素を検索キー又はその集合体に置き換えて下

さい。 

【請求項 1】 

開口を有する箱体内部に、可視光を発する蛍光灯と、紫外線を発する光源とを備

え、前記開口を覆うように着色塗料と紫外線照射により発光する蛍光塗料とが塗布

された拡散性乳白色板を備えた看板。 

【目的・効果】 

 蛍光灯により内部から照光する従来の看板に、紫外線照射により発光する蛍光塗

料を付加することにより、看板の広告効果を高める。 

 

【検索キー】 

［FI］ G09F13/ （抜粋） 

13/00 照明サイン; 照明広告 

13/02 ・標示体の前にある人工の光源によって照明されるサイン 

13/04 ・表示体の後ろから照明されるサイン 

13/14 ・・装置中の反射構造 

13/20 ・発光面または発光部をもつもの 

D ・蛍光、蓄光性材料による表示 

G ・発光ダイオ－ドを用いた発光サイン 

13/42 ・見えない輻射線で励起される光源をもつもの 

 

［F ターム］ 5C096 （抜粋） 

BA00 照明方式 

BA01 ・透過型（透光型、照明光が表示体背後より） 

BA02 ・屈折型（照明光が表示体の側方から来る） 

BA03 ・反射型（照明光（自然光含む）が前方より） 

BA04 ・発光型 

CA00 パターン生成体 

CA01 ・形成材料 

CA02 ・・塗料、インク、写真乳剤又は金属箔 

CA03 ・・蛍光剤、蓄光蛍光剤 

CA06 ・・光源又は導光体自身によるもの 

CC00 光源 
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CC01 ・光の種類、性質 

CC02 ・・紫外線、殺菌灯 

CC03 ・・着色光 

CC08 ・・放電管 

CC10 ・・・蛍光灯 

CA21 ・パターン支持体 

CA25 ・・拡散要素を持つ支持体（乳白、白色板含む） 

DA00 ケース、枠 

EA00 材料 

EA03 ・蛍光材料又は蓄光材料 

 

構成要素に分解した結果と、各構成要素を検索キーに翻訳した結果を以下に

示します。ここで、「（箱体）内部に、可視光を発する蛍光灯と、紫外線を発す

る光源とを備え」との部分を、構成要素ｂ，ｃ及びｄのような形に分割してい

る点に注目して下さい。このように、構成要素の分解は、単純に請求項に記載

された文字を、前から順に区切っていけばいいというものではありません。 

 

構成要素  検索キー又はその集合体 

ａ 開口を有する箱体 ⇒ DA00 

ｂ 内部に…蛍光灯と…光源 ⇒ G09F13/04+BA01 

ｃ 可視光を発する蛍光灯 ⇒ CC10 

ｄ 紫外線を発する光源 ⇒ G09F13/42+CC02 

ｅ 着色塗料 ⇒ CA02 

ｆ 蛍光塗料 ⇒ CA03+EA03 

ｇ 拡散性乳白色板 ⇒ CA25 

ｈ 看板 ⇒ 該当する検索キーなし 

 

 

（２）検索キーの組み合わせ方 

 ここでは、検索キーをどのようにして組み合わせて検索式を作成するかにつ

いて説明します。 

 

 例として、本願発明が、「構成要素ａとｂとｃ」からなるものであった場合を

考えましょう。すなわち、本願の構成要素はａとｂとｃの 3 つであり、その 3

つの構成要素を同時に兼ね備えるものです。特に、構成要素ａは主要部である

とします。 
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 通常、こうした本願発明について審査する場合には、まず構成要素ａとｂと

ｃとを同時に兼ね備える先行技術発明をサーチし、そうした先行技術発明が発

見されれば、新規性欠如という判断を下すことになります。他方、構成要素ａ

とｂとｃとを兼ね備える先行技術発明が発見されなかった場合には、次に、構

成要素ａとｂとを兼ね備えた先行技術発明と、構成要素ａとｃの先行技術発明

とをサーチし、それら両者が発見された場合は、両者の組合せが当業者にとっ

て容易に推考できたものか否かを判断することになります。 

 

 このように、まず本願発明のすべての構成要素を備えた先行技術発明をサー

チするのは、最も強力な証拠を収集するためであるとともに、サーチの観点か

らも効率が良いからです。 

 すなわち、最も強力な証拠になりうる文献を包含する範囲であって、できる

だけ狭い範囲にまで先行技術文献群を絞り込むことが、効率の良いサーチとい

うことになります。そして、その範囲からは適切な先行技術文献が発見できな

かった場合に、次善の策としてサーチすべき文献の範囲を拡大・変更していく

ことになります。 

 

 例えば、構成要素ａと同一又は類似の先行技術が記載された文献が属する文

献集合を A、構成要素ｂと同一又は類似の先行技術が記載された文献が属する文

献集合を B、構成要素ｃと同一又は類似の先行技術が記載された文献が属する文

献集合を Cとします。 

 この場合、構成要素ａ、ｂ、ｃのすべてを同時に兼ね備えた先行技術発明が

記載された文献が存在する可能性が最も高いのは、文献集合Ａと文献集合Ｂと

文献集合Ｃとの共通部分（積集合）です。 

 

 このことを図で表すと、下図のようになります。 

 

 

 

 

 

 

文献集合の概念図 

 

以上の考え方に立つと、構成要素（文献集合）と検索キーとの対応関係を 

   構成要素ａ（文献集合 A） ⇒ 検索キーα  ［主要部］ 

   構成要素ｂ（文献集合 B） ⇒ 検索キーβ 

文献集合Ａ 

文献集合Ｃ 文献集合Ｂ 

文献集合ＡとＢとＣの共通部分 
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   構成要素ｃ（文献集合 C） ⇒ 検索キーγ 

とした場合、検索キーの組み合わせ方の標準形として、以下のような組み合わ

せ順序が導き出せます。 

Step1 α*β*γ 

Step2 α*β 

Step3 α*γ 

Step4 α  

Step5 β*γ 

Step6 β 

Step7 γ 

 

 もちろん、上記標準形は修正される場合があります。例えば、進歩性否定の

論理の組み立て上、構成要素毎にバラバラに先行技術文献を発見することに意

味がないということであれば、Step5～7 は実施しないというような形で、上記

の標準形は修正されます。 

 

 

８．検索式の組み替え（サーチ戦略の変更）  

 サーチを行う際は、やみくもに検索範囲を指定して行うよりも、最初にある

程度的を絞って行い、その結果を分析して更に検索を行う必要があるか否かを

判断した方が効率的です。そこで、最初に組み立てた検索式をサーチと進歩性

否定の判断の過程でどのように組み替えていったらよいかのサーチ手法を理解

することが重要です。 

 検索範囲の組み替えには、検索範囲の拡張と検索範囲の移行があります。以

下において、最初に部分文献集合①をサーチし、その後に部分文献集合②をサ

ーチする場合を例に説明します。 

 

（１）検索範囲の拡張のイメージ（その 1） 

 当初は「構成要素ａ and ｂ and ｃ」に着目して、ａに相当する技術、ｂに

相当する技術、ｃに相当する技術のいずれについても同時に記載されている文

献の集合を抽出してサーチを行っていたが、3つの構成要素を同時に備えた先行

技術を記載した文献が発見できなかったので、「構成要素ｂ and ｃ」に着目し

て構成要素ｂとｃのみについて記載した文献の集合を抽出するサーチへと、検

索範囲を拡張する場合。（文献集合①→文献集合①＋②） 
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拡張イメージ（その 1） 

 

（２）検索範囲の拡張のイメージ（その 2） 

当初は「構成要素ｄ」に相当する技術が記載されている可能性のある文献の

集合を抽出するサーチを行っていたが、より上位概念の「構成要素Ｄ」に相当

する技術が記載されている可能性がある文献の集合を抽出するサーチへと、検

索範囲を拡張する場合。 

例えば、「① シャワー」についての文献集合では本願の「特定形状のシャワ

ー」に対する先行技術文献が発見できなかったので、「② 散水口」についての

文献をサーチすべく検索範囲を拡張する場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡張イメージ（その 2） 

① 

② 

構成ａに関する文献集合Ａ 

構成ｂに関する文献集合Ｂ 構成ｃに関する文献集合Ｃ 

構成要素ａ､ｂ､ｃに関する文献集合（①） 

（集合Ａ､Ｂ､Ｃの積集合） 

構成要素ｂ､ｃに関する文献集合（①+②） 

集合ＢとＣとの積集合 

 

「構成要素 d」に関

する文献集合ｄ’’ 

 

「構成要素Ｄ」（上位概念）

に関する文献集合 D’’ 

 

② 

① 
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（３）検索範囲の移行のイメージ（その 1） 

進歩性を考慮しながら検索範囲を移行する場合。例えば、「構成要素 a、構成

要素ｂ及び構成要素ｃを備える」本願発明について、「構成要素 b and c」とい

う組み合わせに関する先行技術文献を、文献集合 B と文献集合 C との共通部分

（積集合）①の検索範囲で発見した後、更に、他の構成要素ａに関する先行技

術文献をサーチすべく、文献集合 Aの検索範囲②～④に移行する場合。 

この場合、構成要素ａに関する文献が、集合 A のうち集合 B 又は集合 C との

共通部分②又は③から発見できた方が、より適切な進歩性否定の論理を組み立

てられる可能性が高い（構成要素ａとｂの組み合わせや、ａとｃの組合せに関

する先行技術が発見できる可能性が高い）。しかし、仮に、④から発見された場

合でも、先に発見した構成要素ｂとｃの組み合わせに関する先行技術文献と後

に発見した構成要素ａに関する先行技術文献とを組み合わせることについて進

歩性がないと判断される場合もあるので、それを念頭に②～④をサーチする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移行イメージ（その１） 

 

 

（４）検索範囲の移行のイメージ（その 2） 

 全く別の切り口で新たな検索式を作成する場合。例えば、最初の検索範囲①

では、本願発明の構成要素ａに関して適切な先行技術文献が発見できなかった

ために、検索キーを完全に変更して、他の技術分野を検索する場合など。 

 

 

 

 

① 

② 

構成要素ａに関する文献集合Ａ 
構成要素ｂand ｃの組合せ

に関する文献を①から発見 

構成要素ａに関する文献を②～

④の検索ﾌｨｰﾙﾄﾞでサーチする。 

④ 

③ 
① 

構成要素ｂに関する文献集合Ｂ 構成要素ｃに関する文献集合Ｃ 
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移行イメージ（その 2） 

 

 

９．検索の進め方のフロー  

 以上の説明をまとめると、検索の進め方のフローとして、以下のような図を

作成することができます。なお、この図において、 

 Ｘ文献：それ単独で新規性又は進歩性を否定できる文献 

 Ｙ文献：別の文献と組み合わせて進歩性を否定する文献 

を意味します。 

また、作図に当たっては、先行技術調査の対象となる発明は「構成要素ａ、

ｂ、ｃ」で、ａ→ｂ→ｃの順に、Ｘ文献又はＹ文献が発見されるものと仮定し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構成要素ａに関する文献集合Ａ 

（と新たに判断したもの） 

① 

② 

構成要素ａに関する文献集合Ａ 

（と考えていたもの） 
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検索の進め方フロー 

 

 

②全ての構成要素が発見できる可能性のある検索式を 

立てる。（実施例レベルでのサーチ） 

  

①サーチ範囲の外枠決定 

  外の限界（知識、経験により決定） 

文献有無 
構成ａ発見 

Ｎ 

範囲を広げて 
サーチ 

範囲をシフトして 
サーチ 

さらにシフトして 
サーチ 

C B,C 

文献有無 文献有無 文献有無 

最大限まで広げて 
サーチ 

広げてサーチ 広げてサーチ 

文献有無 文献有無 文献有無 

ａ発見 

ａ発見 ｂ発見 

ｂ発見 ｃ発見 

ｃ発見 

Ｍａｘ C 
max 

ｂ,ｃ発見 

ｂ,ｃ発見 

ｂ,ｃなし ｃなし ａ,ｂ,ｃなし 

Ｘ 

文 

献 

発 

見 

Ｙ 

文 

献 

発 

見 

Ｘ発見 

Ｘ発見 

Ｘ発見 

Ｎ 

Ｎ Ｎ 

Ｎ 
Ｎ 

Ｎ 

③ ④ 

⑤ ⑤ ⑤ 

 

 

本願の構成要素a及びbが 

すでに発見されている場合 

④ 

本願 

サーチ範囲 

 

B,C 
max 
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第Ⅳ部 先行技術調査編 ［演習］ 

 

１．先行技術調査のための準備   

 

Example.13 

 あなたは、情報処理装置のインターフェースであるキーボードの開発をしています。

開発着手のための技術動向調査を行っていたところ、特開平 11-317122 号公報を発

見し、同公報に記載された請求項１に係る発明についての先行技術調査を行う必要

性に迫られました。 

 

Question.14 

第Ⅲ部 4．及び 5．で説明した事項を参考に、上記の請求項１に係る発明につい

て、構成要素の分解をしてみましょう。また、分割された構成要素の中から、主要部を

特定しましょう。 

 

ａ  

ｂ  

ｃ  

ｄ  

ｅ  

ｆ  

 

 上記公報の発明の詳細な説明や図面には、1 つのキー(1)に 2 つの入力文字

(11a)が記載され、各入力文字に対応して発光ダイオード(12)が設けられたキー

ボードが開示されています。 

 しかし、第Ⅲ部 4．（2）においても述べたように、本願発明の認定は、請求項

の記載に基づいて行うことから、実施例の記載に引きずられないようにするこ

とが重要です。請求項 1 には、入力文字の数は「複数」と記載されていますか

ら、入力文字を 2 以上有するあらゆるキーを開示する文献が抽出対象となりま

す。同様に、発光部品についても発光ダイオードに限らず、あらゆる発光する

部品を開示する文献を抽出する必要があります。 

 

２．調査対象となる出願に付与された検索キーの確認（１）   

先行技術文献検索を行う場合には、どのような検索キーを用いるかを最初に

決める必要があります。特に、インデックス（FI・Fターム）検索を行う場合に
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は、インデックスを特定する必要があります。PMGS を利用してインデックスを

探す方法については第Ⅱ部 4．で説明をしましたが、調査対象となる出願（以下、

「本願」と言います。）に関係する先行技術文献には、本願に付与されているイ

ンデックスと同じものが付与されている蓋然性が高いはずです。したがって、

まず本願に付与されているインデックスを確認し、そのインデックスを手がか

りに検索を行うのが定石と言えるでしょう。 

 

Question.15 

第Ⅱ部 3．で説明したインデックス（FI・F ターム）の探し方を用いて、先行技術調査

の対象である特開平 11-317122号公報に付与されている FIを確認し、パテントマップ

ガイダンスにて、その意味を調べて下さい26。 

 

FI 意味 

  

  

 ただし、この定石にも盲点があります。それは、各インデックスを付与するた

めの解析作業が人により行われていることに起因するものです。すなわち、人

が関与する以上、インデックスには「付与漏れ」、「誤付与」が生じている可能

性があるということです27。 

 したがって、先行技術文献検索に利用するインデックスは、検索者自身が最

終的に確定する必要があるということになります。 

 
26 パテントマップガイダンスで照会ができない FIは、Question.6 の手順により、「FI改正

情報」ウインドウの「2014 年 11 月付与開始」欄にアクセスしてその意味を確認して下さ

い。 

 なお、この演習で権利調査の対象としている出願の公開公報は平成 11 年発行のため、F

タームについては掲載されていませんが、2000 年以降に発行された公報には、F タームが

記載されていることから、F タームについても同様な方法で確認できます。 
27 インデックスの付与が適切でないことに気づいた場合には、審査官はデータベースに登

録されたインデックスの修正を行うことができます。しかし、公開公報に記載された FI 及

び F タームについては、これを訂正するための公報を改めて発行することはありません。

特許情報プラットフォームが検索に際してアクセスするデータベースは、審査官が修正す

ることができるデータベースですので、公報に記載された FI 及び F タームと異なる場合が

あります。 



 

- 65 - 

 

Question.16 

Question.15 で確認した FI は、何れもＦタームのテーマコードで、5G006 に対応して

います28。以下に添付した 5G006のＦターム表の中から、特開平 11-317122号公報に

記載された請求項１に係る発明の調査に有用と思われるタームを選択して下さい29。 

 

       

       

 

AA00 AA01 AA02 AA03 AA04 AA05 AA06 AA07 AA08 AA09 AA10

接触機構（切
換態様）

・衝合 ・・橋絡 ・スライド ・無接点 ・・光電素子 ・・容量素子 ・・感圧素子 ・・・高分子圧
電フィルム

・・感磁性素子 ・・電磁誘導素
子

AB00 AB01 AB02 AB03 AB06 AB07 AB08 AB09 AB10

接触機構（可
動接触部）

・バネ性の有る
もの

・・接触子兼用
バネ

・・・板バネ ・・・・折曲なし
（１）

・・・・折曲なし
（２）

・・・・折曲なし
（３）

・・・・折曲なし
（４）

・・・・折曲なし
（５）

AB11 AB12 AB13 AB14 AB15 AB16 AB17 AB18 AB19 AB20

・・・・折曲１
（１）

・・・・折曲１
（２）

・・・・折曲１
（３）

・・・・折曲１
（４）

・・・・折曲２
（２）

・・・・折曲２
（２）

・・・・折曲２
（３）

・・・・折曲２
（４）

・・・・折曲２
（５）

・・・・接点分割
板

AB21 AB22 AB24 AB25 AB26 AB28

・・・コイルバネ ・・・・円周面接
触

・・・・軸方向端
面接触

・・・円盤（ド－
ム）バネ

・・・・接点分割
板

・・・棒状バネ

AB33 AB34 AB36 AB37 AB38

・バネ性の無
いもの

・・揺動 ・・差し込み
（１）

・・差し込み
（２）

・・クロスバ－
型

AC00 AC01 AC02 AC03 AC04 AC05 AC06 AC07 AC08

接触機構（配
置）

・可動接点が
可動接点板の
中央部

・可動接点が
可動接点板の
端部

・可動接点が
駆動軸先端部

・可動接点が
駆動軸中央部

・固定接点が
ケ－スの駆動
軸方向部

・固定接点が
ケ－スの駆動
軸垂直方向部

・接点部が駆
動軸方向部

・接点部が駆
動軸垂直方向
部

AZ00 AZ01 AZ02 AZ04 AZ05 AZ06 AZ07 AZ08 AZ09

接触機構（そ
の他）

・プリント基板 ・・マトリクス配
線

・ア－ス付端
子

・材料に特徴
のあるもの

・・磁性材 ・・・ガス、真空
中

・・導電ゴム ・スイッチユ
ニット

BA00 BA01 BA02 BA03 BA04 BA06 BA07 BA08 BA09

ばね機構（用
途）

・復帰用 ・接点用 ・駆動用 ・緩衝用 ・固定用 ・接圧用 ・給電用 ・速動用

BB00 BB01 BB02 BB03 BB04 BB05 BB06 BB07

ばね機構（構
造）

・コイル形 ・板形 ・円盤形 ・・接点分割形 ・材料 ・・スポンジ形 ・・プラスチック
形

BC00 BC01 BC02 BC03 BC04 BC05 BC06 BC07 BC08 BC09 BC10

ばね機構（配
置）

・操作釦と可動
接点板間

・操作釦とケ－
ス間

・操作釦と取付
板間

・操作釦と固定
接点間

・操作釦とケ－
ス下板間

・駆動軸と可動
接点板間

・駆動軸とケ－
ス間

・駆動軸と取付
板間

・駆動軸と固定
接点間

・駆動軸とケ－
ス下板間

BC11 BC12 BC13

・摺動子とケ－
ス間

・操作板と可動
接点板間

・共通端子と可
動接点板間

CB00 CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CB06 CB07 CB08 CB09

操作機構（構
造）

・案内部材 ・緩衝部材 ・抜け止め部
材

・連結部材 ・表面部材 ・スプリング受
部材

・ロ－ラ部材 ・保持部材 ・材料に特徴
のあるもの

CD00 CD01 CD02 CD03 CD04 CD05 CD06 CD07

操作機構（取
付、押圧）

・駆動軸に取
付

・案内部材に
取付

・パネルに取
付

・シ－トに取付 ・操作釦が可
動接点板を押
圧

・表面シ－トが
可動接点板を
押圧

・間接部材を
介して取付又
は押圧

５Ｇ００６
押しボタンスイッチ
H01H13/00,16,20,48,52,64,66,70,76

AA

AB

AC

AZ

BA

BB

BC

CB

CD

 

 
28 パテントマップガイダンスでは、上記 FI に対応するテーマコードとして「5G206」と記

載されています。この「5G206」は平成 17 年に新たに開発され、その前身の「5G006」に

置き換えられたものです。この演習で権利調査の対象としている出願は平成 17 年よりも前

の出願であり、「5G006」及び「5G206」のいずれのテーマコードでも検索に用いることが

できます。なお、「5G206」は付加コード付与対象のテーマコードであり、利用には付加コ

ードを念頭に置いた検索式の立式が必要です。説明の簡略化のため、この演習では「5G006」

を利用します。 
29 Ｆタームには、テーマ毎にその解析のための解説が用意されています。特許情報プラッ

トフォームでは、Ｆターム表のテーマコード名をクリックすると「Ｆターム解説」を見る

ことができます。各タームの正確な意味の確認のためには、「Ｆターム解説」の説明の参照

が欠かせません。 
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DB00 DB01 DB02 DB03 DB04 DB06 DB07

駆動機構（構
造）

・緩衝部材 ・消音部材 ・クリック部材 ・スプリング受
部材

・抜け止め部
材

・材料に特徴
のあるもの

DD00 DD01 DD02 DD03 DD04 DD05 DD06 DD07 DD09

駆動機構（押
圧）

・駆動軸が可
動接点板を押
圧

・・間接部材を
介して押圧

・・・ボ－ル、ロ
－ラ

・・・ピン ・駆動軸がス
イッチユニット
の操作部を押
圧

・・近接間接部
材を介して押
圧

・・・ロ－ラ ・・・シ－ソレバ
－

DD11 DD12 DD13 DD14 DD15 DD16 DD17 DD18

・・・板ばね ・・・クランク ・・・てこ ・・・アクチュエ
－タ

・・遠隔間接部
材を介して押
圧

・・・ワイヤ ・・・長い金属
板

・・・棒状体

EA00 EA01 EA02 EA03 EA04 EA05 EA06 EA07 EA08 EA09 EA10

磁石機構（用
途・取付）

・駆動用 ・復帰用 ・保持用 ・速動用 ・軸先端部 ・軸中央部 ・軸表面部 ・ケース側の
軸方向部

・ケース側の
軸垂直方向部

・ゴム磁石

FB00 FB01 FB02 FB03 FB04 FB05 FB06 FB07 FB08 FB09 FB10

積層機構（構
造）

・複数重ね ・折りたたみ形 ・可動部に特
徴のあるもの

・・ドーム形１ ・・ドーム形２ ・・カップ形１ ・・カップ形２ ・・富士山形１ ・・富士山形２ ・・中心形

FB11 FB12 FB13 FB14 FB15 FB16 FB17 FB18 FB19

・・二重形１ ・・二重形２ ・・箱形 ・・平形１ ・・平形２ ・・導電形 ・・透明形 ・・空気孔付 ・・表面シート
付

FB21 FB22 FB23 FB24 FB25 FB26 FB28 FB29 FB30

・スペーサに特
徴のあるもの

・・一枚形 ・・弾性形（発
泡）

・・印刷形 ・・空気孔付 ・・感圧導電ゴ
ム

・固定部に特
徴のあるもの

・・可撓性基板 ・・透明基板

FB31 FB32 FB33 FB35 FB36 FB37 FB39

・・スペーサ付 ・・空気孔付 ・・スルーホー
ル付

・接点部に特
徴のあるもの

・・可動接点 ・・固定接点 ・材料

FD00 FD02 FD03 FD04 FD05 FD06

積層機構（取
付）

・全体 ・可動部とス
ペーサ間

・固定部とス
ペーサ間

・可動部と固定
部間

・表面シートと
可動部間

GB00 GB01 GB02 GB03 GB04 GB05 GB06 GB07 GB08 GB09 GB10

鎖錠機構（構
造・取付）

・ケ－スがカム
用ピンを保持
するもの

・保持板がカ
ム用ピンを保
持するもの

・可動部にカム
用突起を有す
るもの

・可動部に突
起カムを有す
るもの

・可動部に凹
部カムを有す
るもの

・可動部にカム
用孔を有する
もの

・可動部にカム
付孔を有する
もの

・可動部が鎖
錠板を貫通す
るもの

・可動部が鎖
錠板の横にあ
るもの

・材料に特徴
のあるもの

HB00 HB01 HB02 HB03 HB04 HB05 HB06 HB07 HB08 HB09 HB10

制限機構（構
造・取付）

・クランク ・板体 ・ボ－ル ・ひも ・液体，気体 ・板ばね ・板カム ・棒状体 ・可動部が制
限部材を貫通
するもの

・可動部が制
限部材の横に
あるもの

JA00 JA01 JA02

表示機構（表
示部の位置）

・操作部 ・操作部以外

JB00 JB01 JB02 JB03 JB04 JB05 JB06 JB07 JB08

表示機構（表
示素子）

・白熱電球 ・・多灯形 ・ＬＥＤ ・・セグメント，
ドット形

・ＬＣＤ ・ＥＬ ・ＣＲＴ ・その他

JC00 JC01 JC02

表示機構（表
示素子の配
置）

・操作部内 ・ケ－ス内

JD00 JD01 JD02 JD03

表示機構（表
示素子の取
付）

・操作部に取
付

・ケ－スに取付 ・取付板に取
付

JE00 JE01 JE02 JE03 JE04

表示機構（給
電装置）

・ランプホルダ ・・挿入形ソ
ケットを用いる
もの

・接続部材 ・・複合形

JF00 JF01 JF02

表示機構（光
学装置）

・マ－ク ・・表示シ－ト

JF11 JF12 JF13 JF14 JF15 JF16 JF17

・回動シャッタ ・・回動軸が操
作部にあるも
の

・摺動シャッタ ・・遮閉板を用
いるもの

・摺動フィルム
表示体

・回転表示体 ・接近表示体

JF21 JF22 JF23 JF24 JF25 JF26 JF27

・導光部材 ・・プリズム形 ・・複数分配形 ・・レンズ形 ・・案内部材形 ・・光ファイバ
－

・反射部材

LA00 LA01 LA02 LA04 LA05 LA06 LA07 LA09

ハウジング機
構（ケ－ス構
造）

・縦蓋形 ・・取付板兼用
形

・横蓋形 ・横形 ・ユニット形 ・フレ－ム形 ・機器ケ－ス
兼用形

LB00 LB01 LB02 LB03

ハウジング機
構（ケ－ス組
立手段）

・ケ－ス組立
手段

・・ねじ ・・弾性嵌合

LC00 LC01 LC02 LC03 LC04 LC05

ハウジング機
構（機器ケ－
スに対する取
付配

・機器ケ－スに
対する取付配
置

・・機器表ケ－
スに取付

・・取付板に取
付

・・・表ケ－ス
側取付板に取
付

・・・裏ケ－ス
側取付板に取
付

LD00 LD01 LD02 LD03

ハウジング機
構（ケ－ス取
付手段）

・ケ－ス取付
手段

・・ねじ ・・弾性嵌合

LE00 LE01 LE02

ハウジング機
構（複数ケ－
ス相互の取
付）

・複数ケ－ス
相互の取付

・・連結部材を
介して連結

LF00 LF01 LF02 LF03

ハウジング機
構（取付板取
付手段）

・取付板取付
手段

・・ねじ ・・弾性嵌合

LG00 LG01 LG02 LG03 LG04 LG05 LG06 LG07 LG08 LG09

ハウジング機
構（カバ－装
置）

・操作部を覆う
もの

・・弾性カバ－ ・・硬質カバ－ ・接点部、駆動
部を覆うもの

・・弾性パッキ
ン

・・・ベロ－ズ形
パッキン

・・・ダイアフラ
ム形パッキン

・・ガ－ド ・端子部を覆う
もの

NB00 NB01 NB02

ロック機構（構
造）

・ロック ・・スライド形

DB

DD

EA

FB

FD

GB

HB

JA

JB

JC

JD

JE

JF

LA

LF

LG

NB

LB

LC

LD

LE
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３．調査対象となる出願に付与された検索キーの確認（2）   

先行技術文献検索に利用するインデックスは、検索者自身が最終的に決定す

る必要があるとはいえ、Question.16 でも経験されたように、F ターム表のよう

なインデックス一覧から、適切な検索キーを抽出することはとても難しいこと

です。 

特定の技術分野における検索にある程度慣れるまでは、Fタームも含めた本願

に付与されている全ての検索キーを予め確認してから、先行技術文献検索に利

用するインデックスを決定することが現実的でしょう。 

このような検索キーの確認は、特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）にお

いては、「特許・実用新案番号照会」によって行うことができます。 

 

Example.14 

 特開平 11-317122 号公報に付与されているインデックスを、「特許・実用新案番号

照会」を用いて確認してみましょう。 

 

①グローバルナビゲーション「特許・実用新案」にマウスポインタを移動し、「1.

特許・実用新案番号照会」をクリックします。 

 

②「種別」欄から「公開・公表特許公報(A)」を選択し、「番号」として「H11-317122」

を入力し、「照会」をクリックします。 

 

③検索を実行した結果表示される公開番号「特開平 11-317122」をクリックしま

す。 

 

④表示された画面の「経過情報」ボタンをクリックします。 
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⑤表示された画面の「出願情報」タブをクリックします。 

 

⑥以下のように、FI及び Fタームを確認できます30。 

 
30 ここで確認した FI 及び F タームは、第 63 頁の脚注での説明と同様、公報に記載された

FI 及び F タームと異なる場合があります。 
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４．分割した構成要素の検索キーへの翻訳  

 

Question.17 

Question.14 で行った構成要素の分割が、以下の表に示すようなものであったとの

前提のもと、各構成要素をQuestion.15及びQuestion.16で確認したインデックス（ＦＩ・

Ｆターム）又はそれらの集合体に置き換えて下さい。置き換えに当たっては、第Ⅲ部

8．（2）の説明を参考に、各構成要素の検索範囲を拡張する順序も考慮して下さい。 

 

 

 構成要素  FI・Fターム又はそれらの集合体 

ａ 複数のキーを有し、 ⇒ ①～③の順に検索範囲を拡張する 

① 

② 

③ 

ｂ 各キーは、それぞれ複数の入

力文字を有している 

⇒ ①～③の順に検索範囲を拡張する 

① 

② 

③ 

ｃ キーボードにおいて、 ⇒ ①～③の順に検索範囲を拡張する 

① 

② 

③ 

ｄ 

 

主 

要 

部 

前記各キーは、前記各入力文

字に対応させて配設された発

光部品を有し、該発光部品に

より前記各入力文字が個別に

浮かび上がる 

⇒ 

 

 

①～③の順に検索範囲を拡張する 

① 

② 

③ 

 

（構成要素欄の記載は、特開平 11-317122 号公報の【請求項 1】より一部引用） 

 

Question.18 

第Ⅱ部 5．で説明した特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）の「特許・実用新案分

類検索」を利用して、特開平 11-317122 号公報に記載された請求項 1 に係る発明の

先行技術文献の調査を行います。この場合、「公知日」欄に、どのように入力すれば

よいでしょうか。以下の 2通りのケース毎に考えて下さい。 

（１）新規性、進歩性の判断を行う場合（特§29） 

（２）拡大先願（特§29の 2）及び先後願（特§39）の判断を行う場合 
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（1）の場合 ～ 

（2）の場合 ～ 

 

 

Question.19 

Question.17で得られた構成要素毎のインデックスを用いて、第Ⅲ部 7．（2）及び 8．

を参考に検索及びスクリーニングを行い、新規性又は進歩性の判断を行うに当たり

重要となる文献を抽出して下さい。スクリーニングに当たっては、第Ⅲ部 3．（1）にお

いて、［Phase2］として説明した方法を実践するように努力して下さい31。 

 

 抽出文献名 

1  

2  

3  

4  

 

 

５．一致点及び相違点の認定   

 

Example.15 

 あなたは、Example.10において認定を行った特開 2000-11811号公報に記載された

請求項 1に係る発明の先行技術調査を実施した結果、実公昭 58-38505 号公報を発

見するに至りました。 

 

Question.20 

特開 2000-11811号公報に記載された請求項１に係る発明と、実公昭 58-38505号

公報に開示された発明との一致点、相違点の認定をして下さい。 

 

 
31 検索式について見当もつかないという方は、以下の検索式で検索をしてみてください。 

   テーマコード：5G006 検索式：JB03*JA01*JF01*H01H13/70 

なお、テーマコード 5G006 は平成 16 年に 5G206 へ変更となりましたが、本問で検索対象

とする文献は少なくとも平成 10 年以前に出願された文献ですので、テーマコード 5G006

及び 5G206 のどちらを用いても検索を行うことができます。 
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Question.21 

特開 2000-11811 号公報に記載された請求項 2 に係る発明と、実公昭 58-38505

号公報に開示された発明との一致点、相違点の認定をして下さい。 

 

 

６．論理付け   

 

Question.22 

Question.21で認定した相違点を開示する文献を以下の検索式より検索及びスクリ

ーニングを行い抽出して下さい。 

テーマコード：5G019 検索式：CP19*CP20*CY42*CZ03 公知日： ～1998061932  

 

 抽出文献名 

1  

2  

 

 

Question.23 

Question.22 で抽出した文献に開示された発明と、実公昭 58-38505 号公報に開示

された発明とに基づいて、特開2000-11811号公報に記載された請求項2に係る発明

を当業者が容易に想到することができたとする論理付けを考えて下さい。 

 

 

Practice.6 

特開平11-219636号公報に記載された請求項4に係る発明について、進歩性の判

断に必要な先行技術文献の調査を行って下さい。インデックス検索を利用するかテ

キスト検索を利用するかは、各検索方法の有効性を考慮のうえで決めて下さい。 

なお、進歩性に否定的見解を示す場合には、その論理付けについても考慮して下

さい。 

また、ここでは、押ボタンスイッチの技術分野おける技術水準を把握するために、

第Ⅲ部 4．（1）で紹介した標準技術集のうち、電気分野で平成 15年度に作成の「小型

スイッチ33」の標準技術集を利用します。そして、当該標準技術集に開示された技術

 
32 テーマコード 5G019 は平成 23 年に 5G219 へ変更となりましたが、69 頁の脚注での説

明と同様の理由により、5G019及び5G219のどちらを用いても検索を行うことができます。 
33 標準技術集「小型スイッチ」

（http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10342974/www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/hyouj

un_gijutsu/small_switch/m1_top.htm） 

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10342974/www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/hyoujun_gijutsu/small_switch/m1_top.htm
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10342974/www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/hyoujun_gijutsu/small_switch/m1_top.htm
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的事項である 

●A-2-5 モーメンタリ・オルタネイト動作方式34 

については、周知・慣用技術であると仮定をします。 

 

 

Practice.7 

特開平11-219636号公報に記載された請求項5に係る発明について、進歩性の判

断に必要な先行技術文献の調査を行って下さい。 

なお、条件等は、Practice.6 の場合と同様にします。 

 

 

 なお、特許庁ホームページに掲載されていた標準技術集に関する情報は、国立国会図書

館の Webサイト「インターネット資料収集保存事業（Web Archiving Project）」に移動し

ました。 
34 http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10342974/www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/ 

hyoujun_gijutsu/small_switch/a-2-5.htm 
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第Ⅴ部 出願経過調査編 ［演習］ 

 

１．出願経過情報の確認の必要性  

 ある出願についての権利の有効性を判断するには、その出願がどのような経

緯を経て現在に至っているのかを知ることが重要になります。 

 例えば、権利調査の対象となる出願について、審査官から拒絶理由通知が発

せられていることが判れば、その拒絶理由通知書を閲覧することで、どのよう

な文献が引用されたかや、どのような判断が行われたかを知ることが出来ます。 

 また、特§70 に規定される技術的範囲の確定に当たっては、出願人の意見書

における主張や、特許請求の範囲についての補正内容といった権利取得に至る

までの経緯が参酌される場合があります。 

 さらに、相手方から権利行使がなされた場合には、特許料35（特§107）の未

納等により権利が消滅していないかや、権利が満了に至る時期などを確認する

ところから対応を始めることになります。 

 なお、権利の存在や帰属先等を確認する場合は、必ず特許登録原簿（特§27、

特許登録令§9）を確認するようにして下さい。 

 

２．出願経過情報調査  

 

Example.16 

第Ⅳ部 3．で説明した経過情報の照会方法を用いて、特開平 11－317122 号公報

の出願経過情報を確認します。 

 

①第Ⅳ部 3．の①～④の手順を実行しますと、以下の画面が表示されます。 

 

 
35 各年に納付することから「年金」とも呼ばれます。 

適
宜
ス
ク
ロ
ー
ル 
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②表示された画面の情報から、以下のようなことがわかります。 

●「審査記録」欄（経過記録タブより） 

 

この欄の記載からは、以下の事項を読み取ることが出来ます。 

• 平成 10年 4月 30日 出願（願書提出） 

• 平成 10年 4月 30日 審査請求（出願と同時） 

• 平成 13年 11月 19日 拒絶理由通知書を審査官が起案 

（拒絶理由通知書をクリックしてご確認ください。） 

• 平成 13年 11月 21日 拒絶理由通知書を出願人へ発送 

• 平成 14年 3月 12日 拒絶査定を審査官が起案（拒絶理由通知に対し 

て、出願人から意見書及び手続補正書の提出がなかった） 

    （拒絶査定をクリックしてご確認ください。） 

• 平成 14年 3月 20日 拒絶査定を出願人へ発送（その後、一定期間経 

過しても審判請求がないことから、拒絶査定が確定したと

解される） 

●「引用調査データ記事」欄（出願情報タブより） 

 

この欄の記載から、審査官が拒絶理由通知および拒絶査定において引用した

引用文献が、以下の文献であることを読み取ることが出来ます。 

• 実願昭 63－32799号（実開平 1－138131号）のマイクロフィルム 

• 実願昭 57－131580号（実開昭 59－36129号）のマイクロフィルム 
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Example.17 

特願 2002-298062 号の出願経過情報を確認しましょう。 

 

①「特願 2002-298062 号」が公開番号ではなく、出願番号であることに注意し

て、以下のように番号照会を行います。 

 

 

②その結果、第Ⅳ部 3．⑤の場合と異なり、画面の上部に［基本項目］、［出願情

報］タブだけではなく、［登録情報］、［分割出願情報］タブが表示されます。

この表示が現れるのは、この出願が登録され、分割出願が存在することを意味

します。 

 

③［登録情報］タブをクリックして表示された画面の情報から、以下のことが

わかります。 

 

●「権利者記事」欄 

この欄の記載から、権利者が株式会社半導体エネルギー研究所であることが推

測できます。なお、存続中の特許権の権利者は、必ず特許登録原簿にて確認を

して下さい36。 

 
36 特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）で提供する出願経過情報には、データの蓄積範

囲やデータの更新タイミング等についての制約があります。 
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●「登録記録」、「最終納付年分記事」欄（経過記録タブより） 

この欄の記載から、この特許権については、設定登録の日から 9 年分の特許料

が納付されていることがわかります。なお、権利の存続状況（特許料の納付の

状況等）は、必ず特許登録原簿にて確認をして下さい。 

 

④［分割出願情報］タブをクリックすると、以下の画面が表示されます。この

画面の表示から、特願 2002-298062 号については、8 世代にわたり、20 出願に

分割されていることがわかります。 
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第Ⅵ部 解答例編 

 

Question.1 

テキスト検索とインデックス検索とを組み合わせて検索を行うことの長所・短所を挙

げて下さい。 

 

長所 短所 

⚫ ポイントを絞った検索ができ、ノ

イズが非常に少ない 

 

⚫ テキストとインデックスの論理積

をとると、各々の短所が露呈する。 

⚫ 文献がヒットした理由を見極めに

くい。 

 

 

Question.2 

Example.1 と Example.2 で印刷した公開特許公報と特許公報とを比較して両者の

違いを確認し、以下の表の空欄を埋めて下さい。 

 

 公開特許公報 特許公報 

根拠条文 特許法第 64条 特許法第 66 条第 3項 

公示内容 出願の内容 特許査定時の出願の内容 

対象出願 原則全ての出願 特許権の設定登録がなさ

れた出願 

要約欄の有無 あり なし 

審査官名の有無 なし あり 

参考文献欄の有無 なし あり 

調査をした分野欄の有無 なし あり 

請求の範囲欄の有無 あり あり 

その他の相違 ⚫ 審査請求の有無につ

いての欄がある 

⚫ 付与されている F タ

ームが表示されてい

る 

 

 

⚫ 審査請求日が記載さ

れている 
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Question.3 

ファジィ制御に関する技術の検索をするために、どのような検索キーワードを利用

すればよいでしょうか。異表記／同義語／類義語／関連語を考慮して、以下の表の

空欄を埋めて下さい。 

なお、テキスト検索の場合、「制御」という検索キーワードを使用すると、「制御」、

「制御器」又は「制御機」といった用語が使われている文献は全てヒットします。したが

って、「制御」という検索キーワードを使用する場合に、「制御器」及び「制御機」といっ

た検索キーワードを併用することには意味がありません。 

 

 検索キーワード（異表記／同義語／類義語／関連語） 

 

ファジィ 

ファジー、フアジイ、フアジー 

あいまい、曖昧 

 

 

制御 

コントロール、コントローラ、（コントローラー） 

 

 

 

 

Question.4 

ヒット件数は何件でしたか？ヒットした案件の一覧を表示できますか？  

 

（入力したワードにより異なります

が、「ファジィ」と「制御」だけでも

3,000件以上です。）      件 

 

表示できた ・ 表示できない 

 

 

Question.5 

ＦＩ「G06F9/44 554 K」について、パテントマップガイダンス（PMGS）を利用して、そ

の意味を調べてきましょう。 

 

「FI照会」欄にどのように記入しますか？ 照会できましたか？ 

G06F9/44,554@K できた ・ できない 
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Question.6 

ＦＩ「G06F9/44 554 K」を照会できない理由について、第 7 頁に記載した表を参考

に考えて下さい。 

 

当該 FIが廃止されている。 

 

 

Question.7 

ＦＩ「G06N7/02,554,130」及びその上位概念のＦＩ「G06N7/02,554」の意味について、

パテントマップガイダンス（PMGS）を利用して、その意味を調べましょう。 

また、上記ＦＩに対応するＦタームについても調べてみましょう。 

 

G06N7/02,130 
ファジーシステムのパラメータの学習またはチューニン

グ 

G06N7/02 
ファジー論理を用いるもの（3/00，5/00が優先；適応制御

のためのもの G05B 13/00）［7］ 

G06N7/00 
特定の数学的モデルに基づいたコンピュータ・システム

［7］ 

G06N 
特定の計算モデルに基づくコンピュータ・システム［7］ 

 

 

 

Question.8 

検索結果は以下のようになります。Example.4で探し当てたＦＩ「G05B13/02@N」はヒ

ットしていませんが、その原因は何でしょうか？  

 

考えられる原因 

異表記「フアジイ」、「フアジー」（拗音の小さい字を大きい字で書く）を入力し

なかったため。 
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Question.9 

フ ァジ ィ制御に関する技術動向を把握するに当たり 、 ヒ ッ ト し た FI

「F24H1/10,302@N」及び「B60T8/174@E」を検索用のインデックスとすることに意味は

あるでしょうか？また、そのように判断した理由は何でしょうか？  

 

意味があるか？ その理由 

 

ある・ない 

 

各 FIの上位分類を確認すると、ファジィ制御の適用対象とな

る機器が限定されており、ファジィ制御に関する一般的な技

術動向の把握ができないため（「F24H1/10,302@N」の上位分類

である「F24H1/00」は「熱発生手段を有する水加熱器」の分

類であり、「B60T8/174@E」の上位分類である「B60T8/00」は、

「車両の状態または路面状況の変化に適合するための車輪制

動力の調整装置」の分類である）。 

 

 

Question.10 

Question.8 でヒットしなかったＦＩ「G05B13/02@N」が今回ヒットした理由は何でしょう

か？  

ヒントは、上記の      で示した箇所の色が赤色文字になっているところと、 

 

なっていないところがあります。 

 

理由 

 FI ハンドブックに審査官が記載した説明事項の中には、異表記及び同義語等

についても考慮のうえ記載されていることがあるため（今回ヒットしているの

も、FI の説明欄の記述ではなく、審査官が記載した補足説明欄又は関連分野欄

の記述です）。 
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Question.11 

①と同様にインデックス（ＦＩ・Ｆターム）による検索を行い、以下の表の空欄を埋め

て下さい。 

 

発行年 発行数  発行年 発行数 

1982年 2件 1992年 445件 

1983年 2件 1993年 343件 

1984年 2件 1994年 255件 

1985年 3件 1995年 158件 

1986年 5件 1996年 96件 

1987年 13件 1997年 87件 

1988年 29件 1998年 71件 

1989年 50件 1999年 56件 

1990年 249件 2000年 46件 

1991年 316件 2001年 23件 

 

Question.12 

③と同様にテキスト検索を行い、以下の表の空欄を埋めて下さい。 

 

発行年 発行数  発行年 発行数 

1982年 1件 1992年 720件 

1983年 4件 1993年 627件 

1984年 5件 1994年 481件 

1985年 9件 1995年 363件 

1986年 11件 1996年 242件 

1987年 16件  1997年 197件 

1988年 53件  1998年 159件 

1989年 71件  1999年 147件 

1990年 261件  2000年 112件 

1991年 481件  2001年 107件 

 

Question.13 

Question.11 と Question.12 の結果を集計すると、以下のようなグラフが出来上がり

ました。このグラフを見て、技術動向を簡単に分析してみて下さい。 

また、全体を通じて、ＦＩ・Ｆタームによる検索結果よりも、テキストによる検索結果の

方が、ヒット件数が多い理由についても考えてみましょう。 
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（技術動向分析） 

 ファジィ制御に関する公開公報は、1982 年から公開が始まっていることから、

出願はその 1 年半前の 1980 年頃からなされていると解される。当初数年間は、

公報の発行数に変化がないものの、1989年、1990年から発行数のインフレーシ

ョンが生じており、1988 年より少し前に、ファジィ制御について技術者一般に

知られる契機となる何かがあったものと解される。インデックス検索の結果は、

1992年をピークに減少していることから、ファジィブームは 1990 頃を境に下り

坂に向かったものと解される。 

 

（ヒット件数相違の考察） 

FI・Fタームによる検索結果よりも、テキストによる検索結果の方が、ヒット

件数が多い理由としては、以下のようなものが考えられる。 

①FI及び Fタームを用いた検索では、制御技術一般に分類される FI及び Fター

ムを利用したため、これらの FI や F タームのテーマコードを越えて検索が行

われず、特定用途の制御に特化してファジィ制御が利用されている技術を開示

する文献がヒットしない。これに対し、テキスト検索では、テーマコードの範

囲に縛られずに、横断的な検索ができるため、ヒット件数が多くなる。 

②「ファジィ（ファジー）」という言葉の元々の意味は「綿毛状の」という意味

であり、その意味で当該用語が使用されている文献が、テキスト検索の場合に

おいてヒットしている（例えば、特開平 07-090739 公報）。このような形でヒ

ットしている文献は、ファジィ制御とは何ら関係がないため、いわゆるノイズ

文献ということになる。 

 

Question.14 

第Ⅲ部 4．及び 5．で説明した事項を参考に、上記の請求項１に係る発明につい

て、構成要素を分割してみましょう。また、分割された構成要素の中から、主要部を特

定しましょう。 

 

ａ 複数のキーを有し 

ｂ 各キーは、それぞれ複数の入力文字を有している 

ｃ キーボードにおいて、 

ｄ 前記各キーは、前記各入力文字に対応させて配設された発光部品を有し、

該発光部品により前記各入力文字が個別に浮かび上がる 

ｅ  

ｆ  

（各解答欄の記載は、特開平 11-317122 号公報の【請求項 1】より一部引用） 
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Question.15 

第Ⅱ部 3．で説明したインデックス（ＦＩ・Ｆターム）の探し方を用いて、先行技術調査

の対象である特開平 11-317122 号公報に付与されているＦＩを確認し、パテントマップ

ガイダンスにて、その意味を調べて下さい。 

 

FI 意味 

H01H13/02@A （押ボタンスイッチの細部の）照光表示 

H01H13/70@C （キーボードの）複数押ボタンスイッチ 

H01H13/70@CはＦＩ改正により廃止されましたが、「FI改正情報」ウインドウ

にて入手可能なファイル「2014 年 11 月付与開始 FI 改正情報.xls」のワークシ

ート「廃止」の内容から、その意味を確認することができます。 

 

Question.16 

Question.15 で確認したＦＩは、何れもＦタームのテーマコードで、5G006 に対応して

います。次の頁に添付した 5G006 のＦターム表の中から、特開平 11-317122 号公報

の請求項１の調査に有用と思われるタームを選択して下さい。 

 

JA01 JB01 JB03 JB06 JB07 JC01 JF01 

JF21       

 

Question.17 

Question.14 で行った構成要素の分割が、以下の表に示すようなものであったとの

前提のもと、各構成要素をQuestion.15及びQuestion.16で確認したインデックス（ＦＩ・

Ｆターム）又はそれらの集合体に置き換えて下さい。置き換えに当たっては、第Ⅲ部

8．（2）の説明を参考に、検索範囲を拡張する順序も考慮して下さい。 

 

 構成要素  FI・Fターム又はそれらの集合体 

ａ 複数のキーを有し、 ⇒ ①～③の順に検索範囲を拡張する 

①H01H13/70 

② 

③ 

ｂ 各キーは、それぞれ複数の入

力文字を有している 

⇒ ①～③の順に検索範囲を拡張する 

①JA01*JF01（キー上に表示部があり、

且つそれにマークがある） 

②JA01（キー上に表示部有り） 
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③JF01（マーク有り） 

（「複数」に対応するものはない） 

ｃ キーボードにおいて、 ⇒ ①～③の順に検索範囲を拡張する 

①H01H13/70 

② 

③ 

ｄ 

 

主 

要 

部 

前記各キーは、前記各入力文

字に対応させて配設された発

光部品を有し、該発光部品に

より前記各入力文字が個別に

浮かび上がる 

⇒ ①～③の順に検索範囲を拡張する 

①JB03（まずは実施例のＬＥＤを探

す） 

②JB01+JB06+JB07+H01H13/02@A（光る

もの全体に拡張） 

③ 

（構成要素欄の記載は、特開平 11-317122 号公報の【請求項 1】より一部引用） 

 

Question.18 

第Ⅱ部 5．で説明した特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）の「特許・実用新案検

索」を利用して、特開平 11-317122 号公報に記載された請求項１に係る発明の先行

技術文献の調査を行います。この場合、「公知日」欄に、どのように入力すればよい

でしょうか。以下の２通りのケース毎に考えて下さい。 

（１）新規性、進歩性の判断を行う場合（特§29） 

（２）拡大先願（特§29の 2）及び先後願（特§39）の判断を行う場合 

 

 

（1）の場合 ～1998042937 

（2）の場合 ～1999123138 

 
37 特開平 11-317122 号公報により公開された特許出願（特願平 10-120983 号）は、平成

10 年 4 月 30 日に出願されています。特§29 は、日付ではなく時間で先後を判断する規定

となっています。しかし、審査基準では「特許出願の日と刊行物の発行日とが同日の場合

は、審査官は、刊行物の発行の時が特許出願の時よりも前であることが明らかな場合のほ

かは、頒布時期を特許出願前であると取り扱わない。」とされており（第 III 部第 2 章第 3

節 3.1.1(2)b）、公開公報と頒布時期と出願時刻との前後関係は通常明らかではないので、前

日までに公知となった文献しか引用文献とすることはできません。 
38 特許出願は、通常、出願から１年６月後に公開されます。したがって、出願が平成 10 年

4 月 30 日の場合、公開は平成 11 年 10 月 30 日となるはずですが、様々な理由により公開

が遅れる場合があります。したがって、拡大先願や先後願の判断のための調査に当たって

は、本願の出願日から［1 年 6 月＋α］の設定を行う必要があります。12 月 31 日としたの
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Question.19 

Question.17で得られた構成要素毎のインデックスを用いて、第Ⅲ部 7．（2）及び 8．

を参考に検索及びスクリーニングを行い、新規性又は進歩性の判断を行うに当たり

重要となる文献を抽出して下さい。スクリーニングに当たっては、第Ⅲ部 3．（1）にお

いて、［Phase2］として説明した方法を実践するように努力して下さい。 

 

 抽出文献名 

１ 実願昭 63－32799号（実開平 1－138131号）のマイクロフィルム 

２ 実願昭 57－131580号（実開昭 59－36129号）のマイクロフィルム 

３  

４  

 

 

Question.20 

特開 2000-11811号公報に記載された請求項１に係る発明と、実公昭 58-38505号

公報に開示された発明との一致点、相違点の認定をして下さい。 

 

 特開 2000-11811 号公報に記載された請求項 1に係る発明（以下、「本願発明」

という。）と、実公昭 58-38505号公報に開示された発明（以下、「引用発明」と

いう。）とを対比すると、引用発明に開示された「絶縁基板 7」が本願発明の「プ

リント基板」に相当し、以下同様に 

・ 「ドーム状部 10」等により構成されるスイッチが「プッシュスイッチ」に 

・ 「押ボタン 3」が「キートップ」に 

・ 「電卓等」が「電気機器」に 

・ 「保持部材 1」が「枠体」に 

・ 「アーム 2」が「弾性部」に 

・ 「一体成形」（第 2頁右欄第 23行目）が「一体形成」に 

それぞれ相当し（一致関係にあり）、相違点はない。 

 

 

 

 

 

 

は、単なる例示に過ぎません。なお、「公知日」欄に日付を入力する検索とは別に、検索項

目「出願日」を選択して検索キーワード「:19980430」を入力する検索を行うこともできま

す。 



 

- 87 - 

Question.21 

特開 2000-11811 号公報に記載された請求項 2 に係る発明と、実公昭 58-38505

号公報に開示された発明との一致点、相違点の認定をして下さい。 

 

 （一致点については、Question.20の解答を参照。） 

 特開 2000-11811 号公報に記載された請求項 2に係る発明と引用発明とは、前

者に「規制部材」が存在するのに対して、後者にこれに相当する部材が存在し

ない点で相違する。 

 

 

Question.22 

Question.21で認定した相違点を開示する文献を以下の検索式より検索及びスクリ

ーニングを行い抽出して下さい。 

テーマコード：5G019 検索式：CP19*CP20*CY42*CZ03 公知日： ～19980619  

 

 

 抽出文献名 

１ 実願昭 55－86434号（実開昭 57－12635号）のマイクロフィルム 

２  

 

 

Question.23 

Question.22 で抽出した文献に開示された発明と、実公昭 58-38505 号公報に開示

された発明とに基づいて、特開2000-11811号公報に記載された請求項2に係る発明

を当業者が容易に想到することができたとする論理付けを考えて下さい。 

 

（１）両文献に記載された発明とも、部品を一体成形する点において共通する 

（２）両文献に記載された発明とも、キートップがこれとは別に設けられたス

イッチを押下するという共通の構成を有する 

（３）両文献に記載された発明とも、複数個のキートップが相互に連結されて

いる点で共通する 

 

【注意】検索結果については、検索時期に応じて変化することがあります。こ

のテキストは、2018 年 3 月に検索を行った結果に基づいて作成されてい

ます。また、「公報テキスト検索」の画面については、2018 年 3月現在の

ものを使用しています。 
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