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はじめに 

 

先行技術調査は、①調査対象となる発明の認定、②検索（サーチ）、③引用例

の認定、④対比、⑤判断、の順に作業を行い、⑤の結果に応じて②以降を再度行

うという手順を踏むことが基本になります。しかし、実際の業務では、②におい

て、検索の結果ヒットした案件をスクリーニングしつつ③～⑤を粗めに行い、引

用例の候補が有る程度絞られた時点で、改めて③～⑤を詳細に行うのが一般的

です。 

したがって、このテキストでは、①－③－④－⑤の順にまず説明を行い、これ

らの理解を踏まえたうえで、②の説明を行うことと致します。①～⑤と本テキス

トの構成との対応関係は以下のとおりです。 

 ①調査対象となる発明の認定 ：第Ⅰ部、第Ⅳ部 

 ③引用例の認定  ：第Ⅰ部 

 ④対比    ：第Ⅱ部 

 ⑤判断    ：第Ⅲ部、第Ⅳ部 

 ②検索（サーチ）  ：第Ⅴ部～第Ⅶ部 

なお、テキストで用いた検索式は、特許庁の審査官が使用している検索システ

ムを利用して検索を行う場合の式で説明をしてあります。予めご留意ください。 
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第Ⅰ部 認定 （審査基準第Ⅲ部第２章より抜粋編集） 

１． 請求項に係る発明の認定  

審査官は、請求項に係る発明を、請求項の記載に基づいて認定する。この認定

において、審査官は、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して

請求項に記載されている用語の意義を解釈する。 

 

審査官は、請求項の記載に基づき認定した発明と明細書又は図面に記載され

た発明とが対応しないことがあっても、請求項の記載を無視して明細書又は図

面の記載のみから請求項に係る発明を認定し、それを審査の対象とはしない。審

査官は、明細書又は図面に記載があっても、請求項には記載されていない事項は、

請求項には記載がないものとして請求項に係る発明の認定を行う。反対に、審査

官は、請求項に記載されている事項については必ず考慮の対象とし、記載がない

ものとして扱ってはならない。 

 

 

例 1：特許出願に係る発明の新規性及び進歩性の審理にあたっては、この発明を 29 条

１項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定さ

れなければならないところ、この要旨認定は、特許請求の範囲の記載の技術的意

義が一義的に明確に理解できないとか、あるいは一見してその記載が誤記である

ことが明細書の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情のな

い限り、特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。 

 （参考：昭 62（行ツ）3） 

例 2：「特許請求の範囲」の記載が明確であって、その記載により発明の内容を的確に

把握できる場合に、この「特許請求の範囲」に何ら記載されていない、「発明の詳

細な説明」に記載されている事項を加えて当該発明の内容を理解することは、出

願発明の要旨認定においても許されないところである。（参考：昭 41（行ケ）62） 

 

例 3：発明の要旨の認定ないし解釈は、特許請求の範囲の記載に基づいて行うべきであ

って、その際、特段の事情がない限り、そこに記載された事項を無視したり、あ

るいは、記載されていない事項を付加することは許されないところである。 

（参考：昭 48（行ケ）62） 
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1.1 請求項の記載が明確である場合 

 

 審査官は、請求項の記載どおりに請求項に係る発明を認定する。また、審査官

は、請求項の用語の意味を、その用語が有する通常の意味と解釈する。 

ただし、請求項に記載されている用語の意味内容が明細書又は図面において

定義又は説明されている場合は、審査官は、その定義又は説明を考慮して、その

用語を解釈する。なお、請求項の用語の概念に含まれる下位概念を単に例示した

記載が発明の詳細な説明又は図面中にあるだけでは、ここでいう定義又は説明

には該当しない。 

 

例 1：発明の要旨の認定、すなわち特許請求の範囲に記載された技術的事項の確定は、

まず特許請求の範囲の記載に基づくべきであり、その記載が一義的に明確であり、

その記載により発明の内容を的確に理解できる場合には、発明の詳細な説明に記載

された事項を加えて発明の要旨を認定することは許されず、特許請求の範囲の記載

文言自体から直ちにその技術的意味を確定するのに十分といえないときにはじめ

て詳細な説明中の記載を参酌できるにすぎないと解される。 

（参考：平４（行ケ）116） 

 

例 2：考案の要旨の認定は、出願に係る考案が登録を受ける要件を具備するか否かを判

断する手法として、当該考案の登録請求範囲に記載された技術的事項を明確にす

るために行われるものであって、登録請求範囲の記載からその技術的事項が明確

である限りその記載にしたがって考案の要旨を認定すべきであり、考案の詳細な

説明の記載事項や図面の記載からその要旨を限定的に解釈することはできないと

いうべきである。     （参考：平元（行ケ）42） 

 

例 3：明細書の技術用語は学術用語を用いること、用語はその有する普通の意味で使用

することとされているから、明細書の技術用語を理解ないし解釈するについて、

辞典類等における定義あるいは説明を参考にすることも必要ではあるが、それの

みによって理解ないし解釈を得ようとするのは相当でなく、まず当該明細書又は

図面の記載に基づいて、そこで用いられている技術用語の意味あるいは内容を理

解ないし解釈すべきである。   （参考：平６（行ケ）78） 
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例 4：「特許請求の範囲」の記載に用いられている技術用語が通常の用法と異なり、その

旨が「発明の詳細な説明」に記載されているとか、「特許請求の範囲」に記載され

ているところが不明確で理解困難であり、それの意味内容が「発明の詳細な説明」

において明確にされているというような場合等に、これら用語、記載を解釈する

に当たって、「発明の詳細な説明」の記載を参酌してなすべきであるのはいうまで

もない。     （参考：昭 41（行ケ）62） 

 

 

 

1.2 請求項の記載が一見すると明確でなく、理解が困難な場合 

 

明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項中の用語を

解釈すると請求項の記載が明確になるのであれば、審査官は、それらを考慮して

その用語を解釈する。 

 

例：登録請求の範囲の記載を合理的に解釈するため、そこに表われている技術用語ない

し技術的事項で不明確なものの正しい意味内容を考案の詳細な説明の記載の参酌

によって確定することは当然許容される。  （参考：昭 47（行ケ）33） 

 

 

 

1.3 明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、請求項

に係る発明が明確でない場合 

 

 審査官は、請求項に係る発明の認定を行わない。なお、このような発明につい

て、先行技術調査の除外対象になり得ることについて、「第Ⅴ部 審査基準上の

先行技術調査手法」の 2.3を参照。 

  



第Ⅰ部 認定 

5 

 

２．引用発明の認定（特§２９1） 

 

 審査官は、先行技術を示す証拠に基づき、引用発明を認定する。 

 

2.1 先行技術 

 

先行技術は、本願の出願時より前に、日本国内又は外国において、2.1.1から

2.1.4までのいずれかに該当したものである。本願の出願時より前か否かの判断

は、時、分、秒まで考慮してなされる。外国で公知になった場合については、日

本時間に換算した時刻で比較してその判断がなされる。 

 

2.1.1 頒布された刊行物に記載された発明(第 29条第 1項第 3号) 

 

「頒布された刊行物に記載された発明」とは、不特定の者が見得る状態に置か

れた(注1)刊行物(注2)に記載された発明をいう。 

 

(注1) 現実に誰かが見たという事実を必要としない。 

 

(注2) 「刊行物」とは、公衆に対し、頒布により公開することを目的として複製された文

書、図面その他これに類する情報伝達媒体をいう。 

 

(1) 刊行物に記載された発明 

 

a 「刊行物に記載された発明」とは、刊行物に記載されている事項及び刊行物

に記載されているに等しい事項から把握される発明をいう。審査官は、これ

らの事項から把握される発明を、刊行物に記載された発明として認定する。

刊行物に記載されているに等しい事項とは、刊行物に記載されている事項か

ら本願の出願時における技術常識を参酌することにより当業者が導き出せ

る事項をいう。 

 審査官は、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項

から当業者が把握することができない発明を「引用発明」とすることができ

ない。そのような発明は、「刊行物に記載された発明」とはいえないからで

ある。 

 

 
1 この記載は、特許法第２９条を意味します。本書において、以下同様です。 
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（記載されているに等しい事項とされた例） 

例 1：電気的干渉の防止を目的とするシールド手段としての導電体はアースに接続する

のが、電気関係の分野における技術常識であったと認められ、したがって、当業

者であれば、引例中に特に記載がなくとも、引例記載のスイッチのシールド板が

アースに落とされることを予定したものであることを、当然の事項として了知す

べきものと推認することができる。実用新案法第 3 条の規定の趣旨にかんがみれ

ば、同条第 1 項第 3 号にいう「刊行物に記載された考案」とは、刊行物の記載か

ら一般の当業者が了知しうる技術的思想をいうものと解するのが相当である。…

引例記載のシールド板が使用態様としてアースに落とされるということは、前示

技術常識に照らして読むとき、「シールド板」という引例の用語自体の技術的意味 

 

内容の一部に他ならないから、実質上記載されているに等しいというべきである。 

（参考：昭 56（行ケ）93） 

 

（記載されているに等しい事項としない例） 

例 2：引用例の実施例 6においては、クエン酸の同効物としてアタプルギツトクレイ（酸

性成分）が示されており、これは溶媒に不溶であり、しかも当該技術分野では従

来酸性成分として溶媒に不溶なものが普通に使用されていることからみて、ここ

にはかえって、溶媒に不溶なフェノール樹脂を使用することが示されているにと

どまるとみるのが相当である。したがって結局、引用例には、「フェノール樹脂」

のうちから塩基性成分と共通の溶媒に可溶のものを選定すべきことを示す記載が

あるとすることはできない。   （参考：昭 55（行ケ）12） 

 

 

b 審査官は、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項か

ら当業者が把握することができる発明であっても、以下の(i)又は(ii)の場合

は、その刊行物に記載されたその発明を「引用発明」とすることができない。 

 

(i) 物の発明については、刊行物の記載及び本願の出願時の技術常識に基

づいて、当業者がその物を作れることが明らかでない場合 

(ii) 方法の発明については、刊行物の記載及び本願の出願時の技術常識に

基づいて、当業者がその方法を使用できることが明らかでない場合 
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2.1.2 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明(第 29 条第 1 項第 3

号) 

 

 「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」とは、電気通信回線(注

1)を通じて不特定の者が見得るような状態に置かれた(注2)ウェブページ等(注

3)に掲載された発明をいう。 

 

(注 1) 「回線」とは、一般に往復の通信路で構成された、双方向に通信可能な伝送路を

意味する。一方向にしか情報を送信できない放送は、「回線」には含まれない。双方向

からの通信を伝送するケーブルテレビ等は、「回線」に該当する。 

 

(注 2) 現実に誰かがアクセスしたという事実を必要としない。具体的には、以下の(i)及

び(ii)の両方を満たすような場合は、公衆に利用可能となった(不特定の者が見得る状態

に置かれた)ものといえる。 

(i) インターネットにおいて、公知のウェブページ等からリンクをたどることで到達

でき、検索エンジンに登録され、又はアドレス(URL)が公衆への情報伝達手段(例

えば、広く一般的に知られている新聞、雑誌等)に載っていること。 

(ii) 公衆からのアクセス制限がなされていないこと。 

 

(注 3) 「ウェブページ等」とは、インターネット等において情報を掲載するものをいう。

「インターネット等」とは、インターネット、商用データベース、メーリングリスト等

の電気通信回線を通じて情報を提供するものをいう。 

 

(1) ウェブページ等に掲載された発明 

「ウェブページ等に掲載された発明」とは、ウェブページ等に掲載されてい

る事項及びウェブページ等に掲載されているに等しい事項から把握される発

明をいう。 

審査官は、ウェブページ等に掲載された発明を、2.1.1(1)に準じて認定する。

ただし、その発明を引用するためには、ウェブページ等に掲載されている事項

が掲載時期にその内容のとおりにそのウェブページ等に掲載されていたこと

が必要である。 

審査官は、公衆に利用可能となった時が出願前か否かを、引用しようとする

ウェブページ等に表示されている掲載時期に基づいて判断する(注4)。 

 

(注 4) 掲載時期の記載がなく、又は年若しくは月の記載のみがあり、出願時との先後が
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不明である場合は、審査官は、掲載された情報に関してその掲載、保全等に権限及び責

任を有する者から掲載時期についての証明を得て、掲載時期が出願時よりも前であれ

ば、その情報を引用することができる。 

 

2.1.3 公然知られた発明(第 29条第 1項第 1号) 

 

「公然知られた発明」とは、不特定の者に秘密でないものとしてその内容が知

られた発明をいう(注)。 

 

(注) 守秘義務を負う者から秘密でないものとして他の者に知られた発明は、「公然知ら

れた発明」である。このことと、発明者又は出願人の秘密にする意思の有無とは関係し

ない。 

学会誌等の原稿は、一般に、その原稿が受け付けられても不特定の者に知られる状態

に置かれるものではない。したがって、その原稿の内容が公表されるまでは、その原稿

に記載された発明は、「公然知られた発明」とはならない。 

 

「公然知られた発明」は、通常、講演、説明会等を介して知られたものである

ことが多い。その場合は、審査官は、講演、説明会等において説明された事実か

ら発明を認定する。 

説明されている事実の解釈に当たって、審査官は、講演、説明会等の時におけ

る技術常識を参酌することにより当業者が導き出せる事項も、「公然知られた発

明」の認定の基礎とすることができる。 

 

2.1.4 公然実施をされた発明(第 29条第 1項第 2号) 

 

「公然実施をされた発明」とは、その内容が公然知られる状況又は公然知られ

るおそれのある状況で実施をされた発明をいう(注)。 

(注) その発明が実施をされたことにより、公然知られた事実もある場合は、第29条第1項

第1号の「公然知られた発明」にも該当する。 

 

「公然実施をされた発明」は、通常、機械、装置、システム等を用いて実施されたも

のであることが多い。その場合は、審査官は、用いられた機械、装置、システム

等がどのような動作、処理等をしたのかという事実から発明を認定する。 

その事実の解釈に当たって、審査官は、発明が実施された時における技術常識を

参酌することにより当業者が導き出せる事項も、「公然実施をされた発明」の認

定の基礎とすることができる。 
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３．先行技術を示す証拠が上位概念又は下位概念で発明を表現している場合の取

扱い 

 

(1) 先行技術を示す証拠が上位概念(注1)で発明を表現している場合 

この場合は、下位概念で表現された発明が示されていることにならないか

ら、審査官は、下位概念で表現された発明を引用発明として認定しない。ただ

し、技術常識を参酌することにより、下位概念で表現された発明が導き出され

る場合には(注2)、審査官は、下位概念で表現された発明を引用発明として認

定することができる。 

(注1) 「上位概念」とは、同族的若しくは同類的事項を集めて総括した概念又はある共通

する性質に基づいて複数の事項を総括した概念をいう。 

(注2) 概念上、下位概念が上位概念に含まれる、又は上位概念の用語から下位概念の用語

を列挙することができることのみでは、下位概念で表現された発明が導き出される(記

載されている)とはしない。 

 

(2) 先行技術を示す証拠が下位概念で発明を表現している場合 

先行技術を示す証拠が発明を特定するための事項として「同族的若しくは同

類的事項又はある共通する性質」を用いた発明を示しているならば、審査官は、

上位概念で表現された発明を引用発明として認定できる。なお、新規性の判断

の手法としては、上位概念で表現された発明を引用発明として認定せずに、対

比、判断の際に(第Ⅱ部 1..及び第Ⅲ部 1.、特に第Ⅱ部 1.2 を参照。)、その上位

概念で表現された請求項に係る発明の新規性を判断することができる。 

 

４．留意事項 

 

 審査官は、請求項に係る発明の知識を得た上で先行技術を示す証拠の内容を

理解すると、本願の明細書、特許請求の範囲又は図面の文脈に沿ってその内容を

曲解するという、後知恵に陥ることがある点に留意しなければならない。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)理解されなければならない。
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第Ⅱ部 対比（審査基準第Ⅲ部第２～４章より抜粋編集） 

１．請求項に係る発明と引用発明との対比（特§２９） 

 

1.1 対比の一般手法 

 

審査官は、認定した請求項に係る発明と、認定した引用発明とを対比する。請

求項に係る発明と引用発明との対比は、請求項に係る発明の発明特定事項と、引

用発明を文言で表現する場合に必要と認められる事項(以下この章において「引

用発明特定事項」という。)との一致点及び相違点を認定してなされる。審査官

は、独立した二以上の引用発明を組み合わせて請求項に係る発明と対比しては

ならない。 

 

1.1.1 発明特定事項が選択肢を有する請求項に係る発明について 

 

審査官は、選択肢(注1)中のいずれか一の選択肢のみを、その選択肢に係る発

明特定事項と仮定したときの請求項に係る発明と、引用発明とを対比すること

ができる(注2)。 

 (注1) 選択肢には、形式上の選択肢と、事実上の選択肢とがある。 

「形式上の選択肢」とは、請求項の記載から一見して選択肢であることがわかる表

現形式の記載をいう。 

「事実上の選択肢」とは、包括的な表現によって、実質的に有限の数の、より具体

的な事項を包含するように意図された記載をいう。 

(注2) 請求項に係る発明が新規性及び進歩性を有するとの判断をするためには、審査官

は、請求項に記載された事項に基づいて把握される発明の全てについて、その判断をし

なければならない。したがって、審査官は、必ずしもその発明の一部について対比をす

ればその判断ができるとは限らないことに留意する。 

 

1.2 請求項に係る発明の下位概念と引用発明とを対比する手法 

 

審査官は、請求項に係る発明の下位概念と引用発明とを対比し、両者の一致点

及び相違点を認定することができる(注)。 

請求項に係る発明の下位概念には、発明の詳細な説明又は図面中に請求項に

係る発明の実施の形態として記載された事項等がある。この実施の形態とは異

なるものも、請求項に係る発明の下位概念である限り、対比の対象とすることが

できる。 
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この対比の手法は、例えば、以下のような請求項における新規性の判断に有効

である。 

(i) 機能、特性等によって物を特定しようとする記載を含む請求項 

(ii) 数値範囲による限定を含む請求項 

 

(注) 1.1.1(注2)を参照。 

 

1.3 対比の際に本願の出願時の技術常識を参酌する手法 

 

審査官は、刊行物等に記載又は掲載されている事項と請求項に係る発明の発

明特定事項とを対比する際に、本願の出願時の技術常識を参酌し、刊行物等に記

載又は掲載されている事項の解釈を行いながら、一致点と相違点とを認定する

ことができる。ただし、この手法による判断結果と、これまでに述べた手法によ

る判断結果とが異なるものであってはならない。  

 

２．本願の請求項に係る発明と引用発明との対比（特§２９の２） 

 

 審査官は、認定した本願の請求項に係る発明と、認定した引用発明とを対比す

る。審査官は、上記１.の手法に準じて、この対比を行う(「本願の出願時」は「他

の出願の出願時」と読み替えられる。)。 

 

３．本願発明と先願発明又は同日出願発明との対比（特§３９） 

 

審査官は、認定した本願発明と、認定した先願発明又は同日出願発明とを対比

する。 

審査官は、上記 1.の手法に準じて、この対比を行う(「請求項に係る発明」、「引

用発明」のうち、一方が「本願発明」と読み替えられ、他方が「先願発明又は同

日出願発明」と読み替えられる。)。 
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第Ⅲ部 判断 （審査基準第Ⅲ部第２～４章より抜粋編集） 

１．新規性の判断2 

新規性の判断の対象となる発明は、請求項に係る発明である。 

審査官は、請求項に係る発明が新規性を有しているか否かを、請求項に係る

発明と、新規性及び進歩性の判断のために引用する先行技術(引用発明)とを対比

した結果、請求項に係る発明と引用発明との間に相違点があるか否かにより判

断する。相違点がある場合は、審査官は、請求項に係る発明が新規性を有してい

ると判断する。相違点がない場合は、審査官は、請求項に係る発明が新規性を有

していないと判断する。対比した結果、請求項に係る発明の発明特定事項と引用

発明特定事項とに相違点がない場合は、請求項に係る発明は新規性を有しない。

相違点がある場合は、新規性を有する。 

 

1.1 発明特定事項が選択肢を有する請求項に係る発明について 

 

一の選択肢のみを、その選択肢に係る発明特定事項と仮定したときの請求項

に係る発明と、引用発明との対比の結果、両者に相違点がない場合は、審査官は、

請求項に係る発明が新規性を有していないと判断する。 

 

２．進歩性の判断に係る基本的な考え方3 

進歩性の判断の対象となる発明は、請求項に係る発明である。 

審査官は、請求項に係る発明の進歩性の判断を、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

か否かを検討することにより行う。 

当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたか否かの判断には、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必要である。そこで、審査官は、これらの諸事実を法的に評

価することにより、論理付けを試みる。 

 

以下この部において「当業者」とは、以下の(i)から(iv)までの全ての条件を備

えた者として、想定された者をいう。当業者は、個人よりも、複数の技術分野か

らの「専門家からなるチーム」として考えた方が適切な場合もある。 

  

 
2 新規性の判断手順例については、第Ⅷ部資料３．を参照。 
3 進歩性の判断手順例については、第Ⅷ部資料３．を参照。 
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(i) 請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術常識(注1)を有してい

ること。 

(ii) 研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む。)のための通常の技術的

手段を用いることができること。 

(iii) 材料の選択、設計変更等の通常の創作能力を発揮できること。 

(iv) 請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術水準(注2)にあるもの

全てを自らの知識とすることができ、発明が解決しようとする課題に関連し

た技術分野の技術を自らの知識とすることができること。 

 

論理付けを試みる際には、審査官は、請求項に係る発明の属する技術分野にお

ける出願時の技術水準を的確に把握する。そして、請求項に係る発明についての

知識を有しないが、この技術水準にあるもの全てを自らの知識としている当業

者であれば、本願の出願時にどのようにするかを常に考慮して、審査官は論理付

けを試みる。 

 

(注1) 「技術常識」とは、当業者に一般的に知られている技術(周知技術及び慣用技術を

含む。)又は経験則から明らかな事項をいう。したがって、技術常識には、当業者に一

般的に知られているものである限り、実験、分析、製造の方法、技術上の理論等が含ま

れる。当業者に一般的に知られているものであるか否かは、その技術を記載した文献の

数のみで判断されるのではなく、その技術に対する当業者の注目度も考慮して判断さ

れる。 

ここで、「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であっ

て、例えば、以下のようなものをいう。 

(i) その技術に関し、相当多数の刊行物(審査基準「第Ⅰ部 認定」の2.1.1参照)又は

ウェブページ等(「第Ⅰ部 認定」の2.1.2参照) (以下この章において「刊行物等」

という。)が存在しているもの 

(ii) 業界に知れ渡っているもの 

(iii) その技術分野において、例示する必要がない程よく知られているもの 

「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。 

 

(注2) 「技術水準」とは、先行技術のほか、技術常識その他の技術的知識(技術的知見等)

から構成される。 
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３．進歩性の具体的な判断 

審査官は、先行技術の中から、論理付けに最も適した一の引用発明を選んで

主引用発明とし、以下の(1)から(4)までの手順により、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到達する論理付けができるか否かを判

断する。審査官は、独立した二以上の引用発明を組み合わせて主引用発明として

はならない。 

審査官は、特許請求の範囲に二以上の請求項がある場合は、請求項ごとに、進

歩性の有無を判断する。 

 

(1) 審査官は、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に関し、進歩性

が否定される方向に働く要素(3.1参照)に係る諸事情に基づき、他の引用発

明(以下この章において「副引用発明」という。)を適用したり、技術常識を

考慮したりして、論理付けができるか否かを判断する。 

 

(2) 上記(1)に基づき、論理付けができないと判断した場合は、審査官は、請

求項に係る発明が進歩性を有していると判断する。 

 

(3) 上記(1)に基づき、論理付けができると判断した場合は、審査官は、進歩

性が肯定される方向に働く要素(3.2参照)に係る諸事情も含めて総合的に評

価した上で論理付けができるか否かを判断する。 

 

(4) 上記(3)に基づき、論理付けができないと判断した場合は、審査官は、請

求項に係る発明が進歩性を有していると判断する。 

 上記(3)に基づき、論理付けができたと判断した場合は、審査官は、請求

項に係る発明が進歩性を有していないと判断する。 
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進歩性が否定される方向 

に働く要素 

  

進歩性が肯定される方向 

に働く要素 

 

 

 ・主引用発明に副引用発明 

を適用する動機付け 

(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 

 

・主引用発明からの設計変更等 

・先行技術の単なる寄せ集め 

⇔ 

・有利な効果 

・阻害要因 

 例：副引用発明が主引用発明

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

るような場合等 

 

 

  

図 論理付けのための主な要素 

 

 上記(2)の手順に関し、例えば、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違

点に対応する副引用発明がなく、相違点が設計変更等でもない場合は、論理付け

はできなかったことになる。 

他方、上記(4)後段の手順に関し、例えば、請求項に係る発明と主引用発明と

の間の相違点に対応する副引用発明があり、かつ、主引用発明に副引用発明を適

用する動機付け(論理付けのための一要素。上図を参照。)があり、進歩性が肯定

される方向に働く事情がない場合は、論理付けができたことになる。 

 

3.1 進歩性が否定される方向に働く要素 

 

3.1.1 主引用発明に副引用発明を適用する動機付け 

 

主引用発明(A)に副引用発明(B)を適用したとすれば、請求項に係る発明(A+B)

に到達する場合(注1)には、その適用を試みる動機付けがあることは、進歩性が

否定される方向に働く要素となる。 

主引用発明に副引用発明を適用する動機付けの有無は、以下の(1)から(4)まで

の動機付けとなり得る観点を総合考慮して判断される。審査官は、いずれか一つ

の観点に着目すれば、動機付けがあるといえるか否かを常に判断できるわけで

はないことに留意しなければならない。 
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(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 

 

(注1) 当業者の通常の創作能力の発揮である設計変更等(3.1.2(1)参照)は、副引用発明を

主引用発明に適用する際にも考慮される。よって、主引用発明に副引用発明を適用する

際に、設計変更等を行いつつ、その適用をしたとすれば、請求項に係る発明に到達する

場合も含まれる。 

 

(1) 技術分野の関連性 

 主引用発明の課題解決のために、主引用発明に対し、主引用発明に関連する

技術分野の技術手段の適用を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮で

ある。例えば、主引用発明に関連する技術分野に、置換可能又は付加可能な技

術手段があることは、当業者が請求項に係る発明に導かれる動機付けがあると

いうための根拠となる。 

 審査官は、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けの有無を判断するに

当たり、(1)から(4)までの動機付けとなり得る観点のうち「技術分野の関連性」

については、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。 

ただし、「技術分野」を把握するに当たり(注2)、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る。このような場合において、

他の動機付けとなり得る観点を考慮しなくても、「技術分野の関連性」により

動機付けがあるといえるならば、動機付けの有無を判断するに当たり、改めて

「課題の共通性」や「作用、機能の共通性」について考慮する必要はない。 

 (注) 技術分野は、適用される製品等に着目したり、原理、機構、作用、機能等に着目

したりすることにより把握される。 

 

例1： 

[請求項] 

アドレス帳の宛先を通信頻度に応じて並べ替える電話装置。 

[主引用発明] 

アドレス帳の宛先をユーザが設定した重要度に応じて並べ替える電話装置。 

[副引用発明] 

アドレス帳の宛先を通信頻度に応じて並べ替えるファクシミリ装置。 
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(説明) 

主引用発明の装置と、副引用発明の装置とは、アドレス帳を備えた通信装置という

点で共通する。このことに着目すると、両者の技術分野は関連している。 

 さらに、ユーザが通信をしたい宛先への発信操作を簡単にする点でも共通してい

ると判断された場合には、両者の技術分野の関連性が課題や作用、機能といった観点

をも併せて考慮されたことになる。 

 

例 2：引用発明の打止解除装置はパチンコゲーム機に関するものであるが、これを、同

じ遊技ゲーム機であり、計数対象がパチンコ玉かメダルかという差異はあるものの

その所定数を計数してスロットマシンを停止する打止装置を有するスロットマシン

に転用することは、容易に着想し得るものであると認められる。技術の転用の容易

性は、ある技術分野に属する当業者が技術開発を行うに当たり、技術的観点からみ

て類似する他の技術分野に属する技術を転用することを容易に着想することができ

るか否かの観点から判断されるべきところ、この観点からは、パチンコゲーム機の

技術をスロットマシンの技術に転用することは容易に着想できることと認められる。 

（参考：平 8（行ケ）103） 

 

例 3：カメラとオートストロボとは常に一緒に使用されるものであり、密接に関連する

ので、カメラに設けられた測光回路の入射制御素子を、オートストロボの測光回路

に適用することは、その適用に当たって格別の構成を採用したものでない限り、当

業者が容易になし得たことである。   （参考：昭 55（行ケ）177） 

 

例 4：引用発明 1は段ボール紙印刷機における印刷インク回収装置に関するものであり、

引用発明 2 は印刷インキ等の高粘性液を供給する装置に関するものであるから、両

者が同一の技術分野に属することは明らかである。そして、前記の相違点の判断に

おいて引用発明 2 から援用すべきものは、移送ポンプの駆動モータを逆転制御回路

に連設することによって移送ポンプを正転・逆転に切り換えられる吐出・吸引ポン

プに構成するという、極めて基礎的な技術手段にすぎないから、両者の具体的な技

術的課題（目的）が同一でないことは、引用発明 1 に対する引用発明 2 の技術手段

の適用が、当業者にとってきわめて容易であったことを否定する論拠にはならない。 

（参考：平 8（行ケ）21） 
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(2) 課題の共通性 

主引用発明と副引用発明との間で課題が共通することは、主引用発明に副引

用発明を適用して当業者が請求項に係る発明に導かれる動機付けがあるとい

うための根拠となる。 

本願の出願時において、当業者にとって自明な課題又は当業者が容易に着想

し得る課題が共通する場合も、課題の共通性は認められる。審査官は、主引用

発明や副引用発明の課題が自明な課題又は容易に着想し得る課題であるか否

かを、出願時の技術水準に基づいて把握する。 

 

審査官は、請求項に係る発明とは別の課題を有する引用発明に基づき、主引

用発明から出発して請求項に係る発明とは別の思考過程による論理付けを試

みることもできる。試行錯誤の結果の発見に基づく発明等、請求項に係る発明

の課題が把握できない場合も同様である。 

 

例1： 

[請求項] 

表面に硬質炭素膜が形成されたペットボトル。 

[主引用発明] 

表面に酸化ケイ素膜が形成されたペットボトル。 

(主引用発明が記載された刊行物には、酸化ケイ素膜のコーティングがガスバリア性

を高めるためのものであることについて記載されている。) 

[副引用発明] 

表面に硬質炭素膜が形成された密封容器。 

(副引用発明が記載された刊行物には、硬質炭素膜のコーティングがガスバリア性を

高めるためのものであることについて記載されている。) 

(説明) 

膜のコーティングがガスバリア性を高めるためのものであることに着目すると、

主引用発明と副引用発明との間で課題は共通している。 
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例2： 

[請求項] 

握り部に栓抜き部が備えられた調理鋏。 

[主引用発明] 

握り部に殻割部が備えられた調理鋏。 

[副引用発明] 

握り部に栓抜き部が備えられたペティーナイフ。 

(説明) 

調理鋏やナイフ等の調理器具において多機能化を図ることは、調理器具における

自明の課題であり、主引用発明と副引用発明との間で課題は共通している。 

 

例 3：引用発明 1、2は、ラベルが仮着されている台紙を所定位置に停止させる点で、同

一の技術課題を有する。引用発明 1 において、その技術的課題を解決するために

引用発明 2 のラベル送り制御手段を適用することは、当業者ならば容易に想到し

得たことである。    （参考：平 2（行ケ）182） 

 

例 4：鋸刃の厚みは鋸刃の刃長さによって種々異なることは普通であり、替え刃式鋸に

おいて厚みの異なる鋸刃を交換して使用する技術的課題自体は、引用発明 1 に接

した当業者であれば容易に予測できる。また、引用発明 4～7の挟持手段はナイフ

等の厚みが異なっても弾性により挟持力で挟持できることは明らかであり、その

構造自体が種々の厚みの刃物に対応して挟持させる技術思想のもとに製作されて

いると認められるので引用発明 4～7 の技術思想は厚みの異なる刃物を交換使用

する点で本願考案の技術的課題と共通している。従って、引用発明 1 の鋸刃の構

成に引用発明 4～7 の構成を転用することは当業者が極めて容易に着想すること

が可能というべきである。（参考：平 7（行ケ）5） 

 

例 5：本願発明の「費用及び空間を節約」という課題は、混合機に限らず、あらゆる装

置についていえる一般的な課題、つまり、装置の構成を考える場合における自明

な課題にすぎない。そしてこの課題と軸上減速機及びモータ付き減速機の前記特

徴とを併せて考慮し、引用発明 1 の混合機を前記自明の課題に従って占有面積を

節約しようとして、引用発明 4 に記載された前記軸上減速機及びモータ付き減速

機を採用することは、当業者であれば容易に想到できたことであり、そこに格別

の困難があるということができない。  （参考：平 4（行ケ）142） 
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例 6：引用発明 4には、ゴルフクラブ用シャフトにおいて、「軽量であること」が重要な

要求特性の 1 つであることが明示され、かつ、ボールの飛距離との関係で、ゴル

フクラブのシャフトの重量を軽くすることの必要性ないし有利性が教示されてい

るのであるから、ゴルフクラブのシャフトの軽量化を計るという本件考案の課題

は、当業者において当然予測できる程度の事項であると認められる。 

 （参考：平 7（行ケ）152） 

 

例 7：本願発明は、表面に付着する水を逃がすために、カーボン製ディスクブレーキに

溝を設けたもの。一方、引用発明 1 には、カーボン製ディスクブレーキが記載され

ている。引用発明 2 には、表面に付着する埃を除去する目的で、金属製のディスク

ブレーキに溝を設けたものが記載されている。 

この場合、引用発明 1 のカーボン製ディスクブレーキにおいても、表面に付着す

る埃が制動の妨げになることが、ブレーキの一般的な機能から明らかであるから、

このような問題をなくすために引用発明 2 の技術に倣ってカーボン製ディスクブレ

ーキに溝を設けることは、当業者が容易になし得る技術改良であり、その結果、本願

発明と同じ構成が得られるので、本願発明は進歩性を有しない。 

（参考：201USPQ658） 

 

 

(3) 作用、機能の共通性 

 主引用発明と副引用発明との間で、作用、機能が共通することは、主引用発

明に副引用発明を適用したり結び付けたりして当業者が請求項に係る発明に

導かれる動機付けがあるというための根拠となる。 

 

例1： 

[請求項] 

膨張部材を膨張させて洗浄布を接触させ、ブランケットシリンダを洗浄する印刷機。 

[主引用発明] 

カム機構を用いて洗浄布を接触させ、ブランケットシリンダを洗浄する印刷機。 

[副引用発明] 

膨張部材を膨張させて洗浄布を接触させ、凹版シリンダを洗浄する印刷機。 

(説明) 

主引用発明のカム機構も、副引用発明の膨張部材も、洗浄布を印刷機のシリンダに

接触又は離反させる作用のために設けられている点に着目すると、主引用発明と副

引用発明との間で作用は共通している。 
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(4) 引用発明の内容中の示唆 

 引用発明の内容中において、主引用発明に副引用発明を適用することに関す

る示唆があれば、主引用発明に副引用発明を適用して当業者が請求項に係る発

明に導かれる動機付けがあるというための有力な根拠となる。 

 

例1： 

[請求項] 

エチレン／酢酸ビニル共重合体及び当該共重合体中に分散された受酸剤粒子を含

み、当該共重合体が、さらに架橋剤により架橋されている透明フィルム。 

[主引用発明] 

エチレン／酢酸ビニル共重合体及び当該共重合体中に分散された受酸剤粒子を含

む透明フィルム。 

(主引用発明が記載された刊行物には、エチレン／酢酸ビニル共重合体が太陽電池

の構成部品と接触する部材として用いられることについて言及されている。) 

[副引用発明] 

太陽電池用封止膜に用いられ、エチレン／酢酸ビニル共重合体からなる透明フィ

ルムであって、当該共重合体が架橋剤により架橋された透明フィルム。 

(説明) 

主引用発明が記載された刊行物の前記言及は、主引用発明に、太陽電池用封止膜と

して用いられる透明フィルムに関する技術を適用することについて、示唆している

ものといえる。 

 

例 2：引用例には、陽イオン性でしかも化学的前処理が不必要な水性電着浴を得るとい

う本願発明と同様の目的に適する金属イオンとして、電位列中の電位が鉄の電位

よりも高いものという条件が挙げられており、具体的に 7 種の金属イオンが例示

されている。この中には本願発明の特定構成である鉛イオンは記載されていない

が、鉛は電位列中の電位が鉄の電位よりも高いことは周知の事実であるから、鉛

イオンを用いることは引用例に示唆されているといえる。したがって、鉛イオン

を用いることが本願発明の目的を実現する上で不適当である等の事情がない限り、

鉛イオンを電着浴に添加しようとすることは、当業者であれば容易に着想できる

ことである。     （参考：昭 61（行ケ）240） 
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例 3：本願発明の 3―位クロル体は、引用例にあげられた 2―位クロル体および 4―位ク

ロル体と化学構造上置換位置しか相違しない点、および引用例には化合物が明色

化剤として使用できるためには置換位置を特定の位置に限定しなければならない

旨の記載はない点を考慮すると、3―位クロル体は引用例に示唆されているものと

いえるのであって、同じく明色化剤として使用価値があることは、当業者であれ

ば容易に予測できることである。   （参考：昭 51（行ケ）19） 

 

3.1.2 動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素 

 

(1) 設計変更等 

請求項に係る発明と主引用発明との相違点について、以下の(i)から(iv)まで

のいずれか(以下この章において「設計変更等」という。)により、主引用発明

から出発して当業者がその相違点に対応する発明特定事項に到達し得ること

は、進歩性が否定される方向に働く要素となる。さらに、主引用発明の内容中

に、設計変更等についての示唆があることは、進歩性が否定される方向に働く

有力な事情となる。 

(i) 一定の課題を解決するための公知材料の中からの最適材料の選択(例1) 

(ii) 一定の課題を解決するための数値範囲の最適化又は好適化(例2) 

(iii) 一定の課題を解決するための均等物による置換(例3) 

(iv) 一定の課題を解決するための技術の具体的適用に伴う設計変更や設

計的事項の採用(例4及び例5) 

 これらは、いずれも当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないからである。 

 

例1：球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着剤として、加圧で接着する接着剤

に代え、周知の水反応型接着剤を適用することは，公知材料の中からの最適材料の選択

にすぎない。 

 

例2：硬化前のコンクリートについて、流動性を悪化させる75μm 以下の粒子の含有量を

低減し、1.5質量%以下に定めることは、当業者が適宜なし得る数値範囲の最適化又は

好適化にすぎない。 
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例3:湿度の検知手段に特徴のある浴室乾燥装置の駆動手段として、ブラシ付き DC モー

タに代えて、周知のブラシレス DC モータを採用することは、均等物による置換にすぎ

ない。 

 

例4：携帯電話機の出力端子と、外部の表示装置であるデジタルテレビとを接続し、当該

デジタルテレビに画像を表示する際に、その画面の大きさ、画像解像度に適合したデジ

タルテレビ用の画像信号(デジタル表示信号)を生成及び出力することは、外部装置の種

類や性能に応じて適切な方法を選択するものであって、当業者が適宜なし得る設計的

事項である。 

 

例5:顧客側端末装置から入力された情報に応じて当該顧客に宿泊施設情報を提供するシ

ステムにおいて、旅行代理店の窓口でなされているビジネス慣行を参考とし、顧客側端

末装置から入力する選択項目として飲食物を採用し、また、提供する宿泊施設情報の項

目として宿泊施設の築年数を採用することは、当業者が適宜採用し得る設計的事項で

ある。 

 

例6：赤外線エネルギーの波長範囲が略0.8より1.0μm の赤外線波を用い送受信を行うこ

とは、従来周知の事項であると認められる。そうすると、緊急車の運転伝達装置にこれ

を適用することを妨げる特段の事情も窺えない以上、これを引用発明1の運行伝達に適

用することは、当業者にとって容易に想到し得たことと認められる。 

（参考：平9（行ケ）86、阻害要因がなければ適用容易とした例） 

 

例2：補強材で補強されていない布や紙を植物体を挟む基材として用いることは、押し花

製作法における周知・慣用の技術である。そうとすれば、引用発明の可撓性吸湿板のよ

うに、補強した布や紙を用いる必要のない場合、この補強材を省いて、塩化カルシウム

を吸蔵させた布や紙を基材として用いようとすることは、当業者のみならず、押し花を

製作してみようと試みる一般人にとっても、単なる設計事項若しくは容易に考え出せ

ることである。 

（参考：平6（行ケ）82、83号） 

 

トリミング機能は一般的な動画編集ソフトであれば、殆どのものが対応してい

る機能である。 
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(2) 先行技術の単なる寄せ集め 

先行技術の単なる寄せ集めとは、発明特定事項の各々が公知であり、互いに

機能的又は作用的に関連していない場合をいう。発明が各事項の単なる寄せ集

めである場合は、その発明は当業者の通常の創作能力の発揮の範囲内でなされ

たものである。先行技術の単なる寄せ集めであることは、進歩性が否定される

方向に働く要素となる。さらに、主引用発明の内容中に先行技術の寄せ集めに

ついての示唆があることは、進歩性が否定される方向に働く有力な事情とな

る。 

 

例1：公知の昇降手段 A を備えた建造物の外壁の作業用ゴンドラ装置に、公知の防風用カ

バー部材、公知の作業用具収納手段をそれぞれ付加することは、先行技術の単なる寄せ

集めである。 

 

例2：原告らの主張する顕著な作用効果なるものは、公知の個々の技術について当然予測

される効果の単なる集合の域を出ないものとみるほかなく、したがって、これをもって

本願発明に特有の顕著な作用効果とみることはできない。 

（参考：昭 44（行ケ）7） 

 

3.2 進歩性が肯定される方向に働く要素 

 

3.2.1 引用発明と比較した有利な効果 

 

 引用発明と比較した有利な効果は、進歩性が肯定される方向に働く要素であ

る。このような効果が明細書、特許請求の範囲又は図面の記載から明確に把握さ

れる場合は、審査官は、進歩性が肯定される方向に働く事情として、これを参酌

する。ここで、引用発明と比較した有利な効果とは、発明特定事項によって奏さ

れる効果(特有の効果)のうち、引用発明の効果と比較して有利なものをいう。 

 

(1) 引用発明と比較した有利な効果の参酌 

 請求項に係る発明が、引用発明と比較した有利な効果を有している場合は、

審査官は、その効果を参酌して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到でき

たことの論理付けを試みる。そして、請求項に係る発明が引用発明と比較した

有利な効果を有していても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたこ

とが、十分に論理付けられた場合は、請求項に係る発明の進歩性は否定される。 

 しかし、引用発明と比較した有利な効果が、例えば、以下の(i)又は(ii)のよう
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な場合に該当し、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであること

は、進歩性が肯定される方向に働く有力な事情になる。 

(i) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果とは異質な効果を有し、こ

の効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたもので

はない場合 

(ii) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果と同質の効果であるが、

際だって優れた効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が

予測することができたものではない場合 

特に選択発明(「第Ⅳ部 特定の表現を有する請求項等についての取扱い」の

7. 参照)のように、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属するも

のについては、引用発明と比較した有利な効果を有することが進歩性の有無を

判断するための重要な事情になる。 

 

例 1：本願発明により製造された積層材が、強度その他の面において、従来のものに比

べて若干優れた特性を有するとしても、それは当業者の容易にすることができる

選択にしたがい、ポリエチレン樹脂に代えてポリプロピレン樹脂を選んだ結果も

たらされたものであり、進歩性の判断を左右しない。（参考：昭 37（行ナ）199） 

 

例 2：光電変換半導体装置の半導体層のうち、光が入射される側の半導体領域の材料に

珪素炭化物を採用することが、同領域の光の吸収を少なくする観点から容易であ

った以上、この半導体領域が第二の半導体領域のる型性劣化を防止するという効

果を合わせ有するとしても、珪素炭化物を採用することの容易性を左右するもの

でない。     （参考：昭 63（行ケ）282） 

 

 

 

例1：請求項に係る発明が特定のアミノ酸配列を有するモチリンであって、引用発明のモ

チリンに比べ6～9倍の活性を示し、腸管運動亢進効果として有利な効果を奏するもの

である。この効果が出願当時の技術水準から当業者が予測できる範囲を超えた顕著な

ものであることは、進歩性が肯定される方向に働く事情になる。 

例2：本願発明の効果は各構成の結合によりはじめてもたらされたものであり、かつ顕著

なものであるから、本願発明は、その構成が公知であって各引用発明に記載されている

技術とはいえ、これから容易に推考し得たものとはいえない。 

（参考：昭 44（行ケ）107） 
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(2) 意見書等で主張された効果の参酌 

 以下の(i)又は(ii)の場合は、審査官は、意見書等において主張、立証(例えば、

実験結果の提示)がなされた、引用発明と比較した有利な効果を参酌する。 

(i) その効果が明細書に記載されている場合 

(ii) その効果は明細書に明記されていないが、明細書又は図面の記載から

当業者がその効果を推論できる場合 

しかし、審査官は、意見書等で主張、立証がなされた効果が明細書に記載さ

れておらず、かつ、明細書又は図面の記載から当業者が推論できない場合は、

その効果を参酌すべきでない。 

 

3.2.2 阻害要因 

 

(1) 副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があることは、論理

付けを妨げる要因(阻害要因)として、進歩性が肯定される方向に働く要素とな

る。ただし、阻害要因を考慮したとしても、当業者が請求項に係る発明に容易

に想到できたことが、十分に論理付けられた場合は、請求項に係る発明の進歩

性は否定される。 

 阻害要因の例としては、副引用発明が以下のようなものであることが挙げ

られる。 

(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(例1) 

(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

(例2) 

(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(例3) 

(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(例4) 
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例1： 

[主引用発明] 

水道水のオゾンによる滅菌処理において、水流部を主流部と支流部とに分岐し、支

流部から陽極に水道水を導入し、これを電解して直接オゾン水とする方法。 

(主引用発明の記載された刊行物には、気体と液体との混合に関する高価な装置(気

液接触装置)の使用を避けるという主引用発明の目的が記載されている。) 

[副引用発明] 

純水を電解して電解槽の陽極室にオゾン含有ガスを発生させ、当該ガスを前記電

解槽から取り出して陽極液から分離し、分離したオゾン含有ガスを被処理水に注入

することによりオゾン水とする方法。 

(説明) 

気体と液体との混合に関する高価な装置(気液接触装置)の使用は、主引用発明の目

的に反する。したがって、主引用発明において、副引用発明を適用し、一旦オゾン含

有ガスを陽極液から取り出し、これを再び支流又は主流に注入し、溶解させる構成を

採用することには、阻害要因がある。 

 

例 2：引用発明 1 は、ターミナルピンの設け方を工夫することにより薄型化を図る事を

目的とするトランスの取り付け装置であるが、引用発明 1 のターミナルピンに引

用発明 2 の構成を適用すると、折角逃がし穴まで設けた上で設け方を工夫して薄

型化を図ったターミナルピンを考案の目的に反する方向に変更することになるか

ら、両者が平面取り付け可能という点で共通することを考慮しても、当業者が容

易に想到することができたものとは認められない。 

（参考：平 8（行ケ）91、阻害要因を考慮して進歩性を容認した例） 

 

 

例3： 

[主引用発明] 

所定の構造を有するベーンポンプ。 

[副引用発明] 

所定の形状を有するガスケット。 

(説明) 

主引用発明のベーンポンプのシール用に、副引用発明のガスケットを用いた場合

に、間隙が生じ、ベーンポンプとしての機能を果たしえなくなるときは、主引用発明

に副引用発明を適用することについて、阻害要因がある。 
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例4： 

[主引用発明] 

液冷媒が通る通路と、気相冷媒が通る通路とを有する樹脂性の弁本体と、制御機構

とを固定するために、かしめ固定による連結という手法を採用した温度式膨張弁。 

(主引用発明が記載された刊行物には、先行技術の課題として、螺着の場合には、

雄ねじの形成にコストがかかり、かつ、取付けに当たり接着剤を使用する必要があ

り、取付作業が面倒になることを挙げ、その課題を解決するために、かしめ固定とい

う方法を採用したと記載されている。) 

[副引用発明] 

二つの部材を固定するために、ねじ結合による螺着という手法を採用した圧力制

御弁。 

(説明) 

主引用発明は、ねじ結合による螺着という方法を積極的に排斥しており、主引用発

明に、副引用発明のねじ結合による螺着という技術を適用することには、阻害要因が

ある。 

 

例 5：本願発明が炭酸マグネシウムの分解に伴う二酸化炭素を利用するものであるのに

対し、引用発明はその利用を否定するものであるから、対比判断の資料に供し得

ない。      （参考：昭 62（行ケ）155） 

 

 

例6： 

[主引用発明] 

合成繊維の仮撚加工中の合成繊維を所定の糸導ガイドを走行させつつ、一の非接

触式加熱装置で加熱する方法。 

(主引用発明が記載された刊行物には、染斑を低減させることが目的として記載さ

れている。) 

[副引用発明] 

合成繊維の仮撚加工中の合成繊維を複数の非接触式加熱装置で加熱する方法。 

(副引用発明が記載された刊行物には、いくつかの態様が記載され、そのうち、全

ての非接触式加熱装置を温度 a で運転する態様については、他の態様よりは、染斑

が発生しやすい態様として記載されている。) 

(説明) 

副引用発明の前記態様は、主引用発明が達成しようとする染斑の低減という点で

は劣る例として示されたものである。したがって、主引用発明に副引用発明を適用

し、主引用発明の非接触式加熱装置を温度 a で運転することには、阻害要因がある。 
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(2) 刊行物等の中に、請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記

載があれば、そのような刊行物等に記載された発明は、引用発明としての適格

性を欠く。したがって、主引用発明又は副引用発明がそのようなものであるこ

とは、論理付けを妨げる阻害要因になる。しかし、一見論理付けを妨げるよう

な記載があっても、進歩性が否定される方向に働く要素に係る事情が十分に

存在し、論理付けが可能な場合には、そのような刊行物等に記載された発明

も、引用発明としての適格性を有している。 

 

3.3 発明特定事項が選択肢を有する請求項に係る発明について 

 

一の選択肢のみを、その選択肢に係る発明特定事項と仮定したときの請求項

に係る発明と、引用発明とを対比し、論理付けを試みた結果、論理付けができた

場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していないと判断する。 

 

3.4 進歩性の判断における留意事項 

 

(1) 請求項に係る発明の知識を得た上で、進歩性の判断をするために、以下の(i)

又は(ii)のような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。 

(i) 当業者が請求項に係る発明に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

(「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.3参照)。 

 

(2) 審査官は、主引用発明として、通常、請求項に係る発明と、技術分野又は課

題(注1)が同一であるもの又は近い関係にあるものを選択する。 

 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

した場合には、論理付けは困難になりやすい。そのような場合は、審査官は、

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(例えば、主引用発明に副引用発明を適用す

るに当たり十分に動機付けとなる事情が存在するのか否かの検討)が要求され

ることに留意する。 

 

(注1) 自明な課題や当業者が容易に着想し得る課題を含む。 

 また、ここで検討されるのは、請求項に係る発明と主引用発明との間で課題が大き
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く異なるか否かである。ここで請求項に係る発明と主引用発明との間で検討される

課題は、3.1.1(2)の課題(主引用発明と副引用発明との間で共通するか否かが検討され

る課題)と同一である必要はない。 

 

また、請求項に係る発明の解決すべき課題が新規であり、当業者が通常は着

想しないようなものである場合は、請求項に係る発明と主引用発明とは、解決

すべき課題が大きく異なることが通常である。したがって、請求項に係る発明

の課題が新規であり、当業者が通常は着想しないようなものであることは、進

歩性が肯定される方向に働く一事情になり得る。 

 

(3) 審査官は、論理付けのために引用発明として用いたり、設計変更等の根拠と

して用いたりする周知技術について、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(その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。 

 

(4) 審査官は、本願の明細書中に本願出願前の従来技術として記載されている技

術について、出願人がその明細書の中でその従来技術の公知性を認めている

場合は、出願当時の技術水準を構成するものとして、これを引用発明とするこ

とができる。 

 

(5) 物自体の発明が進歩性を有している場合には、その物の製造方法及びその物

の用途の発明は、原則として、進歩性を有している(注2)。 

 

(注2) 例外としては、物自体の発明が用途発明(「第Ⅳ部 特定の表現を有する請求項等

についての取扱い」の3.1.2参照)である場合における、その物の製造方法が挙げられ

る。 

 

(6) 審査官は、商業的成功、長い間その実現が望まれていたこと等の事情を、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。ただし、審査官は、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、この参酌をすることができる。 
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例 1：本願発明におけるような組成からなる精油所右残分ガスを用いることは、引用発

明とは全く異なる発想というべきであり、当業者に容易に行いうるとすることは

できず、本願発明は、排ガスである精油所残分ガスを用いることによって、原材

料の極めて安価な供給と廃物の有効利用という経済的効果をもたらすことは明ら

かであって、その効果は格別のものと評価することができるから、本願発明は、

引用発明に基づいて当業者が容易に発明できたものとは認められない。 

（平元（行ケ）180） 

例 2：原告主張のように本願発明の実施品が商業的に成功したということは作用効果の

予測容易性を左右するものではない。   （平 8（行ケ）193） 

 

 

４．本願の請求項に係る発明と引用発明とが同一か否かの判断（特§２９の２） 

 

 審査官は、本願の請求項に係る発明と、引用発明とを対比した結果、以下の(i)

又は(ii)の場合は、両者をこの章でいう「同一」と判断する。 

(i) 本願の請求項に係る発明と引用発明との間に相違点がない場合 

(ii) 本願の請求項に係る発明と引用発明との間に相違点がある場合であっ

ても、両者が実質同一である場合 

ここでの実質同一とは、本願の請求項に係る発明と引用発明との間の相違点

が課題解決のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術(注)の付加、

削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの)である場合をい

う。 

 

(注)「周知技術」及び「慣用技術」については、上記2.(注1)を参照。  

 

５．本願発明と他の出願の請求項に係る発明等とが同一か否かの判断（特§３９） 

  

5.1 他の出願が先願である場合 

 

 審査官は、本願発明と、先願の請求項に係る発明等(以下この章において「先

願発明」という。)とを対比した結果、以下の(i)又は(ii)の場合は、両者を「同一」

と判断する。 

(i) 本願発明と先願発明との間に相違点がない場合 

(ii) 本願発明と先願発明との間に相違点がある場合であっても、両者が実質

同一である場合 
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 ここでの実質同一とは、相違点が以下の(ii-1)から(ii-3)までのいずれかに該当

する場合をいう。 

(ii-1) 課題解決のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術(注1)

の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの)で

ある場合 

(ii-2) 先願発明の発明特定事項を、本願発明において上位概念(注2)として

表現したことによる差異である場合 

(ii-3) 単なるカテゴリー表現上の差異(例えば、表現形式上、「物」の発明で

あるか、「方法」の発明であるかの差異)である場合 

 

(注1) 「周知技術」及び「慣用技術」については、上記2.(注1)を参照。  

(注2) 上位概念については、「第Ⅰ部 認定」の3.(注1)を参照。 

 

5.2 他の出願が同日出願である場合 

 

本願発明と同日出願の請求項に係る発明等(以下この章において「同日出願発

明」という。)がそれぞれ発明 A と発明 B である場合において、以下の(i)及び

(ii)のいずれのときにも、発明 A と発明 B とが同一(上記3.2.1でいう「同一」を

意味する。以下この項(3.)において同じ。)であるときに、審査官は、本願発明と

同日出願発明とを「同一」と判断する。 

(i) 発明 A を先願とし、発明 B を後願と仮定したとき。 

(ii) 発明 B を先願とし、発明 A を後願と仮定したとき。 

他方、発明 A を先願とし、発明 B を後願としたときに後願発明 B と先願発明

A とが同一であっても、発明 B を先願とし、発明 A を後願としたときに後願発

明 A と先願発明 B とが同一でない場合(例えば、発明 A が「バネ」であり、発明

B が「弾性体」である場合)は、審査官は、本願発明と同日出願発明とが「同一」

でないと判断する。 
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第Ⅳ部 特定の表現を有する請求項等についての取扱い （審査

基準第Ⅲ部第 2～4章より抜粋） 

 

１. 概要 

ここでは、以下の(i)から(v)までに掲げられた記載を有する請求項に係る発明

及び(vi)選択発明について、新規性及び進歩性の審査をする際に、審査官が更に

留意すべき事項を取り扱う。 

(i) 作用、機能、性質又は特性を用いて物を特定しようとする記載(2.参照) 

(ii) 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(3.参照) 

(iii) 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(4.参照) 

(iv) 製造方法によって生産物を特定しようとする記載(5.参照) 

(v) 数値限定を用いて発明を特定しようとする記載(6.参照) 

(vi) 選択発明(7.参照) 

 

２. 作用、機能、性質又は特性を用いて物を特定しようとする記載がある場合 

 

2.1 請求項に係る発明の認定 

 

請求項中に作用、機能、性質又は特性(以下この項(2.)において「機能、特性等」

という。)を用いて物を特定しようとする記載がある場合は、審査官は、原則と

して、その記載を、そのような機能、特性等を有する全ての物を意味していると

解釈する。例えば、「熱を遮断する層を備えた壁材」について、審査官は「断熱

という作用又は機能を有する層」という「物」を備えた壁材と認定する(注)。た

だし、審査官は、機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載の意味内容が

明細書又は図面において定義又は説明されており、その定義又は説明により、機

能、特性等を用いて物を特定しようとする記載が通常の意味内容とは異なる意

味内容と認定されるべき場合があることに留意する。 

また、審査官は、2.1.1に従って、請求項に係る発明を認定しなければならな

いことがある点に留意する。 

 

 (注) 出願時の技術常識を考慮すると、そのような機能を有する全ての物を意味してい

るとは解釈されない場合がある。具体的には、請求項に「木製の第一部材と合成樹脂製

の第二部材を固定する手段」が記載されている場合が挙げられる。文言上は排除されて

いないが、出願時の技術常識を考慮すると、この手段に、溶接等のような金属に使用さ
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れる固定手段が含まれないことは、明らかである。 

 

2.1.1 その物が固有に有している機能、特性等が請求項中に記載されている場

合 

 

 請求項中に機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載があったとして

も、審査官は、その記載を、その物自体を意味しているものと認定する。その機

能、特性等を示す記載はその物を特定するのに役に立っていないからである。 

 

例1：抗癌性を有する化合物 X 

(説明) 

抗癌性が特定の化合物 X の固有の性質であるとすると、「抗癌性を有する」という

記載は、物を特定するのに役に立っていない。したがって、化合物 X が抗癌性を有

することが知られていたか否かにかかわらず、審査官は、例1の記載が「化合物 X」

そのものを意味しているものと認定する。 

 

例2：高周波数信号をカットし、低周波数信号を通過させる RC 積分回路 

(説明) 

「高周波数信号をカットし、低周波数信号を通過させる」点は、「RC 積分回路」が

固有に有する機能である。したがって、審査官は、例2の記載が一般的な「RC 積分

回路」を意味しているものと認定する。 

しかし、「・・Hz 以上の高周波数信号をカットし、・・Hz 以下の低周波数信号を通

過させる RC 積分回路」という請求項の場合は、一般的な「RC 積分回路」が固有に

有する機能による特定ではない。この場合には、この請求項の記載は、物を特定する

のに役立っており、「一般的な RC 積分回路のうち特定の周波数特性を有するもの」

を意味しているものとして、請求項に係る発明を認定する。 

 

2.2 新規性又は進歩性の判断 

 

請求項中に記載された機能、特性等を有する物が公知であるならば、審査官

は、請求項中の機能、特性等の記載により特定される物について、新規性を有し

ていないと判断する。例えば、「熱を遮断する層を備えた壁材」について、審査

官は、「断熱という作用又は機能を有する層」という「物」を備えた何らかの壁

材が公知であれば、「熱を遮断する層を備えた壁材」は新規性を有していないと

判断する。ただし、審査官は、2.2.1のように判断すべき場合があることに留意

する。 
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2.2.1 その物が固有に有している機能、特性等が請求項中に記載されている場

合 

 

 その物が公知であるならば、審査官は、その物について、新規性を有していな

いと判断する。請求項中に記載された機能、特性等は、その物を特定するのに役

に立っていないからである。 

 

例1：抗癌性を有する化合物 X (2.1.1の例1と同じ。)  

(説明) 

請求項に係る発明は、「化合物 X」そのものを意味しているものと認定される。し

たがって、化合物 X が公知である場合は、この請求項に係る発明の新規性は否定さ

れる。 

 

例2：高周波数信号をカットし、低周波数信号を通過させる RC 積分回路 (2.1.1の例2と

同じ。) 

(説明) 

請求項に係る発明は、一般的な「RC 積分回路」を意味しているものと認定される。

したがって、一般的な「RC 積分回路」が公知であることを理由として、この請求項

に係る発明の新規性は否定される。 

しかし、「・・Hz 以上の高周波数信号をカットし、・・Hz 以下の低周波数信号を通

過させる RC 積分回路」という請求項の場合は、「一般的な RC 積分回路のうち特定

の周波数特性を有するもの」を意味しているものとして、請求項に係る発明が認定さ

れる。よって、この請求項に係る発明の新規性は、一般的な RC 積分回路により否定

されない。 

 

2.2.2 機能、特性等の記載により引用発明との対比が困難であり、厳密な対比

をすることができない場合 

 

請求項に係る発明の新規性又は進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑い

を抱いたときに限り、審査官は、新規性又は進歩性が否定される旨の拒絶理由通

知をする。ただし、その合理的な疑いについて、拒絶理由通知の中で説明しなけ

ればならない。 
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３. 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合 

 

3.1 請求項に係る発明の認定 

 

請求項中に、「～用」といった、物の用途を用いてその物を特定しようとする

記載(用途限定)がある場合は、審査官は、明細書及び図面の記載並びに出願時の

技術常識を考慮して、その用途限定が請求項に係る発明特定事項としてどのよ

うな意味を有するかを把握する。  

 

例 1：「殺虫用の化合物Ｚ」 

明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮すると、「殺虫用の」なる記

載はその化合物の有用性を示しているに過ぎないから、「殺虫用の化合物 Z」は、用途限

定のない「化合物 Z」そのものと解される。したがって、この場合、「殺虫用の化合物Ｚ」

と、用途限定のない公知の「化合物Ｚ」とは、別異のものであるとすることはできない。 

 

3.1.1 用途限定がある場合の一般的な考え方 

 

用途限定が付された物が、その用途に特に適した物を意味する場合は、審査官

は、その物を、用途限定が意味する形状、構造、組成等(以下この項(3.)において

「構造等」という。)を有する物であると認定する(例1及び例2)。その用途に特に

適した物を意味する場合とは、用途限定が、明細書及び図面の記載並びに出願時

の技術常識をも考慮して、その用途に特に適した構造等を意味すると解釈され

る場合をいう。 

他方、用途限定が付された物が、その用途に特に適した物を意味していない場

合は、3.1.2の用途発明に該当する場合を除き、審査官は、その用途限定を、物を

特定するための意味を有しているとは認定しない。 

 

例1：～の形状を有するクレーン用フック 

(説明) 

「クレーン用」という記載がクレーンに用いるのに特に適した大きさ、強さ等を持

つ構造を有するという、「フック」を特定するための意味を有していると解釈される

場合がある。このような場合は、審査官は、請求項に係る発明を、このような構造を

有する「フック」と認定する。したがって、「～の形状を有するクレーン用フック」

は、同様の形状の「釣り用フック(釣り針)」とは構造等が相違する。 
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例2：組成 A を有するピアノ線用 Fe 系合金 

(説明) 

「ピアノ線用」という記載がピアノ線に用いるのに特に適した、高張力を付与する

ための微細層状組織を有するという意味に解釈される場合がある。このような場合

は、審査官は、請求項に係る発明を、このような組織を有する「Fe 系合金」と認定

する。したがって、「組成 A を有するピアノ線用 Fe 系合金」は、このような組織を

有しない Fe 系合金(例えば、「組成 A を有する歯車用 Fe 系合金」)とは構造等が相違

する。 

 

3.1.2 用途限定が付された物の発明を用途発明と解すべき場合の考え方 

 

用途発明とは、(i)ある物の未知の属性を発見し、(ii)この属性により、その物

が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明をいう。以

下に示す用途発明の考え方は、一般に、物の構造又は名称からその物をどのよう

に使用するかを理解することが比較的困難な技術分野(例：化学物質を含む組成

物の用途の技術分野)において適用される。 

 

(1) 請求項に係る発明が用途発明といえる場合 

この場合は、審査官は、用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味

を有するものとして、請求項に係る発明を、用途限定の点も含めて認定する。 

 

例1：特定の4級アンモニウム塩を含有する船底防汚用組成物 

(説明) 

この組成物と、「特定の4級アンモニウム塩を含有する電着下塗り用組成物」とに

おいて、両者の組成物がその用途限定以外の点で相違しないとしても、「電着下塗

り用」という用途が、部材への電着塗装を可能にし、上塗り層の付着性をも改善す

るという属性に基づく場合がある。そのような場合において、審査官は、以下の(i)

及び(ii)の両方を満たすときには、「船底防汚用」という用途限定も含め、請求項に

係る発明を認定する(したがって、両者は異なる発明と認定される。)。この用途限

定が、「組成物」を特定するための意味を有するといえるからである。 

(i) 「船底防汚用」という用途が、船底への貝類の付着を防止するという未知の

属性を発見したことにより見いだされたものであるとき。 

(ii) その属性により見いだされた用途が、従来知られている範囲とは異なる新た

なものであるとき。 

  



第Ⅴ部 審査基準上の先行技術調査手法 

39 

 

例2：  

[請求項1] 成分 A を有効成分とする二日酔い防止用食品組成物。 

[請求項2] 前記食品組成物が発酵乳製品である、請求項1に記載の二日酔い防止用食

品組成物。 

[請求項3] 前記発酵乳製品がヨーグルトである、請求項2に記載の二日酔い防止用食

品組成物。 

(説明) 

「成分 A を有効成分とする二日酔い防止用食品組成物」と、引用発明である「成

分 A を含有する食品組成物」とにおいて、両者の食品組成物が「二日酔い防止用」

という用途限定以外の点で相違しないとしても、審査官は、以下の(i)及び(ii)の両

方を満たすときには、「二日酔い防止用」という用途限定も含め、請求項に係る発

明を認定する(したがって、両者は異なる発明と認定される。)。この用途限定が、

「食品組成物」を特定するための意味を有するといえるからである。 

(i) 「二日酔い防止用」という用途が、成分 A がアルコールの代謝を促進すると

いう未知の属性を発見したことにより見いだされたものであるとき。 

(ii) その属性により見いだされた用途が、「成分 A を含有する食品組成物」につ

いて従来知られている用途とは異なる新たなものであるとき。 

請求項に係る発明の認定についてのこの考え方は、食品組成物の下位概念であ

る発酵乳製品やヨーグルトにも同様に適用される。 

 

(2) 請求項中に用途限定があるものの、請求項に係る発明が用途発明といえない

場合 

未知の属性を発見したとしても、その技術分野の出願時の技術常識を考慮

し、その物の用途として新たな用途を提供したといえない場合は、請求項に係

る発明は、用途発明に該当しない。審査官は、その用途限定が請求項に係る発

明を特定するための意味を有しないものとして、請求項に係る発明を認定す

る。請求項に係る発明と先行技術とが、表現上、用途限定の点で相違する物の

発明であっても、その技術分野の出願時の技術常識を考慮して、両者の用途を

区別することができない場合も同様である。 
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例3：成分 A を有効成分とする肌のシワ防止用化粧料 

(説明) 

「成分 A を有効成分とする肌の保湿用化粧料」は、角質層を軟化させ肌への水

分吸収を促進するとの整肌についての属性に基づくものである。他方、「成分 A を

有効成分とする肌のシワ防止用化粧料」は、体内物質 X の生成を促進するとの肌

の改善についての未知の属性に基づくものである。しかし、両者はともに皮膚に外

用するスキンケア化粧料として用いられるものである。そして、保湿効果を有する

化粧料は、保湿によって肌のシワ等を改善して肌状態を整えるものであって、肌の

シワ防止のためにも使用されることが、この技術分野における技術常識である場

合には、両者の用途を区別することができない。したがって、審査官は、「シワ防

止用」という用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有しないもの

として、請求項に係る発明を認定する。 

 

(3) 留意事項 

記載表現の面から用途発明をみると、用途限定の表現形式をとるもののほ

か、いわゆる剤形式(例：「･･･を有効成分とするガン治療剤」)をとるもの、使

用方法の形式をとるもの等がある。上記(1)及び(2)の取扱いは、このような用

途限定の表現形式でない表現形式の用途発明にも適用され得る。ただし、請求

項中に用途を意味する用語がある場合(例えば、「～からなる触媒」、「～合金か

らなる装飾材料」、「～を用いた殺虫方法」等)に限られる。 

 

3.1.3 3.1.1や 3.1.2の考え方が適用されない、又は通常適用されない場合 

 

(1) 化合物、微生物、動物又は植物 

「～用」といった用途限定が付された化合物(例えば、用途 Y 用化合物 Z) に

ついては、3.1.1及び3.1.2に示される考え方が適用されない。その化合物につ

いて、審査官は、用途限定のない化合物(例えば、化合物 Z)そのものと解釈す

る。このような用途限定は、一般に、化合物の有用性を示しているにすぎない

からである。この考え方は、微生物、動物及び植物にも同様に適用される。 

  



第Ⅴ部 審査基準上の先行技術調査手法 

41 

 

例：殺虫用の化合物Ｚ 

(説明) 

審査官は、「殺虫用の化合物 Z」という記載を、用途限定のない「化合物 Z」その

ものと認定する。明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮すると、

「殺虫用の」という記載はその化合物の有用性を示しているにすぎないからであ

る。なお、「化合物 Z を主成分とする殺虫剤」という記載であれば、このようには

認定しない。 

 

(2) 機械、器具、物品、装置等 

通常、3.1.2の用途発明の考え方が適用されることはない。通常、その物と用

途とが一体であるためである。 

 

3.2 新規性の判断 

 

3.2.1 請求項に記載された発明に係る物に用途限定が付されており、用途限定

がその用途に特に適した物を意味している場合 

 

請求項に係る発明の発明特定事項と、引用発明特定事項とが、用途限定以外の

点で相違しない場合であっても、用途限定が意味する構造等が相違するときは、

審査官は両者を異なる発明と判断する。したがって、審査官は、請求項に係る発

明は新規性を有していると判断する。 

 

例1：～の形状を有するクレーン用フック(3.1.1の例1と同じ。) 

(説明) 

請求項の記載がクレーンに用いるのに特に適した大きさ、強さ等を持つ構造を有

するという、「フック」を特定するための意味を有していると解釈される場合は、同

様の形状の「釣り用フック(釣り針)」が公知であっても、請求項に係る発明は新規性

を有している。 

 

3.2.2 請求項に記載された発明に係る物に用途限定が付されているものの、用

途限定がその用途に特に適した物を意味していない場合であって、請求

項に係る発明が 3.1.2の用途発明にも該当しない場合 

請求項に係る発明の発明特定事項と、引用発明特定事項とが、用途限定以外の

点で相違しない場合は、審査官は、両者を異なる発明であると判断しない。した

がって、審査官は、請求項に係る発明は新規性を有していないと判断する。 



第Ⅴ部 審査基準上の先行技術調査手法 

42 

 

3.2.3 請求項に係る発明が 3.1.2の用途発明に該当する場合 

 

たとえその物自体が公知であったとしても、請求項に係る発明は、その公知の

物に対し新規性を有している(注)。 

 

 (注) 新規性を有している用途発明であっても、既知の属性、物の構造等に基づいて、当

業者がその用途を容易に想到することができたといえる場合は、その用途発明の進歩

性は否定される。 

 

４. 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 

 

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

ンという。)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う。 

 

4.1 請求項に係る発明の認定 

 

 審査官は、請求項に係る発明の認定の際に、請求項中に記載された「他のサブ

コンビネーション」に関する事項についても必ず検討対象とし、記載がないもの

として扱ってはならない。その上で、その事項が形状、構造、構成要素、組成、

作用、機能、性質、特性、方法(行為又は動作)、用途等(以下この項(4.)において

「構造、機能等」という。)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

発明を認定する。その把握の際には、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術

常識を考慮する。 

 

4.1.1 「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と把握される場合 

  

審査官は、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する。 
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例 1：検索ワードを検索サーバに送信し、検索サーバから直接受信した返信情報を復号

手段で復号して検索結果を表示手段に表示するクライアント装置であって、前記検

索サーバは前記返信情報を暗号化方式 A により符号化した上で送信することを特徴

とするクライアント装置 

(説明) 

出願時の技術常識を考慮すると、暗号化方式 A に対応した復号手段を用いなけれ

ば、クライアント装置において、検索結果を表示することはできない。したがって、

検索サーバが返信情報を暗号化方式 A で暗号化した上で送信することは、クライア

ント装置の復号手段が暗号化方式 A に対応した復号処理を行うという点で、クライ

アント装置を特定している。よって、サブコンビネーションの発明であるクライアン

ト装置について、そのような特定がなされているものとして請求項に係る発明を認

定する。 

 

例 2：収容凹部内の 4 つの内側側面のうちの一の側面に給電端子を備え、その給電端子

とは反対の側面に受光手段を備えた充電器に収容可能な、充電端子を備えた携帯電

話機であって、前記充電器が前記受光手段を用いて携帯電話機の充電完了を示すラ

ンプの色を検知し、充電を停止することを特徴とする携帯電話機 

(説明) 

充電器の給電端子と受光手段との位置関係により、携帯電話機の充電端子とは反

対側の側面にランプが設けられるという位置関係が特定されている。よって、サブコ

ンビネーションの発明である携帯電話機について、そのような特定がなされている

ものとして請求項に係る発明を認定する。 

 

4.1.2 「他のサブコンビネーション」に関する事項が、「他のサブコンビネーシ

ョン」のみを特定する事項であって、請求項に係るサブコンビネーショ

ンの発明の構造、機能等を何ら特定していない場合 

 

審査官は、「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

定する。 
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例 1：検索ワードを検索サーバに送信し、返信情報を受信して検索結果を表示手段に表

示することができるクライアント装置であって、前記検索サーバが検索ワードの検

索頻度に基づいて検索手法を変更することを特徴とするクライアント装置 

(説明) 

検索サーバが検索ワードの検索頻度に基づいて検索手法を変更することは、検索

サーバがどのようなものであるのかについて特定する一方で、クライアント装置の

構造、機能等を何ら特定していない。したがって、検索サーバが検索ワードの検索頻

度に基づいて検索手法を変更する点は、サブコンビネーションの発明であるクライ

アント装置を特定するための意味を有しないものとして、請求項に係る発明を認定

する。 

 

例 2：湿度センサを備えた画像形成装置に装着可能な、液体インク収納容器であって、

前記画像形成装置がインクをシート部材に向けて吐出する圧力を、前記湿度センサ

により検出された湿度に応じて制御することを特徴とする液体インク収納容器 

 (説明) 

画像形成装置が検出した湿度に応じてインクを吐出する圧力を制御することは、

画像形成装置がどのようなものであるかについて特定する一方で、液体インク収納

容器の構造、機能等を何ら特定していない。したがって、画像形成装置が湿度センサ

を備え、その湿度センサにより検出された湿度に応じてインクを吐出する圧力を制

御する点は、サブコンビネーションの発明である液体インク収容容器を特定するた

めの意味を有しないものとして、請求項に係る発明を認定する。 

 

例 3：キーホルダーのホルダーリングに吊り下げることができるように穴が設けられた

キーにおいて、操作することで警報音を出力する防犯ブザーが前記キーホルダーに

取り付けられていることを特徴とするキー 

(説明) 

キーホルダーに防犯ブザーが取り付けられていることは、キーホルダーがどのよ

うなものであるのかについて特定する一方で、キーの構造、機能等を何ら特定してい

ない。したがって、キーホルダーに防犯ブザーが取り付けられている点は、サブコン

ビネーションの発明であるキーを特定するための意味を有しないものとして、請求

項に係る発明を認定する。 
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ただし、審査官は、サブコンビネーションと、「他のサブコンビネーション」

とが異なる物又は方法であることのみに着目し、「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を特定するための意味を有しない

ものと誤解しないように留意しなければならない。 

 

4.2 新規性又は進歩性の判断 

 

4.2.1 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と把握される

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、審

査官は、このサブコンビネーションの発明が新規性を有しているものと判断す

る。ただし、その相違点がサブコンビネーションの発明の作用、機能、性質、特

性、方法(行為又は動作)、用途等に係るものである場合の新規性の判断について

は、2.、3.及び 5.を参照。 

 

例 1：検索ワードを検索サーバに送信し、検索サーバから直接受信した返信情報を復号

手段で復号して検索結果を表示手段に表示するクライアント装置であって、前記検

索サーバは前記返信情報を暗号化方式 A により符号化した上で送信することを特徴

とするクライアント装置(4.1.1 の例 1 と同じ。) 

(説明) 

検索ワードを検索サーバに送信し、返信情報を受信して検索結果を表示手段に表

示するクライアント装置において、暗号化方式 A に対応する復号手段を備えたもの

が公知でないならば、請求項に係る発明は新規性を有している。 

 

例 2：収容凹部内の 4 つの内側側面のうちの一の側面に給電端子を備え、その給電端子

とは反対の側面に受光手段を備えた充電器に収容可能な、充電端子を備えた携帯電

話機であって、前記充電器が前記受光手段を用いて携帯電話機の充電完了を示すラ

ンプの色を検知し、充電を停止することを特徴とする携帯電話機(4.1.1 の例 2 と同

じ。) 

(説明) 

充電端子と充電完了を示すランプとを備えた携帯電話機において、充電端子のあ

る側面とは反対側の側面にランプが設けられているものが公知でないならば、請求

項に係る発明は新規性を有している。 
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4.2.2 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、機能等を何ら特定していない場合 

 

この場合は、「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、サブコン

ビネーションの発明と引用発明との間で、構造、機能等に差異は生じない。 

したがって、審査官は、このサブコンビネーションの発明が新規性を有してい

ないと判断する。 

 

例 1：検索ワードを検索サーバに送信し、返信情報を受信して検索結果を表示手段に表

示することができるクライアント装置であって、前記検索サーバが検索ワードの検

索頻度に基づいて検索手法を変更することを特徴とするクライアント装置(4.1.2 の

例 1 と同じ。) 

(説明) 

検索ワードを検索サーバに送信し、返信情報を受信して検索結果を表示手段に表

示することができるクライアント装置が公知であれば、請求項に係る発明は新規性

を有していない。検索サーバが検索ワードの検索頻度に基づいて検索手法を変更す

る点において、その公知のクライアント装置と、請求項に係る発明のクライアント装

置とは、記載上、表現上の相違があるものの、構造、機能等に差異はないからである。 

 

例 2：湿度センサを備えた画像形成装置に装着可能な、液体インク収納容器であって、

前記画像形成装置がインクをシート部材に向けて吐出する圧力を、前記湿度センサ

により検出された湿度に応じて制御することを特徴とする液体インク収納容器

(4.1.2 の例 2 と同じ。) 

(説明) 

画像形成装置に装着可能な液体インク収納装置が公知であれば、請求項に係る発

明は新規性を有していない。画像形成装置が湿度センサを備え、その湿度センサによ

り検出された湿度に応じてインクを吐出する圧力を制御する点において、その公知

の液体インク収納装置と、請求項に係る発明の液体インク収納装置とは、記載上、表

現上の相違があるものの、構造、機能等に差異はないからである。 

 

例 3：キーホルダーのホルダーリングに吊り下げることができるように穴が設けられた

キーにおいて、操作することで警報音を出力する防犯ブザーが前記キーホルダーに

取り付けられていることを特徴とするキー(4.1.2 の例 3 と同じ。) 

(説明) 
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キーホルダーのホルダーリングに吊り下げることができるように穴が設けられた

キーが公知であれば、請求項に係る発明は新規性を有していない。操作することで警

報音を出力する防犯ブザーがキーホルダーに取り付けられている点において、その

公知のキーと、請求項に係る発明のキーとは、記載上、表現上の相違があるものの、

構造、機能等に差異はないからである。 

 

4.2.3 請求項中に「他のサブコンビネーション」に関する記載がされているこ

とにより、引用発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることがで

きない場合 

 

この場合は、請求項に係る発明の新規性又は進歩性が否定されるとの一応の

合理的な疑いを抱いたときに限り、審査官は、新規性又は進歩性が否定される旨

の拒絶理由通知をすることができる。ただし、その合理的な疑いについて、拒絶

理由通知の中で説明しなければならない。 

 

５. 製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合 

 

5.1 請求項に係る発明の認定 

 

請求項中に製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合は、

審査官は、その記載を、最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解釈

する。したがって、出願人自らの意思で、「専ら A の方法により製造された Z」

のように、特定の方法によって製造された物のみに限定しようとしていること

が明白な場合であっても、審査官は、生産物自体(Z)を意味しているものと解釈

し、請求項に係る発明を認定する。 

 

5.2 新規性又は進歩性の判断 

 

5.2.1 請求項中に記載された製造方法による生産物と、引用発明に係る生産物

とが同一である場合 

 

この場合は、請求項中に記載された製造方法が新規であるか否かにかかわら

ず、その製造方法に係る発明特定事項によっては、請求項に係る発明は、新規性

を有しない。 

 

例1：製造方法 P(工程 p1，p2…及び pn)により生産されるタンパク質 
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(説明) 

製造方法 P により製造されるタンパク質が製造方法 Q により製造される公知の特

定のタンパク質 Z と同一の物である場合には、製造方法 P が新規であるか否かにか

かわらず、請求項に係る発明は新規性を有しない。 

 

例 2：「溶接により鉄製部材Ａとニッケル製部材Ｂを固着してなる二重構造パネル」 

例２の場合、仮に溶接以外の方法で、溶接により固着した二重構造パネルと同じ構造

の物が得られるものとすると、それが公知である場合には、新規性が否定されることに

なるが、通常は溶接により固着された物と同一の構造の物は他の方法では得られないた

め、溶接という方法を使用した二重構造パネルの発明が公知でなければ新規性は否定さ

れない。 

 

 

5.2.2 生産物自体が構造的にどのようなものかを決定することが極めて困難

なため、引用発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができ

ない場合 

 

この場合は、請求項に係る発明の新規性又は進歩性が否定されるとの一応の

合理的な疑いを抱いた場合に限り、審査官は、新規性又は進歩性が否定される旨

の拒絶理由通知をする。ただし、その合理的な疑いについて、拒絶理由通知の中

で説明しなければならない。 

 

６. 数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合 

 

6.1 請求項に係る発明の認定 

 

請求項に数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合も、通常

の場合と同様に請求項に係る発明を認定する(「第Ⅰ部 認定」の 1.参照)。 

 

6.2 進歩性の判断 

 

請求項に数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合において、

主引用発明との相違点がその数値限定のみにあるときは、通常、その請求項に係

る発明は進歩性を有していない。実験的に数値範囲を最適化又は好適化するこ

とは、通常、当業者の通常の創作能力の発揮といえるからである。 

しかし、請求項に係る発明の引用発明と比較した効果が以下の(i)から(iii)まで
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の全てを満たす場合は、審査官は、そのような数値限定の発明が進歩性を有して

いると判断する。 

(i) その効果が限定された数値の範囲内において奏され、引用発明の示され

た証拠に開示されていない有利なものであること。 

(ii) その効果が引用発明が有する効果とは異質なもの、又は同質であるが際

だって優れたものであること(すなわち、有利な効果が顕著性を有してい

ること。)。 

(iii) その効果が出願時の技術水準から当業者が予測できたものでないこと。 

 

 なお、有利な効果が顕著性を有しているといえるためには、数値範囲内の全て

の部分で顕著性があるといえなければならない。 

 また、請求項に係る発明と主引用発明との相違が数値限定の有無のみで、課題

が共通する場合は、いわゆる数値限定の臨界的意義として、有利な効果の顕著性

が認められるためには、その数値限定の内と外のそれぞれの効果について、量的

に顕著な差異がなければならない。他方、両者の相違が数値限定の有無のみで、

課題が異なり、有利な効果が異質である場合には、数値限定に臨界的意義がある

ことは求められない。 

 

例 1：本願発明が、その要件とする 350 度ないし 1200 度の反応温度の内、少なくとも

350 ないし 500 度付近までの反応条件については顕著な効果があるとは認められな

い。      （参考：昭 54(行ケ)114） 

 

例 2：本願発明において「100メッシュないし 14メッシュの範囲内にある粒度のものを

90％以上含んでいる」とした点は、引用発明における望ましい粒度範囲 50～12メッ

シュのものと数値的に極めて近似し、作用効果において、格別の差がないから、引

用発明に基づき粒度範囲を本願発明のように限定することが、当業者が格別の創意

を要せずになし得る程度といえる場合、本願発明は引用発明及び周知技術に基づき

当業者が容易に発明できたというべきである。 （参考：昭 63（行ケ）107） 
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７. 選択発明 

 

7.1 請求項に係る発明の認定 

 

選択発明とは、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属する発明

であって、以下の(i)又は(ii)に該当するものをいう。 

(i) 刊行物等において上位概念で表現された発明(a)から選択された、その上

位概念に包含される下位概念で表現された発明(b)であって、刊行物等に

おいて上位概念で表現された発明(a)により新規性が否定されないもの 

(ii) 刊行物等において選択肢(注)で表現された発明(a)から選択された、その

選択肢の一部を発明特定事項と仮定したときの発明(b)であって、刊行物

等において選択肢で表現された発明(a)により新規性が否定されないもの 

したがって、刊行物等に記載又は掲載された発明とはいえないものは、選択発

明になり得る。 

 選択発明についても、通常の場合と同様に請求項に係る発明を認定する(「第

Ⅰ部 認定」の１.参照)。 

 

(注) 「選択肢」については、「第Ⅱ部 対比」の 1.1.1(注 1)を参照。 
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7.2 進歩性の判断 

 

 請求項に係る発明の引用発明と比較した効果が以下の(i)から(iii)までの全て

を満たす場合は、審査官は、その選択発明が進歩性を有しているものと判断す

る。 

(i) その効果が刊行物等に記載又は掲載されていない有利なものであるこ

と。 

(ii) その効果が刊行物等において上位概念又は選択肢で表現された発明が

有する効果とは異質なもの、又は同質であるが際立って優れたものであ

ること。 

(iii) その効果が出願時の技術水準から当業者が予測できたものでないこと。 

 

例1：ある一般式で表される化合物が殺虫性を有することが知られていた。請求項に係る

発明は、この一般式に含まれている。 

しかし、請求項に係る発明は、殺虫性に関し具体的に公知でない、ある特定の化合物

について、人に対する毒性がその一般式中の他の化合物に比べて顕著に少ないことを

見いだし、これを殺虫剤の有効成分として選択したものである。そして、これを予測可

能とする証拠がない。 

この場合は、請求項に係る発明は選択発明として、進歩性を有している。 

 

例 2：本願発明は、彩度において引用発明よりも優れた作用効果を奏するものの、その

差異は引用発明の奏する作用効果から連続的に推移する程度のもので、当業者の予

測を超えた顕著な作用効果ということはできないから、本願発明につき選択発明は

成立しない。     （参考：平成 4（行ケ）214） 

 

 

８. 特定の表現を有する請求項等についての取扱い（特§２９の２） 

 

審査官は、本願の請求項が以下の(i)から(vi)までに掲げた特定の表現を有する

場合等において、請求項に係る発明の認定については、上記２．～７．に準じて

取り扱う。 

(i) 作用、機能、性質又は特性を用いて物を特定しようとする記載 

(ii) 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載 

(iii) 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 
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(iv) 製造方法によって生産物を特定しようとする記載 

(v) 数値限定を用いて発明を特定しようとする記載 

(vi) 選択発明 
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９. 特定の表現を有する請求項等についての取扱い（特§３９） 

審査官は、本願の請求項が以下の(i)から(vi)までに掲げた特定の表現を有する場

合等において請求項に係る発明の認定については、上記２．～７．に準じて取り

扱う。 

(i) 作用、機能、性質又は特性を用いて物を特定しようとする記載 

(ii) 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載 

(iii) 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 

(iv) 製造方法によって生産物を特定しようとする記載 

(v) 数値限定を用いて発明を特定しようとする記載 

(vi) 選択発明 
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第Ⅴ部 審査基準上の先行技術調査手法 （審査基準第Ⅰ部第２章よ

り抜粋） 

 

１. 概要 

 

 審査官は、先行技術調査をする際は、まず本願の請求項に係る発明から、先行技

術調査の対象(以下この部において「調査対象」という。)となる発明を決定する。 

 そして、本願の発明の詳細な説明に、関連する先行技術文献に関する情報が開

示されている場合や、外国特許庁の調査結果若しくは審査結果、登録調査機関の

調査結果又は情報提供により提供された情報が確認できる場合は、審査官は、こ

れらの内容を検討した上で、先行技術調査をする。 

 

２. 調査対象 

 

2.1 調査対象の決定 

 

一回目の審査においては、審査官は、請求項に係る発明(注)のうち、審査基準

の「第 II 部第 3 章 発明の単一性」の 4.に示したところに照らして審査対象と

なる範囲を調査対象とする。二回目以降の審査においては、審査官は、上記審査

基準「第 II 部第 3 章 発明の単一性」及び「第 IV 部第 3 章 発明の特別な技術

的特徴を変更する補正」の 3.に示したところに照らして審査対象となる範囲を

調査対象とする。 

 

(注) 発明を特定するための事項(以下この部において「発明特定事項」という。)が選択

肢で表現されている請求項に係る発明については、選択肢から把握される発明。以下 2.

及び 3.において同じ。 

 

2.2 調査対象を決定する際に考慮すべき事項 

 

(1) 審査官は、請求項に係る発明の実施例も、調査対象として考慮に入れる。 

 

(2) 審査官は、査定までの審査の効率性を踏まえて、補正により請求項に繰り入

れられることが合理的に予測できる事項も調査対象として考慮に入れる。 
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2.3 調査対象から除外され得る発明 

 

以下の類型(i)から(vi)まで(以下この部において「除外対象」という。)のいずれ

かに該当する発明は、調査対象から除外され得る。 

しかし、審査官は、第 37 条や第 17 条の 2 第 4 項以外の要件の審査対象とし

た発明については、調査対象から除外する発明ができる限り少なくなるように

留意する。 

 

(i) 新規事項が追加されていることが明らかな発明(第 17 条の 2 第 3 項違反) 

 (ii) 不特許事由があることが明らかな発明(第 32 条違反)  

 (iii) 第 2 条に規定された「発明」に該当しないことが明らかなもの又は産業

上利用することができる発明に該当しないことが明らかである発明(第29条

第 1 項柱書違反) 

 (iv) 発明の詳細な説明及び図面の記載並びに出願時の技術常識を参酌しても

発明を把握することができないほどに記載が明確でない請求項に係る発明

(第 36 条第 6 項第 2 号違反) 

(v) 請求項に係る発明に関し、発明の詳細な説明が、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(以下この部において「当業者」という。)

がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていないこ

とが明らかな場合において、当業者がその実施をすることができる程度に明

確かつ十分に記載されていない部分に係る発明(第 36 条第 4 項第 1 号違反) 

 (vi) 請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において、発明の課題が解決でき

ることを当業者が認識できる程度に記載された範囲を超えていることが明

らかな場合において、その「記載された範囲を超えている」部分に係る発明

(第 36 条第 6 項第 1 号違反) 

 

2.3.1 留意事項 

 

(1) 請求項の記載に誤記、軽微な不備等がある結果、除外対象に該当する発明で

あっても、発明の詳細な説明若しくは図面の記載又は出願時の技術常識を参

酌すれば、除外対象に該当しない発明を把握できる場合は、審査官は、その把

握した発明に基づいて、先行技術調査をする。 

 

(2) 除外対象に該当する発明であっても、発明のカテゴリーを変更する補正又は

表現上の軽微な補正により、除外対象に該当しなくなることが合理的に予測

できる場合は、審査官は、当該予測される発明に基づいて先行技術調査をする。 
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(3) 上記(iv)の類型については、審査官は、発明の詳細な説明若しくは図面の記

載又は出願時の技術常識を参酌すれば発明を明確に把握できる場合にまで、

適用してはならない。 

 

(i) 調査対象から除外すべきでない例 

(i-1) 請求項中の誤記のため、請求項に係る発明は発明の詳細な説明に記載されたもの

ではないが、発明の詳細な説明若しくは図面の記載又は出願時の技術常識を参酌す

れば、調査対象から除外されない発明が正しく把握される場合 

 

例 1： 

[請求項] 

走行中の自車と、前方を走行する車との間の距離 d が、以下の条件を満たした場合

に、自動的にブレーキをかける制御を行うことを特徴とする自動ブレーキシステム。 

 d ≧ th(v)  th(v)は、自車の速度に応じて決定される閾値 

[発明の詳細な説明] 

d ≦ th(v) を満たした場合に、自動的にブレーキをかける制御を行うことが記載さ

れている。 

(説明) 

 請求項に係る発明は、数式中の不等号の向きが発明の詳細な説明の記載と異なるた

め、その記載上は、発明の詳細な説明に記載されたものではない。しかし、発明の詳

細な説明の記載や、自動的にブレーキをかける制御は、自車と前方の走行する車との

間の距離が所定の距離以下となった場合に行われるという出願時の技術常識を考慮

すると、請求項中の不等号は誤記であり、正しくは、d ≦ th(v) であると認められ

る。したがって、請求項に係る発明をそのように把握して先行技術調査をする。 

 

(i-2) 請求項に係る発明は、産業上利用することができる発明に該当しないが、調査対

象から除外されない発明に補正されることを審査官が合理的に予測できる場合 
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例 2： 

[請求項] 

…を有効成分として含む医薬を使用したヒトの疾病 A の治療方法。 

(説明) 

 請求項に係る発明は、ヒトを治療する方法であるため「産業上利用することができ

る発明」には該当しない。しかし、「…を有効成分として含む疾病 A 治療用医薬」と

いうようなカテゴリーを変更する補正により、除外対象とならない発明になることが

合理的に予測できるので、請求項に係る発明をそのように把握して先行技術調査をす

る。 

 

(i-3) 請求項に係る発明は明確ではないが、発明の詳細な説明若しくは図面の記載又は

出願時の技術常識を参酌することにより発明が把握される場合 

 

例3： 

[請求項] 

X試験法によりエネルギー効率を測定した場合に、電気で走行中のエネルギー効率が

a～b％であるハイブリッドカー。 

[発明の詳細な説明] 

ベルト式無段変速機に対してY制御を行う制御手段を備えたハイブリッドカーのみ

が記載されており、X試験法によりエネルギー効率を測定した場合に、電気で走行中

の当該ハイブリッドカーのエネルギー効率が、a～b％の範囲内であることが示されて

いる。また、ベルト式無段変速機は、無段変速機の下位概念であるが、ベルト式以外

の形式の無段変速機に対してY制御を行う制御手段を採用してもよいことが記載され

ている。X試験法の定義についても記載されている。 

(説明) 

発明の詳細な説明及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に記

載されている用語の意義を解釈しても、請求項の記載から発明を明確に把握すること

ができない場合であっても、発明の詳細な説明の記載を参酌すれば、請求項に係る発

明には、少なくとも、無段変速機に対してY制御を行う制御手段を備え、X試験法によ

りエネルギー効率を測定した場合に、電気で走行中のエネルギー効率がa％からb％ま

でであるハイブリッドカーが含まれることが把握される。したがって、請求項に係る

発明をそのように把握して先行技術調査をする。 
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(ii) 調査対象から除外できる例 

(ii-1) 請求項に係る発明は明確ではなく、発明の詳細な説明及び図面の記載並びに出願

時の技術常識を参酌しても発明が把握されない場合 

 

例 4： 

[請求項] 

明細書に記載された発明。 

(前提) 

発明の詳細な説明及び図面の記載並びに出願時の技術常識を参酌しても、請求項の

記載が具体的にどのような発明を意図しているかを審査官が把握することができな

い。 

  (説明) 

上記請求項の記載では、発明の詳細な説明及び図面の記載並びに出願時の技術常識

を参酌しても、発明を明確に把握できるほどに、請求項の記載が明確ではない。また、

除外対象に該当しなくなる補正を合理的に予測することもできない。したがって、上

記請求項を除外対象としてもよい。 

 

 例 5： 

[請求項] 

   100万ドルの価値がある私の発明。 

(前提) 

発明の詳細な説明及び図面の記載並びに出願時の技術常識を参酌しても、請求項の

記載が具体的にどのような発明を意図しているかを審査官が把握することができな

い。 

(説明) 

上記請求項の記載では、発明の詳細な説明及び図面の記載並びに出願時の技術常識

を参酌しても、発明を明確に把握できるほどに、請求項の記載が明確ではない。また、

除外対象に該当しなくなる補正を合理的に予測することもできない。したがって、上

記請求項を除外対象としてもよい。 
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３. 先行技術調査 

 

審査官は、新規性(第 29 条第 1 項)、進歩性(第 29 条第 2 項)、拡大先願(第 29

条の 2)及び先願(第 39 条)の審査基準(「第 III 部第 2 章 新規性・進歩性」から

「第 III 部第 4 章 先願」までを参照4。)に留意しつつ先行技術調査をして、関連

する先行技術を漏れなく発見するように努める。 

 

3.1 先行技術調査の手順 

 

3.1.1 先行技術調査をする際の留意事項 

 

(1) 本願の請求項に係る発明に関連する先行技術文献に関する情報が発明の詳

細な説明に開示されている場合は、審査官は、先行技術調査に先立って、その

先行技術文献の内容を検討する。 

  なお、先行技術文献に関する情報の開示要件(第36条第4項第2号)について

は、審査基準「第Ⅱ部第1章第3節 先行技術文献情報開示要件」を参照。 

 

(2) 本願に関連して、外国特許庁の調査結果若しくは審査結果、登録調査機関の

調査結果又は情報提供により提供された情報が確認できる場合は、審査官は、

これらの内容を検討し、有効活用を図る。 

 

3.1.2 先行技術調査の手法 

 

(1) 審査官は、各請求項に係る発明について、関連する技術分野の全ての文献(国

内外の特許文献(国際公開を含む。)及び国内外の非特許文献)等のうち、先行技

術調査の経済上の理由から、審査官自らの知識及び経験に基づき、請求項に係

る発明に関連する先行技術文献等が発見される蓋然性が高いと判断される範

囲の先行技術文献等を調査する。 

 

(2) 審査官は、請求項に係る発明に関連する先行技術文献等が発見される蓋然性

が最も高い技術分野を優先して先行技術調査をする。通常は、発明の詳細な説

明に記載された実施例に最も密接に関連する技術分野から先行技術調査を開

始して、漸次、関連性のより低い技術分野へと先行技術調査を拡大することが

適切である。 

 
4 参考：「第Ⅰ部 認定」から「第Ⅴ部 特定の表現を有する請求項等についての取扱い」 
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(3) 審査官は、請求項に係る発明と関連性の高い技術分野から、関連性のより低

い分野に先行技術調査を拡大すべきか否かを決定する場合は、既に得られた

調査結果を考慮しつつ決定する。請求項に係る発明と関連性の高い技術分野

について先行技術調査をした結果、新規性、進歩性等を合理的に否定できる十

分な先行技術文献等が発見できなかった場合において、関連性のより低い技

術分野の先行技術調査によって、新規性、進歩性等を否定し得る先行技術文献

が発見される蓋然性が高いときは、審査官は、その技術分野に先行技術調査を

拡大する。 

 

(4) 先行技術調査を開始する時点において調査対象としたものが、先行技術調査

の途中で、必ずしも調査対象としなくてもよいものであることが明らかにな

ることがある(審査基準「第 II 部第 3 章 発明の単一性」及び「第 IV 部第 3 章 

発明の特別な技術的特徴を変更する補正」参照)。したがって、審査官は、調

査結果を随時に評価し、必要であれば、調査対象を見直す。 

 

3.1.3 先行技術調査の終了 

 

審査官は、特許請求の範囲に記載された発明について、補正により請求項に繰

り入れられることが合理的に予測される事項も考慮しながら先行技術調査をし

て、関連性の高い先行技術文献等が十分に得られた場合又は調査範囲において、

より有意義な関連先行技術文献等を発見する蓋然性が極めて低くなったと判断

した場合は、先行技術調査を終了することができる(注)。 

 

 なお、請求項に係る発明及びその発明の実施例について、単独で新規性又は進

歩性を否定する先行技術文献等を発見した場合は、審査官は、その請求項に関す

る限り、先行技術調査を終了することができる。 

ただし、過度の負担なく他の実施例についても先行技術調査をすることがで

きる場合は、審査官は、更に先行技術調査を続行することが望ましい。 

 

(注)化学物質に関する出願の審査では、請求項に記載された、マーカッシュ形式で表され

た化学物質が極めて広範囲で、その実施例が多岐にわたり、過度の調査負担を伴わない

範囲で調査対象の全てについて先行技術調査をすることが極めて困難となる場合があ

る。この場合においては、審査官は、その過度の調査負担を伴わない範囲内の全ての先

行技術調査を既にしていることを前提として、以下の(i)又は(ii)に該当するときには、

先行技術調査を終了することができる。 
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 なお、この場合において、拒絶理由通知をするときは、審査官は、全ての調査対象に

ついて先行技術調査をすることなく先行技術調査を終了した旨と、先行技術調査をし

た範囲を「先行技術文献調査結果の記録」に記載する。 

 

(i) 請求項に記載された選択肢によって表現される化学物質群であって、実施例とし

て記載された化学物質を含むもの(実施例に対応する特定の選択肢で表現された化

学物質群)の少なくとも一つについて、その新規性、進歩性等を否定する先行技術

文献等を、少なくとも一つ既に発見しているとき。 

(ii) 上記実施例に対応する特定の選択肢で表現された化学物質群の全てについて既

に先行技術調査をしており、かつ、それ以外の選択肢で表現される化学物質群につ

いての先行技術調査によって、請求項に係る発明の新規性、進歩性等を否定する先

行技術文献等を、少なくとも一つ既に発見しているとき。 
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第Ⅵ部 先行技術調査の基本 

１．先行技術文献検索 

（１）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§

29①5）、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。例えば、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。例えば、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6、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。 

 

 
5 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。 
6 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）要求されるもの  

理想的なサーチとは、【高品質】、【効率性】、【客観性】の３つを満たすもので

なければなりません。どの要件が欠けてもいけませんし、１つの要件に偏っても

理想的なサーチとは言えません。これらの条件を満たすサーチとは、単に全ての

先行技術文献を読み尽くすことではありませんし、また、それは現実的なことで

もありません。 

サーチャーは、限られた人的、予算的制限の中で【高品質】、【客観性】のある

サーチ結果を得るために、どの様なデータベースを使い、どの様な検索ツールを

使ってサーチをすれば最も【効率性】のあるサーチ、すなわち特許性の判断に十

分な先行技術文献を最も短い時間で見つけだすことが可能かを考える必要があ

ります。 

先行技術文献を“ただ闇雲”に探すことは、プロとしてのサーチャーの仕事と

は言えないのです。 

 

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。 
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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

検索式の構築

スクリーニングと
サーチ・審査方針の変更

終了
    

 

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！ 

 

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。 
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Example.1 

 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 

    船底から船体の一方の舷側方向に傾斜させて配置 

【図面】 

 
 

（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つの発明特定事項（以下、「構成要素」とも言いま

す。）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（エックス）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。中には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、 

⚫ 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 

【側面図】 【Ａ－Ａ断面図】

Ａ

Ａ

１ １
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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

 

図２．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

文献１

文献２

文献３

文献４

 

図３．審査官が採用すると考えられるサーチ戦略例の模式図 

 

図３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 

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。 
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図３において注目すべき点は、「傾斜配置」という構成要素については、上位

概念化や類似技術への拡張が行われていないという点です。 

 

図３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、図４に示すように、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。 
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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

 

図４．検索における検索式の立式とスクリーニングとの関係 

 

 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）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。 
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図５．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。 

 

（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。 

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 
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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7」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.2 

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、要

素ｂを省略した、「構成要素ａ＋ｃのみからなる物品」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8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。 

  

 
7 https://www.jpo.go.jp/resources/report/gidou-houkoku/tokkyo/index.html 
8 拡大先願及び先願でいうところの「実質同一」にも当たります（第Ⅴ部４．及び５．を

参照）。 
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（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（第Ⅰ部１．を参照）。 

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。 
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Example.3 

 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。  

図６．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、上記３．に列挙した【罠

１】(→p.53)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、図７に記

載の模式図のようなものも考慮すべきでしょう。 

 

図７．Example.3 の請求項１の認定に係る模式図 

 

（３）請求項に記載されていない構成の確認 

発明の詳細な説明や図面に記載された実施例の構成要素ではあるが、請求項

に係る発明の構成要素ではないものは、将来の補正によって請求項の記載に含

まれる可能性があります。こうした構成要素について、請求項の記載と発明の詳

細な説明や図面の記載との実施例等により確認します。 

上記（２）に記載のように、請求項に記載されていない構成要素は、あくまで

実施例等の構成要素であって本願発明の構成要素ではありませんから、本願発

明としては認定できません。しかし、補正後の再サーチ・再審査の二度手間を回

避するためには、最初のサーチにおいてその実施例の構成要素を予めサーチし

ておくことが有意義な場合も多いのです。したがって、本願発明の構成要素では

ないが実施例の構成要素であるものについて、どこまでをサーチ対象に含めて

おくべきかを検討します。 
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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。 

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。一般的には、「発明のポイント」は、特許

請求の範囲に記載された発明特定事項のうち、発明の詳細な説明に記載された

課題を解決するための手段に相当する事項や、効果を奏するための手段に相当

する事項にあたります。 
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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。 

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。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８．構成要素への分割フロー 

 

 

Example.1 を例に考えれば、「主要部」は「傾斜配置」という構成要素になりま

す。 

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。）。 

  

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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Example.4 

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。 

●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。 

  

【図面】 

 

 

１１

３

１

２

１０
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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、本願発明の属する技術

分野でのサーチという戦略を採用する限り、その他の構成要素についてサ

ーチするまでもなく、進歩性を否定することは困難であると判断できる。 

 

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、本願発明の属する技術分野の中で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当該分野で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、「電動切断工具」の技術分野では、「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技術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、進歩性が否定される方向に働く要素（第Ⅳ部 3.1を参照）

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。 
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①技術分野の関連性（1）（主引用発明に関連する技術分野の技術手段の置換） 

ある主引用発明に対し、主引用発明に関連する技術分野の技術手段を置換す

ることによって、本願発明に想到し得る場合。 

①のサーチ手法 

本願発明の構成要素を、関連する技術分野から置換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。 

 

②技術分野の関連性（2）（主引用発明に関連する技術分野の技術手段の付加） 

ある主引用発明に対し、主引用発明に関連する技術分野の技術手段を付加す

ることによって、本願発明に想到し得る場合。 

②のサーチ手法 

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技術分野を、

付加要素については関連する技術分野を、それぞれサーチする。 

 

③課題の共通性 

課題が共通する主引用発明に副引用発明を適用すれば、本願発明に想到し得

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のうち、本願の技術分野で発見できない構成要素につい

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、機能の共通性 

作用、機能が共通する主引用発明に副引用発明を適用したり結び付けたりす

ることによって、本願発明に想到し得る場合。 

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）に着目してサーチし、発見した引用発明の一部の構成

要素であって本願と相違する要素（作用、機能が共通で適用等が可能な要素）に

ついては、追ってサーチする。 
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⑤引用発明の内容中の示唆 

ある引用発明の内容中に、主引用発明に副引用発明を適用することに関する

示唆があり、その示唆にしたがえば、主引用発明に副引用発明を適用して本願発

明に想到し得る場合。 

⑤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引用発明をサーチする過程で、示唆

を発見するよう努める。 

 

⑥主引用発明からの設計変更等（1）（最適材料の選択・数値範囲の最適化又は好適

化） 

一定の課題を解決するために、公知材料の中から最適材料を選択したり数値

範囲を最適化又は好適化したりすることが、当業者の通常の創作能力の範囲に

すぎないものであり、それにより本願発明に想到し得る場合。 

⑥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の選択や数値範

囲の最適化又は好適化に相当する要素を記載した引用発明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、最適材料の選択や数値範囲の最適化又は好適化自体を本願の特

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の選択や数値範囲を

最適化又は好適化した点に着目してサーチする。（結果として引用発明が発見で

きない場合でも、進歩性が否定される場合もある。） 

 

⑦主引用発明からの設計変更等（2）（均等物による置換） 

一定の課題を解決するために、ある引用発明の構成要素の一部を均等物により

置換すれば本願発明に想到し得る場合。 

⑦のサーチ手法 

上記④と同様。 
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⑧主引用発明からの設計変更等（3）（技術の具体的適用に伴う設計変更や設計的

事項の採用） 

一定の課題を解決するために、技術の具体的適用に伴う設計変更や設計的事

項の採用を行えば、本願発明に想到し得る場合。 

⑧のサーチ手法 

本願発明の構成要素のうち、設計変更や設計的事項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や設計的事項に相当す

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。（結果として引用

発明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先行技術の単なる寄せ集め 

発明特定事項の各々が公知であり互いに機能的又は作用的に関連していない

複数の先行技術を単に寄せ集めれば、本願発明に想到し得る場合。 

⑨のサーチ手法 

本願発明の構成要素が機能的又は作用的に関連しないものである場合は、そ

れぞれの要素に着目して、適切な技術分野をサーチする。 

 

７．サーチ範囲の決定 

先行技術文献サーチをするためには、「サーチ範囲」を決める必要があります。

実務的には、「サーチすべきＤＢ（データベース）･検索システム」と「サーチの

ための検索式」を決める必要があります。ここでは、その決定方法を簡単に解説

します。 

 

（１）サーチすべき文献の範囲について 

第Ⅴ部の審査基準に示された先行技術調査手法(→p.44)に従えば、サーチす

べき文献の範囲は、新規性・進歩性等を否定し得る先行技術文献が発見される蓋

然性が高い技術分野といえます。したがって、上記６．において列挙したサーチ

手法をとることができる範囲が、サーチすべき範囲ということになるでしょう。 

進歩性の考え方を考慮すれば、サーチすべき範囲は、本願発明に付与された分

類（ＦＩ、Ｆターム等）の範囲よりも広いのが通常です。 
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（２）ＤＢ（データベース）・検索システム決定 

電子化技術の進歩に伴い、種々の収録文献・検索キーを有する様々なＤＢが数

多く作成され、利用可能となっています。 

サーチを効率的に行うためには、サーチすべき観点の性格やサーチすべき技

術分野に応じて、使用するＤＢの優先順位や各ＤＢでの具体的な検索方法など

を決めた上で、先行技術文献サーチを行うことが非常に重要です。 

また、技術分野毎に、どのＤＢ・検索システムが有効であるかについては、「以

下のような傾向も見られます。 

 

① 基本発明又はアカデミックな内容 

商用ＤＢやインターネットによる学術論文検索も必要。 

（検索キー：ポイントになる技術用語、その分野における主な研究者名） 

 

② 特定のサーチツールが整備されている分野 

化合物、合金、ＤＮＡ等の検索を行う場合（ＳＴＮ9の利用等） 

 

③ 改良発明又は設計変更的な技術 

論文などで引用文献が見つかることは少なく、特許公報（特に、日本の特

許文献）が有効。また、些細な点については、公開技報10に記載されている

ことも多々あり。 

 

（３）検索式の構築 

使用するＤＢが決まったら、次に、そのＤＢに収録されている文献の中から検

索したい文献を絞り込むための「検索式」を構築することになります。 

検索式とは機械検索に用いるコマンドの一種であり、ＤＢに収録されている

個々の文献に付与されている「検索キー」（ＦＩやＦタームなど）を単独で用い

たり、あるいは複数の検索キーを論理演算子（論理積、論理和、否定など）によ

り組み合わせたりすることにより、ＤＢの全収録文献の集合から、希望する文献

の集合のみを抽出するものです。 

検索式は、上記５．で説明した本願発明の構成要素に着目して構築します。本

願発明の構成要素と同一又は類似の先行技術が記載された文献の集合をＤＢか

 
9 CAS（米）、FIZ-Karlsruhe（独）、JST（日）の三機関が共同で運営しているもので、

科学技術分野の約 250 のデータベースがオンラインで利用できます。 
10 一般社団法人発明推進協会が発行する技術文献のことです。特許情報プラットフォーム

（J-PlatPat）でも閲覧可能です。 
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ら抽出できるような検索キーを選んで、検索式を構築することが必要です。 

サーチすべき技術分野については、本願に付与されている分類を参考にして

決めることが有効ですが、本願発明の構成要素と同一又は類似の先行技術が記

載された文献が、本願とは異なる技術分野に存在することもある点に留意して、

検索キーを選んで検索式を構築します。 

 

検索式を構築するには、サーチ対象のＤＢに収録されている文献について付

与されている検索キーを知ることが必要不可欠です。 

検索式の立式方法や、検索キーの代表的なものについては、次の第Ⅶ部に説明

をしてあります。 

 

８．スクリーニングとサーチ方針の変更 

（１）スクリーニング 

構築した検索式でヒットした文献をサーチ端末上で閲読しながら適切な先行

技術を選び出す（スクリーニング）するにあたっては、できるだけ効率的な文献

スクリーニングモードを選択しなければなりません。 

例えば、審査官が使用している機械検索ツールの国内特許ＤＢのスクリーニ

ング方式には、一次文献の全文スクリーニング、一次文献の図面スクリーニング、

二次文献スクリーニングなどがあります。 

スクリーニングについては、上記３．（１）の図４に関する記述を参照下さい。 

 

（２）サーチ結果の分析及びサーチ･審査方針の変更 

通常は、本願発明の各構成要素のすべてについて同時に記載された文献（新規

性を否定できる文献）を発見できるように、各構成要素と同一又は類似の先行技

術が属する検索キーを選んで検索式を構築します。適切な検索キーが見当たら

ない場合であっても、関連する検索キーの中から、本願発明のサーチポイントの

構成要素と同一又は類似の先行技術が属する可能性が最も高そうな検索キーを

選んで検索式を構築することが重要です。 

このような検索式によってサーチを開始し、そのサーチ結果を分析しながら、

漸次、別の文献集合を抽出する検索式になるように検索式を修正していくこと

が適切です。 

検索式を修正して新たな文献集合にまでサーチ範囲を拡大すべきか否かを決

定するにあたっては、スクリーニングの結果、既に得られた先行技術文献を考慮

しつつ、その先行技術文献に基づいて特許性が合理的に否定できるかどうかに
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よって決定します。 

スクリーニングの結果、①関連性の高い先行技術（新規性･進歩性を否定する

文献）が十分に得られたとき、②より有意義な先行技術文献を発見する可能性が

非常に小さくなったとき、③本願発明の実施例相当のものの新規性を否定する

文献や、実施例とわずかな差異しかない先行技術が記載された文献を発見した

ときには、サーチを終了することができます。 

この逆に、サーチの結果、拒絶の理由の根拠となる先行技術文献を発見できな

い場合は、その時点で本願発明に特許性ありと判断するのも一案ですが、別の文

献集合をサーチすれば拒絶の理由の根拠となる先行技術文献を発見できる蓋然

性が高い場合にまでサーチを終了することは適切ではありません。 

 

特に、技術水準からみて当然に存在するはずの先行技術文献が発見できない

ときは、検索式やＤＢを見直すだけでなく、サーチポイント自身を再検討するこ

とも重要です。当初のサーチポイントが適切でなく、本当は別の観点からサーチ

をすべきだったということもありますし、検索式の構築が適切でなかったとい

うこともあります。また、場合によっては、本願発明の理解や認定それ自体が適

切でなかったことにサーチの過程で気づくこともありえます（ただし、こうした

ことがないようにすることが適切です。）。 

したがって、スクリーニングの際には、単に必要な文献を捜すだけでなく、検

索式を立てた時に予期した先行技術文献（拒絶理由の根拠となる文献とは限ら

ない）が得られたかどうかを検証することが重要です。検索式を構築した時に予

期していた文献が全く得られないか、または、ほとんど得られないときは、その

検索式が適切でない可能性が高いので、全件をスクリーニングせず、検索式を変

更すべきです。 

 

なお、ある検索式を構築した結果、ヒット件数が多すぎてサーチ範囲が広すぎ

たという場合にも、文献集合をどうやって絞るか考える必要があります。例とし

ては、検索式を改良して更なる制限条件をつけてサーチ範囲を絞る方法や、スク

リーニング時にしおりを付与しておき（第Ⅶ部２．（２）を参照後、精読するな

どして閲読する文献数を減らす方法などが挙げられます。 

 

（３）検索ＤＢの変更 

最初に検索したＤＢでは、如何なる検索式によっても充分な引用文献又は先

行技術文献が得られなかった場合には、引用文献を発見できそうなＤＢに変更

することを考える必要があります。 
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９．サーチの終了 

適切な検索式によりヒットした文献は、すべてスクリーニングすることが原

則です。しかし、①関連性の高い先行技術が十分に得られたとき、②サーチ範囲

において、より有意義な先行技術文献を発見する可能性が非常に小さくなった

とき、③本願発明の実施例相当のもの（請求項に記載された事項の具体例に相当

するものに限る）についての新規性を否定する文献や、実施例とわずかな差異し

かない先行技術が記載された文献を発見したときには、その請求項に関する限

り、すべてのサーチ範囲をサーチすることなくその時点でサーチを終了するこ

とができます。 

また、適切なサーチ範囲を的確な検索式でサーチしても、拒絶理由の根拠にな

る先行技術文献を発見できなかったときもサーチを終了します。 
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第Ⅶ部 検索ノウハウ11 

この部では、先行技術文献サーチを行う上での具体的な手順、ノウハウについ

て説明します。 

審査官が使用している機械検索ツールからアクセス可能なデータベースには、

膨大な量の文献が蓄積されています。その膨大な文献の中から必要な文献の抽

出を行うのは大変な作業であり、そのためには何らかの手段が必要となってき

ます。 

そこで、各文献は検索キー（ＩＰＣ、ＦＩ、Ｆターム、ファセット、ＣＰＣ12、

フリーワードなど）により技術内容に応じて分類され、蓄積されています（本に

分類を付与して整然と所蔵した図書館をイメージするとよいでしょう）。審査官

は、その分類されて蓄積された文献の中から、機械検索ツールを使って本願発明

に関連する文献を探し出します。 

すばやく正確に（もれなく）サーチを行うためには、サーチ端末や検索キーの

データベース構造についてよく知ることが重要です。「１．検索式の作成」「２．

スクリーニング」では、審査官が使用している機械検索ツールの操作方法を例に、

効率よくサーチを行うためにどのように検索式を構築したらよいかを説明しま

す。 

サーチにおいては、本願発明と最も関連する先行技術文献（新規性を否定する

文献）を発見する可能性の高いところから検索を行い、その結果を見たうえで、

必要に応じて別の検索をすることにするのが通常は効率的です。そこで「３．検

索式の組みかえ」においては、最初の検索範囲をどのようにして定めたらよいか、

最初の検索範囲で適切な先行技術文献がすぐに見つからない場合にはどうした

らよいかなどについて説明します。 

 

１．検索式の作成 

1.1 検索キー 

（１）検索キーの種類 

機械検索ツールに対して検索の指示をする検索キーとしては、文献の内容を

解析して一定のルールに従って付与された記号（インデックス；ＦＩやＦターム

等）を用いる場合と、文献の記述に含まれる用語そのものを用いる場合とに大別

されます。前者についてはインデックス系検索キーと称することがあります。 

 
11 説明に使用されている検索キーは例示であり，必ずしも最新のものとはありません。 
12 欧州特許庁（EPO）及び米国特許商標庁（USPTO）が共同で管理する特許分類。

Cooperative Patent Classification の略称。 
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検索キーの代表的なものとしては、以下のようなものがあります。 

 

①  ＦＩ記号(File Index) 13 

ＦＩは、庁内のサーチファイルの編成に用いる分類であり、基本的に、(イ)

ＩＰＣ（国際特許分類）のセクションからサブグループまでの分類展開に加え

て、(ロ)ＩＰＣサブグループを細展開した展開記号、(ハ)ＩＰＣサブグループ

又は展開記号を更に細展開した分冊識別記号からなっています。具体的には、

下表のように「ＩＰＣ（国際特許分類）の完全記号（サブグループまでの記号）、

３桁の数字、１桁のアルファベット」で表されます。 

このように、ＦＩの特徴は、上位の分類から下位の分類へと、順次細展開し

ていくところにあります。細展開の結果、現在のＦＩは、ＩＰＣサブグループ

までの項目が約７万であるのに対し、分冊識別記号等を含めた全展開項目は約

１９万の項目から構成されています。ＩＰＣのサブグループどうしの関係につ

いては「・」や「・・」などのドットで表記される「階層」と呼ばれる細展開

があり、ドット数の少ない上位のサブグループの下にドット数の多い下位のサ

ブグループが細展開される構造になっています。 

なお、このように細展開を繰り返していっても、その分類体系とは別の観点

から文献をサーチしたい場合には対応できないことがありますので、その問題

を解決するために、横割り検索キーの「ファセット分類記号」や多観点検索キ

ーの「Ｆターム」が作成されています。 

ＦＩは原則最新のＩＰＣを細展開したものです。 

 

ＦＩ記号の表記形式 例示 

ＩＰＣ記号（セクション､クラス､サブクラス､

メイングループ､サブグループ） 

ＩＰＣ記号＋展開記号 

ＩＰＣ記号＋展開記号＋分冊識別記号 

ＩＰＣ記号＋分冊識別記号 

A21D 2/04 

 

B01D 53/02 100 

B01D 9/02 601 A 

A01C 1/04 A  

 

②ファセット分類記号 

ファセット分類記号とは、ＩＰＣ分類の所定の範囲（例えば、一つのサブク

ラス全体や複数のメイングループ・サブグループの範囲）にわたって、ＩＰＣ

の分類展開とは異なる観点から分類されている記号です。これによって、ＩＰ

 
13 特許庁の審査官がインデックス系検索キーを用いて検索を行う場合には、通常、ＩＰＣ

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の展開をそのまま使

用すると多量の特許文献が集中し、検索に不都合が生ずる場合があるためです。 
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Ｃとは別の観点からの横断的なサーチが可能になります。 

ファセット分類記号は、３個の英文字で表記され、通常は最初の文字が該当

するＩＰＣセクションと同じです。（例えば、金属の圧延に関するＩＰＣ分類

の「B65D1/00～85/84」の範囲について、「BRA」～「BRQ」、「BSA」～「BSQ」等。） 

ただし、複数のＩＰＣセクションにまたがる横断的サーチを行うための「広

域ファセット」は最初の文字が「Ｚ」です。（例えば、超伝導に関するものに

ついて「ZAA」、核酸／アミノ酸配列に関するものについて「ZNA」等。） 

 

ファセット分類記号の表記形式 

 

 

③Ｆターム(File-forming Term) 

Ｆタームとは、文献量の著しい増大及び技術の複合化、融合化、製品の多様

化といった昨今の技術開発の動向に対して、審査において先行技術サーチを行

うためにコンピュータ検索用に開発された検索インデックスです。 

現行のＦＩは、単一の技術的観点を中心に展開されており、技術の区分けが

粗い場合もあるため、ＦＩのみでは、特に最近の発展した技術分野においては、

数百件～数千件の先行技術をスクリーニング調査しなければならないことも

あります。Ｆタームは、所定の技術分野毎（この技術分野を「テーマ」と称し、

一定範囲のＦＩに対応する。）に文献を種々の技術的観点（目的、用途、構造、

材料、製法、処理操作方法、制御手段等）から解析することにより、関連先行

技術を 50～70件程度を目安に絞り込むことを目指しています。 

 

Ｆタームには以下の３つの種類があります。 

（ⅰ）ＦＭテーマ：ＦＩとは異なる複数の技術観点で展開 

（ⅱ）ＦＳテーマ：テーマ範囲内の特定のＦＩに対して、単一の技術的観点

で展開 

（ⅲ）ＦＩテーマ：Ｆタームがないもの 
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A01B 

 

 

ＦＳテーマにおいては、観点の異なるＦタームの論理積をとると、検索結果

が０件となることがあるので注意が必要です。 

 

また、一部のテーマについては、さらに「付加コード」と呼ばれる１文字の

記号が設定されているものもあります。この付加コードはＦタームを補完する

機能を持ち、Ｆタームの後ろに“．”を付けて付加します。付加コードの補完

機能の具体例としては、以下のようなものがあります。 

・Ｆタームが付与された組成物について、各成分が主成分か副成分かを区別

する。 

・Ｆタームが付与されたものが、主たる機能として用いられるのか、補助的

な機能として用いられるのかを区別する。 

 

Ｆタームの表記形式 

 

 

  

ＦＩ 

Ｆターム 
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Ｆタームは、技術進歩に応じ、再開発・再解析といったメンテナンスが行わ

れる場合があり、これを利用する場合には注意が必要です14。 

 

④テキスト 

テキストを検索キーする検索では、特許文献の記載内容についての文字コー

ドデータを利用し、特許文献中に記述されている用語を機械検索しています。

特許請求の範囲及び明細書の全ての記載を検索の対象とする全文フルテキス

ト検索では、文献中のすべての用語がその文献についての検索キーになってい

るイメージとなります。 

検索にあたっては、異表記／同義語／類義語／関連語の展開を技術分野に応

じて上手に行うテクニックが求められます。 

 

⑤フリーワード 

フリーワードとは、検索ツールによっては、上記④のテキスト自体を指す場

合もあるようですが、本書では、各特許文献の中で使用されている特徴的な用

語や技術内容を的確に表す用語を検索キーとして各特許文献に付与したもの

として説明します。 

審査官が使用している機械検索ツールで利用可能なフリーワードとしては、

以下の２つの種類があり、その付与のルールは、上記①～③の検索キーに比べ

ると厳格ではなく、また、階層構造も有しないことから、インデックス及びテ

キストの両方の検索キーの性格を有するといえます。 

（ⅰ）審査官フリーワード 

文献に対して、それに開示された技術を担当する審査官が付与可能な検

索キーで、Ｆタームのテーマコードとセットでのみ利用可能です。現在は、

ＦＩ付与、Ｆターム解析の際に、財団法人工業所有権協力センター（ＩＰ

ＣＣ）においても付与されています。 

（ⅱ）しおりフリーワード 

文献に対して、審査官が付与可能な検索キーで、付与者を識別するコー

ドを入力した時のみ利用可能です。通常は、審査官がスクリーニングをし

た際に、しおり15を付与したものを登録することにより付与しています。 

 

 
14 ＦＩの改正情報を https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/bunrui/fi/f_i_kaisei.html 

で、Ｆタームの改廃情報を

https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/bunrui/fi/theme_kaihai.html で確認をするこ

とができます。 
15 しおり機能については、第Ⅶ部 2.1(2)を参照。 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/bunrui/fi/f_i_kaisei.html
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/bunrui/fi/theme_kaihai.html
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（２）ＩＰＣ、ＦＩ、ファセット及びＦタームの関係 

ＩＰＣ、ＦＩ、ファセット及びＦタームの関係の概念図にまとめると、次ペー

ジのようになります。 
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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)  

図９．ＩＰＣ、ＦＩ及びＦタームの関係の概念図 

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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（３）各検索キーによる検索の特徴 

インデックス系検索キーを用いて検索をする場合と、テキスト検索をする場

合の特徴を整理すると以下の表のようになります。 

 

 (ⅰ)インデックス検索 (ⅱ)テキスト検索 

長

所 

A) 検索漏れが少ない 

B) 検索結果にノイズが少ない 

C) 古い文献も検索対象とでき

る 

D) 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 

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。 

 

短

所 

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 

A) 検索結果にノイズが多い 

B) 検索漏れが生じやすい 

C) 検索対象となる文献の時期制限

がある 

D) 同義語・類義語の展開にテクニ

ックを要する 

活

用

事

例 

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 

 

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 

D) インデックス自体を検索する 

 

また、ある技術Ａを開示する文献を検索しようとした場合に、インデックス系

検索キーを用いて検索をした場合と、テキスト検索の場合とで、検索漏れやノイ

ズがどのようになるのかを図で表すと以下のようなイメージになります。 
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技術Ａを開示

する文献集合技術Ａに対応する

インデックスが付与

された文献集合

技術Ａを意味する

テキストαを有する

文献集合

技術Ａを意味する

テキストαの同義語α’、

類義語α’’を有する

文献集合

（上手に展開をした場合）

テキスト検索に
よる検索漏れ

テキスト検索に
よるノイズ

 

図１０．インデックス検索とテキスト検索との対比イメージ 

 

上記図中のＡ及びαの例としては以下のようなものが考えられます。 

Ａ  ：内燃機関 

α  ：内燃機関 

α’ ：エンジン 

α’’ ：ディーゼル機関、ガソリン機関 

ノイズ ：検索エンジン、サーチエンジン 

 

1.2 インデックス系検索キーの取得方法 

検索式を立式するために必要なインデックス系検索キーの情報は、下記のよ

うにして取得します。 

 

（１）テキスト検索の利用 

先行技術調査の対象となる技術に関連する用語によりテキストを検索キーと

する検索を行い、ヒットした文献に付与されたＩＰＣ、ＦＩ及びＦタームを確認
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することにより、調査に必要なインデックス系検索キーを取得することができ

ます。フリーワードを検索キーとして利用できる場合には、テキストに代えて、

これを使うことも有効です。 

なお、個々のインデックス系検索キーの意味は、ＰＭＧＳ16を利用することに

より確認できます。ＰＭＧＳには、全技術分野のＩＰＣ、ＦＩ及びＦタームが掲

載されています。また、ＦＩハンドブック（ＦＩ－ＨＢ）17も参照することがで

きます。 

 

（２）ＰＭＧＳの利用 

先行技術調査の対象となる技術に関連する用語により、ＰＭＧＳに用意された

キーワード検索又はキャッチワードインデックス検索を用いて、調査に必要な

インデックス系検索キーを取得することができます。 

 

（３）調査対象出願の公開公報に付与された検索キーの利用 

先行技術調査の対象となる出願に関係する先行技術文献には、当該調査対象出

願の公開公報に付与されているインデックス系検索キー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、まず調査対象出願の公開公報に付与

されているインデックス検索キーを確認することにより、調査に必要なインデ

ックス系検索キーを取得することができます。 

 

（４）その他の資料 

Ｆターム解説18を利用しても、調査に必要なインデックス系検索キーを取得す

ることができ、また、一部の検索キーは図を用いて分かりやすく解説されていま

す。 

  

 
16 「Patent Map Guidance System」の略称。審査官用のサーチ端末に用意された特実検索

システム又は特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）から利用できます。（https://www.j-

platpat.inpit.go.jp/p1101） 
17 「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

野を説明したものです。 
18 ＰＭＧＳにて参照できます。 
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1.3 インデックス系検索キーの取得例19 

 

Example.5 

次に示す請求項１に係る発明についての先行技術調査を行うのに必

要な、インデックス系の検索キーを取得して下さい。 

【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。 

 

（１）テキスト検索を利用した取得例 

請求項１に記載された発明特定事項から、特徴的な用語を抽出し、 

検索式： 無テーマ (蛍光塗料*可視光*[紫外線+ＵＶ]*[看板+広告])/TX 

で検索をしてみます。 

 

 
19 2006 年 5 月時点での検索結果です。 
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その結果、５１件の文献がヒットしました。 

そして、ヒットした案件をスクリーニングしますと、ＩＰＣ又はＦＩとして、

「G09F13/」が多く付与されていることがわかります。したがって、検索キーと

しては、上記ＩＰＣ又はＦＩと、当該ＦＩに対応するＦタームテーマコード

「5C096」のＦタームが有力であると推察できます。 
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（２）ＰＭＧＳを利用した取得例 

請求項１に記載された発明特定事項から、特徴的な用語を抽出し、 

「キーワード検索（テーマ単位）：可視光*(紫外線+ＵＶ)*(看板+広告)」 

により、「Ｆターム解説」の中から該当するものを検索してみます。 
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その結果、4 件がヒットしました。 

そして、結果一覧に表示されたテーマをクリックすることによりその内容を

確認し、検索キーとしては、Ｆタームテーマコード「5C096」のＦターム及び当

該テーマコードに対応するＦＩが有力であると推察できます。 

 
 

1.4 インデックス系検索キーを用いた階層検索  

ＦＩ及びＦターム等のインデックス系の検索キーでは、階層と呼ばれる概念

が採用されています。 

階層は“･”(ドット)で表されます。最上位から“ ”(ドット無し)、“･”、“･･”、

“･･･”、…というように“･”の数で階層関係が表され、“･”の数が少ないほど、

上位の階層となります。 

階層検索では、入力された検索キーを基準とし、それに続く下位の検索キーに

ついても検索の対象とします。ここでは、審査官が使用している機械検索ツール

を用いた場合の階層検索について説明します。 

 

MEMO 

・階層検索を行わない場合は、ＦＩ及び F ターム等の直前に階層無視記号“$”を

付けます。 
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 分類③  分類② 

 

ＦＩを例に、どのように階層検索が行われるか説明します。 

検索システムは、ＦＩについてのテーブルを持っており、各ＦＩについての存

在チェックと階層情報の取得に関して、このテーブルを参照します。 

ＦＩを検索キーにした論理式が入力された場合、まず、このＦＩテーブルを参

照します。 

 

ＦＩテーブルには階層情報が含まれており、この表を参照することによって、

入力されたＦＩに続く下位の階層のＦＩも、検索の対象とします。 

論理式として、 G03C5/00 が入力された場合、図１１のＦＩテーブルを参照

すると、分類①は入力されたＦＩと一致するので、分類①をまず基準とします。

基準となる分類①から下位を見ていくと、分類⑤のもつ階層が分類①と同階層

であるため、基準となる分類①から分類⑤が出てくる直前の分類④までが、入力

されたＦＩの下位の階層として取得されます。 

つまり、“G03C5/00”の下位の階層は分類②、分類③、分類④ということにな

ります。 

 

ＦＩテーブルを参照し、下位の階層のＦＩを取得した後、これらをもとに、文

献ＤＢ（データベース）を検索します。 

例えば、論理式として G03C5/00 が入力された場合の検索範囲は、以下のよ

うになります。 

 

$G03C5/00 ＋ $G03C5/00,101 ＋ $G03C5/02 ＋ $G03C5/04 

 

図１１のＤＢを検索した結果、文献Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄがヒットします。これが階

層検索です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文献 ＦＩ  

Ａ Ｇ03C5/00  

Ｂ Ｇ03C5/00,101  

Ｃ Ｇ03C5/02  

Ｄ Ｇ03C5/04  

Ｅ Ｇ03C7/00  

 ……  

 

文献 DB 

 

分類 ＦＩ 階層  

① Ｇ03C5/00   

② Ｇ03C5/00,101 ．  

③ Ｇ03C5/02 ．．  

④ Ｇ03C5/04 ．．．  

⑤ Ｇ03C7/00   

⑥ 

．  

 

  

ＦＩテーブル 
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図１１．ＦＩテーブルと文献ＤＢとの関係 

 

ＦＩの階層検索を行う場合と、階層無視記号“$”を用いた場合との検索範囲

の違いを例１と例２に示します。 

階層無視記号“$”をつけた場合は階層検索を行いません。 

 

MEMO 

・分冊識別記号に“\”を入力した場合、分冊識別記号が存在しないものを検索し

ます。 

 

  

   機密性〇 

例１)  

論理式 

A01G13/00/FI  を入力した場合、 

階層検索を行い、A01G13/00 と同じ階層であ

る A01G15/00 の直前までの 

         の範囲を検索対象とします。 

 

＄A01G13/00/FI  を入力した場合、 

階層無視記号“$”が付与されているため、階層

検索を行わず、A01G13/00 に含まれる 

         を検索対象とします。 

 

 A01G13/02/FI  を入力した場合、 

階層検索を行い、A01G13/02 と同じ階層であ

る A01G13/06 の直前までの 

         の範囲を検索対象とします。 

 

$ A01G13/02/FI  を入力した場合、 

階層無視記号“$”が付与されているため、階層

検索を行わず、A01G13/02/に含まれる 

         を検索対象とします。 

 

 

識別記号 分冊識別記号 

A01G13/00  @△ 

  @A 

  @B 

                                              @C 

                     @D 

 

  @Z 

  

 A01G13/00 301 @△ 

  @A 

  @Z 

 

 A01G13/00 302 @△ 

  @A 

 

  @Z 

 

 A01G13/02  @△ 

                      @A 

 

  @Z  

 

 A01G13/02 101 @△  

    @A 

 

  @Z  

 A01G13/04 

  

          A01G13/06 

 

      

 

A01G15/00 
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ＦＩ以外の階層検索例は以下のとおりです。 

 

例３)F タームの階層検索例 

論理式 

BC00/FT を入力した場合、 

階層検索を行い、BC00 と同じ階層である

BD00 の直前までの 

          の範囲を検索対象とします。 

 

＄BC00/FT を入力した場合、 

階層無視記号“$”が付与されているため、階層

検索を行わず、BC00 のみ 

          を検索対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

付加コード 

 

BC00 BC00.A 

 BC00.Z 

BC01 

BC02 

 

BC03 

BC05 BC05.A 

 BC05.Z 

BC06 

 

BC07 

BC09 

 

BC10 

 

BD00 

 

BD01 
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MEMO 

・すべての付加コードを検索の対象としたい場合には、付加コード指定記号“ .”

つきで入力しなければなりません。 

・付加コード指定記号“.”+付加コード“X”(X は半角英数字)を入力した場合、同

じ付加コードで、下位階層のものを検索対象とします。 

 

 

    

 

 

階層検索によりヒットするか否かの一覧表については、第Ⅷ部資料１．及び２.

を参照して下さい。 

 

BC00.A/FT を入力した場合、 

同じ付加コードで下位階層のものを検索し、 

          を検索対象とします。 

 

階層無視記号“$”を付与した 

$BC00.A/FT  を入力した場合は、BC00.A の

み 

          を検索対象とします。 

 

BC00./FT を入力した場合、 

全ての付加コードを含めて検索するため、 

          を検索対象とします。 

 

階層無視記号“$”を付与した 

$BC00./FT  を入力した場合は、 

          を検索対象とします。 

付加コード 

 

BC00 BC00.A 

 BC00.Z 

BC01 

BC02 

 

BC03 

BC05 BC05.A 

 BC05.Z 

BC06 

 

BC07 

BC09 

 

BC10 

 

BD00 

 

BD01 

 

例４)ファセット分類記号の階層検索例 

論理式 

ABB/FC  を入力した場合、 

階層検索を行い、ABB と同じ階層である ABE

の直前までの 

          の範囲を検索対象とします。 

 

＄ABB/FC を入力した場合、 

階層無視記号“$”が付与されているため、階層

検索を行わず、 

          を検索対象とします。 

ABA 

 

ABB 

ABC 

ABD 

 

ABE 

 

ABF 

 

ABJ 
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1.5 Ｆタームのテーマを跨る検索 

特許庁の機械検索システムでは、論理式として入力された式の検索結果を絞

り込む制限条件として、「テーマ」という概念があります。この「テーマ」は、

Ｆタームのテーマに対応しています。制限条件としてテーマを指定すると、その

テーマ内に存在する文献のみが検索の対象となります。 

J-PlatPat（特許情報プラットフォーム）の「特許・実用新案検索20」及び審査

官が使用している機械検索ツールでは、１つの主テーマと、９つの副テーマを指

定して検索を行うことができます。 

 

（１）主テーマのみを指定する場合 

審査官が使用している機械検索ツールにおいて、主テーマのみを使用する場

合は、J-PlatPat の「特許・実用新案検索」では、テーマを１つのみ指定した場

合に相当します。 

例：テーマ 4C341 のＦターム LL10 と、テーマ 5G006 のＦターム JB03 との

論理積を取る場合 

⇒（画面上部の「選択入力」，「論理式入力」タブから，「選択入力」を選択

した場合の入力例）テーマ入力欄に「4C341」と入力し、検索項目を”F タ

ーム”とした上で，”検索キーワード”欄に以下の検索式を入力します。 

LL10*5G006JB03 

 

●検索式入力画面（J-PlatPat） 

   

 
20  https://www7.j-platpat.inpit.go.jp/tjk/tokujitsu/tjkt/TJKT_GM201_Top.action  
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（２）主テーマと副テーマを指定する場合 

①ＦＩ検索の例と検索結果回答イメージ 

●検索式入力イメージ 

 

 

 

 

○検索結果回答イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

②Ｆターム検索の例と検索結果回答イメージ 

●検索式入力イメージ 

論理式がテーマ無しで入力されている場合 

 

 

 

 

 

○検索結果回答イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

  ●検索式入力イメージ 

論理式がテーマ付きで入力されている場合 

 

4H104 の集合 

A61K7/06/FI の集合 ４J002 の集合 

5B082 の集合 

 

2H098 の集合 

２H016 の集合 

 

   ：検索回答 

4H104AA00/FT

の集合 

 

４J002 の集合 

 

5B082 の集合 

2H098 の集合 

 

テーマ２H016 の集合 

 
   ：検索回答 

主テーマ 4H104  副テーマ 2H016 4J002 5B082 2H098 

 

 

AA00 

 

主テーマ 4H104  副テーマ 2H016 4J002 5B082 2H098 

 

 

３C063AA00 

 

主テーマ 4H104  副テーマ 2H016 4J002 5B082 2H098  

 A61K7/06/FI 
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○検索結果回答イメージ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.6 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、第Ⅵ部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。 

翻訳にあたっては、上述の各検索キーの有する特徴に十分に留意する必要が

あります。 

 

Example.6 

Example.5 での検索キーの入手結果をもとに、Example.5 の請求項１に係る

発明の先行技術調査を行うに当たり、ＦＩとして「G09F13/」を、Ｆタームとして

「5C096」を利用することにしました。同請求項を構成要素に分解するととも

に、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。適当なインデックス系検索キ

ーがない場合や、用語に特徴がある場合には、フリーワードやテキストについ

ても検索キーとして使うようにしてください。 

 

【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 

3C063AA00/FT 

の集合 

 

 

４J002 の集合 

 

 

2H098 の集合 

 

 ２H016 の集合 

 

 

4H104 の集合 

 

 

   ：検索回答 
5B082 の集合 
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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 

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 
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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+??紫外線+紫外線/TX 

+??ＵＶ+ＵＶ/TX 

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 ⇒ ??看板+看板/TX 

 

［説明］（特許庁の検索システムの場合） 

 上記の検索式の中の「＋」は検索キーの「論理和(or)」の演算子で、

「G09F13/04+BA01」は、G09F13/04というＦＩが付与された文献と BA01と

いうＦタームが付与された文献との双方を抽出することを意味します。Ｆ

ＩとＦタームは別観点の分類なので、同種の技術に関する複数の文献の中

には当該ＦＩしか付与されていない文献と当該Ｆタームしか付与されて

いない文献が当然に存在するため、サーチ漏れを防止するべく両者の論理

和を取ります。 

 検索式中の「??」はフリーワードの前方一致（紫外線○○）と後方一致

（△△紫外線）の双方を抽出することを意味します。「紫外線」という用語

の前後に何らかの字句が付いているフリーワードが付与された文献につ

いても抽出するために、このようにします。 

 検索式中の「紫外線/TX」は、「紫外線」という用語でテキスト検索する

ことを意味します。「紫外線」というフリーワードは付与されていないが

文献のテキスト中に「紫外線」という用語がある文献を抽出するために、

このようにします。（なお、フリーワード検索と異なり、テキスト検索の場

合は、文献中のすべての用語が検索対象になるので、前方一致や後方一致

を気にする必要がありません。） 

 

（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、先行技術調査の対象となる発明が、「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、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、両者の組み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発明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、図１２のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

            図１２．文献集合の概念図 

 

 

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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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 

   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。 

 また、検索システムに、過去の演算結果を検索式に組み込むことができる履歴

演算機能がある場合には、過去の検索結果を引き算することにより、同じ文献を

スクリーニングすることを避けることができます。例えば、上記 Step1 の検索

結果を「\1」とした場合、Step2において 

Step2  α*β-\1 

とすることにより、Step1においてスクリーニングした文献を、Step2において

再度スクリーニングすることを回避することができます。 

 

Example.5 において、上記 Step1を実現する検索式は、以下のようになります。 

テーマコード：5C096 

DA00*[G09F13/04+BA01]*CC10*[G09F13/42+CC02+??紫外線+紫外線/TX 

+??ＵＶ+ＵＶ/TX]*CA02*[CA03+EA03]*CA25*[??看板+看板/TX] 

 

［説明］（特許庁の検索システムの場合） 

［ ］（括弧）は、その中を先に演算することを示します（なお、演算の優先

順位は左から右です。また、論理積は他の演算子よりも優先されます。）。 
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上述の履歴演算機能が利用できる場合には、次のように検索履歴を利用して

式を立てていくことにより、上記のように検索式が長くなることを防ぐことも

できます。 

 

\1: DA00 

\2: G09F13/04+BA01 

\3: CC10 

\4: G09F13/42+CC02+??紫外線+紫外線/TX+??ＵＶ+ＵＶ/TX 

\5: CA02 

\6: CA03+EA03 

\7: CA25 

\8: ??看板+看板/TX 

そして、最後にこれらの検索結果「\1」～「\8」の論理積をとります。 

\9:\1*\2*\3*\4*\5*\6*\7*\8 

 

２．スクリーニング 

スクリーニングとは、検索した結果の文献のイメージデータを端末画面上で

頁送りしながら閲読して関連する先行技術文献を選び出すことです。ここでは、

審査官が使用する端末のスクリーニング機能とスクリーニングを行うコツにつ

いて説明します。 

 

2.1 機能 

（１）表示 

以下に挙げるような表示機能があります。 

ａ）画面表示について 

二画面表示（複数種別表示） → 利点：文章と図面を同時に一覧できる。 

一画面表示 → 利点：別の機能を有する画面を立ち上げることが可能。 

ｂ）文献の表示について 

二次文献、抄録、二次テキスト表示、一次テキスト表示、図面 

 

（２）しおり機能 

しおり機能とは、検索者がスクリーニングしている文献に、本に付箋を付ける

ような感覚で、端末を通じて一時的に「しおり」を付ける機能です。しおりの種

類は数字の１～９で指定できます。また、しおりスクリーニング機能を用いると、
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しおりを付与した文献のみスクリーニングすることもできます。 

このしおり機能は以下のように使用することができます。 

ａ）スクリーニング中に、斜め読みして関係しそうと思われる文献に多めにし

おりを付与し、スクリーニング終了時にしおりスクリーニング機能を用

いて、しおりを付与した文献を精読して最も適切な文献を抽出する。 

ｂ）スクリーニング中に、「しおり１」を構成要素ａを開示する文献に付与し、

「しおり２」を構成要素ｂを開示する文献に付けていく。 

 

（３）引用文献、パテントファミリ、しおりメモ（文献）フラグ 

スクリーニングしている特許文献について引用文献情報、パテントファミリ

情報、しおりメモ（文献）が存在する場合には、それぞれ「引」、「ファ」、「文」のよ

うにフラグが画面上方に表示されますので、当該特許文献の出願の審査におけ

る引用文献、当該特許文献の出願のファミリー出願などを知ることができます。 

 

（４）ジャンプワード機能 

単語を指定すると、文章中のその単語が記載されている場所にジャンプしま

す。図面に記入された部材の番号を入力することによりその部材について記載

されている場所にジャンプするような使い方もできます。 

 

2.2 一次文献サーチのコツ 

一次文献をスクリーニングする際には、２画面表示を利用すると、文章と図面

を同時に閲読できるので便利です。また、図面に注目してのサーチは、機械分野

において特に重要となりますので、図面のみを２画面表示することも一案です。 

 

 

 

 

 

 

【スクリーニング画面１】 

 

図１３．二画面表示の設定の仕方例 

  

 

【スクリーニング画面２】 

文
章
頁 

図 

面 

図 

面 

図 

面 
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ａ）【スクリーニング画面１】は、二画面表示設定であり、文章と図面を同時

に一覧することができます。文章頁に文献のフロント頁を表示すれば、ひ

と目で文献の概要が把握できるでしょう。 

 

ｂ）【スクリーニング画面２】は、二画面表示設定において、両画面とも図面

を表示しています。本願や先行技術の技術的な特徴が図面で把握しやすい

場合において有効です。したがって、機械分野において有効であるともい

えるでしょう。 

＜図面サーチの方法＞ 

ａ）該当分野のものか図で確認 

ｂ）該当図の該当部分に求める部材があるかどうか 

ｃ）ありそうだったら文章を精査 

 

【スクリーニング画面１】、【スクリーニング画面２】については、案件の内

容に応じて使い分けるとよいでしょう。 

 

2.3 二次文献サーチのコツ 

文章を中心にサーチを行うときは二次文献や二次テキストの利用も有効です。

二次文献や二次テキストを見て、明らかに本願発明と関連しないと思われるも

のはそのまま見送り、関連のありそうな文献を「補正付き全ページ表示」で精査

します。またこのとき、しおりの利用も有効です。 

 

３．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。 

検索式の組み替えについては大きく分けて２通り考えられます。すなわち、①

同一のＤＢ内で検索式を組み替えて検索範囲を変更するケースと、②そもそも

別のＤＢにおいて検索を再開するケースの２通りです。 

3.1 同一のＤＢ内で検索範囲を変えるケース 

検索範囲の変更には、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。 
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（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） 

なお、このような場合は、最初の検索において検索フィールド①中の文献を既

にサーチ／スクリーニングしているので、拡張後の検索フィールド（①＋②）の

うち①に相当する範囲は重ねてサーチ／スクリーニングする必要がありません。 

このような重複作業を避けるために、２回目の検索式において「－」の演算子

が使える場合には、これを使います。「－」は検索キーの「論理否定（not）」の

演算子で、ある検索キーが付いた文献の集合を検索範囲から除外することを意

味します。 

例えば、最初の検索範囲①が「A01C1/02*B02D2/03*C01D23/04」で、二回目の

検索範囲①＋②が「A01C1/02*B02D2/03」だった場合、二回目の検索式において

は一回目の検索式の回答結果「\1」が新たな検索キーになるので、その検索キー

の付いた文献（①）を除外します。すなわち、「A01C1/02*B02D2/03-\1」とすれ

ばよいことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１４．拡張イメージ（その１） 

 

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 
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（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。 

この場合も、二回目の検索式からは一回目の検索結果を除外するのが効率的

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１５．拡張イメージ（その２） 

 

 

（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

「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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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。 

この場合も、２回目の検索式(②)の構築にあたっては、１回目の検索結果(①)

を除外することが効率的です（「Ａ＊Ｃ－￥１」とする）。以下同様に、３回目は

Ａ＊Ｂ－￥１－￥２、４回目はＡ－￥１－￥２－￥３とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１６．移行イメージ（その１） 

  

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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（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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１７．移行イメージ（その２） 

  

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） 



第Ⅶ部 検索ノウハウ 

118 

3.2 別のＤＢに移行して検索を再開するケース 

先行技術発見の蓋然性が最も高い国内特許ＤＢ（データベース）において①→

②→③と効率的な順番で検索範囲を移行したが、適切な先行技術文献が発見で

きず、次に文献発見の蓋然性が高い外国特許ＤＢに移行して、同様に①→②→③

と効率的な順番で検索する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１８．別のＤＢに移行するイメージ 

 

ＤＢ別のサーチのポイントは、概ね下記の通りです。 

 

＜国内特許文献ＤＢ＞ 

（１）自テーマでサーチ 

最初は本願発明の属するテーマ（「自テーマ」といいます。）でサーチします。

第１分類が付与されており、ヒットする可能性が最も高いところです。 

 

（２）他テーマでサーチ 

上記によるサーチで適切な先行技術文献が発見できない場合には、自テーマ

以外のテーマ（「他テーマ」といいます。）に範囲を広げてサーチを行うことも必

要となることがあります。 

 

構成ａに関する文献集合Ａ 

国内特許ＤＢ 外国特許ＤＢ 

商用ＤＢ 

構成ｂに関する文献集合Ｂ 

① 
② 

③ 

① 
② 

③ 

② 

① 

③ 
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（３）無テーマ検索 

検索式の制限条件にテーマコードを入力しない検索方法です。ＦＩ、Ｆターム

等、インデックス系の検索キーによる検索で適切な文献が発見できないときに、

フリーワードやテキストを検索キーして検索を行うものです。漏れのない検索

を行うためには、異表記／同義語／類義語／関連語の展開を技術分野に応じて

上手に行うことが求められます。 

 

＜外国特許文献ＤＢ＞ 

外国文献サーチも国内文献と同様に行います。 

ａ）ＣＰＣ等による外国文献サーチ 

ｂ）和抄の活用（和抄の全文検索も可能） 

 

＜商用ＤＢ等の非特許文献ＤＢ＞ 

JDream III21等を用いた論文検索 

・アカデミックな内容の案件について有効 

・フリーワードや統制語を用いた検索により論文抄録をスクリーニング 

 

４．サーチにおける検索範囲の拡張・移行のフロー 

サーチを行う際、具体的にどのように検索範囲を拡張、移行していったらよい

かを、フローで説明します。以下の①～⑤は図１９の中での番号に相当します。 

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。 

 

①検索最大範囲の決定（外枠の決定） 

本願発明を理解し検索式を構築する前の段階で、土地勘や経験により決定。概

ねの検索最大範囲（外枠）を決めておき、その範囲内の最も適切な文献集合から

サーチできるように検索式を構築する。通常、最大検索範囲は、関連する検索キ

ーの和集合。 

 
21 JDream III は株式会社ジー・サーチが提供する、科学技術に関する情報を検索するた

めの検索サービスです。 
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②最初の検索式の組み方 

通常は、本願発明のすべての構成ａ、ｂ、ｃを備えた先行技術を発見するため

に、まずａ＊ｂ＊ｃの範囲を抽出する検索式を立てる（その際、できるだけ下位

概念のＦターム、ＦＩ等を用いて、実施例に近いものを発見することを目的とす

る）。ただし、それでは適切な先行技術が発見できないことが最初から予想でき

る場合は、重要でない構成要素をはずして、本願発明の特徴となる構成に着目し

て検索式を構築する。 

 

③検索範囲の拡大 

最初の検索では適切な先行技術文献が発見できなかった場合は、徐々に検索

範囲を広げる。例えば、検索キーのＦタームやＦＩ等を上位概念のものに変更し

てサーチ範囲を拡張する。予め決めておいた検索最大範囲まで調べても発見で

きなかった場合はサーチ終了。 

 

④検索範囲の移行（シフト） 

本願発明の特許性の審査に必要な先行技術を部分的に発見した場合は、検索

範囲を移行して、残りの先行技術について検索。例えば、構成要素ａを発見した

場合、次は残りのｂ、ｃを検索。この場合も、最適の文献がヒットする可能性の

高い狭い範囲（ｂ＊ｃの範囲）からサーチを行う。徐々に広げて、予め決めてお

いた検索最大範囲まで調べても発見できなかった場合はサーチ終了。さらに一

部発見した場合、同様にさらに範囲をシフトして検索。 

 

⑤サーチ終了のタイミングについて 

サーチ終了のタイミングは、適切な文献を発見した場合と、これ以上サーチを

行っても有用な先行技術文献が得られないとの心証を得た場合とに大別される。 

ここで、「適切な文献を発見した場合」の考え方については、第Ⅴ部２．（３）

①（→p.43）を参照。また、５．（４）も併せて参照。 
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図１９．検索の進め方フロー図 

 

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 
 

⑤ 
⑤ 
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５．サーチ時間を短縮するためのテクニック 

時間をかければ漸近的に完全なサーチに近づいていきますが、実際には該当

技術分野の１００％の文献について検索を行うことは困難です（下図参照）。そ

こでどこかでサーチを打ち切る必要がありますが、可能な限り１００％に近づ

くように努めましょう。 

これは最も基本的な場合ですが、以下の（１）～（４）に示すようにサーチ時

間を短縮することが可能な場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）サーチレポート等、先行技術文献の提示がある場合 

先行技術文献が提示されている場合や刊行物提出書で情報提供がある場合に

は、先行技術文献には本願発明の構成要素がある程度そろっていて、残りの構成

要素についてのサーチのみでよい場合があります。このようなときには、図１９

において最初から④の部分にシフトすることができます。すなわち、サーチが最

初から残りのｃのみ（一例）ですむわけです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１００％ 

サーチ時間 

カ
バ
ー
率 

 

の 

 

  

  

の 

 

の
集
合 

 

打ち切るタイミング（外枠） 

その技術分野の 

文献すべて 

１００％ 

サーチ時間 

カ
バ
ー
率 

打ち切るタイミング 
先行技術提示 

追加サーチ範囲 

（サーチはここ

だけでよい） 
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（２）従来技術をすばやく発見するための工夫 

特許請求の範囲について、「～において、○○を特徴とする＊＊装置」と記載

されていることがあります。すなわち、「～において」に従来技術や、前提とな

る部分が示される場合です。 

このような場合には、次に述べる「①従来技術の発見」の要領で「～において」

の範囲を検索して、「～を特徴とする」の部分は、残りの部分を補足するような

検索を行うとよいでしょう。（残りの部分を補足するような検索については、図

１９の「本願の構成要素 a 及び b がすでに発見されている場合」を参照。） 

 

①従来技術の発見方法 

（ⅰ）明細書に従来技術として公報が挙げられている場合は、その内容をまず

は確認。 

（ⅱ）該当技術についての出願が多い出願人については出願人検索が有効。 

基本特許の出願が過去にあり、本願がその周辺特許についての出願である

場合は、出願人検索を行うことは従来技術発見の近道。これは発明者検索に

おいても同様に有効。明細書に用いる表現や図面が似ているので、対比判断

が容易というメリットもある。 

 

②特徴部分の発見方法 

図１９の「本願の構成要素 a 及び b がすでに発見されている場合」を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１００％ 

サーチ時間 

カ
バ
ー
率 

打ち切るタイミング 

従来技術検索 特徴部分検索 

時間短縮 
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（３）途中で次のような文献が発見されたときは・・・ 

検索時に発見した本願と関連する文献から先行技術文献についての手がかり

を得ることができます。これは「芋づる式検索」と呼ばれています。 

① 本願発明に非常に近い技術内容の他の出願が特許になっていることを発

見した場合に、本願も特許可能と判断できる場合があります（ただし、

本願と当該他の出願との先後願関係、当該他の出願に対する異議申立て

や無効審判請求の状況等を確認する必要があります）。 

 

 

② ＥＸ文献（本願の出願日より先に出願されたが、公開公報の発行は本願

の出願日より後であるような出願に係る特許文献）が発見され、さらに

その文献に「引」（引用文献あり）のフラグが表示されている場合には、

その文献に係る出願についての先行審査において引用文献があるので、

その引用文献は本件調査にも適用できる可能性が高いといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

１００％ 

サーチ時間 

カ
バ
ー
率 

通常の打ち切るタイミング 近
接
特
許
発
見 

→

【
サ
ー
チ
終
了
】 
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（４）その他の留意事項 

Ｘ文献を発見した場合であっても、その文献の発見でサーチをやめずに、過度

の負担にならない範囲で、できるだけ本願実施例に近いようなものをサーチす

るようにしましょう（４０件のスクリーニング中、１０件目でＸ文献を発見して

も４０件目最後まで見る。）。特許請求の範囲の記載が補正される可能性がある

時は、このようにした方が、結果的に、二度手間サーチとなることを防止できる

場合があります。 
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第Ⅷ部 資料 

１．ＦＩ階層検索一覧表 （特許庁の検索システムの場合） 

  

 

  

"\
"は

，
分
冊
識
別
記
号
が
付
与
さ
れ
て
い
な
い
Ｆ
Ｉ
の
み
を
検
索
す
る
。

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

$
$

$

A
0
1
G
1
3
/0
0
A
0
1
G
1
3
/0
0
A
0
1
G
1
3
/0
0
A
0
1
G
1
3
/0
0
A
0
1
G
1
3
/0
0
A
0
1
G
1
3
/0
0
A
0
1
G
1
3
/0
0
A
0
1
G
1
3
/0
0
A
0
1
G
1
3
/0
0
A
0
1
G
1
3
/0
0

,3
0
1

,3
0
1

,3
0
1

,3
0
2

,3
0
2

@
\

@
B

@
B

@
A

@
\

N
o
.

IP
C

展
開

ド
ッ
ト

分
識

ド
ッ
ト

1
A
0
1
G
1
3
/0
0

〇
〇

〇
×

×
×

×
×

×
×

2
A
0
1
G
1
3
/0
0

A
〇

〇
×

×
×

×
×

×
×

×

3
A
0
1
G
1
3
/0
0

B
〇

〇
×

〇
〇

×
×

×
×

×

4
A
0
1
G
1
3
/0
0

C
・

〇
〇

×
〇

×
×

×
×

×
×

5
A
0
1
G
1
3
/0
0

Z
〇

〇
×

×
×

×
×

×
×

×

6
A
0
1
G
1
3
/0
0
3
0
1

・
〇

〇
×

×
×

〇
〇

×
×

×

7
A
0
1
G
1
3
/0
0
3
0
1

・
A

〇
〇

×
×

×
〇

〇
〇

×
×

8
A
0
1
G
1
3
/0
0
3
0
1

・
Z

〇
〇

×
×

×
〇

〇
×

×
×

9
A
0
1
G
1
3
/0
0
3
0
2

・
・

〇
〇

×
×

×
〇

×
×

〇
〇

1
0
A
0
1
G
1
3
/0
0
3
0
2

・
・

A
〇

〇
×

×
×

〇
×

×
〇

×

1
1
A
0
1
G
1
3
/0
0
3
0
2

・
・

Z
〇

〇
×

×
×

〇
×

×
〇

×

1
2
A
0
1
G
1
3
/0
2

・
〇

×
×

×
×

×
×

×
×

×

1
3
A
0
1
G
1
5
/0
0

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

検 索 対 象 F I検 索 式

ヒ
ッ
ト
す
る
Ｆ
Ｉ
：
〇

ヒ
ッ
ト
し
な
い
Ｆ
Ｉ
：
×

質
問
式
番
号

階
層
無
視
記
号

Ｉ
Ｐ
Ｃ

展
開
記
号

分
冊
識
別
記
号
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２．Ｆターム階層検索一覧表 （特許庁の検索システムの場合） 

 

 

Ｆタームリストの例（４Ｊ０３８「塗料、除去剤」から一部抜粋）

1：第1成分（群）（最多量成分） 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2：第2成分（群） 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

　具体的には、
　　①Ｆタームで展開された材料が主成分か副成分かを示す情報として付加コードを付与する場合、
　　②多層構造の物質においてＦタームで展開された材料がどの層に位置するかを示す情報として付加コードを付与する場合、
　等に用いられる。

Ｆタームの階層検索のロジック

Ｆターム ドット
GA00 ○ ○ × × × × × ×
GA01 ・ ○ × ○ ○ × × × ×
GA02 ・ ○ × × × ○ ○ × ×
GA03 ・・ ○ × × × ○ × ○ ○
GA04 ・・・ ○ × × × ○ × ○ ×
GA05 ・・・ ○ × × × ○ × ○ ×
GA06 ・・ ○ × × × ○ × × ×
GA07 ・・ ○ × × × ○ × × ×

Ｆターム ドット
HA00 ○ ○ × × ○ ○ × ×

× ○ ○ × × ○ ○ ×
× ○ × ○ × ○ × ○

HA01 ・ ○ ○ × × × × × ×
× ○ ○ × × × × ×
× ○ × ○ × × × ×

HA02 ・・ ○ ○ × × × × × ×
× ○ ○ × × × × ×
× ○ × ○ × × × ×

HA03 ・・・ ○ ○ × × × × × ×
× ○ ○ × × × × ×
× ○ × ○ × × × ×

HA04 ・・ ○ ○ × × × × × ×
× ○ ○ × × × × ×
× ○ × ○ × × × ×

　付加コードとは、通常のＦタームに一桁の英数字を追加したもので、

GA00

組成物に存在する化合物の官能基

GA01

※観点ＨＡに記載された１，２は付加コードと呼ばれるものである。

HA01

・元素無機添加剤（又はフィルム形成性成分）

HA00 HA06

・・炭素 ・・・グラファ
イト又は黒
鉛

・・硫黄 ・・リン ・・金属又は
合金

HA02 HA03 HA04 HA05 HA07

・金属水素
化合物又は
金属炭化物

HA08

・ハロゲン
含有のもの

HA09

・・ハロゲン
化水素

HA10

・・ハロゲン
化金属

・炭素一炭
素不飽和基

・酸素を含
有する

・・水酸基 ・・・メチロー
ル基

・・・芳香族
ヒドロキシ
ル基

GA06

・・カルボキ
シル基又は
その塩又は
酸無水物

GA02 GA03 GA04

なし

GA09

・・アミノ基、
アミド基又
はイミノ基

GA10

・・ニトリル
基

GA07

・・エポキシ
基

GA08

・窒素を含
有する

GA05

なし
なし
なし
なし

付加コード
なし
なし
なし

1

なし
1
2
なし

ヒットするＦターム：○

2
なし
1
2

検索式 GA00 $GA00 GA01 $GA01 GA02 $GA02 GA03

検索
対象
Ｆター
ム

付加コード

検索
対象
Ｆター
ム

検索式

なし
1
2

1
2
なし

ヒットしないＦターム：×

$GA03

$HA00 $HA00. $HA00.1 $HA00.2HA00 HA00. HA00.1 HA00.2
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３．新規性・進歩性の判断手順例22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 独立行政法人工業所有権情報・研修館 人材育成部「特許法概論＆審査基準」第２版、

B-3 頁より引用 

 

yes 

 
※特段の事情がない限り、請求項の記載
に基づく。 

 
 
 
※技術常識を参酌することにより当該刊
行物に記載されている事項から導き出
される事項（刊行物に記載されている
に等しい事項）も引用発明の基礎とす
ることができる。 

 
※進歩性の判断の際は、論理づけに最も
適した一の引用発明を選ぶ 

 

（留意点） 
 
※示唆･課題の共通
性のみならず作
用､機能の共通性
の観点からも十分
検討 

 
※本願発明に容易に
想到することを妨
げる阻害要因がな
いか検討 

 
※引用発明と比較し
た有利な効果（異
質な効果又は同質
であるが際立って
優れた効果等）を
参酌 

 

論理づけ 

本願請求項に係る発明の認定 

引用発明の認定 

本願請求項に係る発明と引

用発明との対比 

相違点はあるか 

no 

 

新規性なし 

進歩性の検討 

新規性あり 

yes 

 

no 

進歩性なし 進歩性あり 

論理づけできたか 

進歩性の判断は、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、

引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できた

ことの論理付けができるか否かにより行う。 

【動機づけ】 

請求項に係る発明に導か

れた根拠があるか 

①内容中の示唆 

 

②課題の共通性 

 

③作用、機能の共通性 

 

④技術分野の関連性 

【設計変更等】 

設計変更・単なる寄せ集め

等であるか 

①公知材料の中からの 

最適材料の選択 

②数値範囲の最適化 

又は好適化 

③均等物による置換 

④技術の具体的適用に 

伴う設計変更 

⑤単なる寄せ集め 
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４．審査官が拒絶の理由中に刊行物を引用する場合の記載要領 

「特許・実用新案 審査ハンドブック23」より抜粋 

 

1207 特許出願の拒絶の理由中に引用する刊行物等の記載事項 

 

特許出願の拒絶の理由中に刊行物等を引用する場合、その刊行物の記載要領は次による。 

 

1. 我が国の特許公報、実用新案公報等24（記載例）  

(1) 特許発明明細書又は登録実用新案公報の場合  

ア．特許第○○○○○○○号明細書  

イ．登録実用新案第○○○○○○○号公報  

(2) 平成6年1月1日施行の新実用新案法に基づく登録実用新案公報の場合  

登録実用新案第３○○○○○○号公報  

(3) 平成8年1月1日以降に特許査定又は登録査定された出願の特許掲載公報又は実用新

案掲載公報の場合  

ア．特許第○○○○○○○号公報  

イ．実用新案登録○○○○○○○号公報  

(4) 特許公報又は実用新案公報（出願公告）の場合  

ア．特公昭○○－○○○○○○号公報  

イ．実公昭○○－○○○○○○号公報  

ウ．特公平○○－○○○○○○号公報  

エ．実公平○○－○○○○○○号公報  

ただし大正11年及び大正12年の実用新案公報のときは  

オ．実用新案公告第○○○○○○号公報（大正11年）  

カ．実用新案公告第○○○○○○号公報（大正12年）  

大正13年以降の大正年間の実用新案公報のときは  

キ．大正○○年実用新案出願公告第○○○○○○号公報  

(5) 公開特許公報又は公開実用新案公報の場合  

ア．特開昭○○－○○○○○○号公報  

イ．特開平○○－○○○○○○号公報  

ウ．特開２０○○－○○○○○○号公報  

 
23 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/index.html 
24 平成 27 年 4 月 1 日以降に発行された特許公報、実用新案公報等のすべての公報(登

録実用新案公報については平成 18 年 1 月 5 日以降、意匠登録公報については平成 19 

年 1 月 5 日以降に発行されたものも含む。)は、インターネットを利用した方法で発行さ

れるため、拒絶理由等に当該公報を引用する場合、当該公報については「刊行物」という

用語を用いない(「引用例」、「引用文献」などの用語を用いる。)。 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/index.html
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エ．実開昭○○－○○○○○○号公報（※）  

オ．実開平○○－○○○○○○号公報（※）  

カ．実開２０○○－○○○○○○号公報（※）  

 

※ 留意事項  

公開実用新案公報のみの引用で足る場合であっても、その後、再度拒絶理由を通知  

する必要が生ずることを予防すべく、極力マイクロフィルム、ＣＤ－ＲＯＭ等明細書  

全文を引用する。（下記(7)参照）  

 

(6) 公表特許公報又は公表実用新案公報の場合  

ア．特表昭○○－○○○○○○号公報  

イ．特表平○○－○○○○○○号公報  

ウ．特表２０○○－○○○○○○号公報  

エ．実表昭○○－○○○○○○号公報  

オ．実表平○○－○○○○○○号公報  

カ．実表２０○○－○○○○○○号公報  

(7) 平成5年12月31日以前の旧実用新案法に基づく公開実用新案公報の全文明細書等の

場合  

＜平成5年1月7日以前に発行されたもの＞  

実願平０２－○○○○○○号（実開平０３－○○○○○○号）の願書に添付した

明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム（平成３年○月○日特許庁発

行）又は、  

実願平０２－○○○○○○号（実開平０３－○○○○○○号）のマイクロフィル

ム  

＜平成5年1月8日以降に発行されたもの＞  

実願平０５－○○○○○○号（実開平０６－○○○○○○号）の願書に最初に添

付した明細書及び図面の内容を記録したＣＤ－ＲＯＭ（平成６年○月○日特許庁

発行）又は、  

実願平０５－○○○○○○号（実開平０６－○○○○○○号）のＣＤ－ＲＯＭ  

＜平成16年1月8日以降に発行されたもの＞  

実開２００４－○○○○○○号公報  

(8) 意匠公報の場合  

意匠登録第○○○○○○○号公報  

 

2. 外国及び国際機関の特許明細書、特許明細書抜粋等（記載例）  

(1) 世界知的所有権機関国際事務局  

（以下、省略） 
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