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発刊に当たって 

 

データ(D)・ネットワーク(N)・人工知能(A)に代表される第4次産業革命は生産、流通、販売、

消費の全過程に至るバリューチェーンに変化をもたらし、新型コロナウイルスの拡散によって、

社会全般に増えつつある非対面・オンライン活動は産業全般にわたってデジタルシフトをさら

に促し、新しいビジネスモデルとサービスが誕生しています。 

  

このような変化と挑戦に対応し、企業が競争力を持ってマーケットでの支配力を強化するた

めの核心戦略と手段がまさに知的財産であり、知的財産創出の最前線にある特許審査サービス

は何時になく重要な役割を果たしています。 

 

特許庁は2019年融合・複合技術審査局を新設するなど組織を改編して人工知能、モノのイン

ターネット、バイオヘルスケアなど第4次産業革命関連技術に対する審査専門性を高め、融合・

複合技術に対する協議審査を通じて充実した高品質審査サービスを提供するために取り組んで

きました。 

 

このような取り組みとともに特許庁はデジタル融合・複合化、革新的な新技術の出現など加



 

 

 

速化している産業環境の変化に歩調を合わせて新しい特許付与基準が必要な産業分野を選別し、

産業特性を考慮してカスタマイズした審査基準を提示するため、関連産業界と知恵を絞って技

術分野別審査実務ガイドを作成しました。 

 

この技術分野別審査実務ガイドを通じて内部的には正確かつ一貫した審査業務を通じて新技

術と融合・複合技術に対する審査品質を高め、外部的には新しい技術分野に特許出願するスタ

ートアップ・ベンチャー企業出願人を実質的にサポートするガイドの役割をすることを期待し

ています。 

 

最後に、忙しい審査業務の中でも熱意を持って審査実務ガイドの制定・改訂に参加して頂い

た改正委員の皆様のご尽力に感謝致します。 

2020年12月 

特許庁長官 キム・ヨンレ 
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第１部 人工知能分野審査実務ガイド 

 

(改正・管理部署:人工知能ビッグデータ審査課) 

人工知能分野審査実務ガイド制定 2020 年12 月 

 

1．概要 

本章は、発明の実施に機械学習(Machine learning)基盤の人工知能(Artificial Intelligence、以

下「AI」)技術を必要とする発明(以下「人工知能関連発明」という)に関する出願に適用される審査

実務ガイドを説明する。 

また、本章で説明されていない事項は特許・実用新案審査基準またはコンピュータ関連発明の審査

基準に従う。※この審査実務ガイドで用いられている人工知能関連発明の基本概要図 
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[留意事項] 

本章に収録された例示は特許要件判断の例示を説明するために請求の範囲、発明の説明、図面など

について簡略な表現で加工及び編集されたことに留意しなければならない。 

 

1.1 主要用語の説明 

本ガイドで用いられている主要用語の意味は、次の通りである。 

・人工神経網(Artificial Neural Network、ANN) 

人間の神経細胞であるニューロン(neuron)の伝達体系を模写し、複数の層を有して連結されたニ

ューロンがシナプス(加重値)で連結された網の構造を基盤になされる機械学習モデルの1つの形

態。人工神経網は、1つの入力層と出力層との間に多数の隠匿層(hidden layer)で形成された多

層パーセプトロン(Multi Layered Perceptron)構造が代表的である。 

・合成積神経網(CNNs、Convolutional Neural Networks) 

1つまたは複数の畳み込み層(convolutional layer)と統合層(pooling layer)、完全に連結され

た層(fully connected layer)で構成された深層神経網(DNN:Deep Neural Network)の一種。CNN

は、2次元データの学習に適した構造を有しており、逆伝達(Backpropagationalgorithm)を通じ

て訓練され得る。映像内の客体分類、客体探知など多様な応用分野に幅広く活用されるDNNの代

表的モデル中の1つである。 

・循環神経網(RNNs、Recurrent Neural Networks) 

時系列データ(time-series data)のように時間の流れによって変化するデータを学習するための

ディープラーニングモデルとして基準時点(t)と次の時点(t+1)にネットワークを連結して構成し

た人工神経網(ANN)。毎時点に深層神経網(DNN)が連結されている場合、古いデータによる傾き値

が消失する問題を解決する代表的なモデルとして⾧短期メモリ(LSTM:Long-Short term Memory)

方式の循環神経網がある。 
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2．記載要件 

2.1 発明の説明 

2.1.1 実施可能要件の基本事項 

人工知能関連発明において、実施可能要件の判断は、基本的に特許・実用新案審査基準『第2部第3

章発明の説明』の記載要件に従う。 

発明の説明に、人工知能技術分野において通常の知識を有する者が出願時の技術常識に基づいてそ

の発明を容易に実施できる程度に明確かつ詳細に記載されているか否かを基準に判断する。 

人工知能関連発明が容易に実施されるためには、その技術分野において通常の知識を有する者が発

明を具現するための具体的な手段、発明の技術的課題及びその解決手段などが明確に理解されるよう

に、発明で具現する人工知能技術に関する具体的な内容を記載しなければならない。 

人工知能関連発明を具現するための具体的な手段としては、学習データ、データ前処理方法、学習

モデル、損失関数(Loss Function)などがある。 

ただし、人工知能関連発明を具現する具体的な手段が発明の説明や図面に明示的に記載されてはい

なくても、出願時の技術常識を勘案するとき、通常の知識を有する者が明確に理解できる場合には、

これを理由に発明が容易に実施できないと判断しない。 

2.1.2 実施可能要件違反事例 

(1)発明の説明において、請求項に記載された発明に対応する技術的段階または機能を抽象的に記載

しているだけで、その段階または機能をハードウェアまたはソフトウェアでどのように実行したり実

現するのか記載しておらず、出願時の技術水準を参酌しても、通常の技術者が明確に把握することが

できず、請求項に記載された発明を容易に実施することができない場合 

(例)請求項は複数の人工神経網のアンサンブルを用いて疾病予測用学習完了モデルを生成する発明

を特徴としているが、発明の説明には疾病予測用学習完了モデルのアンサンブルに用いられる

複数の人工神経網が何か特定されておらず、人工神経網のアンサンブルを用いて疾病予測用学

習完了モデルを生成するための「手段」または「工程」が具体的に記載されておらず、出願時
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の技術水準を参酌しても通常の技術者が明確に把握することができず、請求項に記載された発

明を容易に実施できない場合には、実施可能要件を満たしていないと見る。 

(2)発明の説明において、人工知能関連発明を具現するための具体的な手段として入力データと学習

済みモデルの出力データ間の相関関係を具体的に記載していない場合には、実施可能要件を満たして

いないと見る。 

ここで、入力データと学習済みモデルの出力データ間の相関関係が具体的に記載されている場合と

は、①学習データが特定されており、②学習データの特性相互間に発明の技術的課題を解決するため

の相関関係が存在し、③学習データを用いて学習させようとする学習モデルまたは学習方法が具体的

に記載されており、④このような学習データ及び学習方法により発明の技術的課題を解決するための

学習済みモデルが生成される場合を意味する。 

ただし、通常の技術者が出願時の技術常識により、発明の説明に記載された実施例を通じてその相

関関係を推定または把握できる場合には、実施可能要件を満たしていると見ることができる。 

(例)請求項は、気象データ(温度情報、湿度情報等)と環境データ(PM2.5/PM10情報等)を学習データ

とし、機械学習モデルを用いて住宅の温度を自動で制御する発明を特徴としている。発明の説

明に、気象データと機械学習モデルを用いて住宅の温度を自動で制御する情報間の相関関係が

具体的に記載されているが、環境データは入力データとして羅列されているだけで、環境デー

タと出力データ(住宅の温度を自動で制御する情報)間の相関関係が具体的に記載されていない

場合には、実施可能要件を満たしていないと見る。ただし、通常の技術者が出願時の技術常識

により、発明の説明に記載された実施例を通じてその相関関係を推定または把握できる場合に

は、実施可能要件を満たしていると見ることができる。 

(3)発明の説明において、請求項に記載された発明の機能を実現するハードウェアまたはソフトウェ

アを単に「機能ブロック図(block diagram)」または「順序図(flowchart)」のみで表現しており、そ

の「機能ブロック図」または「順序図」からどのようにハードウェアまたはソフトウェアが具現され

るのか明確に把握することができず、出願時の技術水準を参酌しても、通常の技術者が明確に把握す

ることができず、請求項に記載された発明を容易に実施できない場合 
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2.1.3 留意事項 

(1)出願発明が機械学習の応用に特徴があるもので、通常の機械学習方法1を活用して発明の技術的課

題を解決することができ、発明の効果を確認することができれば、学習データを用いて学習させよう

とする学習モデルまたは学習方法が具体的に記載されておらず、単に通常の機械学習方法のみが記載

されていても、実施可能要件を満たすと見ることができる。 

(2)機械学習基盤の人工知能関連発明で収集された原始(raw)データを学習用データに変更するデータ

前処理が発明の特徴的技術の場合がある。この場合、発明の説明に、(i)収集された原始データを学

習用データに生成、変更、追加、または削除するためにデータ前処理段階や機能をどのように実行し

たり実現するのか記載されていないか、(ii)収集された原始データと学習用データ間の相関関係を具

体的に記載していない場合には、実施可能要件を満たしていないと見る。 

ただし、通常の技術者が出願時の技術常識で発明の説明に記載された実施例を通じてそのデータ前

処理関連発明を明確に把握することができる場合には、実施可能要件を満たしていると見ることがで

きる。 

(3)強化学習基盤の人工知能関連発明はエージェント(agent)、環境(environment)、状態(state)、行

動(action)、補償(reward)間の相関関係を含む強化学習方法を具体的に記載していない場合には、実

施可能要件を満たしていないと見る。 

ただし、通常の技術者が出願時の技術常識で発明の説明に記載された実施例を通じてその強化学習

関連発明を明確に把握できる場合には、実施可能要件を満たしていると見ることができる。 

(4)人工知能技術を活用した化学分野物質発明または医薬の用途発明において、請求対象が物質(医薬

品を含む)そのものの場合には、化学分野物質発明または医薬の用途発明関連の審査基準に従う。 

(※特許・実用新案審査基準『第2 部第3 章発明の説明2.3.2 特殊な場合の取り扱い』または『医薬

                                           
1 通常の機械学習方法として文字、音声などのパターン認識分野では「合成積神経網」、自動翻訳、自然語処理

分野では「循環神経網」などを広く活用している。また、機械学習の損失関数として平均自乗誤差、クロスエン

トロピー(crossentropy)等を広く活用しており、最適なモデルパラメータを求めるために誤差の「逆伝播」

(back-propagation)と「統計的傾斜下降法」(StochasticGradient Descent, SGD)、AdaGrad、AdaDelta 法など

を広く活用している。 
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分野審査実務ガイド第2 章記載要件』参照) 

2.2 請求の範囲 

2.2.1 発明の説明により裏付けられること 

2.2.1.1 記載要件一般 

人工知能関連発明において、請求の範囲が発明の説明により裏付けられているかの判断は、基本的

に特許・実用新案審査基準『第2部第4章 請求の範囲』の記載要件に従う。ここでは、請求の範囲の

記載要件のうち『発明の説明により裏付けられること』について、人工知能関連発明の審査に必要な

事項を説明する。 

2.2.1.2 発明の説明により裏付けられない事例 

請求項に記載された発明が発明の説明により裏付けられない類型としては、次のようなものがある。 

(1)請求項に記載された事項と対応する事項が発明の説明に直接的に記載されていないか、暗示され

ていない場合 

(2)請求項に記載された事項が特定機能を行うための「手段(means)」または「工程(step)」として記

載されているが、これらの手段または工程に対応する具体的な構成が発明の説明に記載されていない

場合 

(3)出願時の当該技術分野における技術常識に照らし、発明の説明に記載された内容を請求された発

明の範囲まで拡張したり一般化できない場合 

2.2.2 発明が明確かつ簡潔に記載されていること 

2.2.2.1 記載要件一般 

人公知能関連発明において、請求の範囲の記載要件の判断は、基本的に特許・実用新案審査基準

『第2 部第4 章請求の範囲』の記載要件に従う。ここでは、請求の範囲の記載要件のうち『発明が明

確かつ簡潔に記載されていること』について、人工知能関連発明の審査に必要な事項を説明する。 

2.2.2.2 発明のカテゴリー 
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人工知能関連発明は『方法の発明』または『物の発明』として請求項に記載することができる。 

(1)方法の発明 

人工知能関連発明は、時系列的に連結された一連の処理または操作、すなわち、段階で表現できる

とき、その段階を特定することにより方法の発明として請求項に記載することができる。 

(2)物の発明 

人工知能関連発明は、その発明を具現する複数の機能で表現することができるとき、その機能で特

定された物(装置)の発明として請求項に記載することができる。 

また、人工知能関連発明は、下記のように『コンピュータプログラム記録媒体請求項』、『記録媒

体に記録されたコンピュータプログラム請求項』、『データ構造記録媒体請求項』の形式で記載する

ことができる。 

①コンピュータプログラム記録媒体請求項 

コンピュータプログラム記録媒体(格納媒体)、すなわち、コンピュータプログラムを設置して実行

したり、流通するために用いられる「コンピュータプログラムを記録した(格納した)コンピュータ 

で読み出すことができる記録媒体(格納媒体)」は、物の発明として請求項に記載することができる。 

(例)コンピュータに段階A、段階B、段階C…を実行させるためのコンピュータプログラムを記録し

たコンピュータで読み出すことができる記録媒体 

(例)コンピュータを手段A、手段B、手段C…として機能させるためのコンピュータプログラムを記

録したコンピュータで読み出すことができる記録媒体 

(例)コンピュータに機能A、機能B、機能C…を実現させるためのコンピュータプログラムを記録し

たコンピュータで読み出すことができる記録媒体 

②ハードウェアと結合した『記録媒体に格納されたコンピュータプログラム』請求項 

<2014 年7 月1 日付以後の出願から適用> 

(例)コンピュータに段階A、段階B、段階C…を実行させるために記録媒体(格納媒体)に記録された
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(格納された)コンピュータプログラム 

※一方、(媒体に格納されていない)コンピュータプログラムとして記載された場合には、コンピュ

ータプログラムそのものを請求したものであるため、許容されない。 

(例)コンピュータに段階A、段階B、段階C…を実行させるコンピュータプログラム 

③データ構造記録媒体請求項 

データ構造記録媒体、すなわち、記録されたデータ構造によってコンピュータが行う処理内容が

特定される「構造を有するデータを記録したコンピュータで読み出すことができる記録媒体」、また

は「データ構造(data structure)を記録したコンピュータで読み出すことができる記録媒体」は、物

の発明として請求項に記載することができる。 

(例)コンピュータで実行されるA 構造、B 構造、C 構造、…を有するデータ構造を記録したコンピ

ュータで読み出すことができる記録媒体 

2.2.2.3 発明を明確かつ簡潔に記載していない例 

(1)発明の遂行主体が明確でない場合 

当該発明が「使用目的に応じた特有の情報の演算または加工を実現したもの」であるが、請求項に

記載された事項から発明の遂行主体(ハードウェア)を明確に把握できない場合には、当該請求項は明

確に記載されていない。 

(2)発明の対象が明確でない場合 

請求項の末尾が「プログラム製品」、「プログラムプロダクト」、「プログラム産出物」等と記載

されている場合、発明の対象を「プログラムを記録したコンピュータで読み出すことができる記録媒

体」、「プログラムが結合したコンピュータシステム」のいずれとしても特定することが困難なため、

発明が明確でない。 

(3)発明のカテゴリーが明確でない場合 

請求項の末尾が「プログラム信号」、「プログラム信号列」等と記載されているものは、「物」ま
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たは「方法」として発明のカテゴリーを特定することができないので、発明のカテゴリーが明確でな

い。 

2.2.2.4 留意事項 

(1)請求項全体を考慮しても、発明の遂行主体(ハードウェア)が明確に把握されない場合には、原則

的に当該請求項は「使用目的に応じた特有の情報の演算または加工を実現するためのソフトウェアと

ハードウェアが協同した具体的な手段または具体的な方法」が具現されていないもので(『人工知能

分野の審査実務ガイド3.1 発明の成立要件3.1.2 判断の具体的な方法』参照)、当該請求項が明確に

記載されているものでもないという点(『人工知能分野の審査実務ガイド2.2 発明が明確かつ簡潔に

記載されていること2.2.3 発明を明確に記載していない例』参照)に審査官は留意する。 

ただし、拒絶理由に関する出願人の対応の便宜を図って迅速・正確な審査のために1つの拒絶理由

を通知するだけでも、当該拒絶理由だけでなく、他の拒絶理由を同時に解消する可能性がある場合に

は、必ずしも複数の拒絶理由を重複して通知する必要がない。例えば、請求の範囲の記載要件違反の

拒絶理由を通知するだけで発明の成立要件関連の拒絶理由も同時に解消する可能性がある場合には、

必ずしも発明の成立要件関連の拒絶理由を通知する必要はない。その反対の例も同様である。 

3．特許要件 

人工知能関連発明において、特許要件のうち『発明の成立要件』と『新規性及び進歩性』について

人工知能関連発明特有の判断及び審査に必要な事項を説明する。 

3.1 発明の成立要件 

3.1.1 基本事項 

人工知能関連発明は「ソフトウェアによる情報処理」に基盤をおいてコンピュータなどを用いて具

現する発明なので、原則的に人工知能関連発明の成立要件の判断基準はコンピュータ・ソフトウェア

関連発明の成立要件の判断基準と同一である。 

人工知能関連発明が特許法上、発明に該当するためには、自然法則を利用した技術的思想の創作の

うち高度のものである必要がある。人工知能関連発明でソフトウェアによる情報処理がハードウェア
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を用いて具体的に実現される場合には、当該ソフトウェアと協同して動作する情報処理装置(機械)、

その動作方法、当該プログラムを記録したコンピュータで読み出すことができる媒体、媒体に格納さ

れたコンピュータプログラムは自然法則を利用した技術的思想の創作として発明に該当する。ただし、

コンピュータプログラムはコンピュータを実行する命令に過ぎないもので、コンピュータプログラム

そのものは自然法則を利用した技術的思想の創作ではないので、発明になり得ない。 

3.1.2 判断の具体的な方法 

人工知能関連発明において、請求項に記載された発明が特許法上、発明に該当するか否かを判断す

る具体的な方法は、次の通りである。 

(1)請求項に記載された事項に基づいて発明を把握する。 

(2)請求項に記載された発明が特許・実用新案審査基準『第3 部第1 章第4 節発明の成立要件』に従

って『自然法則を利用した技術的思想の創作』か否かを検討する。 

①その発明が自然法則を利用したものか否かは、請求項全体として判断しなければならないので、

請求項に記載された発明の一部に自然法則を利用している部分があっても、請求項全体として自

然法則を利用していないと判断されるときは、特許法上、発明に該当しない。 

②その発明が(i)自然法則以外の法則、(ii)人為的な決定、(iii)人間の精神活動に該当するか、こ

れを用いている等、自然法則を利用したものでなかったり、(iv)単純な情報の提示に過ぎない場

合、当該発明は自然法則を利用した技術的思想の創作ではないので、発明に該当しない(大法院2

001フ3149、2002フ277、2009フ436、特許法院2000ホ5438、2001ホ3453、2006ホ8910判決参照)。 

③その発明が、(i)機器の制御または制御のために必要な処理を具体的に行ったり、(ii)対象の技

術的性質に基づいた情報処理を具体的に行う場合、当該発明は自然法則を利用した技術的思想の

創作なので、発明に該当する。 

(3)請求項に記載された発明が、上記(2)段階の②、③のいずれにも該当しない場合には、当該発明が

『ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを用いて具体的に実現されている場合』に該当するか

否かを検討する(大法院2001フ3149、2007フ265、2007フ494、特許法院2005ホ11094、2006ホ1742判決
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参照)。 

①その発明において、ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを用いて具体的に実現されてい

る場合、すなわち、ソフトウェアとハードウェアが協同した具体的な手段または具体的な方法に

より『使用目的に応じた特有の情報の演算または加工を実現することによって、使用目的に応じ

た特有の情報処理装置(機械)またはその動作方法』が構築されている場合、当該発明は自然法則

を利用した技術的思想の創作なので、発明に該当する。 

②一方、その発明において、ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを用いて具体的に実現さ

れていない場合には、当該発明は自然法則を利用した技術的思想の創作ではないので、発明に該

当しない。 
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<図>コンピュータ・ソフトウェア関連発明の成立要件判断手続のフローチャート 

 

(注1)請求項に記載された発明が、(ⅰ)自然法則以外の法則、(ⅱ)人為的な決定、(ⅲ)人間の精神

活動に該当するか、これを用いているなど、自然法則を利用したものでなかったり、(ⅳ)単純な情

報の提示の場合には、自然法則を利用した技術的思想の創作ではないので、発明に該当しない。 

(注2)請求項に記載された発明が、(ⅰ)機器の制御または制御のために必要な処理を具体的に行っ

たり、(ⅱ)対象の技術的性質に基づいた情報処理を具体的に行う場合には、自然法則を利用した技

術的思想の創作なので、発明に該当する。 

(注3)請求項に記載された発明が使用目的に応じた特有の情報処理装置またはその動作方法を構築

しているか否かを中心に『ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを用いて具体的に実現され

ている場合』に該当するか否かを判断しなければならない。 
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3.1.3 判断の具体的な例 

3.1.3.1 特許・実用新案審査基準『第3部第1章第4節 発明の成立要件』によって判断される例 

(1)自然法則を利用した技術的思想の創作でない例 

請求項に記載された発明が次に該当する場合、自然法則を利用した技術的思想の創作ではない。 

①自然法則以外の法則 

(例)経済法則、数学の公式等 

②人為的な決定 

(例)アルファベット、数字、記号などを組み合わせてパスワードを作成する方法 

(例)[請求項]外国語の発音表記文字を形成する方法において、文字に対する韓国語と外国語の発音

上の差によって表記の際に差が生じる文字の表示のために、当該文字の発音の際に形成される人

の喉の形状と舌の音が発音上の変化を引き起こす現象と、これによる唇の形状に従って文字を変

形させて形成することを特徴とする外国語発音表記文字の形成方法。 

☞文字表記の方法としての意味を有するためには、言語社会において、発明で決定する特定の形状

の記号を特定の外国語発音の表記方法に定めるという約束をし、これを遵守することが必要であ

り、これは自然法則とは関係のない人為的な決定に過ぎないので、特許法上、発明に該当しない

(特許法院2001ホ3453参照)。 

③人間の精神活動または人間のオフライン上の行為 

(例)[請求項]排出者の身元情報が入力されたバーコードステッカーと、排出ゴミが表示されたカレ

ンダーは管轄官庁から各排出者に配布し、各排出者は定められた規定により正確に分離された

ゴミを規定ゴミ袋に入れて排出するものの、必ず排出者の身元情報が入力されたバーコードス

テッカーをゴミ袋に付着して排出し、収去者は、排出されたゴミを曜日別に正確に分離収去し

て集荷場へ移送し、リサイクルゴミと埋め立て、焼却するゴミを選別して処理過程を経、誤っ

て分類されたゴミ袋は前面に付着されたバーコードを読み取って当該排出者に是正命令を指示
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する各過程で得られる資料を蓄積した統計により生活ゴミを総合管理するようにする生活ゴミ

リサイクル総合管理方法。 

☞バーコードステッカー、カレンダー、ゴミ袋、及びコンピュータなどを用いたバーコード読み取

りなどのハードウェア及びソフトウェア手段を含んでいるが、その手段を単に道具として用いた

もので人間の精神活動に過ぎないので、自然法則を利用したものとはいえず、また、発明の各段

階がコンピュータのオンライン(on-line)上で処理されるものではなく、オフライン(off-line)

上で処理されるものなので、特許法上、発明に該当しない(大法院2001フ3149、特許法院2000ホ5

438判決参照)。 

(例)[請求項]コンピュータ予約システムに通信可能にリンクされたデータベース、会社旅行者、及

び旅行管理システムを通信可能にリンクさせるためにコンピュータを用いる旅行管理方法にお

いて;旅行者のコンピュータからの旅行の要請を旅行管理システムで作成する段階;旅行者の要

請された旅行計画に対する承認を旅行管理システムから得る段階;旅行者の要請された旅行計

画に基づいて費用の報告を旅行管理システムで作成する段階;費用の報告に対する承認を旅行

管理システムから得る段階;及び旅行者の承認された旅行計画に基づいて旅行者のコンピュー

タから完了した旅行の予約を旅行管理システムで受信する段階;を含む旅行管理方法。 

☞旅行管理システムというハードウェア手段が含まれてはいるものの、承認手続で承認権者である

人間の行為とシステムの行為がどの程度関連しているか等に対するソフトウェアとハードウェア

の具体的な協同手段及びその協同関係が不明確である。請求項全体でも旅行管理システムが特定

の目的達成のために備えるべき具体的な協同手段がどのように具現されるかを具体的に限定して

おらず、コンピュータやインターネットシステムの汎用的な機能が単に用いられているものに過

ぎないので、当該発明はコンピュータやインターネットシステムの汎用的な機能を用いる人間の

行為中心に構成されたもので、自然法則を利用した技術的思想に該当しない(特許法院2006ホ891

0判決参照)。 

④単純な情報の提示 

単に提示される情報の内容にのみ特徴があるもので、情報の提示を主な目的とする場合には、発
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明に該当しない。 

(例)機械の操作方法または化学物質の使用方法に関するマニュアル 

(例)録音された音楽にのみ特徴があるCD 

(例)デジタルカメラで撮影された画像データ 

(例)文書作成装置で作成された運動会のプログラム 

(例)コンピュータプログラムリスト 

しかし、情報の提示が新規の技術的特徴を有していれば、そのような情報の提示手段(装置)、情報

を提示する方法は発明に該当し得る。 

(例)文字、数字、記号からなる情報を陽刻で記録したプラスチックカード 

☞プラスチックカードに表示される情報を陽刻で加工して表示することは、情報の提示手段に技術

的な特徴がある場合に該当するので、特許法上、発明に該当する。 

(2)自然法則を利用した技術的思想の創作である例 

請求項に記載された発明が次に該当する場合、自然法則を利用した技術的思想の創作である。 

①機器(例:電気炊飯器、洗濯機、エンジン、ハードディスク装置、化学反応装置等)に対する制御

または制御のために必要な処理を具体的に行うこと 

(例)使用目的に応じた動作を具現するように「機器」などを制御すること 

(例)「制御対象機器」及び/又は「制御対象と関連した周辺機器」などの構造、構成要素、組成、

作用、機能、特性などに基づいて制御対象の機器などを制御すること 

(例)技術的に関連した複数の機器などで構成されるシステム全体を統合的に制御すること 

②対象の物理的性質、電気的性質、化学的性質、生物学的性質などの技術的性質(例:エンジン回転

数、圧延温度、物質の物理的または化学的結合関係、生体の遺伝子配列と形質の発現との関係

等)に基づいた情報処理を具体的に行うこと 



第1部人工知能分野審査実部ガイド 

 

    16 

 

(例)対象の技術的性質を示す情報(例:数値、イメージ等)を得るために、その技術的性質に基づく

演算または処理を行うこと 

(例)対象の状態とこれに対応する現象との技術的な相関関係を用いる情報処理を実施すること 

3.1.3.2『ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを用いて具体的に実現されている場合』と判

断される例 

(1)基本的な概念 

人工知能関連発明において、ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを用いて具体的に実現さ

れている場合、当該ソフトウェアと協同して動作する情報処理装置(機械)、その動作方法、当該プロ

グラムを記録したコンピュータで読み出すことができる媒体、媒体に格納されたコンピュータプログ

ラムは自然法則を利用した技術的思想の創作なので、発明に該当する。 

ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを用いて具体的に実現されている場合とは、ソフトウ

ェアがコンピュータに読み出されることによりソフトウェアとハードウェアが協同した具体的な手段

または具体的な段階に使用目的に応じた特有の情報の演算または加工を実現することによって、使用

目的に応じた特有の情報処理装置(機械)またはその動作方法が構築されることをいう。そして、使用

目的に応じた特有の情報処理装置(機械)またはその動作方法は、自然法則を利用した技術的思想の創

作なので、発明に該当する。 

(2)『ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを用いて具体的に実現されている場合』と判断で

きる例 

(例)[請求項]コンテンツに対する選好度予測装置において、コンテンツと同種のコンテンツに対し

て収集されたコンテンツ使用情報を格納したサーバから使用者に対する類似使用者目録を受信

する類似使用者情報受信部と、類似使用者目録に含まれた使用者らの選好度情報を機械学習(m

achine learning)アルゴリズムの入力とし、機械学習アルゴリズムにより選好度情報に含まれ

たコンテンツの特徴集合を学習することによって使用者のコンテンツに対する選好度を予測す

る選好度予測部を含むことを特徴とする選好度予測装置。 
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☞コンテンツ選好度を正確に予測しようとする発明の目的を達成するために、選好度予測装置で類

似使用者目録に含まれた使用者らの選好度情報を機械学習アルゴリズムの入力情報とし、機械学

習アルゴリズムを用いて選好度情報に含まれたコンテンツの特徴集合を学習することによって使

用者のコンテンツに対する選好度を予測する特有の情報の演算または加工が具体的に実現されて

いる。従って、請求項に記載された発明はソフトウェアによる情報処理がハードウェアを用いて

具体的に実現されているため、自然法則を利用した技術的思想の創作なので、発明に該当する。 

(3)『ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを用いて具体的に実現されている場合』と判断で

きない例 

(例)[請求項]数式y=F(x)において、a≦x≦b範囲のyの最小値を求めるコンピュータ。 

☞数式y=F(x)において、a≦x≦b範囲のyの最小値を求めるためにコンピュータを用いるだけでは、

yの最小値を求める使用目的に応じた特有の演算または加工を実現するための具体的な手段また

は具体的な方法が特定されているとは言えない。また、ソフトウェアによる情報処理がハードウ

ェアと協同することにより、使用目的に応じた特有のコンピュータ(情報処理装置)を構築するも

のでもない。従って、請求項に記載された発明は、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア

を用いて具体的に実現されていないため、自然法則を利用した技術的思想の創作ではないので、

発明に該当しない。 

(例)[請求項]文書データを入力する入力手段、入力された文書データを処理する処理手段、処理さ

れた文書データを出力する出力手段を備えたコンピュータにおいて、上記処理手段により入力さ

れた文書の要約を作成するコンピュータ。 

☞コンピュータにより処理された文書データが入力手段、処理手段、出力手段の順に入力されるこ

とは、情報処理の流れが存在するとは言えても、情報処理が具体的に実現されているとは言えな

い。なぜなら、処理手段により入力された文書の要約を作成する記載だけでは、文書の要約の作

成という使用目的に応じた特有の情報の演算または加工を実現するための具体的な手段または具

体的な方法が特定されているとは言えない。従って、請求項に記載された発明はソフトウェアに

よる情報処理がハードウェアを用いて具体的に実現されていないため、自然法則を利用した技術
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的思想の創作ではないので、発明に該当しない。 

3.1.4 留意事項 

(1)請求項に記載された発明が判断の対象なので、ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを用

いて具体的に実現されたことが発明の説明及び図面に記載されていても、ソフトウェアによる情報処

理がハードウェアを用いて具体的に実現されたことが請求項に記載されていない場合には、発明に該

当しない。 

(2)請求項に「コンピュータ」、「プロセッサ」、「メモリ」などのハードウェアが記載されていて

も、「使用目的に応じた特有の情報の演算または加工を実現するためのソフトウェアとハードウェア

が協同した具体的な手段または具体的な方法」が記載されていない場合(例:ソフトウェアアルゴリズ

ムによる情報処理が各機能別にいかなるハードウェアを用いて具体的に実現されるのか明確に把握さ

れ得ない場合、[特許法院2011ホ9078参照])には、請求項に記載された発明は「自然法則を利用した

技術的思想の創作」に該当し得ないということに審査官は留意する。 

一方、請求項に使用目的に応じた特有の情報の演算または加工が具体的に記載されている場合には、

ハードウェアとして「使用目的に応じた特有の情報処理装置(機械)」ではなく、通常の「コンピュー

タ」のみが記載されていても、出願時の技術水準を考慮すれば、使用目的に応じた特有の情報の演算

または加工が実現されたと見ることができる。 

(3)請求項に記載された発明が自然法則を利用した技術的思想の創作か否かを判断する場合、請求項

に記載された発明のカテゴリー(方法の発明または物の発明)にかかわらず、請求項に記載された発明

を特定するための事項(用語)の意義を解釈した後、判断する。 

(4)プログラムリストそのものとして特許請求された発明については単純な情報の提示に該当するた

め、自然法則を利用した技術的思想の創作ではないので、発明に該当しない。 

(5)人工知能関連発明は人間の精神的活動の介入なく繰り返し同一の効果が得られるように「使用目

的に応じた特有の情報の演算または加工を実現するためのソフトウェアとハードウェアが協同した具

体的な手段または具体的な方法」が請求項に記載されているか否かに従って「自然法則を利用した技

術的思想の創作」に該当するかを判断しなければならない。 
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3.2 新規性、進歩性 

3.2.1 基本事項 

人工知能関連発明において、新規性及び進歩性の判断は、基本的に特許・実用新案審査基準『第3 

部第2 章新規性及び第3部第3章進歩性』の要件に従う。新規性及び進歩性の判断時に人工知能関連発

明特有の判断、審査に必要な事項を説明する。 

(1)新規性、進歩性判断の対象となる発明は「請求項に記載された発明」である。このとき、発明を

把握するにおいて、発明をなす構成要素のうち有機的に結合しているものは、構成要素を分解するこ

となく結合した一体としての発明として把握することが重要である。 

(2)請求項に記載された発明と引用発明の同一性の判断は、人工知能関連発明を具現するための具体

的な手段(学習データ、データ前処理方法、学習モデル、損失関数(Loss Function)等)を考慮し、構

成を対比して両者の構成の一致点と差異点を抽出して判断する。請求項に記載された発明と引用発明

の構成に差異点がある場合には、同一の発明ではなく、差異点がなければ、記載された発明と引用発

明は同一の発明である。この場合の同一は、実質的な同一を含む。 

(3)進歩性の認定如何は、①請求項に記載された発明を特定した後、②請求項に記載された発明と共

通する技術分野及び技術的課題を前提に通常の技術者の観点から引用発明を特定し、③請求項に記載

された発明と「最も近い引用発明」を選択して両者を対比し、一致点と差異点を明確にした後、④こ

のような差異点にもかかわらず、「最も近い引用発明」から請求項に記載された発明に至ることが通

常の技術者に容易か否かを他の引用発明と出願時の技術常識及び経験則などに照らして判断する。 

(4)人工知能技術分野において、通常の技術者は「人工知能技術分野の技術常識」を保有しており、

出願発明の課題と関連する出願前の技術水準にある全てのものを入手して自身の知識とすることがで

きる者で、実験、分析、製造などを含む研究または開発のために通常の手段を用いることができ、設

計変更を含む通常の創作能力を発揮できる特許法上、想像の人物である。 

(5)所定の目的を達成するために、ある分野に用いられている方法、手段などを単純に組み合わせた

り、特定分野に適用することは、人工知能技術分野において一般的に試みられていることである。従

って、種々の分野に用いられている技術を単純に組み合わせたり、特定分野に適用することは、通常
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の技術者の通常の創作活動範囲内のことなので、組み合わせと適用に技術的な困難性(技術的な阻害

要因)がない場合であれば、顕著な技術的効果など特段の事情がない限り、進歩性が認められない。 

(6)人工知能関連発明により発生する「迅速に処理できる」、「大量のデータを処理できる」、「誤

りを減らすことができる」、「正確な予測をできる」等の効果は、人工知能関連発明を具現するに伴

う当然の効果である場合が多い。これらは、人工知能技術分野において通常の技術者が予測できない

効果であるとは見難いという点を念頭に置いて、請求項に記載された発明の進歩性を判断する。 

3.2.2 通常の技術者の通常の創作能力の発揮に該当する例 

(1)出願前に公知となった人工知能技術を単に付加した場合 

請求項に単に「人工知能技術を用いる」という程度のみに記載しており、当該人工知能関連発明を

具現するための技術的構成(データ前処理、学習モデル等)について具体的に特定していない場合には、

課題解決のための具体的な手段として出願前に公知となった人工知能技術を単に付加したものに過ぎ

ないので、通常の技術者の通常の創作能力の発揮に該当し得る。 

(例)株価基調の上昇/下落を判断する人工知能アルゴリズムによって色を異にして表示する人工知

能チャートを用いた株式情報提供方法において、当該「人工知能アルゴリズム」で採択する

「株価基調の上昇/下落を判断する基準」及び「株価基調の上昇/下落に応じて色を異にして表

示すること」は、株式投資またはチャート分析分野において広く活用される周知慣用技術に過

ぎないので、株価基調の上昇/下落を判断する人工知能アルゴリズムによって色を異にして表

示することは、通常の技術者による通常の創作範囲にある。従って、請求項に記載された発明

が特定の課題を行うように学習済みモデルから得られる特有の情報処理について特定しないま

ま単に周知慣用技術を人工知能アルゴリズムで具現するだけでは、その発明の進歩性が認めら

れない(特許法院2013ホ1788判決参照)。 

 

[請求項]特定期間の間に使用者がオンラインの検索に用いた用語に基づいて使用者の関心分野を

予測し、当該使用者の関心分野と連関したコンテンツを推薦する人工知能を用いたコンテンツ推薦
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装置 

[引用発明]SNS上で特定期間の間に使用者が入力した検索用語に基づいて使用者の選好度を調査

し、当該使用者の選好度と関連したコンテンツを推薦する使用者選好度コンテンツ推装置 

☞出願発明と引用発明との差が「人工知能を用いること」であるが、請求項に課題解決(使用者の

関心分野を予測して関心分野と関連したコンテンツを推薦する)のために、人工知能技術をどのよ

うに具現するのか、具体的に特定していない場合には、出願時の技術水準を考慮すれば、使用者の

関心分野を予測する手段として出願前に公知となった人工知能技術を単に付加したものに過ぎない

ので、通常の技術者の通常の創作能力の発揮に該当する。 

 

(2)人が行っている業務またはビジネス方法を公知となった人工知能技術で単にシステム化すること 

出願発明が特定分野で人が行っている業務またはビジネス方法を人工知能の技術的構成(学習デー

タ前処理、学習モデル等)を用いてどのようにシステム化するかについて具体的に開示しておらず、

単に人工知能技術で具現するとのみ記載しており、引用発明に当該分野において人が行っている業務

またはビジネス方法をコンピュータなどによりシステム化することが開示されている場合がある。こ

の場合、人が行っている業務またはビジネス方法をシステム化するために、コンピュータなどを代替

して出願前に公知となった人工知能技術で単にシステム化することは、通常の技術者の通常の創作能

力の発揮に該当する。 

[請求項]貸出申請者の過去の金融取引内訳を入力データとし、人工神経網を通じて貸出申請者に

関する信用度を評価する人工知能基盤信用評価システム 

[引用発明]信用評価システムが貸出申請者の過去の金融取引内訳を基盤に貸出申請者の現在の信

用度を評価する方法 

☞出願発明が貸出申請者に関する信用度を評価する方法を実現するために人工神経網を用いてどの

ようにシステム化するかについて具体的に開示しておらず、引用発明にも貸出申請者の過去の金融

取引内訳を基盤に現在の信用度を評価するビジネス方法が開示されている。 
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この場合、貸出申請者の信用度を評価する方法をシステム化するために、コンピュータなどを代替

して出願前に公知となった人工神経網で単にシステム化することは、通常の技術者の通常の創作能

力の発揮に該当する。 

 

(3)人工知能技術の具体的な適用に伴う単純な設計変更 

出願発明が引用発明の技術思想をそのまま用いて両発明間の課題解決のための具体的な手段の差が

単に公知となった人工知能学習モデルの変更に応じて発生したもので、これにより予測される効果以

上のより良い効果があるとは認められないときは、特別な事情がない限り、通常の技術者の通常の創

作能力の発揮に該当する。 

ただし、そのような差によって発明の結果物などが変わる効果があり、そのような効果が通常の技

術者の通常の予測可能範囲を逸脱するより良い効果と認められる場合には、進歩性を認めることがで

きる。 

[請求項]コンピュータがカメラで撮影された文書イメージの入力を受ける段階;合成積神経網(CN

N)を用いて文書領域を推論する段階;合成積神経網を用いて文書領域に含まれた文書の題目別に文

書を分類する文書分類段階;を含む文書種類自動分類方法 

[引用発明]コンピュータがスキャナを通じて文書を読み込んだ後、文書領域のみを区分し、循環

神経網(RNN)を用いて上記文書領域から特徴を抽出し、文書を自動分類する方法 

☞出願発明と引用発明は文書イメージから文書を自動分類する点で技術分野及び学習データが同一

であり、ただし、出願発明は学習モデルとして合成積神経網(CNN)を採択しており、引用発明は循

環神経網(RNN)を採択しているところ、両発明は学習モデルの差がある。しかし、出願発明が合成

積神経網について具体的に特定しておらず、当該技術分野において単に循環神経網を合成積神経網

に代替することは、通常の技術者による単純な設計変更に該当し、出願発明が引用発明に比べて予

測される効果以上のより良い効果が発生するわけでもない。従って、出願発明は、通常の技術者が

引用発明から容易に具現できると判断されるので、進歩性が認められないと見ることができる。 
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[請求項]電力設備の電力予測システムにおいて、当該電力設備周辺の気象データ及び過去の電力

使用量データを収集するデータ収集部;人工神経網(ANN)を用いて、データ収集部を通じて収集した

気象データ及び過去の電力使用量データを通じて電力設備の電力使用量を予測する予測部;を含む

電力管理予測システム 

[引用発明]過去の気象データと電力需要データとの相関関係に基づいて重回帰分析(multiple 

regression analysis)を用いて未来の電力の需要を予測するシステム 

☞出願発明と引用発明は気象データと電力使用量データから電力の使用量を予測するという点で、

技術分野及び入力データが同一であり、ただし、出願発明は学習モデルとして人工神経網(ANN)を

採択しており、引用発明は重回帰分析(multiple regression analysis)を採択しているところ、両

発明は学習モデルの差がある。しかし、出願発明が人工神経網(ANN)について具体的に特定してい

ないので、電力使用量予測分野において単に重回帰分析モデルを人工神経網に代替することは、通

常の技術者による単純な設計変更に該当し、出願発明が引用発明に比べて予測される効果以上のよ

り良い効果があるとは見られない。従って、出願発明は通常の技術者が引用発明から容易に具現で

きると判断されるので、進歩性が認められないと見ることができる。 

 

(4)周知・慣用手段の単純付加または均等物による置換 

(例)人工知能基盤の道路路面認識システムでカメラ映像データを二進化(binarization、カラー映

像を白黒映像に変換)する前処理をし、上記二進化された映像データを人工知能学習モデルに

入力する方法 

☞出願発明と引用発明の構成上の差異が「カメラ映像データを二進化するデータ前処理」にある場

合、出願時の技術水準を考慮すれば、カラー映像データを二進化する構成は、演算量を減らすた

めの周知・慣用手段に過ぎないので、通常の技術者の通常の創作能力の発揮に該当する。 

3.2.3 留意事項 
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3.2.3.1 人工知能関連発明を具現するための技術的構成に特徴がある類型 

請求項に人工知能関連発明を具現するための技術的構成のうち、データ前処理、機械学習方法、学

習完了モデルなどについて具体的に特定しており、その技術的構成により引用発明に比べて予測され

る効果以上のより良い効果を奏する場合には、通常の技術者の通常の創作能力の発揮に該当しない。 

3.2.3.1.1 データの前処理に特徴がある場合 

請求項に記載された発明が「データ前処理」について具体的に特定しており、その技術的構成によ

り引用発明に比べて予測される効果以上のより良い効果を奏する場合には、通常の技術者の通常の創

作能力の発揮に該当しない。ここで、「データ前処理」が具体的に特定された場合とは、入力データ

から主要特徴(feature)を導き出す構成、特定規格化(ベクトル化、正規化、標準化)された学習デー

タを生成する構成などを具体的に記載する場合を意味する。 

ただし、機械学習関連発明において、単に「データ前処理を行う」という程度のみに記載された場

合には、出願前に公知となった人工知能技術の単純な付加に過ぎないので、通常の技術者による通常

の創作範囲に該当し得る。 

[請求項]CCTVが撮影した映像の入力を受けて「モーション追跡」に関する特徴ベクトルを学習デ

ータとし、CNN学習モデルを用いて映像客体を認識する人工知能基盤セキュリティ管理システム 

[前提条件]CCTVにより収集された映像から「モーション追跡」分析機能を遂行する技術は、出願

前に公知となった技術に該当しないと仮定する 

[引用発明]CCTVが撮影した映像を学習データとし、ANN学習モデルを用いて映像客体を識別する人

工知能基盤映像システム 

☞出願発明と引用発明は技術分野と学習モデル(ANNはCNNの上位概念である)に共通点がある。しか

し、出願発明はCCTV撮影映像に「モーション追跡」に関するデータ前処理過程をさらに行うことに

よって、映像中の客体の動きを考慮する程に客体の認識の精度が向上する効果が発生し、これは引

用発明に比べて予測される効果以上のより良い効果であると判断されるので、進歩性が認められる

と見ることができる。 
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[請求項]システム障害の予測のために、システムログデータに対して正規表現式でイベントの構

文を分析してイベントを分類し、イベント間の相関関係値に応じて重複イベントをフィルタリング

するデータ前処理過程を経、これを障害予測用人工神経網モデル(ANN)に入力して学習・推論する

システム障害予測装置 

[引用発明]システムログデータに対してイベント別に分析して分類し、分類されたシステムログ

データを障害予測用人工神経網モデル(ANN)に入力して学習・推論するシステ ム障害予測装置 

☞出願発明と引用発明との構成上の差異が「システム障害予測のための入力データのデータ前処理

過程」にあり、これによって人工神経網モデル(ANN)による学習・推論結果の精度、再現率等の性

能の向上が予想される場合には、通常の技術者の通常の創作能力の発揮に該当しない。 

 

3.2.3.1.2 学習モデル自体に特徴がある場合 

請求項に記載された発明が「学習モデル」について具体的に特定しており、機械学習による学習モ

デルの生成速度、生成された学習モデルによる予測の精度などにおいて、引用発明に比べて予測され

る効果以上のより良い効果を奏する場合には、通常の技術者の通常の創作能力の発揮に該当しない。 

ここで「学習モデル」が具体的に特定された場合とは、例えば、学習環境の構成、学習モデルの検

証、複数の学習モデルの連係、分散または並列処理、ハイパーパラメータ(hyperparameter)の最適化

を具現する構成などを具体的に記載する場合を意味する。 

ただし、機械学習関連発明において、単に「学習モデルを用いる」という程度のみに記載された場

合には、出願前に公知となった人工知能技術の単純な付加に過ぎないので、通常の技術者による通常

の創作範囲に該当し得る。 

[請求項]神経網演算装置により行われる神経網パラメータの最適化方法であって、パラメータの

最適化部を構成する符号パラメータ変換部と大きさパラメータ変換部を用いて神経網の既存のパラ

メータを符号パラメータ及びチャネル当たり単一の値を有する大きさパラメータに形態変換する段
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階;及びパラメータの最適化部を構成するパラメータプルーニング部を用いて、上記形態変換され

た大きさパラメータをプルーニングして最適化されたパラメータを生成する段階;を含み、上記パ

ラメータプルーニング部は入力及び出力チャネル別の大きさパラメータの平均値にチャネル別の大

きさ分布を反映させたレイヤ別定数を乗じた値に基準値を設定し、設定された基準値より少ない値

を有する大きさパラメータ値を0にして当該チャネルのコンボリューション演算を省略することを

特徴とする神経網パラメータの最適化方法 

[引用発明]神経網演算装置により行われる神経網加速化方法であって、複数の人工ニューロン間

の連結に関するパラメータに関する大きさを計算する段階;上記パラメータの大きさがしきい値よ

り小さい場合、上記複数の連結のパラメータを0に設定する段階;及び上記パラメータの大きさがし

きい値より小さくない場合、上記連結のパラメータを変更しない段階;を含む神経網加速化方法。 

☞出願発明と引用発明は深層神経網のパラメータの最適化のためのプルーニング技術である点で、

両発明の課題は同一である。しかし、出願発明はプルーニングのしきい値を入力及び出力チャネル

別の大きさパラメータの平均値にチャネル別の大きさの分布を反映させたレイヤ別定数を乗じた値

に設定した点で、引用発明のしきい値と差がある。また、出願発明は限定されたハードウェアリソ

ース内で演算速度が向上する効果が発生し、これは引用発明に比べて予測される効果以上のより良

い効果であると判断されるので、進歩性が認められると見られる。 

 

3.2.3.2 人工知能関連発明の学習結果物(結果データ)の活用に特徴がある場合 

請求項に人工知能関連発明の学習結果物(結果データ)の活用などについて具体的に特定しており、

その技術的構成によって発生する効果が引用発明に比べて予測される効果以上のより良い効果を奏す

る場合には、通常の技術者の通常の創作能力の発揮に該当しない。 

ここで「人工知能関連発明の学習結果物(結果データ)の活用などが具体的に特定」された場合とは、

学習完了モデルを通じて出力された結果物(結果データ)を活用する構成、出力された結果物に基づい

た生産物(Products)、出力結果物に基づいた処理方法(Process)などを具体的に記載する場合を意味

する。 
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ただし、単に「学習結果物を活用する」という程度のみに記載された場合には、技術の具体的な適

用に応じた単純な設計変更に過ぎないので、通常の技術者による通常の創作範囲に該当し得る。 

[請求項]事故車両を撮影した複数のイメージの入力を受ける入力部; 

上記複数のイメージをCNN レイヤに入力して破損部位と対応する少なくとも1つの部品を検出し、

検出された各部品の破損レベルを出力する学習モデル出力部; 

上記出力された破損レベルから修理類型別費用を算出し、使用者の過去の事故履歴を照会し、上記

修理類型別費用の保険処理時に予想される使用者保険料率の変動予測値を導き出し、修理類型別費

用に保険料率変動予測値を反映させた修理類型別最終予想費用を使用者端末に提供する最終予想費

用算出部; 

上記出力された破損レベル及び上記使用者端末から受信した最終予想費用を整備工場のサーバに伝

送する修理費用提供部; 

を含む事故車両修理費自動算定システム 

[引用発明]自動車保険会社の顧客が撮影して伝送した車両の事故の映像をディープラーニングモ

デルに入力して破損した部品、部品別破損状態の程度を算出する保険会社サーバ 

☞出願発明と引用発明は、事故車両を撮影した映像をディープラーニングモデルに入力して破損し

た部品を検出し、破損した程度を出力するという点で、学習データ及び学習モデルが同一である。

しかし、請求項に記載された発明は、結果データである破損レベルから算出した修理類型別費用に

使用者の過去の事故履歴による保険料率変動予測値を反映させ、修理類型別最終予想費用を使用者

端末に提供し、使用者端末から受信した最終予想費用を整備工場のサーバに伝送する構成におい

て、引用発明と差がある。請求項に記載された発明は、使用者が選択する修理類型に応じて予想さ

れる保険料の上昇を予測できるようにすることで、使用者の便宜を高める効果が発生し、これは引

用発明に比べて予測される効果以上のより良い効果であると判断されるので、進歩性が認められる

と見られる。 
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3.2.3.3 発明が用いられる産業分野が異なる場合 

特定の学習完了モデルを含む人工知能関連発明は、その適用される産業分野に応じてその発明の結

果物または効果が変わることがある。人工知能関連発明によって特定産業分野の⾧期未解決課題を解

消したり、技術的困難性を克服したり、産業分野の変更による予測される効果以上のより良い効果が

発生する場合には、出願発明と引用発明間の技術的構成に差がないという理由で、無条件に新規性、

進歩性が否定されないように留意しなければならない。 

ここで「産業分野の変更による予測される効果以上のより良い効果」の発生如何は、通常の技術者

が発明の説明に記載された客観的な証拠または具体的な実施例などから容易に認識で 

きなければならない。 

3.2.3.4 学習データに特徴がある場合 

人工知能関連発明は、学習データに応じて学習モデルの性能及びその結果が変わることがある。出

願発明が学習データに特徴がある場合には、出願発明と引用発明間の学習データの差のみで進歩性を

認めることは困難であり、出願発明で採択している学習データに関する特有の情報処理が特定されて

いるか、学習データの差によって予測される効果以上のより良い効果が発生したかなどを考慮し、新

規性、進歩性を判断することが好ましい。 

[請求項]モバイルデバイスを通じて使用者の会話を収集する音声データ収集部;収集された音声デ

ータから韻律データ(ピッチ、大きさ、イントネーション)と音声言語データ及び非言語データ(溜

息の音、笑い声等)を抽出する特徴抽出部;特徴抽出部から抽出したデータを学習データとしてLSTM

モデルを用いた使用者の感情を学習するディープラーニング学習部;を含む使用者の会話から感情

を認識する装置 

[前提条件]音声データの中から韻律データ(ピッチ、大きさ、イントネーション)と非言語データ

(溜息の音、笑い声等)を特徴として抽出する技術は、出願前に公知となった技術に該当しないと仮

定する 

[引用発明]使用者がSNS上に掲示した文章または文書から感性単語に該当する感性単語のみを抽出
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し、当該感性単語を訓練データとしてLSTMモデルを通じて使用者の感性を判断する装置 

☞出願発明と引用発明は入力情報から使用者の感性情報を検出するという点で技術分野が同一であ

り、学習モデルとしてLSTMモデルを用いることが同一である。しかし、出願発明は使用者の「音声

データ」固有の特徴である「韻律データ」、「非言語データ」を学習データとし、引用発明は文字

から認識された感性単語のテキストを学習データとしており、技術的な構成の差があり、音声デー

タの特徴を学習することによって、感情認識率が向上する効果が発生し、これは引用発明に比べて

予測される効果以上のより良い効果であると判断されるので、進歩性が認められるとは見られな

い。 

 

[請求項]トマトに関する映像の入力を受ける入力部;上記トマトの映像から抽出したトマトの色相

(Hue)、彩度(Chroma)、形状(Shape)情報をディープラーニングモデルに入力してトマトの熟度分類

値をそれぞれ出力する熟度判別部;上記それぞれの熟度分類値を総合してトマトの商品性を最終分

類する商品性判断部;を含むトマト商品性自動判別装置 

[引用発明1]イチゴを撮影した映像から演算したイチゴの色相及び彩度データをディープラーニン

グモデルに入力し、それぞれの出力値を結合してイチゴの熟度を分類する装置 

[引用発明2]コンピュータがトマトの商品性を分類する方法において、トマトの映像からトマトの

エッジに基づいた形状情報を抽出して扁平度、離型度、奇形度の等級区間に商品性を分類する方法 

☞出願発明と引用発明1 は農作物のイメージデータからディープラーニングモデルを用いて農作物

の品質を判断するという点で技術分野及び学習モデルが同一であり、ただし、出願発明は色相、彩

度、形状データを学習データとし、引用発明1は色相及び彩度データを学習データとしているとこ

ろ、両発明間の形状イメージに関する学習データの使用如何に差があるが、引用発明2に形状デー

タを用いてトマトの商品性を分類する構成が開示されている。また、出願時の技術水準に照らして

みても、通常の技術者が引用発明1を通じて引用発明2の構成を引用発明1に結合するのに特別な困

難がなく、効果に顕著な差がないと判断される。従って、出願発明は、通常の技術者が引用発明1

と2の結合から容易に具現することができるので、進歩性が認められないと判断され得る。 
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4．審査事例 

本章は機械学習基盤の人工知能(AI)関連発明に関する審査事例を説明する。機械学習基盤のAI関連

発明はAI学習を通じて特定機能を行うことに特徴があるコンピュータ・ソフトウェア関連発明であり、

AI学習モデリング発明とAI応用発明に区分される。 

AI学習モデリング発明とは、学習データ(学習に用いるために収集される原始データ(raw data)を

意味する)と学習モデル(学習アルゴリズム及び/又はデータ前処理を含む学習方法を含む)を基盤に学

習済みモデルを生成することに特徴がある発明をいう。例えば、学習モデル演算の加速化方法、デー

タ正規化方法、学習モデル生成方法などがある。 

AI応用発明とは、種々の技術分野(使用目的(用途)に応じた動作を具現する「機器(ハードウェア)」

によって決定)において、発明が解決しようとする課題をなすために学習データ及び/又は学習済みモ

デルを応用して特定機能を行うことに特徴がある発明をいう。例えば、AI自律走行ロボット、AI医療

機器、またはAIを活用したBM発明などがある。 

[留意事項] 

本章に収録された審査事例は、特許要件判断の例示を説明するために請求の範囲、発明の説明、図

面などに対して簡略な表現で加工及び編集された点に留意しなければならない。また、進歩性の判

断事例に適用される周知慣用技術及び引用発明は判断の例示を説明するために加工及び編集された

ものであり、実際の進歩性判断の審査で適用される周知慣用技術及び引用発明とは異なり得ること

に留意しなければならない。 

 

[事例目録] 

発明の名称 特許要件 判断 

1. 機械学習を用いた住宅の温度自動制御システム 
§42(3)(1) × 

§42(4)(1) × 

2. 都市交通速度予測システム §29(2) ○ 

3. ロボット掃除機の制御方法 §29(2) [請求項1] × 
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 [請求項2] ○ 

4. リアルタイム溶接品質検査装置 §29(2) × 

5. 機械学習に基づいた骨年齢読み出し装置 §29(2) 
[請求項1] × 

[請求項2] ○ 

 

4.1(事例1)機械学習を用いた住宅の温度自動制御システム 

[ガイド] 

1．発明の説明に学習データを羅列のみしているだけで、入力データと学習済みモデルの出力デー

タ間の相関関係を具体的に記載しておらず、通常の技術者が出願時の技術常識や発明の説明に記載

された実施例を通じてその相関関係を推定(把握)し難い場合には、実施可能要件を満たさないと判

断され得る事例 

2．請求項に対応する具体的な構成が発明の説明に記載されていなかったり、出願時の技術常識に

照らして発明の説明に記載された内容を請求された発明の全範囲まで拡張したり一般化できず、当

該請求項は、発明の説明によって裏付けられないと判断され得る事例 

 

[前提] 外部の環境情報のうち、微細ホコリ濃度データと建物の温度を制御するデータ間の相関関

係が存在していないものと仮定する。 

[請求項1] 

機械学習を用いた住宅の温度自動制御システムで、 

過去の日別気象情報及び住宅の温度制御情報を格納する格納部; 

上記格納部から格納された温度、湿度、風速、雲量、微細ホコリ濃度情報のうち、少なくとも1 つ

以上の日別気象情報と住宅の温度制御情報を学習データとして用いる機械学習モデルを生成する学

習モデル生成部; 
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気象庁サーバから温度、湿度、風速、雲量、微細ホコリ濃度情報のうち、少なくとも1 つ以上の現

在気象情報を収集する収集部; 

上記学習モデル生成部によって生成された機械学習モデルを用い、上記収集部に入力された現在気

象情報から予測される住宅の温度自動制御情報を出力する出力部;を備えた住宅の温度自動制御シ

ステム 

[発明の説明] 本発明の目的は、気象情報と住宅の温度との相関関係を用いて住宅の温度を自動で

制御することにある。 

本発明は、気象庁サーバから収集された日別気象情報及び住宅の温度制御情報を学習データとし、

機械学習モデルを用いることによって住宅の温度自動制御情報を出力し、住宅のエネルギー使用費

用を節減する効果がある。気象庁サーバから収集された日別気象情報温度、湿度、風速、雲量、微

細ホコリ濃度情報等に関する情報が含まれている。 

本発明の住宅の温度自動制御システムでは、格納部が過去の日別気象情報及び住宅の温度制御情報

を格納し、学習モデル生成部は、上記格納部から格納された日別気象情報と住宅の温度制御情報を

学習データとして用いる機械学習モデルを生成する。本発明の機械学習モデルは公知の機械学習モ

デルとして人工神経網(ANN:Artificial Neural Network)を用いることができる。収集部は気象庁

サーバから現在気象情報を収集し、出力部は、上記学習モデル生成部によって生成された学習モデ

ルを用い、上記収集部に入力された現在気象情報から予測される住宅の温度自動制御情報を出力す

る。具体的な一実施例として住宅の温度自動制御システムは、気象庁サーバから収集された現在気

象情報中の温度データと過去の日別気象情報の温度データと比較するものの、機械学習モデルを用

いて現在温度データから予測される住宅の温度制御情報を出力する。＜以下中略＞ 

具体的な一実施例として住宅の温度自動制御システムは気象庁サーバから収集された現在気象情報

中の湿度データと過去の日別気象情報の湿度データと比較するものの、機械学習モデルを用いて現

在湿度データから予測される住宅の温度制御情報を出力する。＜以下省略＞ 

[図面] 
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[判断] 

1．発明の説明は、通常の技術者が出願時の技術常識に照らし、その発明を容易に実施できる程度

に明確かつ詳細に記載していないと判断され得る。 

2．請求項第1項の発明は、発明の説明に記載された事項によって裏付けられていないと判断され得

る。 

[判断理由] 

(第42条第3項第1号) 

発明の説明には、一部入力データ(温度、湿度情報)と学習済みモデルの出力データ(住宅の温度を

自動で制御する情報)間の相関関係について記載しているだけで、他の入力データ(風速、雲量、微

細ホコリ濃度情報)と学習済みモデルの出力データ間の相関関係について記載していない。 

また、発明の説明には、一部入力データ(温度、湿度情報)に関する実施例のみが記載されているだ

けで、他の入力データ(風速、雲量、微細ホコリ濃度情報)に関する実施例は記載されていない。 

入力データと学習済みモデルの出力データ間の相関関係が具体的に記載されていない場合、発明の

説明は、通常の技術者が技術的な相関関係を用いて情報処理することを容易に実施できるように明

確かつ詳細に記載されていると見難い。ただし、通常の技術者が出願時の技術常識や発明の説明に

記載された実施例を通じてその相関関係を推定(把握)できる場合には、そうではない。 

発明の説明に学習データのうち、温度、湿度、風速、雲量の気象情報と住宅の温度制御情報間の相
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関関係が具体的に記載されていないとしても、通常の技術者が出願時の技術常識や発明の説明に記

載された実施例を通じてその相関関係を推定(把握)できるので、発明を実施するのに困難がない。 

しかし、発明の説明には、微細ホコリ濃度データと住宅の温度を自動で制御する情報間に相関関係

が具体的に記載されておらず、出願時の技術常識と見て微細ホコリ濃度データと住宅の温度を自動

で制御する情報間に一定の相関関係が存在するということは、通常の技術者に自明な事項でもな

い。また、発明の説明には、通常の技術者が微細ホコリ濃度情報だけでも学習済みモデルから適正

な温度制御情報を出力データとして獲得して住宅の温度を自動で制御する実施例(実験例)を提示し

てもおらず、発明の説明が実施可能要件を満たしていると見難い。 

従って、発明の説明は、通常の技術者が出願時の技術常識と明細書及び図面に記載された事項によ

ってその発明を容易に実施できる程度に明確かつ詳細に記載していないと判断され得る。 

(補正案) 

意見書提出とともに補正書で「微細ホコリ濃度データと建物の温度を制御するデータ間の相関関係

または微細ホコリ濃度情報から機械学習を用いて住宅の温度を自動で制御することによってエネル

ギー使用費用を節減する効果」を立証できなければ、当該拒絶理由を解消できない。 

もし、補正書に「微細ホコリ濃度情報から機械学習を用いて住宅の温度を自動で制御することによ

ってエネルギー使用費用を節減する効果を立証する実施例」を追加する場合には、新規事項の追加

に該当することに留意する必要がある。参考までに、出願人は補正書で機械学習モデルに用いられ

る学習データである気象情報のうち、微細ホコリ濃度情報を削除することによって当該拒絶理由を

克服する案を考慮することもできる。 

(第42条第4項第1号) 

請求項1の発明には、気象情報(温度、湿度、風速、雲量、微細ホコリ濃度情報)と住宅の温度制御

情報を学習データとして用いる機械学習モデルを生成する学習モデル生成部が特徴的構成として記

載されている。 

しかし、発明の説明には、上記学習モデル生成部に対応する具体的構成として温度、湿度情報を学
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習データとして用いる学習モデル生成部のみ記載しているだけで、微細ホコリ濃度情報を学習デー

タとして用いる学習モデル生成部が記載されておらず、出願時の技術常識を考慮しても自明な事項

と見られない。 

従って、請求項1の発明に対応する具体的な構成が発明の説明に記載されておらず、出願時の技術

常識に照らして発明の説明に記載された内容を請求された発明の全範囲(微細ホコリ情報を含んだ

気象情報)までに拡張したり一般化できない場合に該当するので、請求項1の発明は、発明の説明に

より裏付けられると見難いと判断され得る。 

 

4.2(事例2)都市交通速度予測システム 

[ガイド] 

出願発明と引用発明の技術分野及び学習データは同一であるが、学習モデルに差があり、より良い効

果が発生する場合には、進歩性が認められると判断され得る事例 

 

[請求項1] 

都市交通速度予測システムにおいて、 

時間帯別交通量の変化、地理情報、気象情報及び工事情報に関する過去記録情報を抽出する情報抽

出部； 

抽出された過去記録情報に従って道路パターンベクトルを生成した後、道路パターンと区間の平均

速度との関数関係を知得するためのANN(Artificial Neural Network)学習を行うモデル構成部；及

び 

予測用入力パターンベクトルの所属クラスタに該当するローカルANNを用いて区間の平均速度を予

測する交通予測部；を含み、 
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上記モデル構成部は、抽出された過去記録情報と当該道路の検知情報を結合させて入力パターンベ

クトルを生成する入力パターンベクトル生成部と、入力パターンベクトルのデータセットに対して

クラスタリング(Clustering)を適用して類似パターンのデータ群集を分けて格子構造のクラスタを

推定して推定されたクラスタの範囲を生成するデータ分割部と、上記推定されたそれぞれのクラス

タ内の入力パターンベクトルに個別にANN学習を行うANN学習部；上記データ分割部で生成された推

定されたクラスタの範囲情報及び上記ANN学習部で各クラスタ内の入力パターンベクトルに個別に

学習されたANNを格納するモデル構造DB；を含んで構成される都市交通速度予測システム。 

[解決しようとする課題] 

正確な道路の交通速度を予測するために知能型交通システム(ITS)の検知変数と渋滞に影響を与え

る道路の環境変数を追加で考慮する都市交通速度予測システムを提供することにその目的がある。 

[課題の解決手段] 

知能型交通システム(ITS)、地理情報システム及び気象情報システムを通じて提供される時間帯別

交通量の変化、地理情報、気象情報及び工事情報に関する過去記録情報を抽出する情報抽出部と、

情報抽出部で抽出された過去記録情報によるデータ値の標準化を実施して入力パターンベクトルを

生成した後、道路のパターンと区間の平均速度との関数関係を知得するためのANN学習を行うモデ

ル構成部と、モデル構成部と同一の前処理を通じて予測用入力パターンベクトルの所属クラスタに

該当するローカルANNを用いて区間の平均速度を予測する交通予測部で構成される。 

モデル構成部は、情報抽出部で抽出された過去記録情報によるデータ値の標準化を介して当該道路

の検知情報と結合させて入力パターンベクトルを生成する入力パターンベクトル生成部と、入力パ

ターンベクトルのデータセットに対してクラスタリングを適用して類似パターンのデータ群集を分

けて格子構造のクラスタを推定して推定されたクラスタの範囲を生成するデータ分割部と、データ

分割部で生成されたそれぞれのクラスタ内の入力パターンベクトルに個別にANN学習を行うANN学習
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部と、データ分割部で生成された推定されたクラスタの範囲情報及びANN学習部で各クラスタ内の

入力パターンベクトルに個別に学習されたANNを格納するモデル構造DBで構成される。 

学習データは各道路別時間帯、類似道路特徴によりいくつかの群集を形成している。もし、この場

合、全体のデータに対して単一のANNを学習し、これを予測に用いるとよい予測の性能を期待でき

ない。それぞれの群集のそれぞれ異なる特徴が少数のエラーとして取り扱われて標準化されるため

である。もちろん、母数を調整してデータ群集のパターンを緊密に反映させることができるが、こ

れはオーバーフィッティング(over fitting)2の問題をもたらすことがある。 

従って、本発明は生成されたそれぞれのクラスタ内の入力パターンベクトルに個別にANN学習を行

う。この時、生成されたクラスタの範囲情報及び学習されたANNはモデル構造DBにそれぞれ格納さ

れる。 

次に、上記前処理と同一の前処理を通じて判別された予測用入力パターンベクトルの所属クラスタ

に該当するローカルANNを用いて区間の速度を予測する。予測過程で新たなデータに対して同一の

前処理を行って予測用入力パターンベクトルを生成し、上記生成された予測用入力パターンベクト

ルの所属クラスタを判別する。また、上記判別された所属クラスタに該当するローカルANNを用い

て区間の平均速度を予測する。 

ローカルANNを用いて区間の平均速度を予測する具体的な学習方法は後述することにする。 

 

 

 

 

                                           
2 オーバーフィッティング(over fitting)：サンプルデータのみで学習した結果、精度があまりにも高く設定さ

れた状態(variance が高い状態)を意味し、既保有サンプルデータの学習結果は 100％の精度を示すが、学習され

ていないデータが入力された場合には、学習結果の精度が急激に低くなる現象をいう。 



第1部人工知能分野審査実部ガイド 

 

    38 

 

[図面] 

図1：一実施例によるクラスタリング概念を説明する図面 

図2：都市交通速度予測システムの動作方法 
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[出願時の技術常識] 

人工神経網(ANN)と多層パーセプトロン(MLP)は、用語の表現の差のみがあるだけで両技術は実質的

に同一である。 

[引用発明] 

交通量が多い都心区間において、曜日情報、時間情報、降水の有無、占有率、交通量、車線の流・

出入量、交差点・横断歩道数、バス停留所情報、工事情報など交通渋滞に影響を与える時間的要因

及び道路区間の環境による各種要素に基づいて、神経網アルゴリズム(Neural Network)を用いて都

心区間の渋滞を予測する多層パーセプトロン(MLP)基盤の交通量予測方法に関するものである。 

本発明は、多層パーセプトロン構造に構成され、毎時間単位で平均速度を予測するために交通渋滞

に影響を与える多様な要因を入力変数として選定し、出力変数として交通量を選定する。曜日特

性、時間特性、交通量、占有率、工事区間及び降水の有無のうち、少なくともいずれか1つを含む

入力データを収集し、収集されたデータに基づいて前処理を進行する。前処理されたデータの学習

条件及び学習終了条件を決定する。前処理過程は神経網アルゴリズムを構築する前に交通量と関連

した入力変数を定形化して不要な情報を除去するための過程である。多層パーセプトロンの初期加

重値はランダムに設定して逆転波アルゴリズムにより最終加重値を確定して学習させる。 

[判断] 

請求項1の発明は、引用発明に比べて進歩性が認められると判断され得る。 

[判断理由] 

(共通点) 

請求項1の発明と引用発明は道路の状態と関連した情報に基づいて都心部での交通情報を予測する

発明の目的が実質的に同一である。両発明は、交通情報予測機械学習に用いられる時間帯別交通量

情報、地理情報、気象情報、及び工事情報を含んだ学習データが実質的に同一である。 
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(差異) 

請求項1の発明は、学習データにクラスタリングを適用して類似パターンのデータを群集化し、そ

れぞれのクラスタ内の入力パターンベクトルに個別にローカルANN学習を行って区間の平均速度を

予測する点で引用発明と学習モデル(学習データに対する加工(前処理)と人工神経網のバッチ方式)

の差がある。 

(差異に対する判断) 

引用発明は、多層パーセプトロン(MLP)に基づいた学習モデルを用いて交通量を予測することが開

示されているが、入力パターンデータを群集化したりそれぞれのクラスタに対して個別のローカル

人工神経網を学習させる構成は記載されていない。 

通常の技術者が引用発明の入力変数を定形化して不要な情報を除去するための前処理を行うことか

ら請求項1の発明の入力パターンデータを群集化し、それぞれのクラスタに対してローカルANNを学

習させる構成を容易に導き出すには困難があると判断される。 

効果側面でも所属クラスタに該当するローカルANNを通じて特定区間の平均速度をより正確に予測

できる効果があると認められる。 

従って、請求項1の発明は、通常の技術者が引用発明から容易に具現できないと判断されるので、

進歩性が認められると判断され得る。 

 

4.3(事例3)ロボット掃除機の制御方法 

[ガイド] 

1．出願発明と引用発明の技術分野及び学習データが同一であり、学習モデルの差が通常の技術者

の単純な設計変更に該当する場合には、進歩性が認定されないと判断され得る事例 

2．学習データ及び学習モデル以外の具体的構成で差があり、より良い効果が発生する場合には、
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進歩性が認められると判断され得る事例 

 

【請求項1】 

ロボット掃除機の制御方法であって、 

上記ロボット掃除機が各領域を走行しながら周辺映像を収集する段階； 

上記収集された周辺映像と上記収集された周辺映像に対応する領域識別子を設定して学習データを

生成する段階； 

上記学習データを用いて合成積神経網(convolutional neural networks)を学習させる段階； 

上記ロボット掃除機の清掃動作が活性化される段階； 

上記ロボット掃除機が現在位置で周辺の映像を獲得する段階； 

上記現在位置で獲得された周辺の映像を上記学習された合成積神経網に入力し、現在位置の領域識

別子を推定する段階； 

上記推定された現在位置の領域識別子を基盤に上記ロボット掃除機の走行経路を再設定する段階； 

を含むロボット掃除機の制御方法。 

【請求項2】 

請求項1において、 

上記ロボット掃除機の清掃動作が活性化される段階以前に、 

上記領域識別子を用いて上記ロボット掃除機が清掃を行う清掃領域と上記ロボット掃除機の充電器

が位置した充電領域の指定を受ける段階；をさらに含み、 

上記走行経路を再設定する段階は、 
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上記ロボット掃除機が現在バッテリ残量を測定する段階； 

上記バッテリ残量がしきい値以下である場合、上記充電領域に走行経路を再設定する段階； 

上記バッテリ残量が上記しきい値を超える場合、上記清掃領域及び清掃領域別平均バッテリ消費デ

ータに基づいて、上記清掃領域を経て上記充電領域に移動するように走行経路を再設定する段階；

をさらに含むロボット掃除機の制御方法。 

【解決しようとする課題】 

本発明の目的は、ロボット掃除機がコンピュータビジョン技術を通じて現在位置した地点を明確に

把握し、現在位置に基盤をおいた走行経路再設定を通じて効率のよい清掃経路及び充電器への復帰

経路を算出して清掃及び充電復帰を行うロボット掃除機の制御方法を提供するものである。 

【課題の解決手段】 

ロボット掃除機学習段階でロボット掃除機が全体清掃領域に対して走行を進め、各領域別に区分し

て周辺映像を収集するものの、それぞれの領域で収集された映像に領域識別子を付加して学習デー

タとして収集する。収集された学習データを用いてロボット掃除機内合成積神経網を学習させる。

合成積神経網を通じた映像データの具体的な学習方法は後述することにする。また、使用者は清掃

領域識別子を用いてロボット掃除機が清掃を行う清掃領域とロボット掃除機の充電器が位置した充

電領域を指定できる。清掃領域を認識するための合成積神経網の学習が完了した掃除機は充電器に

据え付けられて充電を実施し、使用者の清掃命令またはスケジュールに基づいた清掃機能活性化を

待機する。ロボット掃除機が使用者の清掃命令を受信したりスケジュールに従って清掃機能が活性

化されれば、ロボット掃除機は現在位置で周辺の映像を収集する。ロボット掃除機は入力された映

像をディープラーニングモデルに入力し、推定される清掃領域識別子を算出する。ロボット掃除機

は推定された清掃領域識別子を出発地としてロボット掃除機の走行経路を再設定する。走行経路を

再設定する段階はロボット掃除機のバッテリ残量を測定し、バッテリ残量がしきい値以下である場

合、上記充電領域への経路を再設定する構成を含み得る。また、ロボット掃除機のバッテリ残量が
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しきい値を超える場合、清掃領域及び清掃領域別平均バッテリ消費データに基づいて、清掃領域を

経て上記充電領域に移動するように経路を再設定する構成をさらに含み得る。 

[図面] 

 

[出願時の技術常識] 

通常の技術者には、機械学習モデルを適用するにおいて人工神経網(ANNs, Artificial Neural 

Networks)、合成積神経網(CNNs, Convolutional Neural Networks)、循環神経網(RNNs, Recurrent 

Neural Networks)の1つを選択的に適用することは単純な設計変更に該当する。 

[引用発明] 

人工神経網を用いた自動走行掃除機の走行制御方法であって、 

掃除機周辺の一定の領域を多数のセル(CELL)に分け、各セルごとに写真撮影を通じてイメージデー

タを収集し、セル別イメージ情報を生成するセルイメージ収集段階、 

上記セル別イメージ情報を清掃可能領域と清掃不可能領域に区分してセル番号を付けて学習データ

を生成した後、生成された上記学習データを用いて人工神経網(Artificial Neural Networks)を学
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習する人工神経網学習段階と、 

上記掃除機が現在位置の写真を撮影し、上記人工神経網学習段階を通じて学習された人工神経網に

入力する段階、 

上記学習された人工神経網を通じて現在位置のセル番号を求める段階、 

上記現在位置のセル番号を出発点として、清掃可能領域に指定されたセル番号の段階的羅列を通じ

て付与された一定の経路に沿って掃除機を走行させる掃除機走行段階からなる人工神経網を用いた

自動走行掃除機の走行制御方法。 

[判断] 

1．請求項1の発明は、引用発明によって進歩性が認められないと判断され得る。 

2．請求項2の発明は、引用発明に比べて進歩性が認められると判断され得る。 

[判断理由(請求項1)] 

(共通点) 

請求項1の発明と引用発明は、視覚的情報収集に基盤をおいた機械学習モデルを通じてロボット掃

除機が自身が位置した所の情報を把握し、これを基盤としてロボット掃除機の走行を制御する機能

を提供する点で同一の目的を有する。 

また、請求項1の発明と引用発明は、掃除機周辺を一定の領域に区分し、区分された領域の視覚的

情報(映像またはイメージ)を収集し、領域を区分するための学習データを生成する構成、人工神経

網に基づいた機械学習モデルを通じて学習データを学習し、学習された機械学習モデルに現在位置

の視覚的情報を入力し、現在領域の情報を導き出し、清掃領域を認識し、これを用いて掃除機の走

行を設定する構成が共通する。 

(差異) 
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請求項1の発明は学習モデルとして合成積神経網(CNN)を採択しているが、引用発明は、人工神経網

(ANN)を採択しているところ、両発明は学習モデルの差がある。 

(差異に対する判断) 

請求項1の発明は、学習モデルとして合成積神経網(CNN)を採択しているが、引用発明は人工神経網

(ANN)を採択しているところ、両発明は学習モデルの差がある。しかし、発明の説明を参考にして

も請求項1の発明の合成積神経網(CNN)について具体的に特定しておらず、イメージ認識技術分野で

単に人工神経網を合成積神経網に代替することは、通常の技術者により具体的適用に伴った単純な

設計変更に過ぎない。 

また、請求項1の発明によって発生する効果が引用発明に比べてより良い効果があると見られな

い。従って、請求項1の発明は、通常の技術者が引用発明から容易に具現できると判断されるの

で、進歩性が認められないと判断され得る。 

[判断理由(請求項2)] 

(共通点) 

共通点は、先に請求項1の発明の判断で詳察した通りである。 

(差異) 

請求項2の発明は学習された合成積神経網学習モデルの出力データを基準位置にし、現在、ロボッ

ト掃除機のバッテリ残量データを追加で考慮してロボット掃除機の走行経路を再設定する具体的構

成が引用発明と差がある。 

(差異に対する判断) 

引用発明には、神経網学習モデルの出力データに基づいたロボット掃除機の経路を設定する構成の

み開示しているだけで、請求項2の発明の学習された合成積神経網学習モデルの出力データを基準

位置にし、現在、ロボット掃除機のバッテリ残量データを追加で考慮してロボット掃除機の走行経
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路を再設定する構成は開示されていない。 

また、請求項2の発明のロボット掃除機が学習された合成積神経網を通じて現在位置を認識して現

在バッテリ残量に基づいて走行経路を再設定することによってロボット掃除機が充電領域への戻れ

ない状況を防止する効果が発生し、引用発明に比べてより良い効果があると判断される。 

従って、請求項2の発明は、通常の技術者が引用発明から容易に具現できないと判断されるので、

進歩性が認められると判断され得る。 

 

4.4(事例4)リアルタイム溶接品質検査装置 

[ガイド] 

出願発明と引用発明の技術分野及び学習モデルは同一であり、出願発明と引用発明1との間に学習

データの差があるが、引用発明2にその対応する構成が開示されており、結合の困難性がなく、効

果の差がない場合には、進歩性が認められないと判断され得る事例 

 

[請求項1] 

リアルタイム溶接品質検査装置であって、 

溶接機により溶接が行われる溶接ビードの表面にレーザを照射し、上記溶接ビードの表面から反射

された光を映像信号に収集する映像信号収集部、 

上記収集された映像信号から溶接ビード形状を測定し、上記溶接ビード形状から特徴データを抽出

し、機械学習モデルを通じて溶接良否を判断する溶接品質判断部を含み、 

上記溶接良否を判断した結果が溶接正常と判断されれば、上記溶接品質判断部は次の溶接工程の進

行のために溶接機の位置を移動させる位置移動制御信号を溶接機に出力し、 

上記溶接良否を判断した結果が溶接不良と判断されれば、上記溶接品質判断部は溶接中止制御信号
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を溶接機に出力し、 

上記特徴データは、上記溶接ビードの谷と丘との間の幅、上記溶接ビードの谷角度、上記溶接ビー

ドの谷曲率のうち、少なくとも1つ以上を含み、 

上記機械学習モデルは、上記特徴データと上記特徴データに対応する溶接良否判定値を学習データ

として学習されたものである、 

リアルタイム溶接品質検査装置。 

[解決しようとする課題] 

本発明の目的は、リアルタイムで溶接ビード品質検査を均質に行い、不良感知時に直ちに溶接を中

断することによって溶接の品質工程を管理できるリアルタイム溶接品質検査装置を提供するもので

ある。 

[課題の解決手段] 

溶接機(10)が溶接を行えば、映像信号収集部(110)が溶接された部位である溶接ビードの表面にパ

ターン化されたレーザを照射し、溶接ビードの表面から反射された光を映像信号に収集し、収集さ

れた映像信号を溶接品質判断部(120)に伝達する。溶接品質判断部(120)がビード品質の読み出しの

ために収集された映像信号からビード形状を測定し、ビード形状から特徴データを抽出し、抽出さ

れた特徴データを溶接品質判断部内機械学習モデル(130)に入力し、機械学習モデルを通じて溶接

良否の判断を行う。溶接良否判断の結果、溶接正常と判断されれば、溶接品質判断部(120)は次の

溶接工程の進行のために溶接機(10)の位置を移動させる位置移動制御信号を溶接機(10)に出力し、

溶接不良と判断されれば、溶接品質判断部(120)は溶接中止制御信号を溶接機(10)に出力する。 

溶接品質判断部内機械学習モデル(130)に入力される特徴データは、溶接ビードの谷と丘との間の

幅、溶接ビードの谷角度、溶接ビードの谷曲率のうち、少なくとも1つ以上を含み、溶接品質判断

部内の機械学習モデルは、特徴データと特徴データに対応する溶接良否判定値を学習データとして
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学習する。機械学習モデル(130)は人工神経網を用いることができ、ナイーブベイジアンやサポー

トベクトルマシンでも具現可能である。 

[図面] 

 

[引用発明1] 

レーザ光を走査するレーザダイオードと、上記レーザダイオードの一方に装着されるカメラを含む

レーザビジョンシステムと、溶接トーチ部がそれぞれ装着されている溶接キャリッジを用いた溶接

ビードの測定方法において、 

上記溶接トーチ部が溶接作業を始める溶接開始段階； 

上記レーザビジョンシステムが溶接作業がなされる溶接部材面上の溶接ビードに上記レーザダイオ

ードのレーザ光を走査して上記溶接ビドロから反射されたレーザ光を上記カメラで撮影して溶接ビ

ードイメージを獲得する溶接ビード測定段階； 

上記レーザビジョンシステムが上記溶接ビードイメージから特徴値を導き出し、導き出された特徴

値を正常溶接ビードイメージと不良溶接ビードイメージの特徴値を用いて学習された人工神経網に

入力し、上記学習された人工神経網が溶接の良否を判断する溶接ビード不良判断段階； 

上記レーザビジョンシステムが上記溶接ビード不良判断段階で溶接部位に不良があると判断した場
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合、上記溶接トーチ部の溶接作業を中止させる溶接中止段階を含むものの、 

上記溶接ビードイメージから導き出された特徴値は溶接ビードイメージの形態または色相のうち、

少なくとも1つであることを特徴とする、溶接ビードの測定方法 

[引用発明2] 

溶接工程での溶接部位イメージに基づいた溶接品質評価方法に関するもので、正確な溶接品質評価

のための測定データで、溶接対象母材間の高さ差、溶接ビードの谷の深さ、溶接ビードの丘の高

さ、溶接ビードの谷と丘との間の幅、溶接ビードの谷角度、溶接ビードの谷曲率、キーホール幅な

どを提示している。溶接線追跡不良模擬実験で溶接ビードイメージから抽出した溶接品質評価デー

タに基づいた溶接品質評価値と実際に測定された溶接品質評価値を比較する実験例を具体的に提示

している。 

[判断] 

請求項1の発明は、引用発明1と2の結合によって進歩性が認められないと判断され得る。 

[判断理由] 

(共通点) 

請求項1の発明と引用発明1は機械学習モデルを用いてリアルタイムで溶接良否を判断して不良感知

時に溶接工程を中止することによって溶接生産工程の品質を向上させる点で発明の目的が同一であ

る。 

請求項1の発明と引用発明2は、溶接良否を判断するために測定するデータが実質的に同一である。 

また、請求項1の発明と引用発明1は溶接ビードの表面から反射されたレーザ映像信号からビード形

状を測定して特徴データを抽出して機械学習モデルは特徴データと特徴データに対応する溶接良否

判定値を学習データとして学習する点で両発明は同一である。 
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(差異) 

請求項1の発明は機械学習モデルで用いる学習データが溶接ビードの谷と丘との間の幅、溶接ビー

ドの谷角度、溶接ビードの谷曲率の1つ以上を含むデータであるが、引用発明1は、学習データを溶

接ビードイメージの形態または色相に限定しているという点で両発明間の学習データの差がある。 

(差異に対する判断) 

引用発明1は、学習データとして溶接ビードイメージの形態または色相にのみ限定しているが、請

求項1の発明は、学習データとして溶接ビードの谷と丘との間の幅、溶接ビードの谷角度、溶接ビ

ードの谷曲率の1つ以上を含む特徴データである点でその差がある。しかし、請求項1の発明と同一

の技術分野である引用発明2で溶接線追跡不良模擬実験で溶接品質評価のための測定データとして

溶接対象母材間の高さ差、溶接ビードの谷の深さ、溶接ビードの丘の高さ、溶接ビードの谷と丘と

の間の幅、溶接ビードの谷角度、溶接ビードの谷曲率、キーホール幅などを提示している。 

また、出願時の技術水準に照らしてみても通常の技術者が引用発明1の示唆を通じて引用発明2の構

成を引用発明1に結合するのに特別な困難性がなく、効果に顕著な差がないと判断される。 

従って、請求項1の発明は、通常の技術者が引用発明1と2の結合によって容易に具現できるので、

進歩性が認められないと判断され得る。 
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4.5(事例5) タンパク質の新しい医薬用途と関連発明 

[ガイド] 

1．出願発明と引用発明の技術分野及び学習データは同一であり、出願発明と引用発明1との間の学

習モデルの差があるが、引用発明2にその対応する構成が開示されており、結合の困難性がなく、

効果の差がない場合には、進歩性が認められないと判断され得る事例 

2．出願発明と引用発明の技術分野及び学習データは同一であり、出願発明と引用発明1との間の学

習モデルの差があり、その差異が引用発明2に開示または暗示されておらず、効果の差がある場合

には、進歩性が認められると判断され得る事例 

 

[請求項1] 

骨年齢読み出し装置において、 

手骨映像を入力する骨映像入力部； 

入力された手骨映像から複数の関心領域を抽出する関心領域抽出部； 

抽出したそれぞれの関心領域映像に対して合成積神経網(CNN)を適用して骨等級を分類する骨等級

分類部；及び 

骨等級分類部による分類された骨等級を用いて骨年齢を読み出す骨年齢読み出し部を含む骨年齢読

み出し装置。 

[請求項2] 

骨年齢読み出し装置が骨年齢を読み出す方法において、 

骨映像入力部が手骨映像を入力する段階； 

関心領域抽出部が入力された手骨映像から複数の第1関心領域を抽出する段階； 

関心領域抽出部が上記抽出した第1関心領域から複数の第2関心領域を抽出する段階； 
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骨等級分類部が上記抽出したそれぞれの第2関心領域映像に対して合成積神経網(CNN)を適用して骨

等級を分類する段階；及び 

骨年齢読み出し部が上記分類された第2関心領域の骨等級を用いて骨年齢を読み出す段階を含むも

のの、 

上記第2関心領域を抽出する段階は、 

入力された第1関心領域から合成積層を介して特徴マップを抽出する段階； 

上記特徴マップにスライディングウィンドウ技法を適用して各位置に対する演算を行って、特徴ベ

クトルを生成し、生成した特徴ベクトルを用いて第2関心領域に対する候補領域の位置及び大きさ

と候補領域に対して算出した予測点数(Score)に基づいて上記複数の第1関心領域から上記複数の第

2関心領域を抽出する段階；をさらに含む骨年齢読み出し方法。 

[発明の背景となる技術] 

手骨年齢読み出しは、小児のＸ線(X-ray)映像を読み出すことによって小児の実際の年齢と骨年齢

を比較して正常に発育しているか、今後どのくらいさらに成長できるかなどが分かる。 

[解決しようとする課題] 

手骨映像に対して機械学習に基づいた映像処理を用いて正確で信頼性ある骨年齢読み出しが可能で

ある。 

[課題の解決手段] 

骨年齢読み出し装置は、人の手骨が含まれた映像の入力を受けて機械学習を通じて骨年齢を読み出

して出力できる。骨年齢読み出し装置は手骨映像を入力する骨映像入力部、入力された手骨映像か

ら複数の関心領域を抽出する関心領域抽出部、抽出したそれぞれの関心領域映像に対して合成積神

経網(CNN)を適用して骨等級を分類する骨等級分類部、及び骨等級分類部による分類された骨等級
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を用いて骨年齢を読み出す骨年齢読み出し部を含む。 

骨映像入力部は、人の手骨が含まれた映像の入力を受けたり、人の手骨を撮影して手骨映像を入力

する。関心領域抽出部は入力された手骨映像から複数の関心領域を抽出する。 

上記関心領域は、手首部位関心領域、親指部位関心領域、中指部位関心領域及び小指部位関心領域

を含む。具体的に手首部位関心領域は手首の中心から最も近い2つのＸ座標を左右境界に設定し、

手首部位の上下端部の境界及び手首の左右輪郭線を用いて手首部位関心領域を抽出する。例えば、

コンベックスハル(Convex Hull)方法を用いることができる。 

指部位関心領域は、指の終端特徴点と指間の骨特徴点を用いて骨映像を回転させ、指先特徴点及び

手領域の中心点を用いて上下境界を設定し、指の両横の骨特徴点を左右境界に設定して親指部位関

心領域、中指部位関心領域、及び小指部位関心領域を抽出する。 

本発明の一実施例による骨年齢読み出し装置が骨年齢を読み出す方法は、骨映像入力部が手骨映像

を入力する段階、関心領域抽出部が入力された手骨映像から複数の第1関心領域を抽出する段階、

関心領域抽出部が上記抽出した第1関心領域から複数の第2関心領域を抽出する段階、骨等級分類部

が上記抽出したそれぞれの第2関心領域映像に対して合成積神経網(CNN)を適用して骨等級を分類す

る段階、及び骨年齢読み出し部が上記分類された第2関心領域の骨等級を用いて骨年齢を読み出す

段階を含む。 

一実施例として、骨年齢読み出し装置は、第1関心領域を抽出する段階で入力された手骨映像から

手首部位主要関心領域、親指部位主要関心領域、中指部位主要関心領域及び小指部位主要関心領域

を第1関心領域に抽出する。 

一実施例として、骨年齢読み出し装置がそれぞれの第1関心領域から抽出する複数の第2関心領域は

、手首部位主要関心領域から腰骨(Radius)及び尺骨(Ulna)関心領域を抽出し、親指部位主要関心領

域から親指遠位部指骨(1st Distal Phalanx)、親指近衛部指骨(1st Proximal Phalanx)及び親指中

手骨(1st Metacarpal)関心領域を抽出し、中指部位主要関心領域から中指遠位部指骨(3rd Distal 
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Phalanx)、中指中間部指骨(3rd Middle Phalanx)、中指近位部指骨(3rd Proximal Phalanx)、及び

中指中手骨(3rd Metacarpal)関心領域を抽出し、小指部位主要関心領域から小指遠位部指骨(5th 

Distal Phalanx)、小指中間部指骨(5th Middle Phalanx)、小指近位部指骨(5th Proximal Phalanx)

及び小指中手骨(5th Metacarpal)関心領域を抽出することができる。 

一実施例として、骨年齢読み出し装置は、第2関心領域を抽出する段階は、合成積神経網特徴マッ

プ抽出段階、第2関心領域学習段階、及び第2関心領域抽出段階をさらに含む。 

上記合成積神経網特徴マップ抽出段階から骨年齢読み出し装置は入力された第1関心領域の手骨映

像で合成積層を介して特徴マップ(Feature Map)を抽出する。ここで、合成積層は様々な神経網を

適用させることができ、例えば、ZFNETを用いることができる。 

上記第2関心領域学習段階は、複数の第1関心領域から複数の第2関心領域を抽出するために上記手

骨の部位別に上記第1関心領域を学習データとして用いる。ここで、学習データは、第1関心領域の

部位特別な関心領域の映像での左上段、右下段の座標を用いることができる。 

上記第2関心領域抽出段階は、上記合成積神経網特徴マップ抽出段階から抽出された上記特徴マッ

プにスライディングウィンドウ技法を適用して各位置に対する演算を行って特徴ベクトルを生成

し、生成した特徴ベクトルを用いて第2関心領域に対する候補領域の位置及び大きさと候補領域に

対して算出した予測点数(Score)に基づいて上記複数の第1関心領域から上記複数の第2関心領域を

抽出する。 

一実施例として、骨年齢読み出し装置は、各スライディングウィンドウを特徴マップの中央を基準

に大きさの割合(Scale)及び縦横比(Aspect Ratio)が考慮された基準ボックス(Anchor Box)を設定

する。例えば、大きさの割合は128、256及び512の3種類を用いることができ、縦横比は1：1、1：2

及び2：1の3つを用いて各ウィンドゥごとに9つの基準ボックスを用いることができる。 

骨年齢読み出し装置は、生成した特徴ベクトルを2つの完全連結層(Fully Connected Layer)を通じ

てそれぞれ第2関心領域に対する候補領域の位置及び大きさと当該候補領域の予測点数(Score)を算
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出する。骨年齢読み出し装置は、予測点数(score)が高い候補領域を基準に領域間の共通集合の広

さ及び領域間の和集合の広さ(IoU；Intersection of Union)を予め設定された基準、例えば、0.7

に設定して重なる候補領域を除く。 

骨年齢読み出し装置は、残った候補領域について予測点数(score)を基準に上位N個の候補領域を設

定する。骨年齢読み出し装置は、第2関心領域に対する候補領域を関心領域プーリング(ROI Poolin

g)を経ながら一定の大きさの特徴ベクトルを抽出する。 

一実施例として、骨年齢読み出し装置は、コンボリューション神経網(CNN)を構築して骨等級を分

類する。 

ここで、コンボリューション神経網は、様々な神経網を適用させることができ、例えば、アレック

スネット(Alex net)、V支持ネット(VGG net)であってもよい。 

一実施例として、骨年齢読み出し部は、TW3技法を用いて予測した4つの関心領域の骨等級を用いて

RUS(Radius, Ulna and Short bones)点数を算出し、これを骨年齢に換算することができる。 

[図面] 

 

 

図1：一実施例による骨年齢読み出しの概念を説明する図面 
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図2：一実施例によるスライディングウィンドウ技法を適用して 

映像の各位置で特徴ベクトルを抽出する合成積神経網を説明する図面 

[出願時の技術常識] 

アトラスマッチング方法またはTW(Tanner and Whitehouse)2の方法によれば、小児の左手をＸ線を

用いて撮影した映像データまたは指細部部分別骨映像データと年齢と性別によってデータベース化

したパターン映像のデータとの類似度測定を通じて骨年齢を評価することができる。 

[引用発明1] 

本発明はパターン認識技法を用いた自動化された骨年齢測定アルゴリズムに関するものである。本

発明のアルゴリズムは、X-ray映像で指骨の各部分を自動で分類する過程と分類された骨映像から

正規化された形状モデルを抽出する過程、及び、正規化された形状モデルから骨年齢を測定する過

程で構成される。一実施例として、5歳から15歳の間の対象者の左手を撮影したx-ray映像で前処理
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過程を通じて背景と手領域を分割し、下位モデル分割アルゴリズムを用いて人差し指、中指、薬指

から骨端板と指骨をそれぞれ抽出する。 

年齢測定に用いられる特徴値抽出の精度を向上させるために三つの指骨の形状モデルの生成は能動

形状モデル(Active Shape Model：ASM)アルゴリズムを用いた。能動形状モデル訓練に用いられる

基準点(landmark)は、指骨と骨端板から形態的特徴を有する外郭線の地点を抽出した。1つの指モ

デルが生成されれば、本発明の各骨端板と指骨の各部分の長さと比率で構成される1つの特徴ベク

トルを抽出することができる。 

骨年齢の分類のために3つの指について、それぞれ抽出した3つの特徴ベクトルを用いてSupport Ve

ctor Machine(SVM)等の機械学習アルゴリズムを通じてそれぞれの指年齢を診断する。従来の技術

(E. Pietkaの方法)は1.13歳の誤差を示したが、本発明は0.679歳の診断誤差を示したことによって

本発明の信頼性が非常に高いことを示す。 

[引用発明2] 

医療映像読み出しに合成積神経網基盤の映像パターン化を用いたシステムを提示している。映像入

力部が入力映像を入力し、パターン化モジュールが映像入力部から受けた入力映像をパターン化さ

れた多数のパターン映像に生成する。CNN学習部が映像入力部から受けた入力映像とパターン化モ

ジュールから受信を受けたパターン映像を合成積神経網(CNN：Convolution Neural Network)を基

盤として学習させ、CNN実行部がCNN学習部から学習情報と映像入力部から受けた入力映像の伝達を

受ければ、最終分類部がCNN実行部から映像情報を受けて映像情報の客体を種類別に分類する。多

様なルートを通じて映像を入力し、入力映像をパターン化して組み合わせて多様な特徴及び大量の

映像データを生成してより正確で高い水準の映像学習データを獲得できる効果がある。 

[判断] 

1．請求項1の発明は、引用発明1と2の結合によって進歩性が認められないと判断され得る。 
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2．請求項2の発明は、引用発明1と2の結合に比べて進歩性が認められると判断され得る。 

[判断理由(請求項1)] 

(共通点) 

請求項1の発明と引用発明1は、手骨映像データから部位別関心領域を抽出し、抽出された手の部位

別関心領域映像データを用いて機械学習に基づいた映像処理を通じて分類された骨等級データを用

いて骨年齢を読み出す点で実質的に同一である。 

請求項1の発明と引用発明2は、イメージ認識技術分野で入力映像をパターン化して組み合わせ、特

徴的映像データを生成して合成積神経網を通じた分類を具現する点で実質的に同一である。 

(差異) 

請求項1の発明は、手骨映像データに合成積神経網を適用して骨年齢等級を分類するが、引用発明1

は、SVMを通じて指年齢を診断する点で両発明間の学習モデル(データ前処理方式を含む)の差があ

る。 

(差異に対する判断) 

請求項1の発明は、手骨映像データから関心領域を抽出し、合成積神経網を適用して骨年齢等級を

分類するが、引用発明1は、関心のある3本の指について、それぞれ抽出した3つの特徴ベクトルを

用いてSVMを通じて指年齢を診断する点で両発明間の学習モデルの差がある。 

しかし、請求項1の発明は、合成積神経網学習モデルについて具体的に特定していないところ、上

記差異は、通常の技術者には、引用発明2に開示されたCNN学習部が映像入力部から受けた入力映像

とパターン化モジュールから受信を受けたパターン映像を合成積神経網を基盤に学習させ、CNN実

行部がCNN学習部から学習情報と映像入力部から受けた入力映像の伝達を受けると、最終分類部がC

NN実行部から映像情報を受けて映像情報の客体を種類別に分類する学習モデルから容易に導き出す

ことができる。また、出願時の技術水準に照らしてみても、通常の技術者が引用発明1の示唆を通
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じて引用発明2の構成を引用発明1に結合するのに特別な困難性がなく、効果に顕著な差がないと判

断される。 

従って、請求項1の発明は、通常の技術者が引用発明1と2の結合によって容易に具現できるので、

進歩性が認められないと判断され得る。 

[判断理由(請求項2)] 

(共通点) 

共通点は上記請求項1の発明の判断で詳察した通りである。 

(差異) 

請求項2の発明は、第1関心領域から抽出された特徴ベクトルを用いて複数の第2関心領域を抽出し

て合成積神経網を適用して骨年齢等級を分類するが、引用発明1は、既に設定された関心のある3本

の指について、それぞれ抽出した3つの特徴ベクトルを用いてSVMを通じて指年齢を診断する点で両

発明間の学習モデルの差がある。 

(差異に対する判断) 

請求項2の発明は、手骨映像の第1関心領域の特徴マップにスライディングウィンドウ技法を適用し

て各位置に対する演算を行って特徴ベクトルを生成し、生成した特徴ベクトルを用いて第2関心領

域に対する候補領域の位置及び大きさと候補領域に対して算出した予測点数(Score)に基づいて複

数の第2関心領域を抽出し、抽出したそれぞれの第2関心領域映像に対して合成積神経網(CNN)を適

用して骨等級を分類する構成を特徴とする。 

引用発明1は、既に設定された3本の指に対して能動形状モデルアルゴリズムを用いて特徴ベクトル

を抽出し、SVM(Support Vector Machine)機械学習アルゴリズムを通じて指年齢を診断する構成を

開示しており、引用発明2は、合成積神経網(CNN)学習部が入力映像とパターン化モジュールから受

信を受けたパターン映像を合成積神経網を基盤に学習する構成を開示している。通常の技術者が引
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用発明1と2から手映像に基づいて合成積神経網を適用して骨等級を分類する構成を導き出すことは

できるが、請求項2の発明の第1関心領域から抽出された第2関心領域映像に対して合成積神経網(CN

N)を適用して骨等級を分類する具体的な構成まで導き出すことは難しいと判断され、引用発明1、2

にその具体的な構成が示唆乃至暗示されていると見られない。 

従って、請求項2の発明の第1関心領域から抽出された特徴ベクトルを用いて複数の第2関心領域を

抽出し、合成積神経網を適用して骨年齢等級を分類する構成が引用発明1または引用発明2と差があ

る。 

効果側面でも、請求項2の発明は、第1関心領域映像の各位置に対する演算を行って特徴ベクトルを

生成し、生成した特徴ベクトルを用いて第2関心領域に対する候補領域の位置及び大きさと候補領

域に対して算出した予測点数(Score)に基づいて複数の第1関心領域から第2関心領域を導き出し、

第2関心領域映像に対して合成積神経網(CNN)を適用して骨等級を分類することによってさらに正確

で信頼性のある骨年齢読み出しが可能であるという点で通常の技術者が予測し難いより良い効果が

あると判断される。従って、請求項2の発明は、通常の技術者が引用発明1と2を結合しても容易に

具現できないので、進歩性が認められると判断され得る。 
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第2部 モノのインターネット(IoT)サービス分野審査実務ガイド 

(改訂・管理部署：モノのインターネット審査課) 

モノのインターネットサービス分野審査実務ガイド制定2020.12. 

1．概要 

 本章はモノのインターネット(IoT)サービス分野の発明(以下「IoTサービス関連発明」とす

る)に関する出願に適用される審査実務ガイドを説明する。 

1.1 技術の説明 

 IoTサービス関連発明はセンサーなどの装置を通じて収集・分析したモノの情報を多様な産業

分野に適用して付加価値を創り出すように開発された応用技術であり、その適用分野によって

産業(農業/漁業/鉱業)、製造業、エネルギー資源、基盤施設、運送、物流・流通、金融、教育、

健康管理・福祉、情報通信、スマートホーム、エンターテインメントなどのサービス分野に区

分する。 

1.2 技術的特徴 

 IoTサービス関連発明は基本的にIoT装置(センサー、デバイス、サーバーなどハードウェア)

とサービス方法(ソフトウェア)が結合された形で構成される。また、サービス分野によって細

部的なサービス方法が異なるため、それと関連する構成の差異及び異質的な作用効果が期待で

きる。したがってIoT装置(ハードウェア)はやや類似しても、具体的なサービス分野での差が結

局付加価値の創出と関連する作用効果の差として表れる可能性がある。 

1.3 主要用語の説明 

 本ガイドで使用している主要用語の意味は以下のとおりである。 

⚫ モノのインターネット(Internet of Things, IoT) 

    ネットワークを基盤としてモノ・空間・人をつなげてデータを収集・分析し、状況を
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予測・判断して顧客に提供する技術であり、最近多様なサービス分野に適用されて産業

全体へと広範囲に広がりつつある。 

⚫ センサー(Sensor) 

    モノの物理量や対象物の情報(温度、圧力、湿度、距離など)を測定して電気信号に変

換することで、光、音、化学物質、温度などのような物理的な信号の大きさを検出して

感知データを創り出す装置である。 

⚫ デバイス(Device) 

  センサーなどの装置及び多様な形態で収集・分析された情報を活用してモノを制御する

端末装置を含む。(例：スマートフォン、タブレット、ウェアラブルデバイスなど) 

⚫ ネットワーク(Network) 

    デバイスを通じたサービスを支援するため、インターネットなどを基盤とする通信技

術であり、各種データを収集して制御情報を伝送する通路である。(例：4G/5G、Wi-Fi、

Bluetoothなど) 

⚫ プラットフォーム(Platform) 

    サービスを構成する複数の装置と情報などを体系的に管理・運営し、サービス開発者、

ユーザー及び運営者が様々な目的で使用できるように支援するためのハードウェア及び

ソフトウェア基盤の統合システムを意味する。 

2．記載要件 

2.1 発明の説明 

2.1.1 記載要件一般 

 IoTサービス関連発明における発明の説明記載要件の判断は基本的に特許・実用新案審査基準

「第2部第3章発明の説明記載要件」及びコンピュータ関連発明審査基準「1.1発明の説明記載要
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件」に従う。 

 特に、IoTサービス関連発明と関連しては、各構成要素の情報処理プロセスや機能などが通常

の技術者が出願時の技術常識に照らし合わせてみた時、該当発明が容易に実施できる程度に明

確かつ詳細に記載されていなければならない。 

2.1.2 実施可能要件の違反事例 

(1)構成要素による具体的な情報処理プロセスが不明確な場合 

 (例)請求項に「ユーザーの生体情報を検出するスマート体重計と、食習慣が検出できるスマ

ートカップ及びスマート冷蔵庫と、生活習慣が検出できるスマートフォンまたはウェア

ラブル装置で構成されるユーザー装置部；上記ユーザー装置部から伝送された生体情報、

生活習慣及び食習慣情報を利用して体質を特定し、体質に適した商品及びサービスをお

勧めする情報提供サーバー；を含む個人カスタマイズ型情報提供システム」を記載して

いるが、発明の説明に生体情報、生活習慣及び食習慣情報を利用してどのように体質を

特定するかに対するプロセスが記載されておらず、出願時の技術常識に照らし合わせて

みても通常の技術者に明確でない場合。 

(2)構成要素の機能が明確に区分されて記載されていない場合 

 (例)請求項に「…制御部を通じて電源を遮断することで稼働設備の稼働を中止させるインタ

ーロック部；…インターロック部に電源を遮断させることで稼働設備(100)または稼働部

を中止させるように制御する制御部；を含むモノのインターネット基盤のスマート警光

灯」と記載されていて、発明の説明にも「…インターロック部は制御部を通じて電源を

遮断することで稼働設備の稼働を中止させ、…または制御部はインターロック部に電源

を遮断させることで稼働設備または稼働部を中止するように制御する」と記載されてい

て、実質的に電源を遮断して稼働設備の稼働を中止させる機能を実現する構成要素が制

御部なのかインターロック部なのかが明確に区分して記載されていない場合。 

2.2 請求範囲 
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2.2.1 記載要件一般 

 IoTサービス関連発明における請求範囲記載要件の判断は基本的に特許・実用新案審査基準

「第2部第4章請求範囲記載要件」及びコンピュータ関連発明審査基準「1.2請求範囲記載要件」

に従う。 

 また、IoTサービス関連発明では、その請求範囲上に各構成要素の有機的な連動によるプロセ

スや機能などが明確かつ簡潔に示されなければならず、各構成要素間の結合関係もまた技術的

に明確に記載されていなければならない。 

2.2.2 明確性要件の違反事例 

(1)装置的構成要素と非装置的構成要素間の結合によって発明のカテゴリーが不明確である場合 

 (例)請求項に「人間の身体内部をグラフィックで表した身体解剖キャラクター；モノのイン

ターネットセンサーから伝送されたセンシングデータを受信するチャート通信部；上記

身体解剖キャラクターにセンシングデータを記録するデータ保存部；及び異常が発生し

た身体器官のイメージを拡大してスマートモバイル機器の画面に表示するチャート制御

部；を含むことを特徴とする身体情報スマートチャートシステム」と記載されていて、

複数の装置的構成要素(チャート通信部、データ保存部、チャート制御部)と非装置的構

成要素(身体解剖キャラクター)間の結合によって発明のカテゴリーが装置に関するもの

かどうか明確でない場合 

(2)構成要素の機能が抽象的かつ曖昧に記載されている場合 

 (例)請求項に「第1車両端末と関連して生成された情報を受信する第2車両端末を確認するイ

ンターフェース部；及び上記確認された第2車両端末が、上記第1車両端末を基準とする

決定範囲内に位置する場合、上記第1車両端末を移動型基地局モードに決定してIoT方式

で上記情報を上記範囲内の上記第2車両端末に伝播するプロセッサー；を含むモノのイン

ターネット技術を活用した車両間通信サービス提供装置」と記載されているだけで、「I

oT方式」に関する具体的な特徴が示されていないため、モノのインターネット技術が実
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質的に車両間通信にどのように活用されるのかが不明確な場合 

3．特許要件 

 IoTサービス関連発明は結合発明に該当する場合が殆どであるため、その場合基本的に特許・

実用新案審査基準「第3部第3章7.結合発明の進歩性判断」に従う。 

 特に、IoTサービス関連発明の進歩性判断時にはサービス分野を追加的に考慮する必要がある

ため、具体的な進歩性判断類型は審査手続きによって以下の4つに分けられる。 

[IoTサービス関連発明に対する結合発明の進歩性判断類型] 

 

－類型1：本願発明と複数の引用発明の組合せ間で対応構成が実質的に同じでない類型で、進歩

性認定が可能 

－類型2：本願発明と複数の引用発明の組合せ間で対応構成が実質的に同じで、サービス分野も

同じ類型として、進歩性否定が可能 

－類型3：本願発明と複数の引用発明の組合せ間で対応構成が実質的に同じで、相異なるサービ
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ス分野の差異を容易に克服できるような動機が存在する類型として、進歩性否定が可

能 

－類型4：本願発明と複数の引用発明の組合せ間で対応構成は実質的に同じであるが、相異なる

サービス分野の差異を容易に克服できるような動機が存在しない類型で、進歩性認定

が可能 

［留意事項］ 

本章に収録されている審査事例及び引用発明は特許要件判断の例示を説明するため、請求範

囲、発明の説明、図面などに対して簡略な表現で加工及び編集され、提示された審査事例別判

断結果もまた審査官の実際審査結果とは異なる可能性があることに留意しなければならない。 

3.1 (類型1)対応構成が実質的に同じでない類型 

3.1.1 (事例1－1)冷蔵庫の物品情報発送方法 

[請求項1]第1獲得モジュール、第2獲得モジュール及び発送モジュールを含む家庭用冷蔵庫での

物品情報発送方法として、 

第1獲得モジュールが冷蔵庫保管ケースの温度、湿度と細菌密度を含む保管ケース情報を獲得す

る段階； 

第2獲得モジュールが上記保管ケース情報に基づいて上記保管ケースに保存される物品の鮮度を

含む物品情報を獲得する段階；及び 

発送モジュールが上記物品の物品情報をユーザーに対応モバイル端末に発送する段階を含め、 

上記物品の鮮度は、下記公式によって算出されることを特徴とする家庭用冷蔵庫の物品情報発

送方法。 
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(ここで、それぞれX：物品の鮮度、X0：物品の第1時間での鮮度、t1：現在時間、t0：第1時間、

T：減衰周期の長さ、A：一つの減衰周期内の鮮度減衰基準値、B：物品減衰係数、T1：物品が位

置した保管ケースの温度、T0：経験温度、Tc：温度係数、H1：物品が位置した保管ケースの湿

度、H0：経験湿度、HC：湿度係数、P1：物品が位置した保管室の細菌密度、P0：経験細菌密度、P

C：細菌密度係数である) 

[解決しようとする課題]本発明はユーザーが購入した物品を冷蔵庫に保存保管する場合、一部

物品の長時間放置によって変質が発生する、または一部物品を冷蔵庫に入れた事実を忘れて二

度購入することを防ぐためのものである。 

[課題の解決手段]本発明による方法は冷蔵庫内の第1獲得モジュールが保管ケースの保管ケース

情報を獲得する段階(101)；第2獲得モジュールが上記保管ケース情報に基づいて上記保管ケー

スに保存される物品の物品情報を獲得する段階(102)；発送モジュールが上記物品の物品情報を

ユーザーに対応するモバイル端末に発送する段階(103)を含む。 

段階(101)で、保管ケース情報は保管ケースの貯蔵室の温度、湿度と細菌密度を含む。制御端は

温度センサー、湿度センサー、細菌密度探知機を含め、温度センサー、湿度センサー、細菌密

度探知機を保管ケースの貯蔵室内に設置して貯蔵室内の温度、湿度及び細菌密度を獲得するこ

とができる。制御端が保管ケースの外に位置する場合、制御端と温度センサー、湿度センサ

ー、細菌密度探知機の間は全てホームネットワークを通じて繋ぐことができる。 

段階(102)で、物品の鮮度を獲得する段階は下記のような第1段階と第2段階を含む。 

第1段階として、保管ケースに保存した物品に対して、上記物品を保管ケースに入れた時間また

は最後に上記物品の鮮度を算出した時間である第1時間及び上記第1時間での鮮度を獲得する。

ここで、物品を保管ケースの中に入れる時、現在時間を上記物品の第1時間とし、基本鮮度を上

記物品の第1時間での鮮度を物品説明情報、第1時間と鮮度の対応関係に保存する。基本鮮度は1

00、95または90など数値である。 

第2段階として、現在時間、保管ケースの状態情報、獲得した第1時間と上記物品の第1時間での
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鮮度に基づいて上記物品の鮮度を下記公式に当てはめて算出する。 

 

上記公式の中で、Xは上記物品の鮮度、X0は上記物品の第1時間での鮮度、t1は現在時間、t0は第1

時間、Tは減衰周期の長さ、Aは一つの減衰周期内の鮮度減衰基準値、Bは物品減衰係数、T1は上

記物品が位置した貯蔵室の温度、T0は経験温度、TCは温度係数、H1は上記物品が位置した貯蔵室

の湿度、H0は経験湿度、HCは湿度係数、P1は上記物品が位置した貯蔵室の細菌密度、P0は経験細

菌密度、PCは細菌密度係数である。 

ここでA、B、T0、H0、P0、TC、HC、PCは全て既に設定された固定値であり、望ましくはユーザーが

既に設定したものである可能性がある。 

それによって、物品説明情報、第1時間と鮮度の対応関係の中で上記物品の第1時間での鮮度を

算出された鮮度にアップデートし、上記物品の第1時間を現在時間にアップデートする。 

段階(103)で、制御端は現在物品の鮮度を算出した後、ユーザーに対応されるモバイル端末に獲

得した物品の物品情報を周期的に発送する、もしくは鮮度が既に設定された臨界値より低い物

品と関連する物品情報を選択的に発送できる。例えば、該当情報は「こんにちは。保管ケース

の中のリンゴの鮮度が低く、既に変質した可能性があります。適時処理してください。」など

が想定できる。 

[発明の効果]本発明によれば、冷蔵庫の保管ケースに保存する物品の鮮度を含む物品情報を獲

得してこれをユーザーのモバイル端末に発送することで、ユーザーが冷蔵庫の保管ケースに保

存した物品を効率的に管理することができる。 

[図面] 



第2部モノのインターネット（IoT）サービス分野審査実務ガイド 

9 

 

 

[引用発明1]冷蔵庫と無線通信が可能なモバイル端末は一つ以上の食品写真を含む冷蔵庫状態画

面をディスプレイし、食品写真イメージの中でどの一つが選択されるのかを確認し、選択され

る場合は該当食品写真イメージ、食品保管情報(食品名、現在日付、保存日付、経過期間、賞味

期限など)を含む食品管理画面をディスプレイする。 

 

[引用発明2]物流倉庫内のスマート冷蔵庫で食品品質指数を利用した食品の鮮度情報提供システ

ムで、食品別保管時間(t)及び保管温度(T)によって各食品別品質指数を活用して食品の鮮度を

測定した後、表示部または物流倉庫管理者の端末機器を通じて表示する。 
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[判断]請求項1発明は通常の技術者が引用発明の構成を組み合わせても容易に導き出すことがで

きるものとは見られないため、進歩性が認められるものと判断できる。 

[判断理由] 

(共通点) 

本願発明及び引用発明はいずれも冷蔵庫内の食品情報管理及び表示システムに関するもので、

冷蔵庫内の保存食品と関連する情報を獲得してユーザーに提供する点では同じである。 

(相違点) 

本願発明では冷蔵庫保管ケースの温度(T1)、湿度(H1)、細菌密度(P1)などを同時に考慮して食品

の鮮度(X)を算出して提供する方式であるが、一方引用発明1は食品の賞味期限関連情報だけを

提供し、引用発明2は食品の保存温度(T)だけを考慮して食品の鮮度を算出する方式で、食品の

鮮度を算出する具体的な方式の違いが存在する。 

(進歩性認否に対する判断) 

構成上の機能及び作用側面から見る時、食品の鮮度は食品材料そのものの特徴とともに温度、

湿度、細菌密度など様々な外部変数によって決定づけられるものであり、本願発明は物品の鮮

度を算出するために物品の初期保管時間(第1時間)に対する鮮度の時間的変化を多様な外部変数
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(温度、湿度、細菌密度、経過時間、減衰周期、鮮度減衰基準値、物品減衰係数)を適用して算

出するが、一方引用発明2では食品別品質指数、経過時間、保管温度だけを活用して算出してい

るために構成上の違いが明白で、このような違いを簡単に克服できると見る事情がなく、また

それによって発生する効果における違いもまた予測可能な水準とは見られない。 

(一方、サービス分野と関連して、本願発明及び引用発明1はスマートホーム分野(N01I90/22)、

引用発明2は物流流通分野(N01I90/12)と相異なるものと認められるが、本事例の場合は構成上

の違いが明白で、このような違いを簡単に克服できると見られる事情が無いため、サービス分

野での違いは別途考慮しないことも可能) 

3.1.2 (事例1－2)災害通報システム 

[請求項1]災害発生現場の実写イメージを撮影し、撮影された災害現場のベクター撮影情報を検

出する携帯端末(100)と； 

携帯端末(100)から上記実写イメージとベクター撮影情報が受信されると、3次元空間情報シス

テムにアクセスし、上記ベクター撮影情報に基づいた災害現場の位置、災害の類型と規模を把

握する災害管理サーバー(200)と； 

上記災害管理サーバー(200)から上記把握された災害現場に関する情報が受信されると、該当災

害現場の災害類型と規模によって事件を受け付けて関連防災チームを出動させ、上記災害管理

サーバー(200)から3次元モデリングイメージ、3次元モデルイメージ上の個別客体の属性情報、

そして火災現場に関する情報を受信し、防災作業者の端末(700)側に提供する消防防災センター

(600)と； 

上記消防防災センター(600)から3次元モデリングイメージ、3次元モデルイメージ上の個別客体

の属性情報、火災現場に関する情報が提供されると、上記3次元モデリングイメージ上の各客体

を活性化させて端末画面に出力し、客体をタッチするユーザー入力が感知されると、該当客体

の属性情報をディスプレイする防災作業者端末(700)を含めて構成することを特徴とする災害通

報システム。 
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[解決しようとする課題]災害は目撃者の通報から災害対応が始まるが、より迅速に災害に対応

するためには正確な災害地点と災害状況を迅速に知らせることが重要である。災害通報システ

ムの問題を解決するため、映像情報と実世界を真似た3次元空間情報技術(例：3D GIS(3D Geogr

aphic Information System)、BIM(Building Information Modeling)など)で災害通報システム

に活用しようとする研究と取り組みが進んでいる。しかし、従来の3次元空間情報技術を活用し

た災害通報システムは単に平面的な位置情報と方位情報だけを活用しているため、明確に災害

地点を確定することが不可能であった。 

[課題の解決手段]災害通報システムは携帯端末(100)、災害管理サーバー(200)、そして消防防

災センター(600)を含めて構成される。 

携帯端末(100)は災害発生現場を撮影し、撮影された実写イメージとベクター撮影情報(例：撮

影地点位置情報、カメラが向いている方位角情報、カメラの垂直傾度及び水平傾度情報、そし

て撮影地点と災害現場までの距離情報、レンズ画角情報、そして撮影フレームの大きさと比率

情報など)を検出して上記災害管理サーバー(200)に伝える。 

災害管理サーバー(200)は携帯端末(100)から上記実写イメージ(写真)とベクター撮影情報が受

信されると、災害の類型と規模を把握して3次元空間情報システム(例：3D GIS(400、3 Dimensi

on Geographic Information System)、BIM(500、Building Information Modeling)など)にアク

セスし、災害現場に関する詳細情報を把握する。災害管理サーバー(200)は3次元地理情報シス

テム(400、3D GIS)にアクセスした後、上記ベクター撮影情報に基づいて災害現場の住所または

地番、そして災害現場周辺の地図情報を検出する。 

消防防災センター(600)は災害管理サーバー(200)から上記抽出された3次元モデリングイメージ

と3次元モデリングイメージ上の個別客体の属性情報、そして上記把握された災害現場に関する

情報(例：災害の類型と規模、災害現場の住所または地番、そして災害現場周辺の地図情報、災

害現場の3次元座標、3次元モデリングイメージなど)が受信されると、該当災害現場の災害類型

と規模を参照して、防災マニュアルに従って事件を受け付けて関連防災チーム(例：消防チー

ム)の端末(700)側に、上記サーバー(200)から受信した3次元モデリングイメージ、3次元モデリ
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ングイメージ上の個別客体の属性情報、火災現場に関する情報(例：災害の類型と規模、災害現

場の住所または地番、そして災害現場周辺の地図情報、災害現場の3次元座標など)を提供す

る。 

防災チームの端末(700)は消防防災センター(600)から上記3次元モデリングイメージ、3次元モ

デリングイメージ上の個別客体の属性情報、火災現場に関する情報が提供されると、上記3次元

モデリングイメージを端末画面にディスプレイし、3次元モデリングイメージ上の各客体(例：

階段、欄干、エレベーターなど)を活性化する。 

[発明の効果]本発明は言語的表現なく目撃者が災害現場を撮影したイメージとベクター撮影情

報だけで速やかに通報させ、災害管理サーバーは実世界を真似た3次元空間情報を活用して災害

発生地点と災害状態を具体的に判断して通報を受け付ける災害通報システムを実現すること

で、迅速かつ正確に災害発生位置を検出し、災害の類型、種類規模などが容易に把握できるた

め、防災チームの迅速な初期対応が可能となる。 

[図面] 
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[引用発明1]災難現場の映像撮影及び音声録音を通じて生成した映像情報と、GPS衛星から受信

するGPS信号に角度、加速度、高さ、進行方向感知信号が適用された位置情報で構成された状況

情報を伝送する携帯端末(100)；及び受信した状況情報を基に既に設定されたデータベースから

状況情報の中の位置情報に対応する地図情報または建築図面情報を上記GPS信号に角度、加速

度、上下高さ及び進行方向を感知した感知信号が適用された位置情報とマッピングした後、マ

ッピングされた携帯端末の状況情報をディスプレイする管制サーバー(200)；で構成された現場

監視システム 

 

[引用発明2]それぞれ固有のアドレスを持って建築物の層別または区域別特定位置に設置される

センサー部(110)、センサー部(110)の状態を確認するメイン制御器(130)、上記メイン制御器(1

30)から伝送される層別または区域別火災情報を統合分析して建築物全体の火災情報及び状況情

報を統合モニタリングサーバー(200)に伝送するモニタ装置(140)などで構成される火災感知装

置(100)；及び警告レベルによって等級を設定して管理者または関係機関に火災発生状況を通知

する統合モニタリングサーバー(200)；を含む火災監視システム 
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[判断]請求項1発明は引用発明の構成を組み合わせても容易に導出できるものではないため、進

歩性が認められるものと判断できる。 

[判断理由] 

(共通点) 

本願発明及び引用発明はいずれも災害現場監視システムに関するもので、そのサービス分野が

基盤施設分野(N01I90/08)と同じで、構成の機能面で本願発明に開示された携帯端末(100)の通

報機能は引用発明1での携帯端末(100)の通報機能と実質的に同じである。 

(相違点) 

本願発明では消防防災センターが災害管理サーバーから受信した3次元モデリングイメージ及び

該当イメージ上の個別客体の属性情報などを防災作業者端末側に提供してディスプレイする

が、一方引用発明1ではマッピングされた状況情報を管制サーバーにだけディスプレイし、引用

発明2では管理者に火災発生状況だけを通知するため、現場作業者の端末側に情報を提供する方

式及び提供される情報の種類が全て相異なる。 

(進歩性認否に対する判断) 
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本願発明の構成上の特徴である防災作業者の端末に3次元モデリングイメージ及び該当イメージ

上の個別客体(建物内の階段、欄干、エレベーターなど)の属性情報などをディスプレイする方

式を見ると、これによって現場に出動した防災作業者が画面上の客体を選択するだけで関連属

性情報を迅速かつ正確に確認できるため、様々な災害発生現場において効率的な防災作業が可

能となる効果が認められ、これは該当特徴を明示的に開示していない引用発明からは容易に予

測できない顕著な水準の効果に該当するため、該当特徴に対する進歩性が認められる。 
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3.2 (類型2)対応構成及びサービス分野が実質的に同じ類型 

3.2.1 (事例2－1)IoT基盤自己運動量測定システム 

[請求項1]ヘルスキューブとブルートゥースペアリングを行い、ヘルス管理サーバーと無線ネッ

トワークを通じてつながるモバイルデバイス(10)； 

身体に付着及び複数の運動器具のうち一つに付着され、上記モバイルデバイスから運動種類情

報を受信して対応する運動回数カウントを含む運動測定データを生成して上記モバイルデバイ

スに提供するヘルスキューブ(20)； 

上記ヘルスキューブから測定されてモバイルデバイスを通じて送られた運動測定データを利用

して消費カロリーを演算し、予め設定された期間別消費カロリー、上記既に設定された期間別

運動回数をリアルタイムで画面に提供した後、画面に表示された運動情報、演算されたカロリ

ー情報、運動回数情報を保存し、ネットワークを通じてモバイルデバイスに伝送するヘルス管

理サーバー(40)；を含むことを特徴とするIoT基盤運動器具プラットフォームを活用した自己運

動量測定システム。 

[解決しようとする課題]本発明は異機種の運動器具及び様々な運動姿勢から運動量を自動測定

し、測定を通じて収集されたデータで運動量を累積してモニタリングできるようにするためのI

oT基盤の自己運動量測定システムを提供するためのものである。 

[課題の解決手段]本発明の実施例によるIoT基盤の自己運動量測定システムは、ヘルスキューブ

とBLEブルートゥースペアリングを行うモバイルデバイス；及び身体に付着されて異種の運動器

具のうち一つに付着されるヘルスキューブ；を含めて構成され、上記ヘルスキューブは、上記

モバイルデバイスから運動種類情報を受信し、受信された運動種類情報とマッチングされる既

に設定された軸別アルゴリズムを抽出した後、それによって加速度センサーの感知による運動

回数カウント基盤の運動測定データを生成し、生成された運動測定データを上記モバイルに提

供するアルデュイーノボードを備えている。 

また本システムは追加的にヘルス管理サーバーを含むことができ、ヘルス管理サーバーは各ユ
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ーザーのモバイルアプリから得た会員情報、運動種類及び運動測定データ情報を受信して各会

員(ユーザー)の運動種類別に運動種類、消費カロリー、運動回数(運動測定データ)情報を分類

して保存し、それを再び会員別モバイルデバイスに伝送する。 

[発明の効果]本発明によるIoT基盤の自己運動量測定システムは、身体及び様々な運動器具に付

着して運動量が測定できる運動量測定器であるヘルスキューブとこれを通じて収集された運動

測定データを通じて運動量及び消費カロリーなどがモニタリングできる効果を提供する。 

また、多様な室内運動をする時、運動量を手で記録しなくても自動で測定量を保存・管理する

ことでユーザーの運動習慣を正し、運動量も増やせる効果を提供する。 

[図面] 

 

[引用発明1]運動器具に搭載された運動量測定装置と、ユーザー端末と、u-ヘルスケアサーバー

を含むu-ヘルスケアシステムとして、上記u-ヘルスケアサーバーは、上記運動量測定装置によ

って測定された上記運動器具を利用したユーザーの運動関連センシング情報が受信された場

合、上記センシング情報に基づいてユーザーの運動量を算出し、上記算出された運動量に相応

する消費カロリーを換算し、上記算出された消費カロリーに関するデータを上記ユーザー端末

に伝えてユーザーに視覚的に表出する。 
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[引用発明2]運動量表示装置に関するもので、ユーザーの身体につけられて6軸または9軸センサ

ーによってユーザーの動きを検出し、無線送信する動作測定器；受信データの各軸のデータ変

化量を分析して所定範囲以内で繰り返される運動状態を運動回数としてカウントして表示する

制御モジュールが設置される運動量表示端末；で構成される。 

 

[判断]請求項1発明は引用発明と構成上同じであり、そのサービス分野もまた同じもので、引用

発明の単純な結合によって進歩性が否定されるものと判断可能である。 
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[判断理由] 

(共通点) 

本願発明及び引用発明はいずれもモノのインターネット基盤のユーザー運動量測定及びモニタ

リングのためのシステムに関するもので、解決しようとする課題が同じで、サービス分野もま

た健康管理分野(N01I90/18)として同じである。 

(相違点) 

本願発明は運動量測定のためのセンサーに該当するヘルスキューブがユーザーの身体及び運動

器具に同時に付着されて運動量を測定する方式であるが、一方引用発明は該当センサーが運動

器具にのみ搭載される(引用発明1)、もしくはユーザーの身体にのみ着用される(引用発明2)方

式に該当するため、センサーの細部的な設置位置において相異なる。 

(進歩性認否に対する判断) 

本願発明及び引用発明に開示されたセンサーの機能及び作用が実質的に同じであり、発明の解

決課題を考慮した時、その設置位置の違いによる格別な効果が認められないため、本願発明は

通常の技術者が引用発明の単純な組み合わせから容易に発明できる水準に過ぎない。 
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3.2.2 (事例2－2)IoTを活用した車両改善及び管理サービスシステム 

[請求項1]車両改善及び安全管理サービスシステムとして、 

車両内の環境情報及び車両情報を測定して取り集め、車両管理モジュールに伝送する統合セン

サー部(100)； 

スマート機器に設置され、上記統合センサー部の情報を無線ネットワークを通じて受信して分

析し、危険が発見された場合は警告/アラームを発生させ、上記分析した統合センサー部の情報

を車両管理サーバーに伝送して車両管理サーバーから車両改善情報及び位置基盤管理情報を受

信する場合、ユーザーに知らせる車両管理モジュール(200)；及び 

上記車両モジュールが送信した情報を分析して車両管理に必要な情報を抽出し、車両改善情報

－上記車両の消耗品交換のお知らせ、燃料充填のお知らせ、エンジン点検のお知らせのうち少

なくとも一つ以上を含む－及び位置基盤管理情報－周辺の車両整備工場情報、周辺のガソリン

スタンドの情報、周辺の燃料価格情報のうち少なくとも一つ以上を含む－を生成して車両管理

モジュールに伝送する車両管理サーバー(300)；を含むIoTを活用した車両改善及び管理サービ

スシステム。 

[解決しようとする課題]本発明は車両内の環境情報及び車両情報をセンシングして車両内で発

生し得る危険を事前に探知し、車両の改善情報を生成する車両内環境情報を利用した車両改善

及び管理サービスシステムを提供することを目的とする。 

[課題の解決手段]本発明の車両改善及び管理サービスシステムは、車両内の環境情報及び車両

情報を測定して取り集め、車両管理モジュールに伝送する統合センサー部；上記統合センサー

部の情報を受信して取り集め、車両管理サーバーに伝送する車両管理モジュール；及び上記車

両管理モジュールが送信した情報を基にデータベース化して車両改善情報及び位置基盤管理情

報を生成して車両管理モジュールに伝送する車両管理サーバー；を含めて構成される。 

上記統合センサー部は、車両内の一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度、アルコールのうち一

つ以上を含む環境情報を測定する環境センサー部；車両の運行距離、エンジンの状態、車両内
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消耗品の状態、燃料の充填状態、位置情報、車両加速度のうち一つ以上を含む車両情報を測定

する車両センサー部；上記環境センサー部及び車両センサー部の動作を制御して必要な情報を

取り集めるセンサー制御部；及び無線通信を通じて取り集めた情報を上記車両管理モジュール

に送信するセンサー通信部；を含めて構成される。 

上記車両管理モジュールは、スマート機器にオープンプラットフォームの形で設置され、上記

車両改善及び管理サービスシステムが設置された車両の車種、年式、固有番号、所有主のうち

一つ以上の情報を含む基本情報を保存する基本情報保存部；上記統合センサー部から受信した

環境情報及び車両情報と上記基本情報を分析して危険を発見する情報分析部；危険が発見され

る、もしくは車両管理サーバーから車両改善情報及び危機基盤管理情報を受信する場合、ユー

ザーに知らせる警告/アラーム部；及び上記車両管理サーバーに伝送される情報を取り集めて加

工する情報加工部；を含む。 

上記車両管理サーバーは、通信網を通じて情報を送受信するサーバー通信部；受信した情報を

分類するDB管理部；上記DB管理部が分類したカテゴリーによって構築したデータベースが保存

されるDB保存部；及び上記データベースの情報を分析して車両管理に必要な情報を抽出して車

両改善情報及び位置基盤管理情報を生成するDB分析部；を含む。 

本発明で、上記車両改善情報は、上記車両の消耗品交換のお知らせ、燃料充填のお知らせ、エ

ンジン点検のお知らせのうち少なくとも一つ以上の情報を含み、上記位置基盤管理情報は、周

辺の車両整備工場の情報、周辺のガソリンスタンドの情報、周辺の燃料価格情報のうち少なく

とも一つ以上を含む。 

[発明の効果]本発明によると、車両内部の二酸化炭素、温度、湿度などの環境的要素をセンシ

ングしてユーザーのスマート機器に提供して警告することで、ユーザーの安全運転を誘導し、

車両の状態を正確に把握することを可能とする。 

また、車両そのものの状態や部品の交換周期などをユーザーから取り集めてビックデータを構

成して分析することで製造社の車両欠陥が改善でき、車両消耗品交換のお知らせ及び各種位置

基盤広告を通じた収益創出サービスなどが可能となる効果がある。 
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[図面] 

 

[引用発明1]サービス融合型ネットワークを活用した車両管理システムとして、車両内に備えら

れて車両の環境状態(一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度、アルコールなど)を測定した環境

情報及び上記車両のECUから抽出した消耗品交換周期情報を近距離通信で送信するセンサーモジ

ュール(110)；上記センサーモジュールから上記環境情報及び消耗品交換周期情報を受信し、環

境危険警告メッセージ及び消耗品交換のお知らせメッセージを出力し、上記環境情報及び消耗

品交換周期情報をモバイル通信を通じてサービス融合型車両ビックデータサーバー(130)に送信

するスマートフォン(120)；上記スマートフォンから上記環境情報及び消耗品交換周期情報を受

信してビックデータ分析を通じて車両別環境危険性及び車両改善事項を導出し、上記スマート

フォン(120)に伝送するサービス融合型車両ビックデータサーバー(130)を含む。 
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[引用発明2]車両の運行管理及び整備管理をリアルタイムで提供する端末を利用した車両整備案

内システムに関するもので、ドライバーの端末から受信されたGPS受信信号に基づいて上記車両

の走行距離を演算し、ドライバーの端末に配布されたオンライン車両管理用家計簿上の車両管

理情報及び車両の走行距離に基づいて、燃料注入及び部品交換のための車両管理通知案内メッ

セージ(燃料注入のための周辺のガソリンスタンドの案内情報及び部品交換のための周辺の整備

工場案内情報を含む)をドライバーの端末に伝送するサービスサーバーを含む。 

 

[判断]請求項1発明は引用発明と構成及びサービス分野が同じものであり、引用発明から進歩性

が否定されるものと判断できる。 

[判断理由] 

(共通点) 

本願発明及び引用発明はいずれもIoT基盤の車両管理システムに関するもので、その解決しよう

とする課題が同じであり、サービス分野もまた運送分野(N01I90/10)として同じである。 

(相違点) 

本願発明は遠隔の車両管理サーバーが車両内の各種センシング情報を分析して車両改善情報(消

耗品交換、燃料充填、エンジン点検)及び位置基盤管理情報(周辺の車両整備工場、ガソリンス
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タンド、燃料価格情報)をユーザーの端末に伝送するが、一方引用発明1は車両別環境危険性及

び車両改善事項(消耗品交換)だけを伝送し、引用発明2は車両管理通知案内メッセージ(周辺の

ガソリンスタンド及び整備工場の案内情報)だけを伝送するため、遠隔の車両管理サーバーがユ

ーザーに伝送する情報の細部的な種類において相異なる。 

[進歩性認否に対する判断] 

本願発明に開示された遠隔の車両管理サーバーがユーザーに提供する情報の形は通常の車両管

理の目的、車両から収集可能な情報の種類、車両ユーザーの利便性などを考慮した時、通常の

技術者が引用発明に開示された情報の単純な組み合わせから容易に類推可能な水準に過ぎず、

その効果もまた引用発明に比べて著しいと見ることもできない。 
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3.3 (類型3)対応構成が実質的に同じで、相異なるサービス分野の差異を簡単に克服でき

るような動機が存在する類型 

3.3.1 (事例3－1)医療無線通信ハブ装置及びサービスプラットフォームシステム 

[請求項1]それぞれセンサーを備えた複数のスマート医療装置のデータを無線で通信する方法に

おいて、 

通信ハブ装置と上記複数のスマート医療装置を繋ぐ段階； 

上記通信ハブ装置で上記複数のスマート医療装置からデータを受信する段階； 

上記通信ハブ装置から上記受信したデータをサービスプラットフォームサーバーに送信する段

階； 

遠隔サーバーからのショートメッセージサービス(SMS)メッセージを上記通信ハブ装置が受信す

る段階； 

上記受信されたSMSメッセージに応じて上記通信ハブ装置で既に設定されたアクションを取る段

階；を含む、 

スマート医療装置のデータ通信方法 

[解決しようとする課題]家庭用スマート医療デバイスの数が増えつつあるが、一方このような

デバイスと医療システムとの技術的な統合は進んでいない。その理由の中の一つは大半のスマ

ート医療デバイスが通信インターフェースを考慮せずに開発された点である。したがって、統

合バックボーンとしての役割を果たせる標準通信プロトコルまたは技術を実現する必要があ

る。 

[課題の解決手段]本発明はコンピュータネットワークで遠隔医療サービスを提供するサーバー

とスマート医療装置を繋ぐ無線通信ハブに関するものである。 

多様な電子医療またはフィットネス装置(102、104、108)(血圧センサー、血糖センサー、及び

秤)はデータを有線・無線ローカルネットワーク(105)(WiFi、ブルートゥース、Zigbee、ANT
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＋、またはUSB)を通じて無線通信ハブ装置(112)に送信でき、上記無線通信ハブ装置(112)は暗

号化されたデータをパッケージング化した後にインターネット網や無線広域ネットワーク(3G網

など)を通じてサービスプラットフォームサーバー(140)に送信し、サービスプラットフォーム

サーバー(140)でそのデータはアンパックされてデータベースに保存される、または他のシステ

ムに伝送される。 

したがって、無線通信ハブ装置は局所的にのみ通信できる多様かつ相異なる類型の医療、フィ

ットネス及び個人用センサー装置とデータ通信が可能である同時に、インターネットにアクセ

スされる遠隔サーバー、遠隔施設及びデータサーバー/保存システム間でアクセスゲートウェイ

として役割を果たすことができる。 

また、無線通信ハブ装置はセルラー無線ネットワーク上でショートメッセージサービス(SMS)の

メッセージを受信して伝送するように構成することもできる。SMSメッセージは、ソフトウェア

のアップデート、ファームウェアのアップデート、診断の実行及び診断結果の報告、電子医療

及びフィットネス装置とのペアリングのアップデート、無線通信ハブ装置のセキュリティ設定

の点検を指示または管理するために遠隔サーバーから無線通信ハブ装置に伝送される。 

[発明の効果]本発明によれば無線通信ハブ装置が商用通信網を通じて家庭用スマート医療デバ

イスをサービスプラットフォームサーバー及び遠隔サーバーとつなぐことで、多様な通信規格

のスマート医療機器を遠隔で効率的に統合管理できる効果がある。 

[図面] 
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[引用発明1]家庭に設置された複数の生体情報測定機器(1a～1n)が測定して送信する生体情報デ

ータを収集及び管理する中継器(2)；中継器(2)の生体情報データを表示し、電話回線などの通

信ネットワーク(4)を通じて遠隔端末(5)に送信する端末装置(3)；端末装置(3)から受信した生

体情報データを管理し解釈する遠隔端末(5)；などで構成された生体情報測定システム 

 

[引用発明2]SMSメッセージを使って家庭内の電子製品を遠隔コントロールする家電機器遠隔コ

ントロールシステムとして、個人認証情報及び制御信号を含むSMSメッセージを送信する携帯電

話(1)；上記携帯電話から送信されたSMSメッセージを受信して解釈して個人認証処理を行い、

上記制御信号によって制御対象機器(エアコン、TVなど)を制御して予約設定、電源オン/オフ、

ソフトウェア/ファームウェアのアップデートなどを行う家電制御部(4)；で構成される。 
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[判断]請求項1発明は引用発明と構成上実質的に同じであるが、但し引用発明間でサービス分野

は相異なるもののその技術的構成を相互結合することが困難であると見ることはできないた

め、引用発明の結合によって進歩性が否定されるものと判断できる。 

[判断理由] 

(共通点) 

本願発明及び引用発明1は全て家電医療センサーのデータを統合管理して遠隔のサーバーと繋ぐ

ホームネットワーク内のデータ統合管理装置(ゲートウェイ)に関するもので、本願発明でスマ

ート医療装置とサービスプラットフォームサーバーを繋ぐ通信ハブ装置の機能は引用発明1で生

体情報測定機器と遠隔端末を繋ぐ中継器及び端末装置の機能と実質的に同じである(また、両発

明のサービス分野も健康管理分野(N01I90/18)として同じである)。 

(相違点) 

本願発明で通信ハブ装置が遠隔サーバーからショートメッセージサービス(SMS)のメッセージを

受信し、それに回答して既に設置されたアクションを取る構成が引用発明1に開示されていな

い。 

一方、引用発明2にはSMSメッセージ受信して家庭内の電子製品を制御する構成が開示されてい

るが、そのサービス分野が情報通信分野(N01I90/20)で本願発明とは相異なる。 

(進歩性認否に対する判断) 

本願発明と引用発明1の相違点はホームネットワークのような小規模のローカルネットワークを

統合して管理するデータ統合管理装置(ゲートウェイ)に対する遠隔制御方式に関するもので、

このようなゲートウェイの遠隔制御方式は本願発明のサービス分野である健康管理分野N01I90/

18)とは直接的な技術的関連性が高くなく、該当サービス分野でだけ格別な効果を実現する差別

化された構成とも見られず、通常の技術者が他サービス分野から容易に類推するもしくは着案

して適用可能な、一般的な構成に該当する。 
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したがって、引用発明2の場合はそのサービス分野は情報通信分野(N01I90/20)として本願発明

とやや相異なるが、通常の技術者が引用発明2に開示されたSMSメッセージを通じて制御対象機

器のソフトウェア/ファームウェアをアップデートするように遠隔制御する特徴を引用発明1に

適用することに格別な技術的困難があるとは言えない。 

3.3.2 (事例3－2)IoTネットワーク基盤の建物LED照明制御システム 

[請求項1]IoT環境でユーザー認証のために出入口に設置されたカメラと建物内に設置された多

数のLED電灯がネットワークでつながり、LED電灯の点灯を制御する建物内のLED照明制御システ

ムにおいて、 

ユーザーの顔の特徴、ユーザーが使用するルームの位置を登録受けて保存するユーザー情報登

録部； 

上記カメラによって撮影されたユーザーの顔イメージからユーザーを認証するユーザー認証

部； 

上記出入口からユーザーのルームまで移動する最短経路を抽出する移動経路抽出部；及び 

抽出された最短経路上のLED電灯を点灯する照明制御部を含むことを特徴とするIoTネットワー

ク環境でユーザー認証を通じた建物内のLED照明制御システム。 

[解決しようとする課題]本発明は、認証装置がLED照明とつながったネットワーク環境でユーザ

ー認証だけで認証した人の居住地まで照明が効率的に点くように制御する、IoT環境でユーザー

認証を通じた建物内のLED照明制御システムを提供するものである。 

[課題の解決手段]本発明は出入口に設置されたカメラが建物内に設置された多数のLED電灯とネ

ットワークでつながった建物内でのLED照明制御システムに関するもので、ユーザーの顔の特

徴、ユーザーが使用するルームの位置を登録受け保存するユーザー情報登録部；上記カメラに

よって撮影されたユーザーの顔イメージからユーザーを認証するユーザー認証部；上記出入口

からユーザーのルームまで移動する最短経路を抽出する移動経路抽出部；及び抽出された最短

経路上のLED電灯を点灯する照明制御部；を含むことを特徴とする。 
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上記のユーザー認証部はHaar-like特徴((Haar-like Feature)方法を使ってユーザーの顔を認識

するが、顔領域を均一に4等分して客体を探し、顔の中心データを利用してユーザーを追跡して

認識することを特徴とする。 

また上記移動経路抽出部は中間ノードの出発点ノードAからの実際距離と、目標点ノードBまで

の推定距離を足して中間ノードの距離を求め、出入口のスタート地点ノードAからルームの目標

点ノードBの間の最短移動経路を抽出するが、スタート地点ノードA周辺のノードに対して中間

ノードの距離を計算してオープンリスト(Open List)に追加し、スタート地点ノードAをオープ

ンリストから除去してクローズドリストに追加し、オープンリストから中間ノードの距離が最

も短いノードを選択し、選択したノードがノードAのようなノードであると見て前の段階を繰り

返すが、選択したノードが目標点ノードであれば終了することを特徴とする。 

[発明の効果]本発明によるIoTネットワーク環境におけるLED照明制御システムによれば、ユー

ザー認証を通じて該当ユーザーの移動経路にだけ照明を点け、人が頻繁に出入りしないところ

はLED照明を消すことで、不要なエネルギーが消費されることを防止し、LED照明を効率的に制

御できる効果がある。 

[図面] 

 

[引用発明1]マンションで居住者の移動経路を予め予測して該当移動経路に対する照明を制御す

る自動照明制御システムとして、 

ユーザーを撮影する複数のカメラ部；と、上記ユーザーのIDカード情報を認識してタグ情報を
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自分の識別情報とともに伝送する読み取り機器；と、複数の照明灯それぞれに対する照度コン

トロールまたはオン/オフ制御を行う照明灯制御部；と、上記IDカード情報と対応する住所情報

及び経路関連情報を保存するDB部；と、上記複数のカメラ部から提供された映像を基にユーザ

ーの実際移動経路を映像を通じて確認する映像認識部；と、上記読み取り機器から受信されたI

Dカード情報と上記DB部をマッチングして住所情報を獲得し、上記識別情報を根拠に上記読み取

り機器の位置、上記住所情報及び上記経路関連情報を基準として予測移動経路を決定して上記

予測移動経路上に位置する少なくとも一部照明灯による制御情報を生成した後に上記照明灯制

御部に提供して照明灯制御を通じて上記ユーザーの予測移動経路を案内し、上記映像認識部か

ら提供された上記実際の移動経路が予測移動経路と相異なる場合は移動方向による相異なる経

路に対する制御情報を生成した後に上記照明灯制御部に提供して既存の制御情報を代替する制

御部；を含む。 

 

そのために居住者(200)の車両(300)にIDカード情報を含むタグ(310)を付着し、駐車位置(30)毎

に読み取り機器(40)を設置して上記読み取り機器(40)がタグ(310)から獲得したタグ情報を上記

管理サーバー(100)に提供でき、上記管理サーバー(100)は上記タグ情報を居住者(200)のIDで上

記DBに既保存して居住者(200)のIDとマッチングされるユーザー情報及び住所情報を獲得する。 

[引用発明2]顔認識を使用した自動出席管理システム及び方法に関するもので、講義室ごとに備

えられている勤怠システム端末のカメラで写真を撮影し、U-Campus情報サーバーに伝送してデ

ータベースに既に保存されている学生の写真データを比較して出席した学生の顔を分析して出
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欠に対するデータをサーバーに保存して自動で出欠を確認する。 

 

[判断]請求項1発明は引用発明と構成上実質的に同じであるが、但し引用発明2のサービス分野

が引用発明1と相異なるがその技術的構成を結合することが困難であるとは言えないため、引用

発明の単純な結合によって進歩性が否定されるものと判断できる。 

[判断理由] 

(共通点) 

本願発明及び引用発明1はいずれもユーザー認証を通じた共同建物の自動照明制御システムに関

するもので、ユーザー認証を通じてユーザーの居住地までの経路上の電灯を自動で点灯制御す

るという点で同じである。(また、両発明のサービス分野も基盤施設分野(N01I90/08)として同

じである) 

(相違点) 
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本願発明は「カメラによって撮影されたユーザーの顔イメージからユーザーを認証」するが、

一方引用発明1は「読み取り機器がユーザーのIDカードを認識」してユーザーを認識するもの

で、ユーザー認識方式が相異なる。 

一方引用発明2にはユーザーの顔認証方式が開示されているが、そのサービス分野が教育分野(N

01I90/16)として本願発明と相異なる。 

(進歩性認否に対する判断) 

上記相違点に該当するユーザー認証方式は本願発明のサービス分野である基盤施設分野(N01I90

/08)とは直接的な技術的関連性が低く、他のサービス分野に適用されるものに比べて格別な効

果を実現するとも言えないもので、通常の技術者が他のサービス分野の多様なユーザー認証方

式から選択的に採択及び変更可能な事項に該当する。 

したがって、引用発明2の場合はそのサービス分野は教育分野(N01I90/16)として本願発明とや

や相異なるが、通常の技術者であれば引用発明2に開示されたカメラを通じたユーザー認証方式

を引用発明1に適用することで本願発明を容易に導出でき、その効果もまた引用発明から自明な

水準に過ぎない。 

3.4 (類型4)対応構成は実質的に同じであるが、相異なるサービス分野の相違点を容易に

克服できるような動機が存在しない類型 

3.4.1 (事例4—1)観客の身体データに基づいたモーションチェアの制御方法 

[請求項1]上映中の映像と同期化されたモーションで動くが、二つ以上の異なる時点で観客の身

体データ－心拍数、脈波、脳波、体温、血圧または水分量のうち少なくとも一つを含む－を取

り集めてサーバーに伝送し、サーバーから受信したモーション制御命令によってモーション属

性を制御するモーションチェア； 

モーションチェアから二つ以上の異なる時点で収集された観客の身体データを受信し、ある一

時点で収集された身体データをレファレンスデータとして保存し、既に保存されたレファレン

スデータと上記モーションチェアから受信される身体データを比較してその差異が設定範囲を
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超えるかどうかを基にモーションを制御するかどうかを判断し、判断結果によってモーション

制御命令を生成して上記モーションチェアに伝送するサーバー；を含むモーションチェア制御

システム。 

[解決しようとする課題]本発明は上映する4D映画を観る観客の身体データを収集し、これを基

にモーションチェアの動き、強度、振動の強さなどモーション属性を制御することを解決課題

とする。また、本発明は映画上映時間中にリアルタイムで観客の身体状態を把握して適正水準

のモーションチェアの動きを即刻に反映して提供することを解決課題とする。 

[課題の解決手段]本発明によるモーションチェア制御システムは観客の身体データ(心拍数、脈

波、脳波、体温、血圧または水分量)を収集してサーバーに伝送し、サーバーから受信したモー

ション制御命令に従ってモーション属性を制御するモーションチェア(100)；及びモーションチ

ェアから身体データを受信し、上記身体データを基にモーション制御をするかどうかを判断

し、判断結果によってモーション制御命令を生成して上記モーションチェアに伝送するサーバ

ー(200)；を含む。 

上記モーションチェアは観客から身体データを収集するモニタリング部、モニタリング部によ

って収集された身体データをサーバーに伝送し、上記サーバーからモーション制御命令を受信

するチェア通信部及びサーバーから受信したモーション制御命令に従ってモーションチェアの

モーション属性を制御するモーション制御部を含む。 

上記サーバーはモーションチェアから身体データを受信し、内部的に生成されたモーション制

御命令をモーションチェアに伝送するサーバー通信部、モーションチェアから受信した身体デ

ータと既に保存されたレファレンスデータを比較して上記モーションチェアに対してモーショ

ン制御をするかどうかを判断し、判断結果によってモーション制御命令を生成する演算部及び

モーションチェアから受信した身体データを保存するデータベースを含む。 

多様な実施例において、上記サーバーは上記モーションチェアと遠隔でネットワークを通じて

繋がる、もしくは場合によっては上記サーバーが上記モーションチェアに統合されて別途の機

能モジュールの形で設置される方式も可能である。 



第2部モノのインターネット（IoT）サービス分野審査実務ガイド 

36 

 

[発明の効果]本発明によれば、4D映画を観る観客の身体状態によってモーションチェアのモー

ション属性を制御することで、観客の健康状態、年齢、性別などによってそれぞれ適正水準の

モーションチェアの動きを効率的に提供し、最適な環境下での映画観覧を可能とする効果があ

る。 

[図面] 

 

[引用発明1]映画再生とともにあらゆる方向に動くことができる映画館チェアに関するもので、

ユーザーの特徴(体重)を感知するセンサー(体重センサー)及びこれを基に動きの程度をコント

ロールする座席で構成される。 

 

[引用発明2]ユーザーのリラックス程度によって動作がコントロールされるマッサージチェアに

関するもので、ユーザーの手首や指に設置されてユーザーの脈拍、体温、皮膚電気抵抗などリ

ラックス状態を検知するボディーセンサー；及び把握されたユーザーのリラックス程度によっ

てマッサージ量及び背もたれの角度を可変する制御手段；で構成される。 
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[判断]請求項1発明は相異なるサービス分野の引用発明間の結合が容易ではないため、進歩性が

認められる。 

[判断理由] 

(共通点) 

本願発明及び引用発明はいずれもユーザーの身体データを収集してそれを基にユーザーが着席

したチェアの動きを自動でコントロールするという点でその構成の機能上同じである。 

(相違点) 

本願発明はユーザーの緊張度と関連する身体変化を測定した後に観客が安定的に観覧できるよ

うにチェアのモーション強度をコントロールするもので、サービス分野がエンターテインメン

ト分野(N01I90/24)に該当する。 

一方、引用発明1はユーザーの体重を感知して動きの強度をコントロールする劇場用チェアに関
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するもので、サービス分野はエンターテインメント分野(N01I90/24)として同じであるが、本願

発明とは収集されるユーザー情報の種類が相異なる。 

また、引用発明2はユーザーのリラックス程度を脈拍、体温などを通じて感知してマッサージ強

度、背もたれの角度などを自動でコントロールするマッサージチェアに関するもので、そのサ

ービス分野が健康管理分野(N01I90/18)として本願発明とは相異なる。 

(進歩性認否に対する判断) 

本願発明及び引用発明1はその技術的構成上収集されるユーザー情報が相異なり、それによって

本願発明では観客の緊張度関連身体データを収集することでリアルタイムで変化する観客の情

緒や感情状態を考慮して最適な状態で映画が見られるようにする効果があるが、一方引用発明1

ではユーザーの一定な身体規格データ(体重)を収集することでユーザー別身体規格に適したチ

ェアの動き稼働範囲だけが設定できる効果があるため、両発明間において顕著な効果上の差が

発生する。 

一方、引用発明2は収集されるユーザー情報においては本願発明と同じであると見られるが、そ

のサービス分野が異なるために本願発明とは解決しようとする課題自体が相異なるもので、収

集されるユーザー情報の活用目的や用途もまた本願発明とは無関係であるため、結局通常の技

術者が相異なるサービス分野の引用発明を組み合わせる、または結合する動機や理由が存在す

ると見ることができない。 

3.4.2 (事例4—2)IoT基盤のエアバッグを利用した事故管制システム 

[請求項1]墜落を含む事故が発生する現場のユーザー別に着用され、ユーザーの周辺状況を感知

する感知部、上記感知部から感知された数値が一定の臨界値に到達すると緊急信号を発生させ

る制御部、上記緊急信号が発生するとガスを排出するインフレーター、上記インフレーターか

ら排出されるガスが供給され膨脹するエアバッグ及び上記制御部の緊急信号を外部に発信する

固有識別コードが付与された通信部が含まれ、上記通信部を通じて通信手段と連携する安全デ

バイス； 
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上記通信手段を通じて上記安全デバイスから発信される緊急信号を受信し、上記固有識別コー

ドを確認してユーザーD/Bに保存されたユーザーの身元を特定し、特定されたユーザーに対する

救難信号を発生させる事故判別部、上記特定されたユーザーの生体、身体、位置情報と上記救

難信号を外部に送信する救難要請部が備えられた中央管制サーバー；を含む。 

[解決しようとする課題]本発明は安全デバイスを着用したユーザーの墜落事故が発生した時、

ユーザーの致命的な負傷を防止することが目的である。また、製造現場、建設現場、スポーツ

現場のような大規模な人数が集結する現場における不注意による事故への対応を総括するシス

テム及び迅速な救助システムを備えさせる。また、ユーザー別に着用される安全デバイスにIoT

を取り入れて個別単位の個人状態モニタリング及び事故発生時の生体情報の獲得にその目的が

ある。 

[課題の解決手段]IoT基盤のウェアラブルエアバッグを利用した事故管制システムは墜落を含め

て事故が発生し得る現場のユーザー別に着用され、ユーザーの周辺状況を感知する感知部、上

記感知部から感知された数値が一定臨界値に到達すると緊急信号を発生させる制御部、上記緊

急信号が発生されるとガスを排出するインフレーター、上記インフレーターから排出されるガ

スが供給され膨脹するエアバッグ及び上記制御部の緊急信号を外部に発信する固有識別コード

が付与された通信部が含まれ、上記通信部を通じて通信手段とつながる安全デバイス；及び上

記通信手段を通じて上記安全デバイスから発信される緊急信号を受信し、上記固有識別コード

を確認してユーザーD/Bに保存されたユーザーの身元を特定し、特定されたユーザーに対する救

難信号を発生させる事故判別部、上記特定されたユーザーの生体、身体、位置情報と上記救難

信号を外部に送信する救難要請部が備えられた中央管制サーバー；を含む。 

[発明の効果]本発明によるIoT基盤ウェアラブルエアバッグを利用した事故管制システムによれ

ば、安全デバイスを着用したユーザーは多様な産業現場において墜落事故が発生しても、致命

的な負傷は避けられる。また、大規模な人数が集結し、事故の発生可能性の高い現場の場合は

事故管制システムを設置してユーザーの個別的なモニタリングを通じて事故発生を予防し、事

故が発生したとしても迅速な救助活動とIoTを利用した事故者の生体情報獲得を通じて救助のゴ
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ールデンタイムが確保できる効果がある。 

[図面] 

 

[引用発明1]現場作業者の安全監視システムに関するもので、作業者が着用して現場作業者の生

体情報を獲得し、上記獲得した生体情報を基に作業者情報を生成した後に無線信号に変換して

出力する安全監視端末；上記安全監視端末と近距離無線通信で作業者情報を統合受信してそれ

を信号変換して監視コンピュータに送信する安全管理者端末；上記安全管理者端末から受信さ

れた作業者情報の生体情報と既に保存された基準生体情報を比較して作業者が危険な状態であ

ると判断されれば、警報発生を制御すると同時に連携された管制センターに危険状態である作

業者の情報を伝送する監視コンピュータ；を含めて構成される。 

 

[引用発明2]衝突発生時における乗客の衝撃を緩和させるための小型車両用着用式エアバッグ装
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置に関するもので、小型車両の衝撃力を検知する衝撃センサー(10a、10b)、衝撃センサーの検

知信号を受けて出力信号を発生する電子制御ユニット(3)、電子制御ユニットの出力信号によっ

て高圧ガスを発生するインフレーター(21)及び上記インフレーター(21)の発生ガスによって膨

脹する着用式エアバッグ(22)で構成されるエアバッグモジュール(20)を含む。 

 

[判断]請求項1発明は相異なるサービス分野である引用発明の結合が容易ではないため、引用発

明に比べて進歩性が認められる。 

[判断理由] 

(共通点) 

本願発明及び引用発明はいずれもユーザーの周辺状況をセンシングしてユーザーの危険有無を

感知して対応する点で構成の機能上同じである。 

(相違点) 

本願発明及び引用発明1はいずれもそのサービス分野が建設製造業分野(N01I90/04)であるが、

本願発明に開示された現場作業者の緊急信号によってガスで膨脹するエアバッグ構成が引用発

明1に示されていない。 
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一方、引用発明2は車両の衝突を感知して動作する着用式エアバッグ装置に関するものである

が、そのサービス分野が運送分野(N01I90/10)に該当して本願発明とは相異なる。 

(進歩性認否に対する判断) 

本願発明のエアバッグと関連する構成の違いは本願発明の解決課題及びサービス分野(建設製造

業分野(N01I90/04)の特性を考慮する時、同サービス分野で顕著な効果の差へ直結できる核心的

な構成に該当する。 

一方、引用発明1にはエアバッグ構成の違いに関する問題点の認識やそれを解決するためにサー

ビス分野が相異なる引用発明2を結合する動機や示唆が記載されていない。 

したがって、通常の技術者であっても本願発明とは相異なるサービス分野である引用発明2に開

示された構成を容易に引用発明1に適用して結合できると判断できない。 
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1．概要

本章は、バイオ分野の技術を活用したバイオ産業分野の発明に関する出願に適用する。バイオ分野

とは、生物体が有する固有の遺伝情報と機能を活用する分野であり、生物資源の探索、動植物の細胞

培養、酵素、遺伝体、タンパク質体、抗体、形質転換の動植物、生物工程、測定診断、生物医薬、発

酵食品、環境生物工学などを含み、バイオ産業とは、生命の現象や生物体の機能を人為的に操作する

産業と生物体から由来した物質を原料または材料として利用し、有用な物質を生産する産業の他にも、

生物化学、生物環境、生物医薬、バイオエネルギーおよび資源、バイオ食品、生物電子、生物工程お
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よびエンジニアリング、生物検定および生物情報等のバイオ関連産業分野を含む。 

 

2．記載要件 

2.1 発明の説明 

バイオ分野の発明において、発明の説明が、その発明の属する技術分野で、通常の知識を有する者

（以下、「通常の技術者」という）が、その発明を容易に実施することができるよう、明確かつ詳細

に記載されなければならないということは、通常の技術者が過渡な施行錯誤や反復実験などを経ず、

その発明を正確に理解して再現することができる程度を意味し、発明の説明および図面にバイオ分野

の発明を容易に実施することができるように、その出発物質の入手手段およびその発明を実施するこ

とができる具体的な手段と方法が記載されていなければならない。このような記載要件を満たせない

場合、特許法第42条第3項第1号の規定に反するものと見る。バイオ分野の発明は、直接的な実験と確

認、分析を遂行せずには発明の実態を明確に把握することが難しく、実際に実験を遂行した際に予想

外の結果が導出される場合がある。従って、それに伴う効果も予測し難いため、通常の技術者が出願

時の技術常識で明細書に記載された発明を容易に理解することができる場合を除外しては、発明を容

易に再現するための具体的な方法を発明の説明に記載しなければならず、客観的かつ信頼することが

できる実験結果により発明の効果を立証しなければならない。 

2.1.1 核酸 

(1)遺伝子 

遺伝子に関する発明は、その遺伝子を特定することができる核酸塩基配列や遺伝子がコードするア

ミノ酸配列およびその起源や由来、処理条件、採取や精製工程、確認手段、生物学的機能などを記載

し、有用性および効果などを記載しなければならず、これを確認することができる具体的な実験結果

を発明の説明に記載しなければならない。 

核酸の欠失、置換、付加などを含むか、若しくは「00%以上の相同性」で配列同一性の程度が表現

された場合、変異体の位置および内容や配列同一性の臨界的意味を納得することができる程度に具体
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的かつ充分な例を記載しなければならない。 

(2)核酸断片 

核酸断片に関する発明は、核酸断片の起源や由来、処理条件、分離または精製工程、確認手段、有

用性および効果などに関する具体的な事項を明確に記載しなければならない。 

①プライマー、プローブまたはアプタマーに関する発明の場合、標的核酸の増幅または混成化工程

および条件並びに標的核酸の増幅または検出が可能であることを示す具体的な実施例を記載しな

ければならない。 

②アンチセンスオリゴヌクレオチドに関する発明の場合、標的核酸との混成化条件および工程とと

もに、標的核酸の発現を抑制することができることを示す具体的な実施例を記載しなければなら

ない。 

③SNPに関する発明の場合、SNPの位置および内容を具体的に記載しなければならず、通常の技術者

が容易に入手または把握が可能なデータベースの固有番号を表示することが望ましい。 

(3)ベクター 

ベクターに関する発明は、そのベクターを特定することができる配列または切断地図を記載し、ベ

クターの起源や由来、処理条件、採取や精製工程、確認手段、機能などを明確に記載する。 

2.1.2. タンパク質 

(1)ペプチド 

①ペプチドに関する発明は、ペプチドをコードする遺伝子や核酸塩基配列またはアミノ酸配列を記

載しなければならない。公知のペプチドである場合は、発明の説明にペプチドの由来や起源を記

載してアミノ酸配列を確認することができるようにする。ペプチドの製造方法や利用方法などペ

プチドを取得することができる手段、有用性および効果などを記載し、これを確認することがで

きる具体的な実験結果も記載しなければならない。 

☞ 遺伝子やペプチド関連の発明について、その有用性が明確に明らかになるということは、旧
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特許法第42条第3項の発明に関する説明の記載要件とも連結されるので、通常の技術者が該当

発明を実施するためには、出願当時の技術常識に基づいて、その発明と関連する物質を製造

することができる一方、これを使用できなければ困るので、発明の説明に有用性が明確に記

載されていなければ該当発明と関連した物資を使用できないため、該当発明の実施を可能に

する程度に明確で充分な発明の説明を記載する必要があるからである(特許法院2008.9.26.宣

言2007ホ5116判決、2011.12.15.宣言2011ホ7645判決を参照)。 

☞ アミノ酸の欠失、置換または付加などの表現や「00％以上の相同性」で配列同一性の程度が

記載された変異体ペプチドに関する発明の場合、変異体の位置および内容や配列同一性の臨

界的意味を納得することができる程度に具体的かつ充分な例示を記載しなければならない。 

②組換えタンパク質に関する発明は、組換えタンパク質をコーティングする遺伝子、発現に使用す

るペクトル、宿主の命名法による名称、宿主等の入手手段、上記遺伝子の宿主への導入方法など

形質転換微生物の製造方法と上記遺伝子を導入した形質転換微生物から組換えタンパク質の採

取・精製工程、確認手段および組換えタンパク質の機能、性質などを記載しなければならない。 

(2)モノクローナル抗体 

モノクローナル抗体に関する発明においては、免疫源の入手および製造手段、抗体生産細胞株およ

び選択・採取方法、抗原との反応性や非反応性のようなモノクローナル抗体の確認手段、抗原決定部

位、可変領域のアミノ酸配列の確認や6のCDR配列の確認、活性程度、機能、性質などを記載しなけれ

ばならない。 

ただし、抗原に特許性がある発明において、その抗原が容易に実施することができる程度に記載さ

れ、明細書の記載事項からその抗原に関するモノクローナル抗体を通常の技術者が容易に製造および

使用することができる場合には、上記の記載を省略できる。 

2.1.3 細胞 

(1)微生物 

①出発物質や最終産物が微生物などを含んでいる場合は、明細書の記載だけでは発明を容易に実施
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できない場合が多い。この場合、明細書の記載により通常の技術者がその発明を容易に実施する

ことができるようにするためには、出発物質の入手手段と最終産物の製造方法を明細書に明確で

詳細に記載しなければならない。 

②微生物に関する発明について特許出願をしようとする者は、その微生物を特許出願前に特許寄託

した後、特許出願書にその趣旨を記載し、その事実を証明する書類を添付することによって、発

明に再現性を裏付けることができる。ただし、通常の技術者がその微生物を容易に入手すること

ができる場合には、これを寄託しないことができる。 

③発明の説明には、通常の技術者がその微生物を容易に取得できるように、分離方法、スクリーニ

ング方法、突然変異方法、遺伝子組換え方法などを詳細に記載する必要があり、その微生物の菌

学的性質、同定の根拠、微生物の機能や有用性を具体的に記載しなければならない。 

(2)形質転換体 

形質転換体に関する発明の場合、形質を転換するために導入される遺伝子と遺伝子が導入される対

象、遺伝子の導入方法、遺伝子の成功的な導入を確認する方法などを記載しなければならず、形質転

換体が動物・植物であり、製作された形質転換体が慣用的に使用される飼育・栽培方法で飼育・栽培

できない場合には、その特定の飼育・栽培条件も記載しなければならない。形質転換体が細胞である

場合には、形質転換に使用する細胞の取得経路および取得方法を詳細に記載する。 

 

2.2 請求範囲 

バイオ分野における発明請求範囲の記載要件のうち、特有の判断、取扱いが必要な事項を中心に説

明する。 

2.2.1 核酸 

(1)遺伝子 

①遺伝子は原則として核酸塩基配列により特定して記載し、従来の知られた遺伝子は、公知のデー
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タベースで使用する固有名称や固有番号に特定して記載することができる。 

(例)配列番号1で表示された〇〇〇遺伝子 

(例)配列番号2のDNA配列で構成されたポリヌクレオチド 

☞ 10以上の核酸塩基配列または4以上のアミノ酸配列を含む発明の場合は、特許庁長が定める方

法に従って作成した配列目録を明細書に記載し、その配列目録を収録した電子ファイルを特

許庁長が定める方法に従って作成して特許出願書に添付しなければならない(特許法施行規則

第21条の4「核酸塩基配列またはアミノ酸配列を含む特許出願」、特許庁告示第2016－5号

「核酸塩基配列目録またはアミノ酸配列目録の作成基準」を参照)。 

☞ 請求範囲に配列を含めて記載する形式は、審査事例3の「特異な活性を有する断片部位を究明

した発明」の記載および判断を参照する。 

②遺伝子は、核酸塩基配列がコードするタンパク質のアミノ酸配列により特定して記載することが

できる。 

(例)配列番号2に記載されたアミノ酸配列をコードする〇〇〇遺伝子 

③遺伝子変異体を請求する場合には、変異体の配列が特定されるよう記載しなければならず、基準

配列とともに欠失、置換または付加などの表現を使用しようとする際には、その位置および内容

を明示しなければならない。遺伝子変異体は、特定配列との相同性の程度で表現することができ

る。 

(例)配列番号1の遺伝子において、220番目のAがGに置き換えられた遺伝子 

(例)配列番号2のアミノ酸配列において、位置251乃至260のアミノ酸が欠失され、25、30または89

のアミノ酸がアラニンに置き換えられたタンパク質をコードする核酸 

(例)下記(a)または(b)のポリヌクレオチドからなる遺伝子： 

 (a)配列番号１で表示されたポリヌクレオチド 
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 (b)配列番号１の配列と95％以上の相同性を有するポリヌクレオチド 

☞ 特定の基準配列と「～％の相同性を有する塩基配列」のような表現を請求項に使用することは

原則として許容されないが、新しい有用性を有するDNA配列を発現した場合、その変異体が有

するDNA配列が上記の特定配列とある程度の相同性を有しているとき、同一の機能を有してい

るか否かに関する具体的な根拠を発明の説明に提示すれば、請求項に特定配列と「～％の相同

性を有する配列」という表現を使用して特許請求の範囲を拡張しても、請求項の記載が不明確

であるとは言えない(特許法院2002.5.30.宣言2001ホ1006判決を参照)。 

(2)核酸断片 

①核酸断片は原則として核酸塩基の配列により特定して記載する。 

(例)配列番号1の核酸塩基配列で構成された核酸断片 

(例)配列2の核酸塩基配列で、A35Gを含む20‐100個の連続したヌクレオチドからなるポリヌクレオ

チド 

(例)配列番号3の核酸塩基配列で表示される順方向プライマーおよび配列番号4の核酸塩基配列で表

示されるプライマーセット 

(例)配列番号5の核酸塩基序列で構成されたプローブ 

(例)配列番号6の核酸塩基配列で構成されたアプタマー 

(例)配列番号7の核酸塩基配列で構成されたsiRNA 

②プライマー、アプタマー、プローブまたはアンチセンスオリゴヌクレオチドなどの核酸断片は増

幅、結合、検出の対象または標的として特定して記載することができる。 

(例)配列番号1および配列番号2の核酸塩基配列により構成された〇〇〇遺伝子を特異的に増幅でき

るプライマーセット 

(例)〇〇〇遺伝子を特異的に検出することができるプローブ 
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 (例)配列番号2のポリヌクレオチド配列で、A35G変異を検出することができるプローブ 

(例)化合物Aに特異的に結合することができるアプタマー 

 (例)〇〇〇遺伝子の発現を抑制する配列番号1の核酸塩基配列により構成されたsiRNA 

(3)ベクター 

組換えベクターは、電装核酸塩基配列や切断地図（restriction enzyme cleavage map）で特定し

て記載することができる。また、挿入される遺伝子が特許要件を満たせば挿入される遺伝子に特定す

ることができる。 

(例)配列番号1の電装核酸塩基配列により構成された発現ベクターpLAP132 

(例) シュードモナス・フルオレッセンス(Pseudomonas fluorescens)KCTC番号BPから分離され、図

1に記載された切断地図を持つプラスミドpSF1 

(例)配列番号2の核酸塩基配列により表示される〇〇〇遺伝子を含む組換えベクター 

2.2.2 タンパク質 

(1)ペプチド 

①ペプチドは原則としてアミノ酸配列またはアミノ酸配列をコードする遺伝子の核酸 

塩基配列により特定して記載する。従来の知られたペプチドは、公知のデータベースで使 

用する固有名称や固有番号に特定して記載することができる。 

(例)配列番号1のアミノ酸配列により構成される〇〇〇タンパク質 

(例)配列番号2の遺伝子配列によりコードされる○○○タンパク質 

(例)配列番号3のアミノ酸配列からなるポリへプチド 

②アミノ酸の欠失、置換または付加などの表現を使用する場合、その位置と内容を明確に記載する。

ただし、発明の説明に臨界的な意味について納得することができる程度に具体的かつ充分な変異
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体に関する例示がある場合には、請求範囲に当該タンパク質の機能と変異体の範囲を限定して記

載することが例外的に許容される。 

(例)配列番号3のアミノ酸配列において90番目のAlaがHisに置換された〇〇〇タンパク質 

(例)下記(a)または(b)のポリへプチド配列で表示されるタンパク室X 

 (a)配列番号4のポリへプチド；  

  (b)配列番号4の配列と〇〇％以上の相同性を有するE酵素活性を持つポリペプチド 

☞ タンパク質XはE酵素活性を有する。(ｂ)の場合、「00％以上の相同性」の記載は〇〇％の相同

性を有する変異体に対する具体的で充分な例示が記載されている発明の説明によって裏付けら

れなければならない。 

③タンパク質を配列により特定して記載できなかった時には、タンパク質の機能、物理化学的性質、

起源や由来および製法を記載して特定しなければならない。そこで、物理化学的性質は測定方法

が併記された分子量、最適活性条件、等電点、安定性などで記載する。この場合、タンパク質を

配列により特定して記載できない事由が妥当なものでなければならない。 

(2)モノクローナル抗体 

モノクローナル抗体は原則として中鎖および軽鎖可変領域のアミノ酸配列を特定して記載し、場合

によって中鎖可変領域に存在する3つのCDRアミノ酸配列および軽鎖可変領域に存在する3つのCDRアミ

ノ酸配列により特定して記載する。ただし、モノクローナル抗体を生産する抗体生産細胞株が特許出

願前に特許法施行令第2条第1項による寄託機関に特許寄託された場合には、モノクローナル抗体を生

産する抗体生産細胞株に特定して記載することがすることができる。 

(例)配列番号1のアミノ酸配列からなる中鎖可変領域および配列番号2のアミノ酸配列からなる軽鎖

可変領域を含むA抗原に結合するモノクローナル抗体 

(例)配列番号1のアミノ酸配列により構成されるCDRI、配列番号2のアミノ酸配列により構成される

CDR2および配列番号3のアミノ酸配列により構成されるCDR3を含む中鎖可変領域；および配列
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番号4のアミノ酸配列により構成されるCDR1、配列番号5のアミノ酸配列により構成されるCDR2

および配列番号6のアミノ酸配列により構成されるCDR3を含む軽鎖可変領域を含むA抗原に結合

するモノクローナル抗体 

(例)抗体生産細胞株KCTC番号BPにより生産されるA抗原に対するモノクローナル抗体 

☞ 抗体生産細胞株を受託番号として限定する場合には、出願前の該当抗体生産細胞株を寄託機

関に特許寄託し、出願時の出願書に寄託証を添付しなければならない。 

2.2.3 細胞 

(1)微生物 

①微生物は命名法により属名または種名に基づく学名で記載し、菌株名を付記する。学名は韓国文

字で表記をまずした後、カッコの中に原語を斜体で記載する。微生物が特許寄託されている場合

には、受託番号を付け加えて記載する。 

☞ 特許寄託とは、特許出願と関連して、微生物の寄託が必要な場合に、その微生物を特許法施

行令第2条に基づく寄託機関に寄託することをいう。 

☞ 新しい微生物を発明した場合には、該当微生物を簡単に入手できる場合を除いては、属名ま

たは種名による学名で記載し、受諾番号を付加して記載しなければならない。 

(例)(a)市場で販売されている微生物 

  (b)その出願前に信頼できる保存機関に保存され、保存機関が発行するカタログなどにより自

由に分譲される事実が確認された微生物。この場合、該当微生物の保存機関、保存番号を出

願時の明細書に記載しなければならない。 

  (c)明細書の記載により通常の技術者が簡単に製造できる微生物 

(例)バシラス サブティリス(Bacillus subtillis) BS1 KCCM 番号P 

(例)受託番号KCTC番号BPにより寄託されたアスパジラスナイガー(Aspergillusniger) AN1 
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②微生物の学名、菌株名および受託番号以外に、その微生物の菌学的性質または利用上の効果など

を付加して記載することができる。 

(例)ガラクトス非発効性のサッカロマイセスセレビーゼ（Saccharomyces cerevisiae） 

KACC番号P 

(例)A抗原に対するモノクローナル抗体を生産する受託番号KCLRF BP番号融合細胞株 

③微生物の利用に関する発明は、その利用に関する発明の対象を特定して記載しなければならない。 

☞ 微生物の利用に関する発明の対象とは、微生物を利用した特定物質の生産方法または処理方法

(例、E酵素の生産方法、P物質の処理方法)などを意味する。 

(例)ストレプトマイセス·グリセウス(Streptomyces griseus) KCCM番号Pを利用したE酵素の生産

方法 

(2)形質転換体 

形質転換体は、遺伝子に特徴がある場合には導入された外来遺伝子や欠失、置換または付加された

遺伝子を特定しなければならず、形質転換する技法や使用されたベクター，宿主細胞または培養方法

に特徴がある場合には，これを明確に記載する。 

(例)○○○タンパク質をコードするポリヌクレオチド配列を含むベクターに、形質転換されたシロ

イヌナズナ 

(例)〇〇〇遺伝子が欠失し、△△△受容体タンパク質の発現が低下したものを特徴とする閉症モデ

ルマウス 

(例)ロイコノストック(Leuconostoc)の中の菌株由来の〇〇〇タンパク質をコードする遺伝子を導

入したジモモナス・モビリス(Zymomonas mobilis) 

(例)〇〇〇遺伝子コンストラクトが作動可能に連結した組換え発現ベクターが導入された〇〇〇細

胞 
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(例)配列番号1の変形された〇〇〇遺伝子核酸塩基配列を含む発現ベクターであり、形質転換され

た受託番号KCCM番号Pのコリネバクテリウム グルタミカム (Corynebacterium glutamicum) pF

IS-1-ATPE-2 

2.3 1特許出願の範囲 

1特許出願の範囲に関する一般的な事項は、特許・実用新案審査基準第2部第5章を参照する。 

1群の発明は、請求された発明間において技術的相互関連性がなければならず、請求された発明な

どが発明全体として見たとき、先行技術に比べ改善された、同一かまたはそれに相応する技術的特徴

を有していなければならない。ここでの同一または相応する技術的特徴が発明全体として見たとき、

先行技術と区分される改善されたものでなければならないということは、そのような技術的特徴が先

行技術に比べそれ自体だけでも区分され、新規性および進歩性が認められる程度のものであることを

意味するものである。一つ以上の核酸塩基配列またはアミノ酸配列を含む発明では、配列間の共通し

た技術的特徴が発明全体として見たとき、先行技術と区分される改善されたものでなければならず、

それぞれのグループ発明において個別的な技術的特徴によって先行技術に比べ新規性および進歩性が

あるということは、それぞれのグループ発明の共通的で技術的な特徴が先行技術に比べ新規性および

進歩性があるということとは別個の概念であるため、それぞれのグループが先行技術に比べて新規性

および進歩性があるということから、共通した技術的な特徴または先行技術に比べ当然に新規性およ

び進歩性があると認められるものと判断しない。 

(例)[請求項1]配列番号1の核酸塩基配列で構成された核酸断片 

(例)[請求項2]配列番号2の核酸塩基配列で構成された核酸断片 

☞ 配列番号1と配列番号2が、その起源が同一であるだけであり、その機能および配列において同

一、または相応する技術的な特徴がない場合は、一般的に単一性がないものと見る。 

(例)配列番号1乃至5から選択されたアミノ酸配列で構成されたペプチドを含む小腸上皮細胞の吸収

促進用の組成物 

☞ 小腸上皮細胞に付着され透過する機能を持つ複数の種類のペプチドと結合モチーフが先行技術
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として調査されたが、配列番号1乃至5のペプチドなどとは配列相同性がないか、または共通の

結合モチーフが存在しないものと確認された。この場合、同一か、または相応する技術的な特

徴は、小腸を透過する機能を有するペプチドであるが、請求されたペプチドなどの間で小腸を

透過する機能に寄与する共通の配列部位や構造的な類似性が存在しなければ、同一か、または

相応する技術的特徴が、先行技術に比べ改善されたものと認められないため、それぞれのペプ

チドは相違するグループの発明として認められる。 

(例) VFGKL、ADFFGKL、KEFGKLP またはQWFGKLGから選択されたA遺伝子に結合するオリゴペプチド 

☞ 発明の説明によれば、共通してA遺伝子に結合するオリゴペプチドであり、FGKLという共通の

構造が結合に重要な連関性を持つものと記載されている。先行技術調査の結果、A遺伝子に結

合するペプチドは公知されているが、FGKLという同一の構造的共通点を有する結合モチーフは

存在しない。この場合、同一か、またはそれに相応する技術的な特徴は、A遺伝子結合するFGK

Lの構造類似性を有するオリゴペプチドであり、同一であるか、または相応する術的な特徴が

先行技術に比べて改善されたものと認められるため、請求されたオリゴペプチドなどは単一性

を満足する。 
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3. 特許要件 

3.1 産業上の利用可能性 

発明の成立要件および医療行為に関する発明の一般的な事項は、特許・実用新案審査基準第3部第1

章を参照する。 

バイオ分野の発明において、遺伝子、DNA断片、アンチセンスヌクレオチド、ベクター、組換えベ

クター、形質転換体、細胞、タンパク質、組換えタンパク質、モノクローナル抗体、微生物、植物お

よび動物などの発明について、その利用上の効果や有用性が記載されていないか、または類推するこ

とができない場合には、特許法第29条第1項本文規定の「産業上利用できる」発明として認めない。

最初の出願時に添付した明細書に記載されていない場合に、その利用上の効果や有用性を補正により

新たに記載することは、新規事項を追加したものと見る。 

☞ 一般的に化学物質の発明は、新規で産業上利用することができる化学物質(すなわち、有用性

のある化学物質)を提供することが発明の目的であり、化学物質自体が発明の構成であり、産

業上有用な化学物質を提供することが発明の効果である反面、その化学物質が遺伝子などの

元来自然界に存在する物資である場合には、単にその存在を明確に確認したということだけ

では発明に至ったとみるのは難しく、ここにその有用性が明らかにされ、従来の技術にない

新しい技術的内容が加えられて初めて産業上利用することができる発明になる(特許法院2008.

9.26.宣言ホ5116判決を参照)。 

☞ 化合物発明の場合、産業的に有用な物質を提供することが、発明が目的とする技術的効果で

あると言えるため、通常の技術者が出願当時の技術レベルによって発明の説明を通じて産業

的有用性を十分に予想できる程度に、具体的、客観的に構成が記載されていれば発明として

完成したと言える(特許法院2019.12.20宣言2019ホ4727判決を参照)。 

3.1.1 核酸 

(1)遺伝子 

①核酸塩基配列は単純な情報提示に過ぎず、発明に該当しないため、特許法第29条第1項本文の趣
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旨に違背されるものと判断する。 

(例)配列番号1で表示される核酸塩基配列 

 (例)配列番号2で表示される〇〇〇遺伝子配列 

 (例)配列番号3で表示されるポリヌクレオチド配列 

☞ 請求項の末尾が「配列」として記載されており、技術的特徴が情報内容のみにあり、発明の

主な目的がそのような情報を提示することだけにあるため、単純な情報の提示に過ぎないの

で発明に該当しない。 

☞ 特許法では、物の発明と方法の発明により実施行為と効力範囲を別々に規定しており、発明

のカテゴリは請求項の末尾に使用した記載により、物や方法に該当するか否かを判断するこ

とを原則にしているが、請求項の末尾だけ単純に「核酸塩基配列」、「遺伝子配列」または

「ポリヌクレオチド配列」と記載されているだけで、明細書全般の記載に照らし実質的に請

求しようとする発明が「分離された核酸」、「分離された遺伝子」または「分離されたポリ

ヌクレオチド」であると認められる場合には、出願人の便宜を図って発明のカテゴリが不明

確であるという理由から、特許法第42条第4項第2号により違背の拒絶理由を通知することも

できる。 

②公知のデータベースを利用した相同性の検索結果を通じて、特定のタンパク質の遺伝子であるこ

とを推定した場合、すなわち、特定タンパク質の遺伝子であることが具体的に立証されない場合

には、原則として有用性がないものと見る。 

③電装cDNAに関する発明において、公知のデータベースを用いた相同性検索結果を通じて、特定タ

ンパク質の遺伝子であることを推定した場合、すなわち、特定タンパク質の遺伝子であることを

具体的に立証されない場合には、原則として有用性がないものと見る。 

(2)核酸断片 

①核酸断片の配列だけを単純に並べることは、有用性がないものと見る。ただし、核酸断片が特定
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のタンパク質に結合して活性を調整したり、特定疾病を診断するために利用できるということな

どのような用途が具体的に提示された場合には、有用性があるものと見る。 

②SNPや多形成に関する発明において特定疾病との関係を究明し、特定疾病の診断に利用できると

か、特定品種の判別に有用であるということなどが実験的に提示された場合には、SNPや多形成

部位を含む核酸断片やこれを利用した場合などは、有用性があるものと見る。 

3.1.2 タンパク質 

①アミノ酸配列およびタンパク質の3次構造に対する原子座標などは、単純な情報の提示に過ぎず、

発明に該当しないため、特許法第29条第1項本文の趣旨に違背するものと判断する。 

(例)配列番号2のアミノ酸配列 

(例)配列番号1のアミノ酸配列で構成される〇〇〇タンパク質配列 

(例)配列番号3のアミノ酸配列からなるポリペプチド配列 

(例)図1に表示されたタンパク質Pの原子座標 

☞ 請求項の末尾だけ単純に「アミノ酸配列」、「タンパク質配列」または「ポリペプチド配列」

と記載されているだけであり、明細書全般の記載と照らして実質的に請求しようとする発明が

「分離されたタンパク質」または「分離されたポリペプチド」であると認められる場合には、

出願人の便宜を図り、発明のカテゴリが不明確であるという理由から、特許法第42条第4項第2

号に違背する拒絶理由通知をすることもできる。 

☞ 一方、請求しようとする発明が、生体内で生産されたデータから希望する情報を導出させるた

めに、コンピュータプログラムや人工知能(AI)と関連する技術を適用した場合には、「コンピ

ュータ関連発明審査基準」と「人工知能分野の審査実務ガイド」を参考にし、発明の成立性可

否を判断する。 

②アミノ酸配列以外に、タンパク質の物理的、化学的、生物学的な特性などが確認されない場合に

は、一般的に有用性がないものと見る。 
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3.1.3 細胞 

(1)微生物 

新しい微生物を発明して特許を出願する場合は、微生物寄託などの手続きとは別途に、発明した微

生物の用途や使用方法などを明細書に記載しなければならず、微生物の用途や使用方法などを全く記

載していない場合には、自然界に存在するものを単純に発見したことに過ぎなく、産業上利用可能な

発明に該当しない。 

(例)〇〇〇土壌から分離した微生物A 

☞ 土壌から微生物Aを分離して請求したが、分離方法以外に用途や使用方法などが明細書に記載

されていなければ、産業上利用可能な方法に該当しない。 

(2)形質転換体 

形質転換体を発明する場合には、形質転換のために導入される遺伝子により、形質転換前と比較し

て有意味な差を見せる特性がなければならず、そのような特性による有用性が明細書に記載されてい

るか、または有用性を類推できなければならない。 

3.2 特許を受けられない発明 

特許を受けられない発明に対する一般的な事項は、特許・実用新案審査基準第3部第6章を参照する。 

バイオ分野の発明において、本来の目的のための実施が必然的に公序良俗を乱すため、特許を受け

られない発明に該当するものは、以下のようなものがある。 

(1)人間に危害を及ぼす恐れがあり、人間の尊厳を損なう結果をもたらす可能性のある発明 

人体を使用する発明として、その発明を実行する際に必然的に身体を損傷させたり、身体の自由を非

人道的に拘束する発明および人間の尊厳を損なう結果をもたらす発明については、公序良俗を乱す恐

れがあるものと認める。 

(例)人間を複製する工程、人間生殖細胞系列の遺伝的同一性を修正する工程およびその産物など 
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(2)人間を排除しない形質転換体に関する発明 

(例)〇〇〇遺伝子を発現する組換えによるベクターで形質転換された動物 

☞ 一般的に「動物」には人間が排除されないものと解釈されるため、該当の「動物」は「人間を

除外した動物」に限定することで特許を受けられる。しかし、明細書全般の内容から見て、該

当動物に人間が排除されたことが明確な場合には、「形質転換動物」として表現することも許

容される(特許法院2012.1.13.宣言2011ホ6772判決、大法院1991.3.12.宣言90フ250判決を参

照)。 

3.3 新規性 

3.3.1 核酸 

(1)遺伝子 

①遺伝子は原則として核酸塩基配列を中心に新規性を判断する。 

(例)〇〇〇疾患診断用の遺伝子A 

(例)タンパク質Bをコードする遺伝子で構成された△△△疾患診断用バイオマーカー 

(例)配列番号1の核酸塩基配列で表示される□□□疾病診断用遺伝子C 

☞ 遺伝子自体を請求する形式の記載で判断し、新しい核酸配列の遺伝子を請求するものであるな

らば、新規性があるものと見る。遺伝子Aの核酸塩基配列、タンパク質Bのアミノ酸配列やこれ

をコードする核酸塩基配列および配列番号1の核酸塩基配列が従来に知られている場合には、

用途と関係なしに新規性がないものと見る。 

(例)遺伝子Aを含む〇〇〇疾患診断用の組成物 

(例)タンパク質Bをコードする遺伝子の発現レベルを測定する製剤を含む△△△疾患診断用キット 

(例)□□□疾病が疑われる患者の分離された生物学的試料により、配列番号1の核酸塩基配列で表

示される遺伝子Cの発現レベルを検出することを特徴とする□□□疾病診断のための情報提供
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方法 

☞ 公知された遺伝子の新しい用途を請求する発明であれば、先行技術と区別される新しい用途を

請求する形式で記載することにより新規性があるものと見る。用途を請求する記載形式は「組

成物」、「キット」、「方法」などがある。 

(2)核酸断片 

①核酸断片は、原則として核酸塩基配列を中心に新規性を判断する。 

(例)配列番号1の核酸塩基配列からなる〇〇〇疾患診断用のプローブ 

(例)〇〇〇遺伝子の発現を抑制する配列番号2の核酸塩基配列で構成されたsiRNA 

(例)配列番号3の核酸塩基配列からなるガイドRNA  

☞ 核酸断片自体を請求する形式の記載として判断し、配列番号1乃至3の核酸断片が新しい配列

であれば、新規性があるものと判断する。公知された配列である場合には、新規性がないも

のと見る。 

(例)rs10941679で表示される乳がん感受性診断用の多型性マーカー 

☞ 多形成自体を請求する形式の記載として判断し、rs10941679は、SNPデータベースにおいて出

願前に付与した固有番号であるため、新規性がないものと見る。 

(例)配列番号4の核酸塩基配列からなるプローブを含む〇〇〇疾患診断用の組成物 

☞ 核酸断片の塩基配列が、従来に知られていても核酸断片の先行技術と区別される新しい用途

に関する発明は、「組成物」、「キット」、「方法」などの新しい用途を請求する形式で記

載すれば、新規性があるものと見る。 

3.3.2 タンパク質 

(1)ペプチド 

①ペプチドは原則としてアミノ酸配列を中心に新規性を判断する。 
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(例)タンパク質Aからなる〇〇〇疾患診断用のマーカー 

(例)配列番号1のアミノ酸配列で構成される〇〇〇疾患治療用のポリペプチド 

☞ ペプチド自体を請求する形式の記載により判断し、新しく発見したアミノ酸配列のペプチドを

請求するものであれば、新規性があるものと判断する。タンパク質Aおよび配列番号1のペプチ

ドが公知されたのであれば、用途とは関係なしに新規性がないものと見る。 

(例)タンパク質Aを含む〇〇〇疾患診断用の組成物 

 (例)配列番号1のアミノ酸配列により構成されたポリペプチドを含む〇〇〇疾患治療用の組成物 

☞ 公知されたペプチドの新しい用途を請求する発明であれば、先行技術と区別される新しい用途

を請求する形式で記載することにより新規性があるものと見る。用途を請求する記載形式は

「組成物」、「キット」、「方法」などがある。 

②ペプチドが分離・精製された状態で公知されたが、他の特定手段により特定され、従来のペプチ

ドと比較すると別個の物質として区別される場合は、新規性があるものと見る。 

(例)hGM-CSFが配列番号1のアミノ酸配列からなり、配列番号1の2番目、6番目および8番目のヒドロ

キシプロリン残基がガラクトアラビナン型のo-グリカン(galactoarabinan type o-glycan)に、

o-糖鎖化(o-glycosylation)された構造を持つことを特徴とするガラクトアラビナン型の糖鎖

構造を持つhGM-CSF 

☞ 配列番号1のアミノ酸配列により構成されたhGM-CSFが公知されていたとしても、新しい形態

の糖鎖構造であり、従来のペプチドと比較して別個の物質として区別される場合であるため、

新規性があるものと見る。 

(例)〇〇〇の方法により精製された99.9％以上の純度を有するアルブミン 

☞ 従来のアルブミンは90%程度の純度を有しますが、出願発明に記載された精製方法によると、

純度が99.9％のアルブミンを得ることができる。しかし、純度や濃度が高くなったのは、そ

の物質そのものが変化したものではなく、既存の物質と同一であるが、物理的な状態のみ変
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わったことを意味するだけであるため、新規性がない(特許法院1999年7月15日宣言98ホ10611

判決を参照)。 

☞ 生体物質または天然物のような化学物名または化学構造式により特定できない場合には、物

理的、化学的性質により特定や製造方法を追加し、その物質を特定することができるが、請

求項に記載された製造方法とは異なる方法であっても、この生成物が出願前に公知されたと

きには、請求項に記載されたその化学物質は新規性が否定される。純度において公知のもの

に比べある程度向上された点があっても、これは精製方法上の技術にすぎず、公知の物質を

特定の精製方法を使用して精製したとしても、この生産物が公知の物質と他の新規物資とし

て認められない(特許法院1998.10.27.宣言1997ホ3365判決を参照)。 

(2)モノクローナル抗体 

①モノクローナルの新規性は原則として可変領域のアミノ酸配列で判断し、場合によっては中鎖

可変領域に存在する3つのCDRアミノ酸配列および軽鎖可変領域に存在する3つのCDRアミノ酸配

列を基準に判断する。 

(例)配列番号1で表示されるアミノ酸配列により構成されるCDRI、配列番号2で表示されるアミノ酸

配列により構成されるCDR2および配列番号3で表示されるアミノ酸配列により構成されるCDR3

を含む中鎖可変領域；および配列番号4で表示されるアミノ酸配列により構成されるCDR1、配

列番号5で表示されるアミノ酸配列により構成されるCDR2および配列番号6で表示されるアミノ

酸配列により構成されるCDR3を含む軽鎖可変領域を含むA抗原に結合する抗体 

☞ A抗原決定部位が新規である場合ならば、これを結合する抗体は原則として新規性があるもの

と判断し、知られた抗原に対するモノクローナル抗体を製造したとしても、従来の抗原につ

いて特異性を有する可変領域の配列が公知されてない場合は、新しい可変領域の配列を含む

抗体は新規性があるものと見る。 

☞ 抗体は一般的に中鎖および軽鎖に存在する6つのCDRが、それぞれ保有するアミノ酸配列の差

からなる独特な化学的空間構造をなして抗原に特異性を有するものであるため、発明の説明
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に記載された抗体と6つのCDRのうち、一つ以上において差がある場合には、該当抗体と同一

または類似な活性を有するものと見ない(大法院2008.12.11.宣言2008フ3179判決を参照)。 

②抗体の新規性が認められれば、これを生産する抗体生産細胞株は、新規性があるものと見る。 

3.3.3 細胞 

(1)微生物 

①微生物自体の発明は、微生物が公知の微生物と同一な場合には新規性がないものと見る。 

(例)A培地で培養されE酵素を生産するメタノール磁化菌であるメチロバクテリウムオリゼエスピー

·ノブCBMB20(Methylobacterium oryzae sp. nov.CBMB20) KACC番号P 

☞ 先行技術にA培地で培養されE酵素を生産するメタノール磁化菌であるメチロバクテリウムオリ

ゼエスピー·ノブCBMB20菌株が記載されており、両発明の微生物菌株は異なるものであると認

められるほどの菌学的な性質、分離同定方法等の根拠が異なって記載されておらず、微生物受

託番号のKACC番号PのCBMB20菌株を追加で認定している点においてのみ差があれば、(ⅰ)微生

物の由来、培養特性、機能、用途などにおいて差はなく、(ⅱ)微生物の受託番号は微生物寄託

機関において微生物受託時に提供する任意の名称であって、何らかの技術的特徴を内包するも

のとは言えないため、両発明の微生物は実質的に同一であるものと見る。 

(例)AおよびBの化合物とともに固定化された球の形をしている水質汚染検査のためのフォトバクテ

リウム・フォスフォリウム(Photobacterium phosphoreum) 

☞ 発明の請求する対象は、「フォトバクテリウム・フォスフォリウム」であり、先行技術におい

て、水質汚染検査に利用するために担体に固定化されたフォトバクテリウム・フォスフォリウ

ムが開始されている場合、AおよびBの化合物とともに球の形をしている固定化の条件や水質汚

染検査のための用途は微生物そのものの構成でないため、先行技術に記載された「フォトバク

テリウム・フォスフォリウム」により新規性がないものと見る。 

②微生物の利用に関する発明は、利用した微生物が公知の微生物と同一であっても、利用に関する
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発明の対象が区別される場合には、新規性があるものと見る。 

(例)AおよびBの化合物とともに固定化された球の形をしているフォトバクテリウム・フォスフォリウ

ム(Photobacterium phosphoreum )を利用した水質汚染の検査方法 

☞ 先行技術において、水質汚染の検査に利用するために、担体に固定化されたフォトバクテリウ

ム・フォスフォリウムが開始されていても、AおよびBの化合物とともに適用される具体的な固定

化条件に差があり、このような差がフォトバクテリウム・フォスフォリウムを利用した水質汚染

検査の正確度や利便性などに影響を及ぼせば、新規性があるものと見る。 

(2)形質転換体 

形質転換体は遺伝子の欠失、置換または付加などのような操作により、先行技術と区別される特徴

を示すものは、新規性があるものと見る。 

(例)配列番号1のX遺伝子225-283位置の核酸塩基配列を欠失させ、A物質の生産能力が増加した細胞

株KCLRF BP番号 

(例)ウイルス放出を抑制する配列番号2の遺伝子Bを欠失し、培養時にC化合物を処理して製造され

たウイルス生産能力が増加したM細胞株 

☞ 遺伝子の操作などを通じて新しい特性を有する細胞株を制作した場合は、細胞株を製造する方

法や受託番号で限定して記載できる。 

3.4 進歩性 

3.4.1 核酸 

(1)遺伝子 

①特定タンパク質が進歩性がある場合にはそのタンパク質をコードする遺伝子は、一般的には進歩

性があるとみなす。 

②アミノ酸配列が明らかになった公知の特定タンパク質をコードする遺伝子は進歩性が無いことと
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みなす。ただし、その遺伝子が特定の核酸塩基配列で記載されており、そのタンパク質をコード

する他の遺伝子に比べ、顕著な効果がある場合には進歩性があるとみなす。 

③従来のタンパク質のアミノ酸配列が知られた場合でも、遺伝子が特定の核酸塩基配列で記載さ

れており、コドン最適化を通じて、そのタンパク質をコードする他の核酸塩基配列を持つ遺伝

子と比べて顕著な効果がある場合には進歩性があるとみなす。 

 ④従来、核酸塩基配列が知られた遺伝子と同一な性質およびその機能を持つ自然に存在する変異体

の遺伝子を請求する発明は一般的に進歩性が無いとみなす。ただし、公知の遺伝子と比べて顕著

な効果があるか、またはその分離または選別方法に格別な混乱性が認められる場合には進歩性が

あるとみなす。 

⑤全長cDNAの発明において、公知のデータベースを用いた相動性検索結果を通じて、公知のタンパ

ク質の遺伝子であることを究明した場合には進歩性が無いとみなす。 

(2)核酸断片 

①核酸断片はその用途や有用性に基づいて進歩性を判断する。特定遺伝子の配列がすでに知られ

ている場合、その遺伝子のうち、任意の一部として構成される核酸断片は、一般的に進歩性が

ないとみなす。ただし、特定の遺伝子の用途や有用性がすでに知られているとしても、核酸断

片が新たな用途を持っているか、または知られている用途や有用性に比べ顕著な効果がること

が立証される場合は進歩性があるとみなす。 

（例）配列番号1で表示される遺伝子Aの75～135部位の断片配列で成り立つ心室心筋細胞の精製用核

酸 

☞ 遺伝子Aが心室心筋細胞と結合することが知られていても、遺伝子Aから由来された核酸断片

の中から、75～135部位の核酸断片が細胞との結合力に著しい効果があることを立証するか、

75～135部位が細胞との結合効果を達成する部位であることを新たに明らかにするか、また

は簡単に導出できない場合であれば進歩性があるとみなす。 

 ②公知された遺伝子に対するプライマーやプローブは、一般的に通常の技術者が簡単に製作で
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きるため、進歩性がないとみなす。ただし、そのプライマーやプローブが新たな有用性や顕

著な効果があることを認められるほどの実験データを提示するのであれば、進歩性があると

みなす。 

（例）配列番号1の正方向プライマーおよび配列番号2の逆方向プライマーから構成される、キュ

ウリモザイクウイルスの検出用プライマーセット 

☞ キュウリモザイクウイルスの遺伝子配列が知られているとしても、請求するプライマーセ

ットを利用し、顕著な検出効果を達成する点を立証する場合には、進歩性があると判断し、

または「造成物」、「キット」、「方法」発明の形態で改善された用途を請求する形式で

記載して特許を受けられる。 

 ③公知されたSNPや多形性を疾病診断などの新たな用途として使用できることを明らかにした

場合でも、そのSNPや多形性部位を増幅できるプライマーまたは上記部位を探知できるプロ

ーブ自体を請求する場合には一般的に進歩性がないとみなす。ただし、上記プライマーまた

はプローブを特定の多形性の部位の先行技術と区別される新たな用途を請求する形式で記載

するのであれば、進歩性があるとみなす。 

（例）配列番号1で表示されるA遺伝子の120番目の位置がCであり、上記120番目の塩基を含む10

～50の連続された核酸塩基の配列に相補的である〇〇疾患の診断のための核酸 

☞ 該当SNPの部位および塩基多型性が従来知られていない場合であれば、これを探知でき

る核酸断片も進歩性があるとみなす。 

☞ 該当SNPの部位および塩基多型性が従来知られている場合であれば、核酸断片は進歩性

がないものと判断して○○○疾患に関連する新たな用途を明らかにした場合には、「造

成物」、「キット」、「方法」などと同様に先行技術と区別される用途を請求する形式

で記載すれば進歩性があるものとみなす。 

(3)ベクター 

ベクターは、原則的に配列や切断地図に含まれた構成で、進歩性を判断し、挿入される遺伝子や
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核酸の組合せに構成の混乱性があるか、またはその組み合わせにより、顕著な効果が立証された場合、

その遺伝子や核酸が含まれたベクターは、進歩性があるとみなす。 

（例）配列番号1のA植物由来プロモーター：目的タンパク質を暗号化する外来遺伝子および配列

番号2のターミネーターが作動可能になるように連結されたA植物形質転換用再組合せベク

ター 

☞ 配列番号1のプロモーターと配列番号2のターミネーターを作動可能とするよう連結する組

合せが先行技術から予想できないか、またはこれらの組合せから目的遺伝子の発現を向上

する顕著な効果が立証されれば、進歩性があるとみなす。 

3.4.2タンパク質 

(1)ペプチド 

①ペプチドを暗号化する核酸が、進歩性がある場合には、原則的にそのププチドも進歩性がある

とみなす。 

②ペプチドが従来、分離・精製された状態で公知されたとしても、新たな活性や従来の活性より、

相乗効果を持つ他の特定手段で特定され、公知の物質と比べて顕著な効果を持つのであれば、

進歩性があるとみなす。 

（例）hGM-CSFが配列番号1のアミノ酸配列からなり、配列番号1の2番目、6番目、8番目のオキシ

プロリンの残基がガラクトアラビナン型o-グリカン（galactoarabinan type o-glycan）で

o-グリコレーション（o-glycosylation）された構造を持つことを特徴とするガラクトアラ

ビナン型グリカン構造を持つhGM-CSF 

☞ 配列番号1のアミノ酸配列で構成されたhgm-CSFが公知されているとしても、新たな形態の

グリカン構造により、公知の物質と比べて、hgm-CSFの活性や半減期が著しく増加するの

であれば、進歩性があるとみなす。 

  ③公知のペプチドで一部のアミノ酸が結実、置換または付加された変異体のペプチドが公知のペ
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プチドと同一な性質および機能を持つのであれば、進歩性がないとみなす。ただし、活性、副

作用、吸収力または安定性などで公知のペプチドと比べて著しい効果を持つのであれば進歩性

があるとみなす。 

(2)単一クローン抗体 

①単一クローン抗体の重鎖の可変領域に存在する3つのCDRアミノ酸配列および軽鎖の可変領域に存

在する3つのCDRアミノ酸配列により抗原に対する特異性や結合親和性などに従来の抗体と比べて

著しい効果を持つのであれば、進歩性があるとみなす。 

（例）配列番号1で表示されるアミノ酸配列から構成されるCDR1、配列番号2で表示されるアミノ酸

配列から構成されるCDR2および配列番号3で表示されるアミノ酸配列から構成されるCDR3を

含む重鎖の可変領域；および配列番号4で表示されるアミノ酸配列から構成されるCDR1、配

列番号5で表示されるアミノ酸配列から構成されるCDR2および配列番号6で表示されるアミノ

酸配列から構成されるCDR3を含む軽鎖の可変領域を含むA抗原に結合する抗体 

☞ A抗原は公知の抗原であり、A抗原に結合する従来の単一クローン抗体と比べて抗原に対す

る結合力や活性抑制効果などで従来の抗体と比べて著しい効果を立証するのであれば、進

歩性があるとみなす。 

3.4.3細胞 

細胞は公知の細胞と差別化された性質、期限や由来、細胞表面マーカー、特定遺伝子の発現特性

などで進歩性を判断する。培養方法や噴火方法などで差別される技術的特徴がある場合でも従来に知

られた細胞と実質的に区別されないか、または著しい効果がないものは進歩性がないとみなす。 

(1)微生物 

①微生物自体の発明は、微生物の菌学的性質、利用上の効果またはそれ以外の他の特性に基づいて

進歩性を判断する。公知の微生物と菌学的性質において著しい差異があるものは進歩性があると

みなす。公知の微生物と菌学的性質において差異が無い場合でも、利用上の効果などが存在する

ものは進歩性があるとみなす（特許法院2011年10月26日宣告2010ホ8122判決参照） 
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（例）A化合物の汚染除去機能を持つゲオバチルス・サーモデニトリフィカンスSG-01 

（Geobacillus thermodenitrificans SG－01）KCCM番号P 

☞ 先行技術に化合物の汚染除去機能を持つ中身と種は同一であるが、菌株名が相違なAゲオ

バチルス・サーモデニトリフィカンスが記載されている場合、菌株の分離方法，同定方法、

生育条件、活性などを鑑み、菌学的性質に差異があるかを考慮し、構成の困難性が認めら

れるのであれば、進歩性があるとみなす。 

（例）Aを摂取した動物の糞便から同定され、B物質を生産するラクトバチルス・ラムノーススvita

P1 (Lactobacillus rhamnosus vitaP1）KACC番号P 

☞ 先行技術にAを摂取した動物の糞便から同定され、B物質の生産能が高いラクトバチルス・

ラムノースス(Lactobacillus rhamnosus)が公知されていても、請求しようとするラクト

バチルス・ラムノーススvitaP1 KACC番号P菌株が、知られている他のラクトバチルス・ラ

ムノースス菌株と比べてB物質の生産能が著しく高いことを立証するのであれば進歩性が

あるとみなす。 

②微生物の利用に関する発明は利用した微生物が公知の微生物と菌学的性質において、著しい差異

がある場合には微生物を利用し、生産する物質などが同一であるとしても、進歩性があるとみな

す。一方、利用した微生物が公知の微生物と比べて新規性があるとしても、分類学上、同一な種

または属に属し、利用に関する発明の対象が同一な場合には、進歩性が無いとみなす。ただし、

微生物を利用したことが公知の微生物を利用したことに比べ、著しい効果がある場合には進歩性

があるとみなす。 

(2)形質転換体 

形質転換体は、遺伝子の欠失、置換または付加などと同様な操作により、著しい効果を発揮する

ものは進歩性があるとみなす。 
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4. 特殊な発明の取り扱い 

4.1 タンパク質結晶体 

タンパク質結晶は製造する具体的な実験条件およびタンパク質のアミノ酸配列とともに該当タン

パク質の結晶体の構造を空間群、格子単位、格子体積、Rsym値、原子座標のようなX線回折データな

どでその構造を特定できる具体的なデータを記載し、特定の用途を容易に把握できるよう、タンパク

質の物理化学的、生物学的特性、すなわち、機能または活性を発明の説明に記載する。 

タンパク質の結晶または共結晶自体を請求する場合には次のように請求項を記載できる。 

（例）空間群（space group）が▲で、格子単位（unit cell dimension）が a=○Å、b=○Å、c=

○Å、およびα=β=γ=90°であり、結晶の格子体積が◎であり、Rsymが□％であり、

配列番号1で表示されるアミノ酸配列から成り立つ、タンパク質Pの結晶体 

☞ 従来、タンパク質Pのアミノ酸配列が知られていたとしても、従来、知られていない新たな結晶

化方法により、タンパク質Pを結晶化し、該当タンパク質のアミノ酸配列とともに、該当タンパ

ク質の結晶体の構造を空間群、格子単位、格子体積、Rsym値、原子座標と同様のX線回折データ

などの3次元構造的特性に限定した場合には、該当タンパク質の結晶体はその形態や構造の側面

から、タンパク質Pとは区分されるものであるため、先行技術にも該当タンパク質の結晶体構造

やこれの製造方法が開示されたことが無い場合、新規性があるとみなす。ただし、発明の説明で

具体的に確認した3次元構造的特性に限定せず、単純に「知られているタンパク質の結晶体」を

請求する場合には、特別な事情がない限り、「知られているタンパク質の結晶体」を請求する場

合には特別な事情が無い限り、新規性が無いとみなす。 

☞ 先行技術より通常の技術者がタンパク質Pの結晶体を容易に製造できないか、またはタンパク質P

の結晶体自体を容易に製造できる場合であるとしても、タンパク質Pの結晶体が先行技術から通

常の技術者が予測できない著しい効果があると認められる場合には進歩性があるとみなす。 

4.2 仮想実験（in silico）分析方法 

請求しようとする発明が生体内で生産されたデータから、欲しい情報を導出するためにコンピュ
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ータプログラムと人工知能（AI）に関連する技術を適用した場合には「コンピュータ関連発明審査基

準」と「人工知能分野審査実務ガイド」を参考にする。バイオ分野発明に伴うコンピュータソフトウ

ェア関連発明に対する特許性の判断の例示は次のとおりである。 

[請求項1] 3次元分子モデル上のE酵素結合部位と候補物質の3次元構造を比較し、E酵素に安定的

に結合する物質を確認する方法において、E酵素に安定的に結合する物質を確認する方法におい

て、(a)E酵素の原子間距離を算出するために表1に記載された原子座標データを入力する段階；

(b)結合安定性を考慮し、E酵素結合部位(binding pocket)の原子団と候補物質間の距離を比較す

る段階を含むことを特徴とする方法 

[発明の説明]E酵素とリガンド間の共結晶を製造し、3次元の構造を明らかに、それに伴うデータ

を利用し、E酵素に結合する候補物質をコンピュータ上で探し出す内容が記載されており、(c)候補

物質とE酵素を反応させ、結合有無とE酵素の活性阻害有無を具体的な実験で検証する内容も記載さ

れている。表1には共結晶の原子座標データが記載されている。 

[引用発明]この技術分野で長い間、E酵素－リガンドの共結晶の3次構造を明らかにすべく試した

ものの失敗し、E酵素にリガンドが結合する部位の3次元構造を類推できる先行技術もない。ただ

し、出願発明と同一なアルゴリズムで、コンピュータでタンパク質の3次元分子モデル上の結合部

位と候補物質の3次元構造の間の距離を比較し、そのタンパク質に安定的に結合できる物質を探し

出す仮想実験（in silico）方法が公知されている。 

☞ E酵素とリガンド間の共結晶自体は、通常の技術者が先行技術から容易に導出できないもので

あるか、または請求項に記載された事項は、共結晶の原子座標データを利用したコンピュータ

関連発明である。出願発明は、先行技術とアルゴリズムは同一であるが、ただ、先行技術との

違いが入力されたデータの内容にだけある場合であり、新規性ないし進歩性が認められない。

これに対応し、出願人は、請求項に先行技術には開示されていない現実での実験段階（例：

「(c)上記候補物質とE酵素を反応させ、E酵素の活性を阻害する物質を検証する段階」など）

を追加することで、その拒絶理由を解消できる。 
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5.審査事例 

5.1（事例1）コンピュータプログラムを活用した新薬候補物質の発明 

（1）仮想環境のコンピュータシミュレーションを利用したイン・シリコ（in silico）分析方法に特

徴があるか、または生産されたデータから、欲しい情報や化合物を導出する段階が人工知能

（AI）に関連する発明を請求する場合には、「コンピュータ関連発明審査基準」と「人工知能

分野審査実務ガイド」を参考にして、新規性ないし進歩性の可否を判断する。一方、発明の説

明にコンピュータ上で遂行する情報処理方法のみならず、その方法により導出された新薬候補

物質に対する実質的な実験データなどが記載されており、請求項にそのような化合物を導出す

る技術的手段や段階を追加した場合には「コンピュータ関連発明審査基準」、「人工知能分野

審査実務ガイド」とともに「バイオ分野審査実務ガイド」などを参考にして審査する。 

（2）コンピュータプログラムやアルゴリズムを活用し、新薬候補物質を新たに探索し、発明の説明

を通じて、新たな新薬候補物質の効果を立証できる具体的な実験結果を記載した場合、該当候

補物質をスクリーニングする方法と新薬候補物質は特許の対象になりえる。この場合、スクリ

ーニング方法により確認された新薬候補物質が従来、知られている物質であるとしても、該当

物質の特定疾病に関連する治療効果を具体的な実験を通じて、新たに確認すれば、該当物質の

特定疾病に対する治療効果は、医薬用途発明として特許を受けられる。 

（3）特定タンパク質と結合する候補物質、候補物質とタンパク質の相互作用および該当物質の結合

タンパク質と関連する特定疾患に対する治療効果を具体的な実験で確認せず、コンピュータモ

デリングなどを通じて、イン・シリコ（in silico）方法だけで予測し、物に関する発明で請

求した場合には、有用性または明細書記載要件を満足できないと見なして特許を受けられない。 

（4）従来、知られているコンピュータプログラムやアルゴリズムをプログラムのマニュアルとおり

に使用し、イン・シリコ（in silico）方法だけで新薬候補物質に対する探索や相互作用を予測

した場合には新薬候補物質をスクリーニングする方法も進歩性が認められないため、特許を受け

られない。 
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［請求項1］コンピュータ装置がバイオインフォマティクスを利用し、標的タンパク質の非構造－

構造転移部位を決定する段階：上記のコンピュータ装置が上記の非構造－構造転移部位を対象に

特定の化合物ライブラリーを連動した分子ドッキングを遂行し、上記の化合物ライブラリーのう

ち、上記の非構造－構造転移部位に結合可能な第1候補化合物を選択する段階：および上記のコ

ンピュータ装置が上記の第1候補化合物と上記の非構造－構造転移部位に対する分子動力学シミ

ュレーションを遂行し、上記の第1候補化合物のうち、第2候補化合物を選択する段階を含む非構

造‐構造転移部位を標的にする新薬広報物質を探索する方法。 

［請求項2］請求項1項の方法で探索した、MBD2(Methyl-CpG -binding domain protein 2) タンパ

ク質に結合する化合物 

［請求項3］請求項2において、化合物は下記の化学式1ないし3で選択された化合物 

［請求項4］請求項3の化合物を含む胃がん転移抑制用の薬学的造成物 

［請求項5］請求項4において、上記の化合物は化学式2の化合物である胃がん転移抑制用薬学的造

成物 

1．In silico 方法だけで予測した場合 

［発明の説明］発明の説明に標的タンパク質MBD2(Methyl-CpG -binding domain protein 2)に結

合する新薬候補物質を探索するためのアルゴリズムを図1に開示し、細部アルゴリズムに適用さ

れる具体的なコンピュータプログラムとパラメータを発明の説明に記載した。IDP（intrinsic d

isorder prediction)、配列アライメント（sequence alignment)、構造アライメント（structur

al alignment)を含むバイオインフォマティクス技術を使用し、従来知られている化合物データ

ベースであるZINCおよびこれに連動された化合物結合予測プログラムであるDOCKを利用し、非構

造－構造転移部位に対する分子ドッキングを遂行した後、ライブラリー内で多数の候補化合物を

限定した。候補化合物を対象に分子動力学シミュレーションプログラムであるGromacsを活用

し、分子動力学シミュレーションを遂行して結果を分析し、タンパク質の標的部位（非構造－構

造転移部位）に対する結合エネルギー値が最も大きい上位3つの化合物を最終の候補化合物とし
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て導出した。 

（実施例1）コンピュータモデリングを通じたα-66との競争確認 

最終の候補化合物3つ（化学式1～3）を、従来MBD2と結合するものとして知られているα-66と競

争するものなのか、コンピュータシミュレーションで分析した。分析の結果、α-66の結合構造

と3D構造が類似であることを確認した。 

［引用発明1］抗ウイルス剤の探索のための方法に関する発明として、化合物結合の予測プログラ

ムを利用してドッキングを遂行し、ウイルスのPタンパク質と結合するリガンド分子をNCBI Pub-

Chemデータベースから選んだ後、分子動力学シミュレーションを通じて、最も安定的な結合を形

成する化合物を選ぶ過程が記載されている。 

［引用発明2］タンパク質の受容体とリガンドの結合シミュレーションを通じた新薬開発方法に関

する発明であり、タンパク質の標的部位（非構造－構造転移部位）を決め、ターゲットになる結

合部位を選定する方法を記載している。 

［引用発明3］化学式1～3の化合物が記載されているが、MBD2タンパク質に対する結合特性と化合

物のがん転移抑制効果は記載されていない。 

［判断］ 

（新規性）請求項2、3は新薬候補物質の探索方法と限定されているが、最終的に請求することは

化学式1～3の化合物自体として、引用発明3に記載された化合物と同一な物であるため、引用発

明3により、新規性がないとみなす。 

（進歩性）請求項1および引用発明1、2は、いずれもタンパク質と相互作用する物質を探索する方

法に関する初目であり、引用発明1には化合物結合予測プログラムを利用し、ドッキングを遂行

し、分子動疫学のシミュレーションを通じて、タンパク質と結合するリガンドを探索する段階

が記載されており、引用発明2には、タンパク質標的部位を決定する請求項1と同じ段階が記載

されているため、請求項1は、引用発明1、2の結合により、容易に発明できるという拒絶理由が

通知できる。細部パラメータや入力データの特異な選定方法、入力データを決定する数学式やc
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utoffなど、引用発明1、2のより着眼できないか、または公知の方法により、容易に導出できな

い構成などをさらに限定すれば拒絶理由を克服することができる。 

（記載不備）請求項4、5は、化学式1～3の化合物がMBD2と結合する特徴に基づいてMBD2の暗転が

誘導活性を抑制するために結合特性を新たな医薬用途に適用する発明を請求したことや、発明

の説明を参考にしてみると、化合物のタンパク質の結合特性やがん転移抑制活性をコンピュー

タシミュレーションを通じたin silico方法のみで確認し、実際に化合物がMBD2タンパク質と結

合するか、またはがん細胞などで転移の抑制効果を出すことを確認した実験やデータを記載し

ていない。 

そのため、発明の説明が化学式1～3の化合物が実質的にMBD2と結合し、抑制効果を出すか、がん

転移抑制効果を出すと確認できる具体的な実験例を記載していないことであり、これは発明の有

用性または明細書の記載要件を満足できないことと見なされ、拒絶理由が通知される場合があり

得る。 

☞ 引用発明3の先行技術が無くても、従来にMBD2タンパク質に結合する化合物が公知されている

のであれば、請求項2は、新規性がないと見なし、従来にMBD2タンパク質に結合する化合物が

公知されていない場合、請求する化合物が不明確であるか、または発明の説明により、裏付け

られない理由として拒絶理由が通知される場合があり得る。 

2．具体的な実験で確認した場合 

［発明の説明］ 

発明の説明に標的タンパク質MBD2(Methyl-CpG -binding domain protein 2)に結合する新薬候補

物質を探索するためのアルゴリズムを図1に開示し、細部アルゴリズムに適用される具体的なコ

ンピュータプログラムとパラメータを発明の説明に記載した。 

IDP（intrinsic disorder prediction)、配列アライメント（sequence alignment)、構造アライ

メント（structural alignment)を含むバイオインフォマティクス技術を使用し、従来に知られ

ている化合物データベースであるZINCおよびこれに連動された化合物結合予測プログラムである
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DOCKを利用し、非構造－構造転移部位に対する分子ドッキングを遂行した後、ライブラリー内で

多数の候補化合物を限定した。 

候補化合物を対象に分子動力学シミュレーションプログラムであるGromacsを活用し、分子動力

学シミュレーションを遂行し、結果を分析し、タンパク質の標的部位（非構造－構造転移部位）

に対する結合エネルギー値が最も大きい上位3つの化合物を最終候補化合物として導出した。 

（実施例1）最終候補化合物のタンパク質結合分析 

最終候補化合物の3つ（化学式1～3）をタンパク質MBD2と実際に結合するのかを免疫分析を通じ

て確認し、化学式1～3の化合物が従来にMBD2と結合するものとして知られたα-66と競争するこ

とも確認した。 

分析結果、化学式2＞化学式1＞化学式3の順でMBD2との結合力が強いことを確認した。 

（実施例2）がん細胞で化合物の医薬用途確認 

 大腸がんと胃がん細胞株に化学式1～3の新薬候補物質を処理した後、がん細胞の変化を観察し3

つの新薬候補物質のがん転移抑制効果を確認した。 

［引用発明1］抗ウイルス剤の探索のための方法に関する発明として、化合物結合の予測プログラ

ムを利用してドッキングを遂行し、ウイルスのPタンパク質と結合するリガンド分子をNCBI Pub

-Chemデータベースから選んだ後、分子動力学のシミュレーションを通じて、最も安定的な結合

を形成する化合物を選ぶ過程が記載されている。 

［引用発明2］タンパク質受容期とリガンドの結合シミュレーションを通じた新薬開発方法に関す

る発明であり、タンパク質標的部位（非構造－構造転移部位）を決定し、ターゲットになる結

合部位を選定する方法を記載している。 

［引用発明3］化学式1～3の化合物が記載されているが、MBD2タンパク質に対する結合特性や化合

物のがん転移抑制効果は記載されていない。 
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［判断］ 

（新規性）請求項2、3は新薬候補物質の探索方法と限定されているが、最終的に請求することは

化学式1～3の化合物自体として、引用発明3に記載された化合物と同一な物であるため、引用発

明3により、新規性が無いとみなす。 

（進歩性）請求項1および引用発明1、2は、全てタンパク質と相互作用する物質を探索する方法に

関する発明であり、引用発明1には化合物結合予測プログラムを利用してドッキングを遂行し、

分子動力学のシミュレーションを通じて、タンパク質と結合するリガンドを探索する段階が記

載されており、引用発明2には、タンパク質標的部位を決定する請求項1と同じ段階が記載され

ているため、請求項1は、引用発明1、2の結合により、容易に発明できるという拒絶理由が通知

される場合があり得る。 

☞ 化学分野の物質発明に対する発明説明の記載は、その物質自体を化学物質名または化学構造式

により表すことだけでは足りない場合が多い。その理由は、化学物質が当然、誘導されそうに

見える化学反応であっても、実際には予想外の反応により行われない場合があり、直接的な実

験と確認、分析を通じなくては、その発明の実態を把握することが難しく、それによる効果も

予測することが困難であるからである。そのため、化学分野の物質発明に対しては、平均的技

術者が出願時の技術常識で明細書に開示された化学反応を容易に理解できる場合を除いては、

その物質自体を表現すること以外にも、その化学物質を容易に再現するための具体的な製造方

法が必ず記載されなければならない（特許法院1999.09.30.宣告99ホ3177判決、特許法院2001

年9月27日宣告2000ホ6370判決参照） 

☞ 化学分野の発明の場合、該当発明の内容と技術水準により差があり得るが、発明の構成からそ

の効果を比較的に容易に理解し、再現できる機会装置などとは異なり、予測可能性または実現

可能性が著しく不足し、実験データが提示された実験例が記載されなければ、平均的技術者

が、その発明の効果を明確に理解し、容易に再現できるとみなすことは難しい（大法院2001年

11月30日宣告2000フ2958判決、大法院2004年12月23日宣告2003フ1550判決、大法院2007年3月3

0日宣告2005フ1417判決参照）。そのため、化学物質の用途発明は、発明の説明に発明の効果
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を記載してからこそ発明が完成されたと見なせる同時に明細書の記載要件を満たしたと見なせ

る。特に、医薬の用途発明においては、その出願前に明細書に記載された薬理効果を表す薬理

機転が明確に明らかになっているなど、特別な事情が無い以上、該当発明に関係された物質

に、それと同様の薬理効果があることを薬理データなどが現れた試験例で記載するか、または

これに代わる程度具体的に記載しなければならない。 

  

5.2（事例2）タンパク質結晶体および仮想試験による分析方法に関する発明 

（1）タンパク質のアミノ酸配列が発明の出願前に公知されているとしても、特別な構造的特性に限

定したタンパク質の結晶体は、その模様と構造の側面で従来のタンパク質とは、区分されるも

のであり、したがって、先行文献にタンパク質の結晶体自体やこれの製造方法が開示されたこ

とが無い場合には新規性があるとみなす。 

（2）先行文献に開示されたタンパク質の結晶体自体やこれの製造方法から通常の技術者が該当タン

パク質の結晶体自体を容易に製造できない場合、または先行文献から通常の技術者が該当タン

パク質の結晶体自体を容易に製造できない場合、または先行文献から通常の技術者が該当タン

パク質の結晶体自体を容易に製造できる場合であるとしても、タンパク質の結晶体自体が先行

文献から通常の技術者が予測できない著しい効果があると認められる場合には特別な事情が無

い限り、進歩性があるとみなす。 

［請求項1］空間群（Space group）が〇〇〇であり、単位胞ディメンション（unit cell dimens

ion）が、a=○Å、b=○Å、c=○Å、およびα=β=γ=90°であり、配列番号1で表示されるアミ

ノ酸配列を持つ、タンパク質Pの結晶体 

［請求項2］空間群（Space group）が〇〇〇であり、単位胞ディメンション（unit cell dimens

ion）が、a=○Å、b=○Å、c=○Å、およびα=β=γ=95°であり、配列番号3で表示されるアミ

ノ酸配列を持つ、タンパク質Qの結晶体 
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［請求項3］空間群（Space group）が〇〇〇であり、単位胞ディメンション（unit cell dimens

ion）が、a=○Å、b=○Å、c=○Å、α=γ=90°およびβ=γ=96°であり、配列番号1で表示さ

れるアミノ酸配列を持つ、タンパク質Pと配列番号3に表示される、タンパク質Qの複合体結晶体 

［請求項4］(a)表1に表した原子座標(atomic coordinate)を持つタンパク質Pの3次構造；表2に

表した原子座標を持つタンパク質Qの3次構造または表5に表した原子座標を持つタンパク質Pお

よびタンパク質Qの複合タンパク質の3次構造を利用し、タンパク質Pとタンパク質Q間の相互作

用を調節する候補物質を生成または選別する段階および（b）上記（a）段階で生成または選別

された候補物質のタンパク質Pおよびタンパク質Q間の相互作用の調節候補物質を生成または選

別する段階および(b)上記(a) 段階で生成または選別された候補物質のタンパク質Pおよびタン

パク質Q間の相互作用を調節する物質をスクリーニングする方法 

［請求項5］請求項4でスクリーニングされた、タンパク質Pおよびタンパク質Q間の相互作用を調

節する化合物 

［発明の説明］ 

（実施例1）タンパク質発現および精製 

 配列番号1の公知のタンパク質Pと配列番号3の公知のタンパク質Qをコードする核酸塩基の配列

のプライマーを利用したPCR・増幅反応で得た核酸を適用し、ベクターを製造し、これを発現し

てタンパク質を生産および精製した。精製されたタンパク質の3次元構造をAlphaFoldおよびCoD

OMプログラムを利用してモデリングし、pharmacophore基板のアルゴリズム、Fragment基板のア

ルゴリズムおよびStochastic探索アルゴリズムを適用し、受容体および従来のタンパク質Qと結

合する抗体と結合する部位を予測した結果、配列番号1の40～60番目のアミノ酸配列断片が活性

を担当する断片と分析され、使用されたパラメータと入力データおよび予測結果を、図1～3お

よび表1に記載した。 

（実施例2）タンパク質の結晶化および構造結晶 

 シッティングドロップ蒸気－拡散方法を利用し、表面エントロピーが減少したタンパク質を結
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晶化した。タンパク質PとQの最上の結晶物は、0.75Mのナトリウム－燐酸カリウムおよびPh7.3

の0,1M HEPES-Naで獲得した。回折資料（diffraction data）は、1.6Åの解像度で、PAL beaml

ine4で収集した。タンパク質P-Qの複合体結晶体は、0.16Mクエン酸ナトリウムと16％PEG3,350

で最適化し、回折資料は、PAL beamline 4Aで2.0Åの解像度で獲得した。究明な結晶体のデー

タを要約した結果を表2～5に記載した。 

［引用発明1］配列番号1のタンパク質Pと配列番号3のタンパク質Qが相互作用し、結合体を形成

する特徴を記載している。 

［引用発明2］タンパク質Pと結合し、タンパク質Qとの結合を阻害するとして、知られている化合

物Aを記載している。 

［判断］ 

（新規性）タンパク質P、Qのアミノ酸配列1、3が先行技術に記載されており、タンパク質P‐Qの

相互作用による複合体の形成が知られているとしても、特別な構造的特性に限定したタンパク

質の結晶体は、その模様と構造の側面から、従来のタンパク質とは区分されるものとして、先

行技術にタンパク質の結晶体自体やそれの製造方法が開始されていないため、請求項1－3とタ

ンパク質の結晶体を利用したスクリーニング方法である請求項4は、新規性があるとみなす。 

 請求項5は、スクリーニング方法で限定されているとしても、化合物自体を請求する発明であ

り、引用発明2には、タンパク質Pと結合し、タンパク質Qとの結合を阻害するものとして知られ

ている化合物Aが記載されているため、引用発明2により、新規性が無いと判断する。 

（進歩性）引用発明1から通常の技術者が特定のパラメータを持つタンパク質の結晶体自体を容易

に製造できず、タンパク質P、Qおよび複合体の結晶体データを利用し、複合体の3D構造をシミ

ュレーションでき、これによるタンパク質P‐Qの相互作用および相互作用に関与する物質をス

クリーニングできるため、請求項1‐4は、進歩性があるとみなす。 

（記載不備）請求項5は、スクリーニング方法だけで物質である化合物自体を請求しているが、発

明の説明には実際にスクリーニング結果で導出された化合物に対する実験例やタンパク質P、Q
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との相互作用を分析した実験が書かれておらず、該当候補物質がタンパク質P、Qと実際に結合

し、その活性を調節する機能を持つかを確認できるかを具体的かつ客観的な実験結果で立証す

ることができなかったものであるため、第42条第3項第1号の拒絶理由を通知できる。 

 

5.3（事例3）特異な活性を持つ断片部位を究明した発明 

公知の全長タンパク質Qで特異な活性を担当する断片部位を究明した場合、請求項の記載より特異

活性を表すタンパク質の断片部位のアミノ酸配列やこれをコードする遺伝子断片部位の核酸塩基の配

列が明確に認識されなければならず、該当断片部位の特異活性を確認する方法と測定結果が発明の説

明に具体的に書かれていなければならない。 

5.3.1（事例3-1）配列を開放型で記載した場合 

［請求項1］配列番号1の40ないし60番目のアミノ酸配列を含むA活性を表すポリペプチド 

［請求項2］第1項のポリペプチドを暗号化する分離されたポリヌクレオチド 

［請求項3］第2項のポリヌクレオチドを含むベクター 

［請求項4］第3項のベクターに形質転換された宿主細胞 

［請求項3］第1項のポリペプチドに特異的に結合する単一クローン抗体 

※Ｑタンパク質のA活性に必要なコア部位を新たに明らかにした場合にはＱタンパク質が従来に

知られているとしても、該当断片部位だけを配列で特定し、著しい効果を立証すれば、一般的に

特許が可能である。 

［発明の説明］ 

（実施例1）タンパク質の断片分離 

マウスの膵臓cDNAライブラリーをスクリーニングし、A活性を見せる配列番号1のQタンパク質のc
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DNAライブラリーを分離した。PCRを遂行し、A活性を断片の候補である(a)1～20、(b)40～60、

(c)90～120のペプチドの断片をコードするcDNAをクローニングした後、該当配列を発現ベクター

に導入し、このベクターでC細胞を形質転換し、さまざまな候補ペプチドの断片を発現した後、

これを分離した。 

（実施例2）ペプチド断片の活性確認 

X細胞株に候補断片を処理し、A活性を比較した後、A活性が確認された(b)候補を選別した。マウ

スからも(b)候補ペプチドを投与し、A活性を確認した。 

（実施例3）(b)候補断片に特異的に結合する抗体の製作 

モノクローナル抗体を製作する一般的な方法により、(b)断片に特異的に結合する単一クローン

抗体を製作し、これを生産するハイブリドーマ細胞株は、受託番号KCLRF BP番号で寄託した。Q

タンパク質または(b)断片により、増加されたA活性が(b)断片に特異的に上記抗体と同時に処理

した時には増加しないことを確認した。 

［引用発明］全長配列の配列番号1のアミノ酸配列から成り立つタンパク質Qは、A活性を表すもの

として知られた公知のタンパク質であり、タンパク質Qをコードする遺伝子をベクターにクロー

ニングし、発現した再組合タンパク質およびこれに結合する単一クローン抗体が記載されてい

る。 
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☞ 請求項1の「含む」は、開放型記載として、配列番号1の40～60番断片配列以外に他のアミノ酸

配列が付加される可能性があり得て、全長配列であるQタンパク質もこれに該当するため、引

用発明1により、新規性が無いとみなす。請求項2～5も引用発明1に全長タンパク質Qに対する

核酸配列、クローニングしたベクター、宿主細胞およびタンパク質Qに結合する抗体が記載さ

れているため、引用発明1により、新規性および進歩性が無いとみなす。 

 

※望ましい請求範囲補正の提示（1） 

 

※望ましい請求範囲補正の提示（2） 

 

※断片部位に関する他の請求範囲の例示および判断（1） 

☞ 「持つ」は、その意味が「含む（開放型）」と「からなり立つ（閉鎖型）」の二つの意味で解

釈されることがあり得るため、請求範囲が明確ではないという拒絶理由（特許法第42条第4項

第2号）が通知されられる。そして、「持つ」が「含む」の意味として解釈される場合には、

該当配列のみでなり立った断片だけでなく、別途の配列を追加で許容できるため、配列番号1

のタンパク質事態も該当する可能性があるため、配列番号1のタンパク質が公知物質である場

合、新規性違背などの拒絶理由が通知される場合があり得る。 

［請求項1］配列番号1の40ないし60番目のアミノ酸配列から成り立つA活性を表すポリペプチド

断片 

［請求項1］配列番号1の40ないし60番目のアミノ酸配列を持つA活性を表すポリペプチド断片 

［請求項1］配列番号1の40ないし60番目のアミノ酸配列から構成されるA活性を表すポリペプチ

ド断片 
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※断片部位に関する他の請求範囲および判断（2） 

☞ 「成り立つ」の表現に「必須的に」という単語が付加され、「40～60番目のアミノ酸配列から

成り立つ」という意味であるか、それとも「40～60番目のアミノ酸配列は、必須的に含み、

別途の配列を追加で許容する」という意味であるかが明確ではない（大法院2007年10月11日

宣告2007フ1442判決参照）。 

※断片部位に関する他の請求範囲の例示および判断（3） 

☞ 「含み」の記載は、該当配列以外に別途の配列を追加で許容できるため、配列番号1のタンパ

ク質自体も該当される場合があるため、配列番号1のタンパク質が公知物質である場合、新規

性の違背などの拒絶理由が通知される場合があり、「望ましく」の表現は、二重限定を表す

用語として、「40ないし60番目の配列から成り立つ」ポリペプチドの断片を請求するかが、

明確ではない（大法院2017年4月7日宣告2014フ1563判決参照）。 

［請求項1］配列番号1の40ないし60番目のアミノ酸配列で、必須的に成り立つA活性を表すポリ

ペプチド 

［請求項1］配列番号1の40ないし60番目のアミノ酸配列を含み、望ましくは、40ないし60番目

の配列から成り立つA活性を表すポリペプチド 

 

5.3.2（事例3-2）配列を閉鎖型で記載した場合 

［請求項1］配列番号1の40ないし60番目アミノ酸配列から成り立つA活性を表すポリペプチド 

［請求項2］配列番号1の40ないし60番目アミノ酸配列から成り立つA活性を表すポリペプチド 

［請求項3］配列番号1の40ないし60番目アミノ酸配列から成り立つA活性を表すポリペプチド 

［請求項4］第3項のベクターから形質転換された宿主細胞 

［請求項5］第1項のポリペプチドに特異的に結合する単一クローン抗体 
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［請求項6］第5項において、単一クローン抗体は、受託番号KCLRF BP番号のハイブリドーマ細胞

株から生産される単一クローン抗体 

［請求項7］第5項の単一クローン抗体と競争する単一クローン抗体 

☞ 閉鎖型記載により、断片配列が限定されたペプチドを請求する事例を提示し、コンピュータ

プログラムを利用したモデリングで活性部位を予測したペプチド断片に対し、発明の説明に

記載された事項による判断基準を提案した。 

「発明の説明」 

（実施例1）コンピュータプログラムでQタンパク質の活性部位の予測 

公知の配列番号1のタンパク質Qの3次元構造をAlphaFoldおよびCoDOMプログラムを利用してモデ

リングを行い、pharmacophore基板のアルゴリズム、Fragment基板のアルゴリズムおよびStochas

tic探索のアルゴリズムを適用して受容体および従来のタンパク質Qと結合する抗体と結合する部

位を予測した結果、配列番号1の40～60番目のアミノ酸配列の断片が活性を担当する断片と分析

され、使用されたパラメータと入力データおよび予測結果を図1～3および表1に記載した。 

（実施例2）予測されたペプチド断片の活性確認 

X細胞株にクローニングを通じて、発現した実施例1のペプチド断片と対照群でほかの配列部位の

断片および全長タンパク質Qを処理し、A活性を確認した。マウスでも実施例1のペプチド断片のA

活性を確認した。 

（実施例3）ペプチド断片に特異的に結合する単一クローン抗体の製作 

単一クローン抗体を製作する一般的な方法に従って、実施例1の断片に特異的に結合する単一ク

ローン抗体を製作し、これを生産するハイブリドーマ細胞株は、受託番号KCLRF BP番号で寄託し

た。Qタンパク質または40－60配列部位の断片により増加されたA活性が40－60配列部位の断片に

特異的に結合する上記単一クローン抗体と同時に処理した時には増加しないことを確認した。 

「引用発明1」全長配列の配列番号1のアミノ酸配列から成り立つタンパク質Qは、A活性を表して
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いることと知られた公知のタンパク質であり、タンパク質Qをコードする遺伝子をベクターにク

ローニングし、発現した再組合せタンパク質とタンパク質Qに結合する単一クローン抗体が記載

されている。 

「判断」 

（新規性）従来の全長Qタンパク質と結合する単一クローン抗体が知られているとしても、活性を

担当する新たな特定断片部位を探索した発明であり、実施例2、3で断片部位の効果を実験的にで

も確認したため、新規性があるとみなす。 

（進歩性）従来の全長Qタンパク質と結合する単一クローン抗体が知られているとしても、特異活

性を担当する断片部位を探索し、著しい効果を実験的に確認することは、構成の難しさがあるた

め、進歩性があるとみなす。 

（記載不備）請求項7の「競争する単一クローン抗体」は漠然と「競争」するという特徴を記載し

ているだけで、基準抗体である「断片に特異的に結合する単一クローン抗体」と競争する抗体を

製作するか、もしくは実際的な競争効果を確認した実験例を記載していない。そのため、発明の

説明に記載されたものだけでは、抗体が40－60配列部位の断片と結合するかの可否も明確ではな

く、競争の程度も確認されず、「競争」するという特徴だけでは同一な機能を維持する単一クロ

ーン抗体のCDRなどの構成を導出できないため、発明の説明が通常の技術者がその発明を容易に

実施できるほど、明確かつ詳細に書かれていると見なせないという拒絶理由（特許法第42条第3

項第1号）を通知できる。 

同じ理由で通常の技術者が請求しようとすることを明確に理解することが難しいため、請求しよ

うとすることが明確に書かれているとみなすことができないという拒絶理由（特許法第42条第4

項第2号）を通知することができ、実施例で競争抗体を製造した例やこれの効果を確認すること

ができないため、断片部位に対する単一クローン抗体が記載されている事情だけでは発明の任意

の競争抗体の範囲まで拡張または一般化することできると見えない理由で、拒絶理由（特許法第

42条第4項第1号）を通知できる。 



第3部バイオ分野審査実務ガイド 

46 

 

5.4 (事例4) タンパク質の活性が強化された変異体に関する発明 

遺伝子やタンパク質の変異体を請求する場合には、変異体の配列が特定されるよう記載しなければ

ならないため、基準配列とともに欠失、置換または付加などの表現が使用された場合には、その場所

と内容が明示されたことを確認し、発明の説明に変異体の位置および内容や配列の同一性の臨界的意

味を納得することができる程度に具体的かつ充分な例示が記載されたかどうかを判断する。タンパク

質の活性が向上された変異体に関する発明では、従来のタンパク質より変異体タンパク質の特定の活

性が著しく高いことを証明することができる具体的な実験結果が発明の説明に記載されていなければ

ならない。 

☞ 遺伝子は塩基配列で特定されるべきであり、漠然と特定の基準配列と「～％の相同性を有する塩

基配列」のような表現を請求項に使用することは、原則的に許可されない。ただし、新しい有用

性を有するDNA配列を発見した場合、その変異体が有するDNA配列が、上記の特定配列とある程度

の相同性を有しているときに同一な機能を保有するのかに関する具体的な根拠を発明の説明に提

示するならば、請求項に特定配列と「～の相同性を有する配列」という表現を使用して請求範囲

を拡張しても、請求項の記載が不明確であるということはできない(特許法院2002年5月30日宣告

2001ホ1006判決を参照)。 

☞ タンパク質と組換えタンパク質は、原則的にアミノ酸配列またはアミノ酸配列をコードする構造

遺伝子の塩基配列に特定して記載しなければならず、タンパク質変異体を記載するためには、

「欠失」、「置換」あるいは「付加」などの表現を用いる場合、その位置と内容を明確に記載し

なければならず、発明の詳細な説明に臨界的意味を納得することができる程度に具体的かつ充分

な変異体に関する例示がある場合には、請求範囲に当該タンパク質の機能と変異体の範囲を限定

して記載することが例外的に許容される(特許法院2006年3月9日宣告2005ホ1998判決を参照)。 

5.4.1 (事例4－1) 

[請求項1] 脂質分解酵素活性が増加した突然変異を含むXタンパク質変異体  

[請求項2] 請求項1において、上記の突然変異は、Xタンパク質の56番; 149番; 218番; 225番; 2
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62番; 265番; または310番アミノ酸の突然変異を含むものである、Xタンパク質変異体 

[請求項3] 請求項2において、上記の突然変異は、Xタンパク質のS56G; A149S; 

I218L; V225I; V262L; S265A;またはA310Dであることである、Xタンパク質変異体 

[請求項4] 請求項3において、Xタンパク質は配列番号2、配列番号3および配列番号4のいずれか

のアミノ酸配列で表示されるものである、Xタンパク質変異体 

[請求項5] 請求項1ないし4のいずれかの一項のXタンパク質変異体を有効成分で含める肥満治療

用の薬学的組成物 

[発明の説明]  

(実施例1) Xタンパク質変異体の製造 

配列番号1のXタンパク質を発現するQベクターを鋳型にし、正方向プライマー、逆方向プライマ

ーおよび変異体作成キットを用いて、Xタンパク質変異体のベクターを製造した。変異が発生した

アミノ酸の位置およびアミノ酸の種類を表1に記載した。 

(実施例2) タンパク質Xと変異体タンパク質の活性を比較する実験 

配列番号1の野生型Xタンパク質とその変異体タンパク質の脂質分解酵素活性を比較した結果を表

2に記載した。野生型Xタンパク質より脂質分解酵素活性が1.5倍以上増加した変異体は、V225I/I21

8L/A310D、A149S/S265A/S56GおよびA149S/S265A/V262Lと確認され、それぞれ変異体V-1、V-2、V-3

と命名し、各変異体のアミノ酸配列は、配列番号2ないし4に表示された。 

(実施例3) 変異体の疾患の治療効果を確認 

脂質分解活性と関連している疾患の治療効果を確認するために、肥満モデルの動物にXタンパク

質と実施例2で確認された活性増加変異体を投与した結果、変異体V-1ないしV-3のいずれもXタンパ

ク質より優れた肥満治療効果を示すことを確認した。（図1） 

[判断] 
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(記載不備1) 

請求項1は、Xタンパク質の基準配列と突然変異の位置および内容が明確に特定されておらず、

変異体の配列が不明確であるという拒絶理由（特許法第42条第4項第2号）を通知する。 

請求項2は、突然変異の位置のみ特定しているが、その変異の内容が不明確であるだけではな

く、突然変異の位置の基準となるXタンパク質のアミノ酸配列を提示していないため、不明確であ

るという拒絶理由（特許法第42条第4項第2号）を通知する。ただし、基準となるXタンパク質の配

列が特定のアミノ酸配列で表現できることが通常の技術者に自明な場合には、その変異の内容が不

明確である旨の拒絶理由のみを通知することができる。 

請求項3は、突然変異の位置と内容が特定されているが、その基準となるXタンパク質のアミノ

酸配列を提示していないため、不明確であるという拒絶理由（特許法第42条第4項第2号）を通知す

る。ただし、基準となるXタンパク質の配列が特定のアミノ酸配列で表現できることが通常の技術

者に自明な場合には、拒絶理由を通知しなくてもよい。 

請求項4は、突然変異の位置と内容および基準となるアミノ酸配列がすべて特定されているの

で、明確な記載とすることができる。 

請求項5は、請求項1ないし3を引用しているため、請求項1ないし3に適用される拒絶理由と同一

の拒絶理由が適用される。 

(記載不備2) 

請求項1は、突然変異の位置と内容が明確に特定されない変異体を記載しているが、実施例を見

ると、脂質分解酵素活性が増加した変異体は、配列番号1の配列でV225I/I218L/A310D、A149S/S265

A/S56GとA149S/S265A/V262L変異を持つ変異体に限定され、それ以外の変異体の脂質分解酵素活性

の著しい増加は確認できないため、脂質分解酵素活性の著しい効果が確認された3種類のタンパク

質変異体（V-1～V-3）が任意のタンパク質変異体の範囲まで拡張ないし一般化できるものとみられ

ないという理由で拒絶理由（特許法第42条第4項第1号）を通知することができる。 
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請求項2は、突然変異の位置のみを特定しているが、その変異の内容が不明確であるため記載さ

れた位置から20種の任意のアミノ酸変異を含めることができ、請求項3は、実施例で効果が確認さ

れた変異体より広範囲な変異体とこれらの組み合わせを選択的に請求しており、請求項5は、請求

項1〜3の変異体を構成として含めるため、上記の理由のような拒絶理由（特許法第42条第4項第1

号）を通知することができる。 

(記載不備3) 

請求項1は、脂質分解酵素活性が増加された任意のXタンパク質変異体を包括的に記載している

ことや、タンパク質の特定の効果が向上された変異体を発明することは、その発明を実施するため

に、過度の試行錯誤や複雑な高度の実験などを実施する必要があり、発明の説明が通常の技術者が

その発明を容易に実施できる程度に記載されていないと判断されるため、出願発明のペプチドの機

能およびその物質の有用性や効果が信頼できる程度に発明の説明に記載されていないという理由で

拒絶理由（特許法第42条第3項第1号）を通知することができる。請求項2、3、5も記載された変異

体や変異体の組み合わせの効果をいちいち確認し著しい効果を有する変異体を導出することは過度

の試行錯誤が必要であるため、同じ拒絶理由を通知することができる。 

 

5.4.2 (事例4－2) 

[請求項1] 配列番号1のアミノ酸配列と少なくとも90％以上の配列相同性を有する脂質分解酵素

活性が増加されたXタンパク質変異体 

[請求項2] 請求項１において、1-7個のアミノ酸の欠失、置換あるいは付加された脂質分解酵素

活性が増加されたXタンパク質変異体 

[請求項3] 請求項2において、V225I/I218L/A310D、A149S/S265A/S56GおよびA149S/S265A/V262L

のいずれかの変異を含めている脂質分解酵素活性が増加されたXタンパク質変異体 

[請求項4] 請求項1ないし3のいずれかの項のXタンパク質変異体を有効成分に含める肥満治療用
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の薬学的組成物 

[発明の説明]  

(実施例1)  Xタンパク質変異体の製造 

配列番号1のXタンパク質を発現するQベクターを鋳型にし、正方向プライマー、逆方向プライマ

ーおよび変異体作成キットを用いて、Xタンパク質変異体のベクターを製造した。変異が発生した

アミノ酸の位置およびアミノ酸の種類を表1に記載した。 

(実施例2)  タンパク質Xと変異体タンパク質の活性を比較する実験 

Xタンパク質とそれの変異体タンパク質を比較した結果、野生型Xタンパク質より変異体タンパク

質の脂質分解酵素活性が高いことが分かり、それらの活性を比較した結果を表2に記載した。 

野生型Xタンパク質より脂質分解酵素活性が1.5倍以上増加した変異体は、V225I/I218L/A310D、A

149S/S265A/V2621に確認され、それぞれ変異体V-1、V-2、V-3と命名し、各変異体のアミノ酸配列

は、配列番号2ないし4に表示された。 

(実施例3) 変異体の疾患の治療効果を確認 

脂質分解活性と関連している疾患の治療効果を確認するために、肥満モデルの動物にXタンパク

質と実施例2で確認された活性増加変異体を投与した結果、変異体V-1ないしV-3のいずれもXタンパ

ク質より優れた肥満治療効果を示すことを確認した。（図1） 

[判断] 

(記載不備1) 

請求項1の「少なくとも90％以上の配列相同性を有する」配列とは、配列番号1のアミノ酸配列

とアミノ酸数において90％以上が同一であることを意味することが分かるが、具体的にどのアミノ

酸配列が同一である場合を意味するのか、または同じアミノ酸配列の割合を90％に限定した根拠が

何なのかを明確に認識することができない。 
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これは、配列番号1の配列において任意のアミノ酸位置で突然変異を含むことができるもので、

脂質分解の効果が向上された具体的な変異体を明確に理解するか、または反復、実施することは難

しいため、請求することが明確に記載されていると認められないという拒絶理由（特許法第42条第

4項第2号）を通知することができる。 

請求項2は、変異の位置と内容を記載しておらず、請求項4は、請求項1、2の変異体を構成とし

て含めるため、同じ拒絶理由を通知することができる。 

☞ 請求項3は、突然変異の位置と内容および基準となるアミノ酸配列がすべて特定されているた

め、請求することが明確に記載されているとみなす。 

(記載不備2)  

請求項1は、「配列相同性」の記載によりタンパク質変異体を限定しているが、実施例を見る

と、脂質分解酵素の活性が増加した変異体は、配列番号1の序列でV225I/I218L/A310D、A149S/S265

A/S56GおよびA149S/S265A/V262Lで変異を持つ変異体に限定され、これ以外の変異体の脂質分解酵

素活性の著しい増加は確認できなかった。発明の説明は90％で配列相同性を限定する臨界的意義を

確認できる実験データや合理的な根拠が記載されておらず、発明の説明に変異体を製造する方法や

スクリーニング方法が具体的に記載されているとして、配列番号1と90％以上の配列相同性を有す

るすべての変異体の機能や効果を認識することはできず、任意の変異体間の特別な共通の技術的特

徴があるわけでもないため、直接的な実験と確認・分析を通じなくては配列相同性の数値範囲を満

足する様々な変異体が当然著しい脂質分解効果を持つものであることを予測することができないた

め、脂質分解酵素活性の著しい効果が確認された3種類のタンパク質変異体（V-1ないしV-3）が少

なくとも90％以上の配列相同性を有するすべてのタンパク質変異体の範囲まで拡張ないし一般化す

ることができるものに見られないという理由で拒絶理由（特許法第42条第4項第1号）を通知するこ

とができる。 

請求項2は、変異体の数のみ限定して変異の位置と内容を記載しておらず、請求項4は、請求項

1、2の変異体を構成として含めるため、上記の理由と同じ拒絶理由（特許法第42条第4項第1号）を
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通知することができる。 

請求項3は、実施例で著しい脂質分解酵素活性が確認された変異体を特定したため、請求するこ

とが発明の説明によって裏付けられているとみなす。 

(記載不備3) 

請求項1で、「少なくとも90％以上の配列相同性を有する」の記載は、増加された脂質分解酵素

活性を持つXタンパク質変異体の配列を包括的に記載しているものであり、配列相同性の数値範囲

を満足する様々な変異体の例示などを通じて配列相同性の数値を限定する充分な実験データや客観

的な根拠を提示しなければならないが、実施例は、配列番号1のポリペプチドで脂質分解酵素活性

に貢献するコア配列を確認できる実験が記載されておらず、タンパク質の特定の効果が向上された

変異体を発明することは、その発明を実施するために、過度の試行錯誤や複雑な高度の実験などを

行う必要があるため、発明の説明が通常の技術者がその発明を容易に実施できる程度に記載されて

いないと判断し、出願発明のペプチドの機能およびその物質の特定的かつ実質的な有用性が信頼で

きる程度に発明の説明に記載され、出願発明のペプチドの機能およびその物質の有用性や効果が信

頼できる程度に発明の説明に記載されていないという理由に拒絶理由（特許法第42条第3項第1号）

を通知することができる。 

請求項2、4も記載された変異体や変異体の組み合わせの効果をいちいち確認し、著しい効果を

有する変異体を導出することは、過度の試行錯誤が必要であるため、同じ拒絶理由を通知すること

ができる。 

 

5.5 (事例5) タンパク質の新しい医薬用途に関連する発明 

（1）タンパク質自体が従来に知られていても、そのタンパク質の新しい医薬用途を究明した場合は、

新しい「医薬用途発明」に認めて特許を受けることができる。 

（2）タンパク質の新しい医薬用途を請求する発明が特許を受けるためには、発明の説明に新たに究

明した医薬用途を裏付けるための薬理効果が具体的に記載されていなければならず、薬理効果
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の記載は、原則として臨床試験によって裏付けるべきであるが、発明の内容に応じて臨床試験

の代わりに動物試験や細胞試験または試験管内試験に記載することができる。 

（3）医薬用途の発明は、一般的に「組成物」や「製剤」の形式に記載されなければならず、医薬用

途の表示は、原則として病気の診断、治療、軽減、処置または予防に該当する薬効として表現

しなければならない。一方、医薬用途を表示することにおいて、具体的な医薬用途を限定して

いない包括的な医薬や治療剤の記載は認めない。ただし、医薬用途が薬理機転 のみで定義さ

れていても、その表現が通常の技術者に具体的な薬効として認識されているため、医薬として

の用途が明確であると認められる場合には、許容される場合がある。 

☞ 薬理効果の記載が要求される医薬の用途発明においては、その出願前に明細書の記載の薬理効果

を示す薬理機転が明確に明らかになった場合のように特別な事情がない限り、特定の物質にその

ような薬理効果があることを薬理データなどが示された試験例で記載するか、またはそれに代わ

ることができる程度に具体的に記載することで初めて発明が完成されたと見なせると同時に明細

書の記載要件を満たしたと見ることができる（大法院2001年11月30日宣告2001フ65判決、大法院

2015年4月23日宣告2013フ730判決参照）。 

 

[請求項1]  Pタンパク質を含む医薬組成物 

[請求項2]  X疾患の予防または治療に使用するためのPタンパク質 

[請求項3]  Pタンパク質のX疾患の予防または治療に使用する用途 

[請求項4]  細胞のPタンパク質を処理してQタンパク質の活性を抑制する方法 

[請求項5]  Pタンパク質を患者に投与して、X疾患を予防または治療する方法 

[発明の説明]  

(実施例1)  Pタンパク質の製造 
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（選択1）Pタンパク質をコードする遺伝子を含む発現ベクターを製造し、通常の方法で製造し

た。 

（選択2）Pタンパク質を特許第00000号に記載された方法で製造した（先行文献引用）。 

（選択3）Pタンパク質をW社から入手して使用した（購入先表示）。 

(実施例2) 細胞からのPタンパク質の活性の分析 

L細胞でA、BおよびCの組成物を処理して分化させた後、Pタンパク質の活性を分析し、結果を表1

に示した。 

(実施例3) Pタンパク質のX疾患に関連するQタンパク質の活性抑制を確認 

細胞にPタンパク質を処理した際、X疾患で発現や活性が増加すると知られているQタンパク質の

活性が抑制されることを確認した。 

(実施例4) X疾患モデルマウスでX疾患症状の減少を確認 

X疾患モデルマウスにPタンパク質を注射し、X疾患の症状が減少されることを対照群と比較して

確認した。 

[引用発明1] Pタンパク質を有効成分として含むZ疾患の治療組成物 

[判断] 

(新規性) 請求項1は、医薬用途を限定していない包括的記載は許容されず、この場合、請求範囲

および明細書の記載要件を満たしていないという拒絶理由が通知されることがあり（特許法第4

2条第4項第1号、特許法第42条第3項第1号）、医薬の用途を「具体的な疾病の診断、治療、軽

減、処置または予防に該当する薬効で表現」したものではないため、特許法第42条第4項第2号

による拒絶理由を通知することができる。そして先行技術にPタンパク質をZ病気に適用した医

薬組成物が記載されているため、引用発明1により新規性がないものとみなす。 

請求項2は、「医薬用途を限定したもの」の形式の記載は、原則として「物」自体を請求する
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ものと解釈するため、引用発明1により新規性がないものとみなす。 

(記載不備)「用途発明」を請求する場合、「組成物」の形式で記載することを原則とし、請求項3

のように、請求項の末尾が「用途」、「使用」で終わる場合は、「物」の発明や「方法」の発明の

いずれかにも属されていないため、発明のカテゴリーが明確でないという趣旨で拒絶理由（特許法

第42条第4項第2号）を通知することができる。 

(成立性)請求項4は、生体内の細胞にPタンパク質を処理する過程が含まれており、請求項5は、

「人間を手術または治療する方法」であるため、医療行為に該当し産業上の利用可能性がないとい

う拒絶理由（特許法第29条第1項の本文）を通知することができる。 

※望ましい請求範囲の提示 

[請求項1] Pタンパク質を含むX疾患の予防または治療用の医薬組成物 

[請求項2] 分離された細胞にPタンパク質を処理してQタンパク質の活性を抑制する方法 

[請求項3] Pタンパク質を、人間を除いた動物に投与して、Xの疾患を治療する方法 

 

☞ 従来のPタンパク質のX疾患に対する治療効果が知られておらず、通常の技術者が先行技術か

ら、その医薬用途を簡単に予測することができない場合ならば、一般的に特許を受けることが

できる。ただし、発明の説明にはPタンパク質にそれと同じ薬理効果があることを薬理データ

などが示された試験例で記載するか、またはそれの代わりにできる程度に具体的に記載してこ

そ、明細書の記載要件を満たしたとみなすことができる（大法院2007年3月30日宣告2005フ141

7判決参照）。 

☞ 医薬用途を「治療方法」の形態で記載することは可能であるが、この場合、「人間を手術・治

療する方法」は、産業上の利用可能性がないため、Pタンパク質の投与対象を「人間を除いた

動物」に限定してこそ特許を受けることができる（特許法院2012年1月13日宣告2011ホ6772判

決参照）。 
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5.6 (事例6)単一性に反するバイオマーカーに関する発明 

請求された発明の間の単一性がない場合は、特許法第45条第1項および同法施行令第6条第1項また

は第2項違反の拒絶理由を通知し、いくつかの発明のうち第1群の発明のみ実体審査を行った場合、そ

のような点を参考事項として書く（審査基準第2部第5章）。 

5.6.1 (事例6-1) 

[請求項1] （a）メガスファエラ・セレビシエ（Megasphaera cerevisiae）、アロスカルドビ

ア・オムニコレンス（Alloscardovia omnicolens）、ウレアプラズマ・ウレアリチカム（Ureap

lasma urealyticum）、ウレアプラズマ ・パルバム（Ureaplasma parvum）、アトポビウム・バ

ギナエ（Atopobium vaginae）、パルビバクター・カエシコラ（Parvibacter caecicola）、ラ

クトバチルス・カゼイ（Lactobacillus casei）、ベイロネラ・モンペリエレンシス（Veillone

lla montpellierensis）、アナエロコッカス・セネガレンシス（Anaerococcus senegalensi

s）、ブレイディア・ エクストルクタ（Bulleidia extructa）、マイコプラズマ・ホミニス（M

ycoplasma hominis）、プロピオニミクロビウム・ リンフォフィラム（Propionimicrobium lym

phophilum）、コリネバクテリウム・ピルビシプロデュセンス（Corynebacterium pyruviciprod

ucens）、アシディピラ・ロセア（Acidipila rosea）、ムルドシエラ・アサカロリティカ（Mur

dochiella asaccharolytica）、ホワルデラ・ウレイリティカ（Howardella ureilytica）、ア

クチノバクラム・シャアリイ（Actinobaculum schaalii）、ペプトニフィラス・デュエルデニ

ー（Peptoniphilus uerdenii）、ファステディオシピラ・サングイニス（Fastidiosipila sang

uinis）、スネシア・サンギネジェンス（Sneathia sanguinegens）、パルビモナス・ ミクラ

（Parvimonas micra）、ペプトニフィラス・ラクリモリス（Peptoniphilus lacrimalis）から

選択された、少なくとも一つのバクテリア分類群に属するバクテリアの水準を、上記の被検体

から採取した生物学的試料から検出する段階;および（b）上の少なくとも一つのバクテリア分

類群に属するバクテリアの水準を標準対照群のバクテリアの水準と比較する段階;を含む被検体

において有害妊娠または流産の危険性を予測するための情報を提供する方法 
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[発明の説明]  

(実施例1) 有害妊娠または流産の危険性を予測するためのバクテリア群分離 

子宮頸部の拡張または早期の子宮頸部の短縮を起こす有害妊娠または高まった流産の危険性が

確認された妊娠している被検体と正常被検体の子宮頸部からバクテリア群を分離して核酸を分離

した。 

(実施例2) 被検体のバクテリア群の分布を確認 

分離された微生物の菌叢に対してDNAとRNAの発現量を、核酸増幅方法を利用して全て分析し、

16SリボソームRNA（rRNA）-を基盤にする大規模な並列ゲノムシーケンシングを使用して体系的

にプロファイリングし、表1にバクテリア分類群と分布図を記載した。 

(実施例3) 実験群と対照群のバクテリア群の水準比較を通じて、有害妊娠または高まった流産の

危険性が確認された患者から対照群より高い水準のバクテリア群を分類し、分離されたバク

テリア群の中から特にパルビモナス・ミクラ（Parvimonas micra）、パルビバクター・カエ

シコラ（Parvibacter caecicola）、ペプトニフィラス・ラクリモリス（Peptoniphilus lacr

imalis）が著しく増加した水準に確認される特徴を記載した。 

[引用発明1] 有害妊娠の危険性を予測するためにウレアプラズマ ・パルバム（Ureaplasma parv

um）、マイコプラズマ・ホミニス（Mycoplasma hominis）を含むバクテリアン群の分布を分析

する発明であり、ウレアプラズマ ・パルバム（Ureaplasma parvum）、マイコプラズマ・ホミ

ニス（Mycoplasma hominis）が対照群よりも高く分布していれば妊娠の危険性が高くなる特徴

を記載している。 

[判断] 

(単一性) 請求項1は、一つ以上の選択されたバクテリア分類群からバクテリアの向上された水準

を検出することにより、妊娠した被検体に対して有害妊娠または流産の危険性を予測する方法

に関する発明であり、構成であるバクテリア分類群としてウレアプラズマ ・パルバム（Ureapl
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asma parvum）、マイコプラズマ・ホミニス（Mycoplasma hominis）を含む多数のバクテリア分

類群を選択的に記載している。 

バクテリア分類群は、それぞれの有害妊娠や流産の危険を予測するためのバイオマーカーとし

て適用されることができ、バイオマーカーとの間の同一または相応する技術的特徴は、正常群と

対照群から特定のバクテリアの水準を検出し、比較して妊娠の危険性を予測するものであり、引

用発明1には、妊娠の危険性を予測するためにウレアプラズマ ・パルバム（Ureaplasma parvu

m）、マイコプラズマ・ホミニス（Mycoplasma hominis）を含むバクテリア群の分布を分析する

発明が記載されているため、出願発明の同一または相応する技術的特徴が先行技術に比べて改善

されたものと認められないことにより、一群の発明に該当しないという拒絶理由を通知すること

ができる。 

※望ましい請求範囲の提示(1) 

[請求項1] （a）パルビモナス・ ミクラ（Parvimonas micra）、ウレアプラズマ・ウレアリチ

カム（Ureaplasma urealyticum）、ウレアプラズマ ・パルバム（Ureaplasma parvum）、ア

トポビウム・バギナエ（Atopobium vaginae）、ペプトニフィラス・ラクリモリス（Peptonip

hilus lacrimalis）、メガスファエラ・セレビシエ（Mesasphaera cerevisiae）およびパル

ビバクター・カエシコラ（Parvibacter caecicola）バクテリア分類群（bacterial taxon）

に属するバクテリアの水準を、上記の被検体から採取した生物学的試料から検出する段階;お

よび（b）上記の中で少なくとも一つのバクテリア分類群に属するバクテリアの水準を標準対

照群のバクテリアの水準と比較する段階;を含む被検体において、有害妊娠または流産の危険

性を予測するための情報を提供する方法  

 

※望ましい請求範囲の提示(2) 

[請求項1] （a）パルビモナス・ ミクラ（Parvimonas micra）、パルビバクター・カエシコラ

（Parvibacter caecicola）およびペプトニフィラス・ラクリモリス（Peptoniphilus lacrim
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alis）のバクテリア分類群に属するバクテリアの水準を、上記の被験体から採取した生物学

的試料から検出する段階;および（b）上記の中で少なくとも一つのバクテリア分類群に属す

るバクテリアの水準を標準対照群のバクテリアの水準と比較する段階;を含む被検体において

有害妊娠または流産の危険性を予測するための情報を提供する方法 

[請求項2] 請求項1の（a）段階において、メガスファエラ・セレビシエ（Megasphaera cerevi

siae）、アロスカルドビア・オムニコレンス（Alloscardovia omnicolens）、ウレアプラズ

マ・ウレアリチカム（Ureaplasma urealyticum）、ウレアプラズマ ・パルバム（Ureaplasma

 parvum）、アトポビウム・バギナエ（Atopobium vaginae）、ラクトバチルス・カゼイ（Lac

tobacillus casei）、ベイロネラ・モンペリエレンシス（Veillonella montpellierensi

s）、アナエロコッカス・セネガレンシス（Anaerococcus senegalensis）、ブレイディア・ 

エクストルクタ（Bulleidia extructa）、マイコプラズマ・ホミニス（Mycoplasma homini

s）、プロピオニミクロビウム・ リンフォフィラム（Propionimicrobium lymphophilum）、

コリネバクテリウム・ピルビシプロデュセンス（Corynebacterium pyruviciproducens）、ア

シディピラ・ロセア（Acidipila rosea）、ムルドシエラ・アサカロリティカ（Murdochiella

 asaccharolytica）、ホワルデラ・ウレイリティカ（Howardella ureilytica）、アクチノバ

クラム・シャアリイ（Actinobaculum schaalii）、ペプトニフィラス・デュエルデニー（Pep

toniphilus duerdenii）、ファステディオシピラ・サングイニス（Fastidiosipila sanguini

s）、スネシア・サンギネジェンス（Sneathia sanguinegens）から選択された、少なくとも

一つのバクテリア分類群に属するバクテリアの水準を検出する段階をさらに含む方法 

☞ 引用発明1と他のマーカーを含みつつ、感受性特異性で一定のカットオフ（cutoff）水準以上

のバクテリア分類群を全部バイオマーカーに含めるものに補正すれば、特許法第45条に関する

拒絶理由を解消することができる。 

 

5.6.2 (事例6-2) 
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[請求項1] rs2290692、rs28493229、rs10420685、rs2561531、rs2276631、rs17235409、rs17221

959およびrs77624405で構成されるグループから選ばれるいずれか一つ以上の多形性を含むポリ

ヌクレオチドまたはこれと相補的な配列のポリヌクレオチドを含む川崎病に対する症状を予測

するためのバイオマーカー 

[請求項2] rs2290692、rs28493229、rs10420685、rs2561531、rs2276631、rs17235409、rs17221

959およびrs77624405で構成されているグループから選ばれるいずれか一つ以上の多形性を含む

ポリヌクレオチドまたはこれと相補的な配列のポリヌクレオチドを含む川崎病に対する症状予

測用の組成物 

[請求項3] rs2290692、rs28493229、rs10420685、rs2561531、rs2276631、rs17235409、rs17221

959およびrs77624405で構成されているグループから選ばれるいずれか一つ以上の多形性を含む

ポリヌクレオチドまたはこれと相補的な配列のポリヌクレオチドを含む川崎病に対する症状を

予測するための情報提供方法 

[発明の説明]  

(実施例1) 川崎病患者の試料から関連遺伝子のシーケンシングを実行 

川崎病研究委員会の基準に基づいて診断された川崎病患者300人の試料から、関連遺伝子の候

補として知られているAおよびB遺伝子のシーケンシングを行った。不完全または非定型的な川崎

病患者は除外しており、対照群には川崎病の病歴のない健康な乳児を含めた。 

(実施例2) 遺伝子多形性の解析 

シクエンンシングを行った遺伝子の多形性は、PolyPhredプログラムを使用して確認して分析

した。AおよびB遺伝子と実験で確認された多形性の連鎖不平衡（linkage disequilibrium）を分

析し、多形性との間のLOD scoreも確認した。川崎病と関連して、統計的に遺伝子多形性の最良

の組み合わせパターンのグループを分類して、表1に記載した。 

[引用発明1] 遺伝子Aの発現が川崎病と関係があるという発明の特徴が記載されており、rs22906
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94、rs2561537の多形性が川崎病に関するバイオマーカーとして記載されている。（出願発明の

SNPとrs numberは相違する） 

[引用発明2] SNPのデータベースで確認したrs numberであり、この出願発明の請求項1ないし3に

記載されたSNPが出願前に公知されたことを確認した。 

[判断] 

(単一性) 請求項1〜3は、川崎病の発病や症状の発現と関連性がある遺伝子多形性に関する発明

であり、rs numberに限られた一つ以上の選ばれたSNPをマーカーとして記載している。各バイ

オマーカーとの間の同一または相応する技術的特徴は、遺伝子の多形性であるSNPを分析し、川

崎病の発病や症状の発現と関連性を予測するものであり、引用発明1には、川崎病と関連性があ

る遺伝子多形性が開示されているため、共通の技術的特徴が先行技術に比べて改善されたもの

と認められず、一群の発明に該当しないという拒絶理由を通知することができる。 

(新規性/進歩性) 請求項の末尾が「バイオマーカー」、「マーカー」、「遺伝子」、「タンパク

質」、「（ポリ）ヌクレオチドテッド」、「（ポリ）ペプチド」などと記載された場合、用途

と関係なく「モノ（物質）」をそのものとみなして、新規性と進歩性の有無を判断する。した

がって、請求項1は、dbSNPに記載されたSNPを含む遺伝子や（ポリ）ヌクレオチドそのものを請

求するので、引用発明2によって新規性がないものとみなす。請求項2、3は、請求項の末尾が

「組成物」として用途を請求する記載であり、各SNPが川崎病と関連する特徴を開示した従来の

先行技術が存在していないため、それぞれのSNPのバイオマーカーは進歩性が認められるが、単

一性違反に対する拒絶理由が解消されてこそ、登録することができる。 

☞「一つ以上の～であるバイオマーカー」は、複数の構成要素を一つのモノ（物質）として表現し

ているものに該当するため、請求するところが明確ではないという拒絶理由を一緒に通知する

ことが望ましい。 

※望ましい請求範囲の提示 
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[請求項1] rs2290692、rs28493229およびrs10420685で構成される多形性を含むポリヌクレオ

チドまたは、それと相補的な配列のポリヌクレオチドを含む川崎病に対する症状予測用の組成

物 

[請求項2] 請求項1において、rs2561531、rs2276631、rs17235409、rs17221959およびrs77624

405で構成されるグループから選ばれたいずれか一つ以上の多形性を含むポリヌクレオチドまた

は、それと相補的な配列のポリヌクレオチドを含む川崎病に対する症状予測用の組成物 

☞ 請求項1の補正で高いLOD（limit of detection）スコアを持つグループに属するSNPをマーカ

ーグループの基準に選定して構成に記載した。 

[請求項3] rs2290692、rs28493229、rs10420685、rs2561531、rs2276631、rs17235409、rs172

21959およびrs77624405で構成される多形性を含むポリヌクレオチドまたは、それと相補的な配

列のポリヌクレオチドを含む川崎病に対する症状を予測するための情報提供方法 

 

 

5.7 (事例7)遺伝者編集を適用した形質転換体に関する発明 

(1) 人間を手術、治療または診断する方法の発明、すなわち、医療行為については産業上利用できる

発明に該当しないものと判断し、特許法第29条第1項の本文の規定を適用する。ただし、理化学

的測定または分析、検査方法など、さまざまなデータを収集する方法の発明において、その方法

が疾病の診断に関するものであっても、その方法の発明が臨床的判断を含まない場合には、産業

上利用できる発明として認める。 

(2) バイオ分野では、①人間に危害を及ぼすおそれがある場合や人間の尊厳性を損なう結果をもたら

せる発明（例えば、人間を複製する工程、人間の生殖細胞系列の遺伝的同一性を修正する工程、

その産物など）②人間を排除していない形質転換体に関する発明に特許法第32条の規定を適用す

る。ただし、人間に危害を及ぼさない方法で得られた細胞、腫瘍、組織などを原料とする発明は、

公序良俗を違反するおそれがないため、特許が許与され、公序良俗違反の規定を適用するに当た
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り、拡大解釈は止揚する。 

[請求項1] Cas9タンパク質を暗号化するポリヌクレオチド、A遺伝子に特異的な配列番号1のガイ

ドRNAを暗号化するDNAおよび挿入遺伝子を含むトランスポゾンの核酸塩基配列を含む形質転換

用ベクター 

[請求項2] 請求項1のベクターを導入して形質転換した脂肪組織由来の成体幹細胞株 

[請求項3] 請求項2において、上記の幹細胞株はKCLRF BP番号で寄託された脂肪組織由来の成体

幹細胞株 

[請求項4] 請求項1の形質転換用ベクターを脂肪組織由来の成体幹細胞株に導入し、A遺伝子を編

集する方法 

[請求項5] 請求項1のベクターに形質転換された形質転換体 

[請求項6] 請求項1の形質転換用ベクターを個体に導入し、A遺伝子を編集する方法 

[請求項7] i）請求項1のベクターを導入してA遺伝子が編集されたゲノムを持つ形質転換の供与

細胞を作成する段階;ii）形質転換の供与細胞の核を脱核卵子に移植して、形質転換の胚を作製

する段階;およびiii）上記の胚を代理母に移植する段階;を含むA遺伝子が編集されたゲノムを

持つ動物の作成方法 

[請求項8] 請求項6の方法で作成されたA遺伝子が編集されたゲノムを有する動物 

[発明の説明]  

(実施例1) ターゲットゲノムサイトの探索 

ターゲット動物を雌牛に選び、牛遺伝子のゲノム分析を通じてβ-カゼインの生産機序に関するA

遺伝子の核酸部位を分析することで、遺伝子編集が可能なターゲットの候補部位を選定し、遺伝子

編集のための挿入配列を特定のエンハンサー配列に選定した。 

(実施例2) ヌクレアーゼとガイドRNAを暗号化するベクター作成 
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CRISPR-Cas9システムを利用するためにヌクレアーゼとガイドRNAをコードする核酸を含めている

とともに、効率的に発現できるベクターを作成し、ベクターの切断地図を図2に記載した。 

(実施例3) 実施例2で作成されたベクターと挿入遺伝子を脂肪組織由来の成体幹細胞株に導入す

るか（3-1）、牛胚に微細注入で導入（3-2）、または牛の繊維芽細胞（3-3）に形質転換し、幹

細胞株や繊維芽細胞の核を牛の脱核卵子に移植した形質転換胚（3-4）を全部作成した。 

(実施例4) 形質転換された胚を代理母に着床させ動物を作成し、ゲノムが編集されていない対照

群と比較して増加したβ-カゼインの生産を確認した。 

 [判断] 

(特許法第29条第1項の本文に対する判断) 

請求項6の「ベクターを個体に導入」する段階と請求項7の「胚を代理母に移植する段階」は、

対象体に人間が排除されていることが明確ではないため、結局、人間を含む対象に遺伝子編集の

ためのベクターが注入されるか、胚が移植されているものと解釈され、人間を手術する方法に該

当するため、特許法第29条第1項の本文の規定に違反しているものとみなす。 

(特許法第32条に対する判断) 

請求項2、3は「細胞株」に関するもので、細胞株は、通常の個体から分離された細胞を意味す

ることが自明であるため、公序良俗の違反に該当しないものとみなす。 

請求項5の形質転換体と請求項6の個体は、人間が除外されたことが明確ではないため、結局、

人間を排除していない形質転換体や個体に関する発明に該当するものとみなす。 

請求項7、8も最終の産物である胚/動物だけでなく、それを製造するために使われる卵子、受

精卵、胚および/または代理母が人間または人間由来である場合を排除しておらず、人間由来の

卵子、受精卵および/または人間代理母を利用して、胚/動物を製造する工程を含めているため、

それにより結果的には「形質転換されたヒト胚/ヒト自体」を生産する可能性を排除していない

ものであり、人間に危害を及ぼすおそれがあるか、または人間の尊厳性を損なう結果を招く可能
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性があるため、公共の秩序または善良な風速を乱すか、または公衆の衛生を害するおそれがある

発明とみなす。 

※望ましい請求範囲の提示 

[請求項1] Cas9タンパク質を暗号化するポリヌクレオチド、A遺伝子に特異的な配列番号1のガ

イドRNAを暗号化するDNAおよび挿入遺伝子を含むトランスポゾンの核酸塩基配列を含む形質

転換用ベクター 

[請求項2] 請求項1のベクターを導入して形質転換した脂肪組織由来の成体幹細胞株 

[請求項3] 請求項2において、上記の幹細胞株はKCLRF BP番号で寄託された脂肪組織由来の成

体幹細胞株  

[請求項4] 請求項1の形質転換用ベクターを脂肪組織由来の成体幹細胞株に導入し、A遺伝子を

編集する方法 

[請求項5] 請求項1のベクターに形質転換された形質転換体 

[請求項6] 請求項1の形質転換用ベクターを個体に導入し、A遺伝子を編集する方法 

[請求項7] i）請求項1のベクターを導入してA遺伝子が編集されたゲノムを持つ形質転換の供

与細胞を作成する段階;ii）形質転換の供与細胞の核を脱核卵子に移植して、形質転換の胚を

作製する段階;およびiii）上記の胚を代理母に移植する段階;を含むA遺伝子が編集されたゲ

ノムを持つ動物の作成方法 

[請求項8] 請求項6の方法で作成されたA遺伝子が編集されたゲノムを有する人間を除いた動物 

☞ 形質転換体、形質転換動物の場合、明細書の全般を参照する際に人間を排除したことが自明で

あるか、または人間を排除したという明示的な記載がある場合には、公序良俗に対する拒絶理

由を通知しないこともある。 
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第 4 部 植物分野審査実務ガイド 

(改訂・管理部署：食品生物資源審査課) 

植物分野審査実務ガイド制定 2020.12. 

1．概要 

植物分野審査実務ガイドは新規植物そのものまたは新規植物の一部分に関する発明＊1、新規植

物の育種方法に関する発明及び植物の繁殖方法に関する説明＊2に適用される。 

[説明1]新規植物というのは遺伝的に発現される特性のうち一つ以上の特性が他の植物とは相

異なる植物またはこのような植物のグループを言い、新規植物の一部分に関する発明

は種子、果実、花粉などに関する発明を意味する。 

[説明2]植物の繁殖方法に関する発明というのは植物の有性繁殖方法に関する発明または植物

の無性繁殖方法に関する発明を言う。 

但し、遺伝子工学技術を利用した植物に関する発明に関しては「バイオ分野審査実務ガイド」

に従うが、バイオ分野審査実務ガイドで具体的に取り扱えなかった植物分野に関する実務はこ

の章を参考にする。 

※植物の表示 

 植物の表示はまず該当植物に対するハングル表記をした後、括弧の中に学名をイタリック体

で記載する。学名は「国際植物命名規約」の命名法に従う。 

2．記載要件 

2.1 発明の説明

 発明の説明は通常の技術者がその発明を簡単に実施できるように明確かつ詳細に記載されな

ければならないため、下記の記載要件を満たさない場合は特許法第42条第3項第1号の規定に違

背するものとする。 
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(1)通常の技術者が容易に実施できる程度に記載しなければならない。 

 新規植物に関する発明においてこの発明が属する技術分野で通常の知識を持つ者(以下「通常

の技術者」とする)が容易に実施できる程度に明確かつ具体的に記載しなければならない。 

 ここで「実施できる程度」という意味は通常の技術者が育種過程の特性を踏まえて科学的に

その植物を再現できる程度を意味するもので、その確率が高いことを要求するものではない。

但し、実施可能な程度を立証する記載は必要であり、その記載の例は以下のとおりである。 

 (例)機関Aから供与された稲品種B5,000個体を変異母本としてガンマ線を処理してM1種子5,00

0個体を確保し、これら種子を1株1本植栽して隔離栽培してM2種子100個体を収穫した。

この時、ガンマ線照射は放射線源から0.68mの距離で300Gyのガンマ線を22時間の間処理

する条件で行った。翌年これらM2種子100個体を1株1本で播種して得たM3種子からコメ胚

芽の大きさが大きい変異体20個体を選抜し、上記変異体20個体を迅速に固定して遺伝的

損失を防ぐために変異母本である稲品種Bを反復親として戻し交配して30個体を収得し、

以後戻し交配及び系統選抜を3世代行って5個体を選抜して地域適応試験を行ってコメ胚

芽の大きさが母本である品種Bより3倍大きい新品種C(受託番号KCTC番号BP)を育成した。 

  ☞ 変異誘発確率に影響を及ぼし得る変異誘発条件、変異処理対象植物の個体数、収得し

た変異植物個体数、選抜過程における反復世代数、栽培条件などを具体的に記載して

確率が高くなくても発明された植物が科学的に再現可能であることを立証する。 

 科学的には再現可能であることを立証しても、実質的に通常の技術者が明細書の記載によっ

て反復実施して目的とする変種植物を得るのに過剰な試行錯誤を伴う場合は、その結果物に該

当する植物を入手し、既存の繁殖方法で再生産して容易に実施できるように特許寄託してこれ

を補完することが必要である。 

 ①特許法施行令第2条の規定に定められている寄託機関に特許寄託されているという内容が最

初出願明細書に記載されなければならず、具体的に下記のような条件を備えなければなら

ない。 
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  (ⅰ)親植物または該当植物体が生産できる種子・細胞などを出願前に特許法施行令第2条の

規定に定められている寄託機関に特許寄託 

  (ⅱ)特許出願書に特許寄託事実を証明する書類を添付 

  (ⅲ)特許法施行令第2条の規定によって特許長官が定める寄託機関、国際寄託機関または指

定寄託機関の名称・受託番号及び受託年月日を最初出願明細書に記載 

 ②但し、出発素材を容易に入手でき、変異誘発手段及び選抜特性上新しい植物を育種する上

で過剰な施行錯誤が発生せず、育種過程が発明の説明及び図面に具体的に記載されていて

通常の技術者が発明の説明の記載だけでも最終植物体を容易に発明できる場合には、特許

寄託機関に寄託しなくても良い。 

  (例)白菜(Brassica campestris subsp. napus var. pekinensis)品種A、B、C…を母親とし、

D、E、F…を父親として交配組合せを構成し、抗酸化物質Pの含量が00％以上になる交

配組合せの検証を通じてF1ハイブリッド品種を育種する。出発素材として選択された

白菜品種A、B、C…D、E、F…は市中で購入できる、もしくは寄託番号a、b、c…d、e、

f…として寄託機関00に寄託されていて、寄託機関00が発行するカタログを通じて自由

に分譲を受けることができる。 

  (例)配列番号1で表示されるX酵素のアミノ酸位置123でトリプトファンがシステインに置換

された稲(Oryza sativa)由来のX酵素コード配列(「稲X-W123C CDS」)を含めて配列番

号2で表示される発現ベクター構築物を使用して稲植物を形質転換させることで出願発

明の稲植物を生成した。W123C稲遺伝子形質転換体は3つの相異なる除草剤であるA、B、

Cに対して、相応する野生型植物より高い耐性を示した。 

(2)技術的課題を解決するための提供手段、すなわち新規植物の名称、特性、育種方法、繁殖方

法、栽培条件、用途などを具体的に記載しなければならない。 

 ①特性の記載 

  植物の特性は植物発明を特定する必須的な記載であるため、公知植物と比較される特性を
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できるだけ詳しく部位別に分けて記載しなければならない。部位別特性は国立種子院が発刊

した「作物別特性調査要領」品種特性表に記載された形質及び表現形態を参照して記載でき

る。但し、量的形質の場合は実際計測される数値の下限と上限を設定してその範囲を明確に

記載しなければならない。 

  (例)「稲の特性調査要領の品種特性表」に記載された形質；葉のアントシアニン色素、葉

身の毛茸性、枝葉の姿勢、茎の模様及び屈性、出穂期、雄性不妊、穂の色、主茎湾曲

性、成熟期、千粒重、玄米の形、玄米の色、胚乳の粘り性、胚乳のアミロース含量、

玄米香気性など65項目 

また、質的形質であってもその程度の差が公知植物と区別される特性であれば、客観的な基

準によってその差が明確に区別できるように記載する必要がある。「質的形質の中でその程度

の差を特定できる形質」の例は以下のとおりである。 

－(色)緑色と青緑色など公知植物と類似する色を区別するために色を特定する場合、色度計の

測定値、UPOV RHSカラーチャートなど客観的な基準によってその差を明確に記載できる。 

－(果実の味)甘味、酸味など程度の差が公知植物と区別される特性であれば、糖度計、塩度計、

pHメーター、電子舌(electronic tongue)などを利用した客観的な測定値によってその差を明

確に記載できる。 

－(香臭)香臭の程度の差が公知植物と区別される特性であれば、ガスクロマトグラフィー、電

子鼻(electronic nose)などを利用した客観的な測定値によってその差を明確に記載できる。 

－(病抵抗性または環境耐性)病抵抗性または環境耐性程度の差が公知植物と区別される特性で

あれば、有病率、ストレス環境における収穫量などこれを数値化してその差を明確に記載で

きる。 

②新規植物の育種方法の記載 

 新規植物の育種方法を記載するためには出発素材となる植物、変異誘発手段、育種過程と変

異個体を選抜する基準などを具体的に記載する。但し、出発素材となる母植物の交配の組合せ
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が新規の場合はその入手手段を具体的に記載しなければならない。 

③新規植物の繁殖方法の記載 

 新規植物の繁殖方法を記載するためには繁殖に利用した植物体の部位、繁殖手段及び過程、

その他環境条件などを具体的に記載する。 

④新規植物の栽培条件の記載 

 新規植物の栽培条件としては温度(気温、地温)、湿度、光、日照時間、土性、環境条件、育

苗、施肥、灌水などに関する事項のうち必要なものを記載する。 

⑤新規植物の用途の記載 

 新規植物で用途として考慮されるのは食用植物では生食用、加工用(缶詰、ジュース…など)

などで、薬用植物では生薬用、加工用などで、観賞用植物では生け花用、盆栽用、花壇用など

の用途を記載する。 

(3)発明の効果及びこれを立証するための実施例を下記のように記載する。 

 新規植物そのものに関する発明及び新規植物の育種方法に関する発明は特性そのものまたは

特性から明らかに引き出された栽培上、利用上などの効果を記載し、実施例を通じて対照品種

と改良された特性が表れるように対比して効果を裏付ける。特に、超越育種によって育種され

た新規植物の場合、対照品種を父親、母親として両親に比べて超越的な形質が表れたことを立

証するが、出願明細書から類推される範疇内の効果である場合、審査過程で提出された比較デ

ータなどの資料を参照することができる。 

  (例)本発明のいちご(Fragaria×ananassa)新品種Cは品種Aを母本とし、品種Bを父本とし、

これを交配させて得られたものとして…(中略)…下記のような特性を持つ。 

[表1] 

 A B C 

糖度(Brix) 9.7±1.5 7.7±0.8 10.6±2.1 
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平均果重(g) 15.20±0.75 5.03±1.57 18.33±3.46 

硬度(g/㎜) 0.50±0.02 0.38±0.10 0.62±0.07 

 

2.2 請求範囲 

 特許請求範囲は発明が明確かつ簡潔に記載され、発明の説明によって裏付けられる事項をそ

れぞれの請求項から明確に把握できるようにする必要があるため、下記の事項を満たさない場

合は特許法第42条第4項の規定に違背するものとする。 

(1)新規植物そのものまたは一部分に関する発明 

 新規植物そのものまたは新規植物の一部分に関する発明において、発明の構成を明確にする

ためには、①植物の名称及び②植物の特性またはその植物の特性を発現させる遺伝子を記載し

なければならず、植物育種及び繁殖特性によって発明を特定する上で必要な③交配両親の組合

せ、④育種方法、⑤繁殖方法などを追加で記載できる。但し、上記①から⑤までの記載にもか

かわらず発明した新規植物を明確に特定し難い場合は該当植物を容易に入手できる場合を除け

ば⑥受託番号を付加して記載しなければならない。 

 ここで「容易に入手できる場合」の意味はⅰ)市中で販売されている場合、ⅱ)出願前に信用

できる保存機関に保存されて保存機関が発行するカタログなどによって自由に分譲できるとい

う事実が確認された場合(この場合は該当植物体の保存機関、保存番号を出願時の明細書に記載

しなければならない)、ⅲ)明細書の記載によって通常の技術者が容易に育種できる場合を意味

する。 

  (例)A、B…の特性を持つ受託番号KACC番号Pである稲(Oryza Sativa)。 

  (例)配列番号1と表示される遺伝子を挿入してD、E…の特性を持つ稲(Oryza Sativa)。 

  (例)唐辛子品種A(Capsicum annuum「A」)を母親とし、唐辛子品種B((Capsicum annuum

「B」)を父親として交配、選抜して育種したもので、F、G … の特性を持ち、受託番

号がKCTC 番号BPである唐辛子品種C(Capsicum annuum「C」)。 
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  (例)KACC番号Pの品種A(Brassica campestris subsp. napus var.pekinensis「A」)を母本、

KACC番号Pの品種B(Brassica campestris subsp. napus var. pekinensis「B」)を父本

として、F1育種を通じて選抜した抗酸化物質P含量が00％以上である白菜(Brassica c

ampestris subsp. napus var. pekinensis)。 

(2)新規植物の育種方法に関する発明 

 新規植物を育種する方法に関する発明において、発明の構成を明確にするためには①変異誘

発手段、②育種過程の順序を記載しなければならず、育種方法によって発明の特定に必要な時

は③変異誘発条件、④育種段階別環境条件、⑤選抜の基準となる特性を特定できる。但し、実

質的に新規植物に関する発明に関するものやそのカテゴリーだけを方法発明と記載した場合に

は「(1)新規植物そのものまたは一部分に関する発明」の記載要件に従う。 

  (例)白菜品種A(Brassica campestris subsp. napus var. pekinensis「A」)を母親として

大根品種B(Raphanus sativus var. hortensisfor. Acanthiformis「B」)を父親として

交雑する段階；上記交雑後W日目に胚珠をC培地に培養して異質2倍体を得る段階；上記

異質2倍体の本葉D毎期にコルヒチンE％液を植物の生長点にF日間処理して異質4倍体に

誘導した後、葯培養する段階を含むことを特徴とするG、H、I…の特性を持つ新規ペム

チェ(「白菜大根菜」という意味、(x Brassicoraphanus Sageret)の育種方法 

(3)植物の繁殖方法に関する発明 

 植物の繁殖方法に関する発明において、発明の構成を明確にするためには、①繁殖手段、②

繁殖過程の順序を記載しなければならず、繁殖方法発明の特定に必要な時は繁殖段階別③培地

作りなどの栄養条件、④温度、湿度、光など環境条件を追加で特定できる。但し、繁殖過程順

序の特定だけで繁殖手段が明確に特定できる場合には繁殖手段を別途記載する必要はない。 

  (例)未熟種子から胚発生組織を誘導する段階と、胚発生組織を増殖させて体細胞胚を誘導

する段階；体細胞胚を発芽させて植物体に再分化させる段階；再分化された発芽植物

体の環境純化段階及び圃地移植段階を含むリギテーダ松(Pinus rigida x taeda)の繁
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殖方法 

2.3 図面 

 新規植物に関する発明においては構成に関連する技術的事項を理解しやすくするため、植物

体の全体または各部分に対する図面または写真が添付できる。 

3．特許要件 

3.1 新規性 

 植物関連発明の新規性は特許法第29条第1項各号の規定により以下のように判断する。 

(1)新規植物そのものまたは一部分に関する発明はその新規植物が示す特性を中心に新規性を判

断する。 

[請求項1]既存のシンビジウムA(♀)×B(♂)系統の交配種子を無菌で発芽生長させた後、シュー

ト頂を摘出してプロトコーム(PLB)を増殖させ、プロトコームからシュート(shoot)が分化する

と、それをフラスコに株分け育苗して3代以上継代培養によって無性繁殖させて固定することを

特徴とする下記の園芸的な特性を持つ洋蘭シンビジウムの新品種C(Cymbidium「C」) 

 1)花の数：11～14個 

 2)花の色：ピンク色(RHSカラーチャートによる55－B) 

 3)開花期：12～3月 

 4)品種の用途：鉢花用 

 5)耐病性：根の軟腐病に対する耐病性が強い 

[引用発明]花の数、花の色、開花期、耐病性に対して同じ園芸学的な特性を持つ洋蘭シンビジ

ウム品種「D」に関する内容が記載されていて、出願発明と同じ品種写真も掲載されているが、

一方交配系統、増殖方法、新しい系統の無性繁殖方法、増殖物プロトコームの培地作りに関す

る記載はない。 
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☞引用発明には交配系統、増殖方法などに関する記載がなく、品種名称が違って記載されてい

るが、請求項1発明は花の数、花の色、開花期、耐病性に特性を持つ洋蘭シンビジウム品種そ

のものを請求しているため、両発明は同じ園芸学的な特性を持つ同一品種に該当するため、

新規性が認められない。 

(2)新規植物の育種または繁殖に関する方法発明は①出発素材の組合せ；②変異誘発手段/繁殖

方法の特徴；及び③育種/繁殖方法によって生産された植物の特性；を中心に新規性を判断する。 

☞上記①から③までのいずれか一つ以上が先行技術と比較して差があれば新規性があるものと

みなす。 

3.2 進歩性 

 植物関連発明の進歩性は特許法第29条第2項の規定によって以下のように判断する。 

 (1)新規植物そのものまたは一部分に関する発明はその新規植物が示す特性を中心に進歩性を

判断する。その特性が新規植物が属する種の公知植物が持つ形質から容易に予測できず、有利

な効果を持つ場合は進歩性が認められる。 

[請求項1]ヒマワリ属(Helianthus spp.)、アザミ属(Cirsium spp.)及びヤグルマギク属(Centau

rea spp.)から選択されたキク科の他種に由来する配列番号2と表示されるDNAを含むミトコンド

リアの提供を受け、細胞質雄性不妊性を安定的に発現させるキャリアーとしての役割を果たす

細胞質を持つ植物細胞から組織培養させたトレビス(Cichorium intybus var. foliosum)、エン

ダイブ(Cichorium endivia)及びレタス(Lactuca sativa)から選択されたキク科に属する野菜植

物。 

[発明の説明]出願発明のキク科野菜植物が100％雄性不妊性を示した実施例を記載している。 

[引用発明]ヒマワリのDNAを含むミトコンドリアをチコリー細胞質と融合させてチコリー植物の

雄性不妊性を示すことができるという内容があるが、実験によれば雄性不妊性を示す植物はわ

ずか1％程度に過ぎない。 
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☞両発明は雄性不妊性を示すヒマワリのDNAを含むミトコンドリアをチコリー細胞質と融合させ

てチコリー植物の雄性不妊性を示すことができるという点では同じであるが、出願発明の植

物細胞は配列番号2で表示されるDNAを含むことで細胞質雄性不妊性を安定的に発現させる特

性を持ち、結果的に出願発明のキク科野菜植物が100％雄性不妊性を示す顕著な効果を持つた

めに進歩性がある。 

 

[請求項1]受託番号KCTC番号BPで寄託されたアントシアニン高含有稲新品種C(Oryza Sativa 

「C」) 

[発明の説明]母親を稲品種A、父親を稲品種Bとして交配した後、選抜を通じて稲新品種Cを育成

し、母親A、父親B、新品種Cの特性を下記のように記載している。 

 

[引用発明]母親、父親として使用された品種A、Bはこの発明出願前に公知となったもので、こ

の出願発明の説明に記載されているA、Bの品種特性(アントシアニン含量、稲熱病抵抗性、数量

特性)がそれぞれ記載されている。 

☞出願発明の新品種Cの葉稲熱病抵抗性及び数量の特性は母親、父親の既に公知となった品種特

性を単純に集積したもので進歩性が認められないが、アントシアニン含量の場合は母親、父

親が持つ公知の形質から容易に予測できず、有利な効果を持つものであるため、進歩性が認

められる。 

 類似形質を種を異にして実現した場合には公知植物と関連する先行文献に記載された事項、

出願時の技術常識を参酌し、種を異にして該当形質を発現させることに対する試みの容易性、

 A B C 

アントシアニン含量(mg/100g) 326.5±0.15 221.5±0.17 552.5±0.13 

種皮色 Dark Yellow Yellow Deep Purple 

葉稻熱病に対する抵抗性 ある ない ある 

数量(kg/10a) 491.4±2.5 486.1±1.5 493.5±1.2 

 



第4部植物分野審査実務ガイド 

11 

 

種を異にする上で技術障壁を克服するための構成的な違い、種を異にすることによって発生し

た予期せぬ効果などを総合的に考慮して進歩性を判断する。類似形質を種を異にして単純に実

現した場合、通常の技術者が公知の育種手段または形質転換手段を利用して容易に発明できる

ため一般的に進歩性が認められないが、種を異にすることによって異質的もしくは顕著な効果

があることが認められるくらいの実験データを提示すれば進歩性があるとみなす。 

[請求項1]配列番号2で表示されるカメリナ由来重金属ATP生成酵素3(Camelina sativa Heavy Me

tal ATPase 3、CsHMA3)タンパク質が過剰発現されるように上記タンパク質を暗号化するポリヌ

クレオチドが形質導入されたカメリナ(Camelina sativa)形質転換植物体。 

[発明の説明]35SプロモーターによってCsHMA3タンパク質が過剰発現されたカメリナ形質転換植

物体の場合、野生型に比べてカドミウム(Cd)除去効果に差は無かったが、鉛(Pb)の除去効果が

野生型に比べて30倍以上高かったと記載されている。また、野生型カメリナと野生型油菜から

鉛(Pb)、亜鉛(Zn)、カドミウム(Cd)、コバルト(Co)に対する重金属抵抗性と重金属吸収率を確

認した結果、CsHMA3遺伝子を持っている野生型カメリナが野生型油菜より重金属抵抗性と重金

属吸収率が高く、重金属汚染土壌の除塩用作物としてより適していることが提示されている。 

[引用発明]アラビドプシスから由来した重金属ATP生成酵素3(AtHMA3)タンパク質は重金属輸送

に関与するP-type ATPase系列のP1B-2下位グループに属したもので、AtHMA3が過剰発現される

ように形質転換されたアラビドプシス植物体(Arabidopsis thaliana)は野生型植物に比べてカ

ドミウム(Cd)の蓄積が2～3倍増加したという事項が記載され、引用発明には出願発明と同じ発

現ベクターを使用していることが記載されている。 

☞ⅰ)出願発明のカメリナが他作物に比べて重金属抵抗性と重金属吸収率が高い作物であること

を究明した点、ⅱ)出願発明の重金属ATP生成酵素3(HMA3)はその由来がカメリナで引用発明の

アラビドプシスとは異なり、機能発揮に重要なドメインにアミノ酸配列にも差がある点、ⅲ)

引用発明で重金属ATP生成酵素3タンパク質の過剰発現による重金属除去効果を言及している

としても酵素は気質特異的なもので、2価陽イオンを持つ重金属にいずれも同じく作用すると

期待するには無理があるため、引用発明で確認していない鉛(Pb)の除去が可能であろうとい
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う合理的な期待ができなかった点、ⅳ)鉛(Pb)除去という異質的効果及び量的にも顕著な効果

があるという点を総合的に判断する時、出願発明の進歩性が認められる。 

(2)新規植物の育種方法に関する発明は出発素材の組合せ、変異誘発手段の特徴及び育種方法で

育種された植物の特性を中心に進歩性を判断する。 

[請求項1]多様な形態及び色を持つ一口サイズのミニポテトを製造する方法で；アンデス原産栽

培2倍体ポテトであるソラヌム・ステノトーマム(Solanum stenotomum)、ソラヌム・フレヤ(Sol

anum phureja)及びソラヌム・ゴニオカリックス(Solanum goniocalyx)から混合受粉による交配

を実施して遺伝的変異が豊富な雑種集団を形成する工程と；上記雑種集団を育種栽培してその

時のミニポテトの数量を含む選別基準に基づいて選抜することによって前期雑種集団の再構成

を実施する工程と；この再構成された雑種集団を実生栽培する工程を備えてその実生栽培の頃

には根圏を制御し、単一引張条件の下で栽培して塊茎の肥大期にはやや低温で管理する方法。 

[引用発明]ソラヌム・ステノトーマム(Solanum stenotomum)、ソラヌム・ゴニオカリックス(So

lanum goniocalyx)及びソラヌム・フレヤ(Solanum phureja)を利用した小粒の多様な色及び形

を持つミニポテトが提示されているが、「一口サイズ」に関する直接的な記載はない。 

☞両発明は同じ出発素材を使用して多様な形及び色を持つポテトに関するものという点で同じ

であり、交配・選抜などの工程も当該技術分野に広く知られている育種方法で、「一口サイ

ズのミニポテト」という特性も引用発明に記載されている「小粒のポテトの需要が増加して

いる」という記載から容易に導出できる程度で、作用効果も通常の技術者が予測できるもの

でたるために進歩性が認められない。 

[請求項1]ゲノム編集の時に外来遺伝子導入のない突然変異トウモロコシ(Zeamays)植物を製造

する方法として；(a)トウモロコシ植物の花粉管にゲノム編集を誘発するための遺伝物質を導入

する段階、(b)上記遺伝物質が導入された花粉管を利用して上記トウモロコシ植物の雌蕊に受精

を誘導する段階、(c)上記受精された植物を培養してゲノム編集が誘発された突然変異植物を収

得する段階を含め、上記(b)段階で上記ゲノム編集のための遺伝物質は一時的に発現されるだけ

で、上記ゲノム編集を誘発するための遺伝物質がトウモロコシ植物染色体に併合されず分解さ
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れてゲノム編集が誘発された植物体の選抜過程及び組織培養過程を伴わずとも完全な植物体と

して育成できることを特徴とする方法。 

[引用発明]ガイドRNA(U6－gRNA)及び35S－Cas9を含む遺伝子発現ベクターを植物葉から製造さ

れたにシロイヌナズナ(Arabidopsis thaliana)プロトプラスト(protoplast)に導入して一時的

に遺伝子発現を通じて外来遺伝子の導入なくゲノム編集を誘導することが開示されている。 

☞ゲノム編集の際に遺伝子発現ベクターの導入細胞を異にした場合は一般的にその進歩性が認

められないが、出願発明の場合はゲノム編集のための遺伝物質を植物細胞中の生殖細胞に導

入することで単純に交配過程を通じて植物にゲノム編集が誘発できるという点、体細胞に導

入された場合と違ってゲノム編集が誘発された植物体の選抜過程を経ない点及び成体に育成

するための組織培養過程を伴わない点は体細胞にゲノム編集を誘発する引用発明では記載ま

たは暗示されていない予期せぬ異質的な効果と認められるため、その進歩性が認められる。 

[請求項1]配列番号1の塩基配列で構成されている、Cas9(CRISPR associated protein 9)タンパ

ク質をコードするポリヌクレオチドを含む発現カセット1；及び配列番号3の塩基配列で構成さ

れているRIN1タンパク質をコードする遺伝子のターゲット配列を含む発現カセット2；を含む組

み換えベクターでトマト植物細胞を形質転換してRIN1タンパク質コード遺伝子の発現を阻害す

る段階を含むエチレン(ethylene)生産が減少したトマト(Solanum lycopersicum)植物体の製造

方法。 

[発明の説明]配列番号2から11までの塩基配列で構成されている10個の遺伝子ターゲット配列で

ゲノム編集を誘発した結果、いずれもゲノム編集は誘発されたが、配列番号3の場合のみエチレ

ン生産減少効果が現れたことが実験データとして提示されている。 

[引用発明1]Cas9遺伝子を含む発現カセット及びRIN2遺伝子の突然変異のためのsgRNAを含む発

現カセットを含む組み換えベクターで形質転換されたトマト植物体内でのエチレン生成が抑制

されることが開示されている。 

[引用発明2]配列番号1と相同性100％であるCloning vector。 
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[引用発明3]配列番号3を含むRIN1遺伝子全体配列。 

☞目的遺伝子の全体配列情報が出願前に公開されている場合、ガイドRNAターゲット配列は通常

の技術者が容易に制作できるもので、一般的にその進歩性が認められないが、この発明の説

明に記載されている実験データを参酌する時、限られたガイドRNAターゲット配列でゲノム編

集部位の最適化及び編集効率の改善という効果が認められるため、その進歩性が認められ

る。 

(3)植物の繁殖方法に関する発明は①出発素材の組合せ；②繁殖方法の特徴；及び③繁殖方法に

よって生産された植物の特性；を中心に進歩性を判断する。 

☞上記①から③までのいずれか一つ以上の違いによって顕著な効果を発揮するものは進歩性が

あるとみなす。 

4．その他植物発明審査時に注意すべき事項 

4.1 補正による新規事項の追加 

 新規植物が生産できる種子、細胞などの特許寄託が必ず必要な発明において受託番号が最初

の出願の際に添付された明細書に記載されていないものを補正により新しく記載することは特

許法第47条で規定した要件を満たさないものとして新規事項の追加とみなす。但し、最初の出

願の際に添付された明細書に微生物寄託事実及び受託番号が記載された場合、受託証を後日提

出することは新規事項の追加と見做さない。 

4.2 新規性喪失の例外 

 植物新品種保護法によって公開された公開/登録公報の場合、特許法第30条による新規性喪失

の例外対象になれない。したがって植物新品種保護法によって公開された公開/登録公報に対し

て出願人が公知例外の適用を主張してもその文献を先行技術資料として使用できる。 

☞特許法第30条第1項第1号を見ると、「特許を受けられる権利を持つ者によってその発明が第2

9条第1項各号のいずれか一つに該当した場合。但し、条約または法律によって国内または国
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外で出願公開される、もしくは登録公告された場合は除外する」と記載されていて、植物新

品種保護法によって品種保護出願した結果、品種公報などに掲載され公知となった場合、品

種公報などによる公開は品種出願に対する手続きの一環として植物新品種保護法によって農

林畜産食品部長官が公開するもので、品種保護を受けられる権利を持つ者(すなわち、特許を

受けられる権利を持つ者)の積極的な意思によって当該発明を刊行物に発表するわけではない

ため、このような場合特許法第30条第1項第1号但し書きに該当するので新規性喪失の例外規

定は適用されない。 
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第5部 医薬分野審査実務ガイド 

 (改訂・管理部署：薬品化学審査課) 

医薬分野審査基準制定   1970.   

医薬分野審査基準改定(1次) 1987.06. 

医薬分野審査基準改定(2次) 1999.12. 

医薬分野審査基準改定(3次) 2004.12. 

医薬分野審査基準改定(4次) 2005.07. 

医薬分野審査基準改定(5次) 2005.11. 

医薬分野審査基準改定(6次) 2009.12. 

医薬・化粧品分野審査実務ガイド統合改正 2011.12. 

特許・実用新案審査基準に技術分野別審査基準統合 2014.07. 

(第9部第2章医薬・化粧品分野)        

医薬分野審査実務ガイド制定 2020.12. 

1．概要 

1.1 産業部門の名称 

 医薬 

1.2 産業部門の適用範囲 

(1)この産業部門別審査実務ガイドは医薬発明に対して適用する。 

 医薬発明とは医薬を発明の構成要素とし、この医薬の用途が直接あるいは間接的に人体に関

与する発明を言う。表現上医薬発明でないようになっていても実質的に医薬発明の内容を含ん

でいる場合は医薬発明とみなす。 

(2)この産業部門別審査実務ガイドは先進特許分類表(CPC基準)上のA61、C07、C08、C12、G01な

どの分類のうち以下のような医薬発明を取り扱う技術分野の分類に対して適用する。 
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A61K 医薬品製剤または化粧品 

A61P 化合物または医薬品製剤の治療効果 

C07C 非環式化合物・炭素環式化合物 

C07D 複素環式化合物 

C07F その他非環式、炭素環式、複素環式化合物 

C07G 構造不明の化合物 

C07H 糖類核酸など 

C07J ステロイド 

C07K ペプチド 

C08B 多糖類 

C12N 微生物、動植物細胞、遺伝子、ベクター 

C12P 酵素、微生物を利用した発酵産物 

1.3 用語の説明 

(1)医薬とは人を含む動物の疾病を診断、治療、軽減、処置または予防する目的で使用する物品

で、以下のものは除外する。 

 －器具、機械及び装置類 

 －化粧品類 

 －(健康)食品類 

(2)医薬の用途とは物質(または物質の組合せ)が持つ特定薬理効果の発見に基づいて医薬として

の効能を発揮する用途を意味する。医薬物質を(ⅰ)特定疾病に対して適用する、または(ⅱ)投

与用法・用量(投与周期、投与時間、投与順序、投与部位、投与経路、投与量など)、または対
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象患者群が限定された特定疾病に対して適用するものと表現される。 

1.3.1 医薬発明の範囲 

 医薬発明に該当するかどうかに関しては、請求範囲に医薬としての用途を記載しているかど

うかによって判断する。請求範囲に医薬としての用途を明確に記載していない場合でも発明の

説明に記載された内容が医薬としての用途を含んでいて、このような事項が今後補正を通じて

医薬としての権利範囲に影響を及ぼす場合には医薬発明として取り扱う必要がある。 

[請求項]α－ヒドロキシテトロン酸などの活性成分とヒドロキノンなどのアジュバント(Adjuva

nt)成分で構成されることを特徴とする皮膚美白組成物 

[発明の説明]「本発明は単独またはヒドロキノンなどとの混合物形態で塗布されたα－ヒドロ

キシテトロン酸が副作用なく顕著な美白を提供するという結果に基づく」、「本発明の長所は

ヒドロキノン；ヒドロキノンとグリコール酸；コウジ酸の局所的な投与を始め、他の皮膚美白

治療方法を向上させる上で利用できる」という点である。 

☞明細書に表現上医薬発明と明示されていなくても、その発明が実際に医薬発明に該当する以

上、その発明は医薬発明と見るべきで～(中略)～、この事件補正発明の組成物は皮膚美白効

果がある機能性化粧品に使われることもでき、皮膚の病的な着色を治療する医薬として使わ

れることもできるため、この事件補正発明は化学物質の用途発明として医薬用途発明に該当

すると言える(特許裁判所2008.3.26.宣告2007ホ4564判決参照)。 

1.3.2 医薬発明の種類 

1.3.2.1 化合物医薬発明 

 合成した化合物、自然から精製分離された低分子化合物を有効成分とする医薬を言う。 

1.3.2.2 天然物医薬発明 

自然界に存在する動物、植物、微生物などを加工、修治または抽出して得た産物を有効成分

とする医薬を言う。天然抽出物は複合成分の物質群で、冷浸、温浸、熱湯抽出など古くから伝
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統的に伝わってくる、もしくは超音波抽出、超臨界流体抽出など教科書に記載されている抽出

方法による抽出物、有機溶媒で抽出して得た分画抽出物またはこれを各種クロマトグラフィー

方法で精製して得た分画抽出物に分けられる。 

1.3.2.3 バイオ医薬発明 

 生物体から由来した物質を原料または材料として製造した医薬を言う。「生物医薬品」とも

呼ばれるバイオ医薬品はワクチン、血漿分画製剤などの生物学的製剤、遺伝子組み換えなどで

開発したタンパク質などの遺伝子組み換え医薬品、幹細胞治療剤などの細胞治療剤、遺伝物質

を利用した遺伝子治療剤などがある。バイオ医薬品は一般的に分子量が大きく、複雑な構造を

持ち、生物体を利用した製造工程を経て生産される特徴がある。 

1.3.2.4 医薬品製剤発明 

 薬物を投与に適した形態で製造したもので、物理的な操作を通じて剤形化する、もしくは製

剤学的性質を改善したものを言う。この分野の発明には物理的形態によって特徴づけられる発

明、特定な活性成分を含むと同時に製剤学的性質などを改善するための発明及び担体など不活

性成分に特徴のある発明がある。伝統的な医薬品剤形と医薬品製剤分野において通常「ドラッ

グデリバリーシステム(Drug Delivery System)」と呼ばれる技術に関する発明がこれに属し、

公知の薬物に製剤学的技術構成を追加したモノ発明や用途発明であるケースもある。 

2．記載要件 

2.1 発明の説明 

2.1.1 医薬用途発明 

2.1.1.1 薬理効果 

 医薬に関する用途発明はその出願前に明細書記載の薬理効果を示す薬理機転が明確に明かさ

れた場合のような特別な事情が無い以上、明細書に医学的用途(疾病、投与用法・用量、対象患

者群などの限定された構成全てを含む)を裏付けるための薬理効果を出願時に記載しなければな
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らない。薬理効果は原則的に臨床試験によって裏付けられるべきであるが、発明の内容によっ

ては臨床試験の代わりに動物試験や試験管内試験で記載しても良い。 

(参考)薬理効果の記載が求められる医薬の用途発明においては、その出願前に明細書記載の薬

理効果を示す薬理機転が明確に明かされた場合のような特別な事情が無い以上、特定物

質にそのような薬理効果があるということを薬理データなどが表れた試験例で記載する、

またはそれに代わるくらい具体的に記載してこそ初めて発明が完成されたと見做せると

同時に、明細書の記載要件を満たしたと見ることができる。このように試験例の記載が

必要であるにもかかわらず、最初明細書にその記載が無かったものを事後補正によって

補完することは明細書に記載された事項の範囲を超えたものである(大法院2001.11.30.

宣告2001フ65判決参照)。 

(例)薬理効果が定性的にだけ記載され、薬理データなどの記載が無く、明細書記載要件を満た

せなかった場合 

☞「ピペラジン誘導体を含む認識障害治療用薬剤学的組成物」とするこの事件出願発明は薬理

機転が明確になっていないにもかかわらず、明細書にその薬理効果があるということを薬

理データなどが示された試験例で記載するもしくはそれに代われるくらい具体的に記載し

たと言えないため、この事件出願発明はその化合物の効果をその発明が属する技術分野で

通常の知識を持つ者が容易に理解できるよう明確に記載したものと認められない(大法院20

06.2.23.宣告2004フ2444判決参照)。 

(例)薬理活性を示す化合物を特定しなかったために明細書記載要件を満たせなかった場合 

☞具体的な化合物の薬理活性を記載せずに薬理活性を測定する方法とそれによる効果を「～未

満のEC50を示す」とのみ記載した場合、不特定化合物を対象とする上記の記載内容だけでは

この事件出願発明の明細書に記載された化合物がいずれもそのような活性を持つと認められ

ないだけでなく、一部化合物の効果と見るとしてもその一部化合物の中でこの事件出願発明

化合物が含まれたものと見る根拠もまたないため、これらの内容がこの事件出願発明化合物

の薬理活性を具体的に記載したものと言えない(特許裁判所2011.8.24.宣告2010ホ5673判決参
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照)。 

(例)臨床試験に関する抽象的な記載だけでは薬理効果が具体的に記載されたものと認められな

いため、明細書記載要件を満たせなかった場合 

☞薬理効果の記載は数値測定による薬理データではなくても、少なくともそのような試験を実

施して一定の治療効果が確認され、それを分析した結果が示されていることが必要であり、

出願時に臨床試験が行われているとの記載または臨床試験結果に関する推定的または抽象的

記載を薬理データに代えられる程度の記載とは見做せない(特許裁判所2017.12.14.宣告2016

ホ7879判決、大法院2017.7.11.付2017フ714判決参照)。 

 医薬用途発明の明細書には原則的に有効量、投与方法に対する事項が出願時に記載されなけ

ればならない。 

 医薬用途発明の明細書には請求範囲に記載された有効成分が薬理効果を示すということが明

確にわかるように記載されなければならない。 

(参考)この事件訂正発明の明細書にはこの事件訂正発明の「特に望ましいそれぞれの化合物」

としてシルデナフィルを含む9種の化合物が列挙されていて、その薬理効果と関連して

「本発明の化合物は試験管内で実験され、cGMP-特異的PDE Vの強力かつ選択的な抑制剤

であることが明らかになった。例えば、本発明の特に望ましい化合物の中の一つはIC50

＝6.8nM v.PDE V酵素を持つが、それぞれIC50 ≥ 100μM及び34μMであるPDE Ⅱ及びPDE 

Ⅲ酵素に対してはただ弱い抑制活性を持っていることが立証された」～(中略)～「人に

おいて特定の特に望ましい化合物を単一投与量及び多重投与量で志願者研究を通じて経

口的に試験を行った。また、これまで行われてきた患者研究から特に望ましい化合物の

中の1種が勃起障害の人において勃起を誘発することを確認した。」という記載がある。

しかし、上記の各記載の中で「特に望ましい化合物の中の一つ」及び「特に望ましい化

合物の中の1種」がこの事件訂正発明の「特に望ましい化合物」9種のうちどの化合物を

意味するのか、またそれがこの事件訂正発明の有効成分であるシルデナフィルかどうか

がわかり難く、上記の各記載だけではどの程度規模の勃起障害患者集団に投与してどの
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程度比率の患者から治療効果が出たのかに対しても知るすべがなく、投薬以後勃起障害

の治療効果を得るまでかかる時間、勃起の硬直度、持続時間などに対する定量的または

具体的な記載も全くないため、勃起障害のような疾病の特殊性を踏まえてもこの事件訂

正発明の明細書にはシルデナフィルに薬理効果があるという事実がわかる薬理データな

どが示された試験例やそれに代われる程度の具体的な記載はないと見ることが妥当であ

る(大法院2015.4.23.宣告2013フ730判決参照)。 

 有効成分が二つ以上の医薬用途発明も出願時に明細書の請求範囲に記載されている有効成分

の組合せが示す薬理効果が具体的に記載されなければならない。 

(参考)化学物質の場合には化学構造が類似する化合物の間でも化学的性質が全く異なる場合が

多いため、一般的に物質名、化学構造だけではその属性を予測することが困難である。

しかし、この事件出願発明の詳細な説明には「タキソテールとシクロホスファミド」の

組成物を最適投与量で使用して得た結果に対する実験データが記載されていて、「シク

ロホスファミド」と「シスプラチンまたはカルボプラチン」がいずれもアルキル化剤と

して作用するとしても、「シクロホスファミド」はシスプラチンまたはカルボプラチン

とその化学的構造が相異なる化合物であるため、「タキソテールとシクロホスファミド」

の組成物を使用して得た結果に対する実験データから「シスプラチンまたはカルボプラ

チン」をタキソテールと併用した場合にも同じ作用を示すかどうかは容易に予測できな

い(大法院2007.7.26.宣告2006フ2523判決参照)。 

2.1.1.2 有効成分 

(1)化合物 

 薬効を示す低分子化合物が公知の物質である場合にはその物質を明示することで十分である

が、新規物質である場合は明細書にその化合物が実際に存在することがわかるような内容を記

載しなければならない(具体的な事項は有機化合物審査実務ガイドなど参照)。 

(2)天然物 
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 入手し難い天然物の場合、その学名と起源を記載することが望ましく、抽出物と分画物を有

効成分とする場合はその製造方法を具体的に記載しなければならない。 

(3)生物学的物質(Biological material) 

 ペプチドまたは核酸など生物学的物質に関する医薬発明の説明にはペプチドを構成するアミ

ノ酸配列または核酸を構成する塩基配列を配列番号とともに記載し、アミノ酸または核酸塩基

配列を含む配列目録を明細書に書いた後、その配列目録を収録した電子ファイルを特許出願書

に添付しなければならない[審査基準第2部第6章の5参照]。 

 出発物質または最終産物が微生物など生物学的物質を含む場合は、出発物質の入手手段と最

終産物の製造方法を明細書に明確に記載しなければならない。出発物質または最終産物の入手

が難しい場合は特許出願前に指定寄託機関に寄託し、その事実を証明する書類を添付しなけれ

ばならない[審査基準第2部第6章から4まで参照]。 

2.1.2 医薬品製剤発明 

 医薬品製剤発明は「モノの発明」であり、「モノの発明」である医薬品製剤を生産・使用で

きればその発明が実施できるため、医薬品製剤発明が一般的な製剤化技術によってその製剤が

生産でき、それを投与して医薬として使用できると判断でき、明細書の記載から発明の薬剤学

的効果が十分予測できる場合は明細書記載不備と言えない。 

(参考)モノの発明において通常の技術者が特許出願当時の技術水準から見て過剰な実験や特殊

な知識を付加せずとも発明の詳細な説明に記載された事項によってモノ自体を生産して

それが使用でき、具体的な実験などで証明されていなくても特許出願当時の技術水準か

ら見て通常の技術者が発明効果の発生が十分予測できるのであれば、上記条項で定めた

記載要件を満たしたと見ることができる(大法院2016.5.26.宣告2014フ2061判決参照)。 

(例)剤形の生産及び使用が可能で、動物における徐放性を確認した場合 

☞明細書にうさぎにオクトレオチドの適正量を投与した後に測定した血中濃度が約3カ月間

一定水準以上持続的に維持されたと記載されたことから、通常の技術者が人に対しても血
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中濃度が同期間持続的に維持できるものと推論して同様な方法で再現できるはずで、活性

成分の薬効が作用部位での薬物濃度に比例するということは技術常識であるため、通常の

技術者が明細書を基に必要な治療範囲を維持するために徐放型組成物の投与量を調節する

ことに特別な技術的困難があるとは言えない。したがって通常の技術者が出願当時の技術

水準でこの発明に記載された徐放型製薬組成物を生産・使用でき、発明の効果が十分予測

できる以上、人に対する臨床試験の結果やこの事件対象疾病に対する直接的な治療効果及

び単一重合体だけを含む製剤との比較実験結果などが提示されなくても明細書記載要件は

満たせたと見ることができる(大法院2018.10.25.宣告2016フ601判決参照)。 

 しかし、目的とする剤形が製造された事実が確認なれない、もしくは医薬品製剤となる技術

的な構成を具体的に記載せず、そのような構成によって表れる効果だけ記載した場合には容易

に実施できず、発明の説明によって裏付けられないものであるため許容できない。 

 (例)二つの薬物が安定的に配合された剤形が製造されるのかどうか確認できない場合 

 ☞この発明は溶媒成分Cを使用することで、二つの活性成分の相異なるpH/安定性プロファイ

ルにもかかわらず一つの剤形にした時に分解されず安定性を維持する効果を達成すること

に技術的な特徴があるが、明細書にはカルシポトリオール及びベタメタゾンを配合した組

成物に溶媒成分Cとして(ⅰ)に該当するポリオキシプロピレン15ステアリルエーテルを使

用した軟膏がプロピレングリコールが溶媒として使用された軟膏より安定性がより高いと

いう実験結果が記載されているだけで、残りの物質を溶媒成分とする組成物に関しては何

の実験結果の記載もない。この発明の溶媒成分Cは多様な化合物を含んでいるが、これら

は基本的な化学構造が全く異なるだけでなく、分子間水素結合の有無、極性などが全く異

なり、その物理・化学的性質もまた極めて異なる化合物であって同一性範囲に属する化合

物と見ることはできない。したがって、この事件特許発明の明細書は通常の技術者がこの

発明をこの明細書の記載によって出願時の技術水準から見て過剰な実験や特殊な知識を付

加せずとも正確に理解できると同時に再現できるくらい記載されているとは見難い(特許

裁判所2016.10.13.宣告2016ホ700判決参照)。 
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(例)発明の目的を達成するための構成が予測し難い場合 

☞この事件第1項発明は公知の粘膜粘着性薬剤の水性媒体や体液での分解時間などを数値で

限定したことを特徴とするが、発明の詳細な説明によって粘膜粘着性及び分解時間がマト

リックス形成重合体の種類、薬剤に入る重合体の比率などによって決定されることが分か

るが、さらにその程度の記載だけでは早く分解される薬剤の提供というこの事件第1項発

明の目的を達成するためにどの種類の重合体をどの程度の比率で使用した時にこの事件出

願発明の分解時間になれるのかを通常の技術者が過剰な実験なく容易にわかる、または予

測できるとは言い難い(特許裁判所2009.6.19.宣告2008ホ10504判決参照)。 

 製剤の物理的な形態または賦形剤などに特徴がある医薬品製剤発明は新しい医薬用途と関連

が無く、医薬としての活性成分を構成とするが、明細書にその製剤の薬理効果を必ずしも記載

する必要はない。但し、製剤による効果を記載する時、薬理または治療効果としても記載でき

る。 

 (例)消炎剤を含む注射剤の薬理データが要求されない場合 

  ☞この出願発明は消炎剤として公知となった物質を新しい投与形態の剤形である非経口用

水混化性注射剤として開発した点に特徴がある発明として、消炎剤の薬理的効果はこの

出願発明の出願以前に既に知られていたものであるため、その薬理的効果に関して新規

化合物の医薬用途や公知となった化合物の新しい医薬用途に関する発明と同程度の薬理

データが要求されるものではない(特許審判院2002.5.31.2001ウォン519審決参照)。 

2.2 請求範囲 

2.2.1 医薬用途の記載及び解釈 

2.2.1.1. 医薬用途発明の表現形式 

 目的とする用途が医薬である用途発明は原則的に組成物の形式で記載しなければならない。 

 (例)化合物Aを有効成分とするB疾病治療用薬学組成物 
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  ※「B疾病治療のための化合物A」は医薬用途を請求するものではなく、「化合物A」を請求

するものと判断する。 

 (例)急性炎症性疾患を治療または予防するために使用することを特徴とするケミグレナル(Ca

migrenal) 

  ☞出願発明は化合物を医薬用途に限定しているものの、これは実質的に化合物に関する発

明であり、ケミグレナルが天然物から分離された化合物であっても出願発明は天然物の

医薬用途発明と見ることはできない(特許裁判所2002.4.4.宣告2001ホ1501判決参照)。 

2.2.1.2 医薬用途の表示 

 医薬用途の表示において医薬用途を限定しない「医薬」、「治療剤」という包括的記載は認

めない。 

 医薬用途の表示は原則的に疾病の診断、治療、軽減、処置または予防に該当する薬効として

表現しなければならない。 

 (例)配列番号1のポリペプチド及び薬剤学的に許容される担体を含むGAVE8シグナル伝達活性

抑制用治療学的組成物 

  ☞ヒトGAVE8はGタンパク質－カップリングされた受容体上位ファミリーの構成員として「G

AVE8シグナル伝達活性抑制用」という表現は、配列番号1のポリペプチドによって治療で

きる病理学的症状が把握できない表現で、そのもの自体では実質的に薬効を意味すると

認められず、医薬としての用途が不明確な表現であるために許容できない。 

 但し、医薬用途が薬理機転でのみ定義づけられたとしても、当該表現が通常の技術者に具体

的な薬効として認識されているため、医薬としての用途が明確であると認められる場合にはそ

のような記載が許容できる。 

 ※2020.2.25.食品医薬品安全処例規第148号「医薬品など分類番号に関する規定」に表示され

た医薬用途記載は許容(付録参照) 
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 (例)化学式Ⅰの化合物を有効成分とする抗ヒスタミン剤 

  ☞ヒスタミンは体内で遊離され発疹などを引き起こす因子として「抗ヒスタミン剤」とい

う表現は薬理機転に関する表現であるが、薬効として当業界で認識されているために医

薬としての用途が明確であるため許容される。 

 (例)化合物Ⅰを有効成分とする自己免疫疾患治療剤 

  ☞「自己免疫疾患治療」という表現は当業界で医薬としての用途が明確であるために許容

される。 

 (例)第Ⅷ因子であるタンパク質及び生理学的に許容可能な担体を含むことを特徴とする第Ⅷ

因子欠乏症候－軽減用薬学的組成物 

  ☞血友病は血液凝固過程の必須段階のうち一つの段階に関与する第Ⅷ因子が欠乏して生じ

る出血障害であり、「第Ⅷ因子欠乏症候－軽減用」という表現は血友病の治療のための

具体的な薬効として当業界で認識されているため、医薬としての用途が明確なので許容

できる。 

 (例)一般式を持つ脈管形成抑制化合物及び製薬学的に許容可能な賦形剤を含む、脈管形成を

抑制する上で効果的な組成物 

  ☞「脈管形成を抑制する上で効果的な」という表現は該当分野で脈管形成依存疾病の概念

が使われていることが証明されているため、薬効に関する記載としてその内容が明確で

あるので医薬用途の記載として許容される。但し、具体的な薬効として認識できないた

め、医薬用途が不明確な表現まで全て許容するという趣旨ではない。 

 (参考)医薬の用途発明においては特定物質が持っている医薬の用途が発明の構成要件に該当

するため、発明の特許請求範囲には特性物質の医薬用途を対象疾病または薬効として

明確に記載しなければならない。～(中略)～請求項第1項は「原審判示の一般式を持つ

脈管形成抑制化合物及び製薬学的に許容可能な賦形剤を含む、脈管形成を抑制する上

で効果的な組成物」と記載されているが、この事件出願発明の明細書には～(中略)～
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非調節された脈管形成によって生成された多様な病理学的状態は脈管形成依存または

関連疾病に統合されて群を形成し、脈管形成過程をコントロールするための治療はそ

の疾病の撤廃及び緩和に導くことができると記載されていて、この事件出願発明の特

許出願前に公知となった文献にも「腫瘍の成長、腎血管緑内障及びリューマチ性関節

炎の病理学的な進行過程などのような様々な症状が脈管形成依存疾病とともにグルー

プ分けでき、それらの病因から脈管形成成分をコントロールすることでその進行が制

御できる」と記載されているため、したがって医薬の用途発明に関する請求項第1項の

記載内容はその組成物の有効成分に脈管形成を抑制する特別な性質があるという事実

の発見に基づいて病理学的な進行過程で現れる望まない脈管形成を治療または予防で

きるという趣旨の薬効を表現していて、その内容もまた明確であるため、請求項第1項

は脈管形成機転や脈管形成抑制機転と疾病との相関関係が公知かどうかに関係なく医

薬の用途を明確に表示していると見るのが相当である(大法院2004.12.23.宣告2003フ1

550判決参照)。 

2.2.1.3 医薬の用途を記載する際に有効成分の薬理機転を付加した場合 

 請求範囲に疾病の診断、治療、軽減、処置または予防に該当する薬効として表現された医薬

の用途が記載されると同時に有効成分の薬理機転が追加で記載された場合、有効成分の薬理機

転に関する表現自体は不明確なものと見ることができない。しかし、これを独立的な構成と認

めず、明細書からそのような薬理機転によって表れる有効成分の薬効が何なのか把握して医薬

の用途を解釈する。 

 (参考)医薬用途発明では特定物質とそれが持っている医薬用途が発明を構成するもので、薬

理機転は特定物質に不可分的に内在された属性として特定物質と医薬用途との結合を

導出する契機に過ぎない。したがって医薬用途発明の特許請求範囲に記載されている

薬理機転は特定物質が持っている医薬用途を特定する限度内でのみ発明の構成要素と

して意味を持つだけで、薬理機転そのものが特許請求範囲を限定する構成要素と見て

はならない(大法院2014.5.16.宣告2012フ238及び2012フ3664判決参照)。 
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 (例)オロパタジンを有効成分として含む、ヒト結膜肥満細胞を安定化して人間のアレルギー

性結膜炎を治療するための局所投与眼科用組成物 

 (例)糖尿病を予防するもしくは治療するための、ペルオキシソーム増殖活性化受容体ガンマ

(PPARγ)コントロール遺伝子の伝写を誘導する、アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤であ

るテルミサルタンまたはこれの塩を薬剤学的有効量として含むや宇座医学的組成物 

2.2.2 有効成分の記載方式 

2.2.2.1 化合物の医薬発明 

 有機化合物を化合物名または化学構造式で特定して記載する(マーカッシュ形式の表現は認め

る)。但し、化合物名または化学構造式で特定できない場合は物理化学的性質で特定でき、製造

方法を追加して記載できる(具体的な事項は有機化合物審査実務外となど参照)。 

 有効成分を機能的に表現した場合は発明の説明によって裏付けられず、この技術分野で通常

の知識を持つ者がこの発明を容易に実施できる程度に明確かつ詳細に記載しなかったものとみ

なす。 

 (参考)この事件第1項発明の特許請求範囲は「コラゲナーゼ－3選択的抑制剤」に含まれる複

数の化学物質の中でただ2つの化合物に限って発明の詳細な説明でその薬理効果が具体

的に裏付けられているだけで、残りの化学物質に対する関係ではその薬理効果が具体

的に裏付けられていないと言える。さらにこの事件第1項発明は「コラゲナーゼ－3選

択的抑制剤」に含まれる化合物を化学構造で特定して表示可能であるにもかかわらず、

これを性質または作用として表現することで出願当時の公知化合物だけでなく出願当

時はその存在及び効果が全く予測できなかった将来に開発される数多くの化合物まで

全て上記の「コラゲナーゼ－3選択的抑制剤」に含まれる結果となり、そのような将来

開発される化合物が当然上記の二つの化合物と同程度の臨床的相関関係を示すと予測

できない(大法院2006.5.11.宣告2004フ1120判決参照)。  

 (例)IC50値が6.8nM以下であるcGMP PDEV抑制剤または製薬上許容される塩を含む男性の勃起障
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害を治療するための経口投与用製薬組成物 

  ☞この出願の多数の化合物のPDEV酵素抑制活性が公知されておらず、この出願の出願日以

前にその化合物が勃起を示す薬理機転が明らかになったと言えないが、明細書には特定

されない一つの化合物の試験結果が記載されているだけで、当業者がこの事件出願発明

を明確に認識し、理解し、再現できるように記載されたと見ることができず、発明の詳

細な説明によって裏付けられない広範囲な権利範囲を請求したものであるため、明細書

及び特許請求範囲に記載不備がある(特許裁判所2003.1.10.宣告2001ホ2771判決参照)。 

 (例)コラゲナーゼ－3の抑制に効果的な量のコラゲナーゼ－3選択的抑制剤を含む骨関節炎、

リューマチ性関節炎またはがんを治療または予防するための薬学組成物 

2.2.2.2 天然物医薬発明 

 天然物抽出物の医薬用途を請求する発明の請求範囲は「…抽出物を有効成分として含む…治

療または予防用の薬学組成物」と記載しなければならない。 

 (例)高麗人参抽出物を有効成分として含む抗がん用薬学組成物 

 (例)イチョウの葉のn-核酸抽出物を含む心血管疾患治療用薬学組成物 

  ※「…治療用…抽出物」は医薬用途を請求するものではなく、抽出物を請求するものと見

て、化合物を請求するものと同じく取り扱う。 

天然物抽出物は以下に列挙する形式で記載できる。 

(1)物理的な定性・定量的な性質に限定した抽出物 

 (例)Aから抽出されたものとして、 

  －性状：淡黄色無定形の吸収性粉末で1㎎中のケイ素類をケイ素換算量として1～20㎍を含

   む 

  －溶解性：水、メタノール、エタノールに可溶、ベンゼン、エーテルに不溶 
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  －pH：6.0～8.3 

  －紫外線吸収：λmax＝265～275nm 

  －呈色反応：アミノ酸(ニンヒドリン反応：陽性) 

        糖(オルシノール－塩化鉄Ⅲ－塩酸塩：陽性) 

        リン(モリブデンブルー法：陽性) 

        タンパク質(トリクロロ酢酸法：陰性) 

        フェノール(塩化鉄試験法：陰性) 

   の性質を保有することを特徴とする分画抽出物 

(2)抽出物を分離するための具体的な製法に限定した抽出物 

 (例)(1)水溶液中の有機溶媒の濃度が70v/v％以上である、プロポリス粗抽出物を含む親水性

有機溶媒水溶液を製造し、(2)上記有機溶媒の濃度を30～55v/v％の範囲の濃度まで減少

させ、(3)収得した溶液を0.5～20時間放置して上記有機溶媒の30～50v/v％溶液中に溶解

されたプロポリス有効成分を含む上層液と上記有機溶媒の30～50v/v％溶液中に溶解され

なかった沈殿物を含む下層液を形成した後、(4)上層液を分離して得られることを特徴と

するプロポリス抽出精製物 

(3)具体的な組成成分に限定した抽出物 

 (例)20～30重量部のフラボン配糖体、2.5～4.5重量部のギンコライドA、B、C及びJ.10ppm以

下のアルキルフェノール化合物、10重量部以下のプロアントシアニジンで構成されたイ

チョウの葉抽出物 

(4)上記形式中の2以上の形式が混合された抽出物 

 (例)n-核酸を溶媒として抽出できるものとして、フラボノイド化合物とその配糖体、ギンコ

ライド、ビロバリド及びプロアントシアニジンオリゴマー化合物が含まれ、不活性であ
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る脂溶性成分が排除されたものであることを特徴とするイチョウの葉抽出物(組成成分と

製法に限定した抽出物の例)。 

 (例)植物の光合成から由来し、酸素運搬能力を持つタンパク質分画としてSDS勾配ゲル電気泳

動装置で67000±10000ダルトンの分子量を持ち、電気泳動処理及び透析処理によって製

造されたことを特徴とする抽出精製物(物理的特性と製法に限定した抽出物の例)。 

2.2.2.3 バイオ医薬発明 

 ペプチドまたは核酸に関するバイオ医薬発明で、ペプチドまたは核酸はそのアミノ酸配列ま

たは核酸塩基配列を特定して記載する。 

 (例)配列番号1のアミノ酸配列で構成されるペプチドA 

 (例)配列番号2の塩基配列によってコードされるタンパク質X 

 タンパク質変異体の場合にはタンパク質変異体でアミノ酸が「欠失」、「置換」あるいは

「付加」された位置と内容を明確に記載する。 

 (例)配列番号2のアミノ酸配列で90番目のAlaがHisに置換されたタンパク質P 

 (例)配列番号2のアミノ酸配列で位置25、89及び251から253までのアミノ酸が疎水性アミノ酸

に置換されたペプチドAを含む抗生用薬学的組成物 

  ☞この場合疎水性アミノ酸の種類及びこれら疎水性アミノ酸に置換されたペプチドAが抗生

活性を示すことを発明の説明によって具体的かつ十分に裏付けられなければならない。 

 抗体は可変領域のアミノ酸配列またはこれをコードする核酸の塩基配列で特定するか、モノ

クローナル抗体が認識する抗原とモノクローナル抗体を生産するハイブリドーマに特定して記

載することを原則とし、交差反応性などの性質を追加の特定手段として記載できる。 

[請求項1]重鎖可変領域のCDR1は配列番号1、CDR2は配列番号2、CDR3は配列番号3のアミノ酸配

列で構成され、軽鎖可変領域のCDR1は配列番号4、CDR2は配列番号5、CDR3は配列番号6のアミノ

酸配列で構成されるモノクローナル抗体。 



第5部医薬分野審査実務ガイド 

18 

 

[請求項2]第1項において、重鎖可変領域は配列番号1から3までのアミノ酸配列を含み、配列番

号7と90％以上の配列同一性を持ち、軽鎖可変領域は配列番号4から6までのアミノ酸配列を含

み、配列番号8と90％以上の配列同一性を持つ抗体。 

☞モノクローナル抗体は重鎖可変領域のCDR1、CDR2、CDR3及び軽鎖可変領域のCDR1、CDR2、CDR

3のアミノ酸配列の組合せまたはこれをコードする遺伝子配列に限定して記載できる。但し、重

鎖可変領域及び軽鎖可変領域のCDR組合せが特定された抗体を引用しながらその抗体を重鎖及び

軽鎖可変領域と配列同一性に限定して請求する場合には、その請求項内で重鎖可変領域及び軽

鎖可変領域のCDR組合せがともに特定されてこそ抗体が明確に特定されたものとみなす。 

 バイオ医薬の用途を請求する発明もタンパク質、核酸などの有効成分及びその医薬用途を明

確に記載しなければならない。 

 (例)配列番号1のアミノ酸配列で構成されたペプチドA及び配列番号2のアミノ酸配列で構成さ

れたペプチドBが結合した融合タンパク質を含むインフルエンザウイルス検出のための組

成物 

 (例)受託番号KCTC○○○○Pであるハイブリドーマによって生産される、細菌Xの抗原Aに対す

るモノクローナル抗体を含む、細菌X感染症予防または治療用薬学組成物 

 (例)配列番号1のアミノ酸配列で構成された重鎖可変領域及び配列番号2のアミノ酸配列で構

成された軽鎖可変領域を含むモノクローナル抗体を含む自己免疫疾患治療剤。 

2.2.3 医薬品製剤発明の有効成分及び医薬用途の記載 

製剤の物理的形態または賦形剤などに技術的な特徴があり、薬効を示す成分または医薬用途

に技術的な特徴があるものでない場合、請求範囲に薬効を示す成分と医薬用途を必ずしも記載

する必要はない。 

2.3 学術用語に従わない記載 

 学術用語(物質の化学名など)に従わない表現は原則的に認めない。但し、発明の説明の中で
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定義して仮称で使用した場合として他に適した用語がない場合、例えば単一化合物で新規物質

として化学名が決定されていない場合、あるいは審査当時その医薬を表示するものとして学界

で認められている場合は例外とする。 
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3．特許要件 

3.1 産業上の利用可能性 

3.1.1 人間を対象とする医療行為に関する発明 

 人の疾病を診断、治療、処置、軽減、予防する、もしくは健康を増進させるなどの方法(医療

行為に属するもの)に関する発明は産業上利用できない発明と見る。 

 人を診断、治療及び手術するために患者に施される全般的な物理的医療行為の他にも、これ

のための予備的処置方法(例：麻酔方法)も産業上の利用可能性が無く、また人間に対する避妊、

分娩などの処置方法に対しても治療または診断する方法と同様に取り扱う。 

 (例)レントゲン写真による人間の内部器官の状態を診断する方法 

 (例)放射能で標識された化合物を投与して患者の病巣感染部位を探し出す方法(診断及び治療

のための予備的方法に属する) 

 (例)避妊用薬剤を女性に投与して妊娠を抑制する方法 

請求範囲が人の疾病を治療または診断する方法などで記載されていなくても、その発明が実

質的に人の疾病を治療または診断する方法などの発明である場合は、産業上の利用可能性が無

い発明と見る。 

(例)化合物を投与して腫瘍組織細胞の増殖を抑制する方法(実質的にはがんを治療するための

方法と見る) 

 人間の治療方法、診断方法及び手術方法と関連の無い発明である場合、産業上利用できる発

明と見る。但し、美容効果と治療効果を同時に示す発明である場合、その発明の産業上利用可

能性は認められないものとする。 

 (例)患者と6つの組織的合成抗原(HLA)遺伝子が一致する臍帯血を選択し、それから幹細胞を

分離及び培養して得られた幹細胞を禿部位に移植する方法 
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  ☞毛髪を移植する方法に関する発明は美容的効果の他に脱毛症を治療する効果も得られる

発明として認められるため、産業上利用できない発明と見る。 

 (例)顔面皮膚に角質剥離促進剤である5.15－ジアセトキシ－3－フェニルアセトキシ－14―オ

キソラティラジエン－6(17)－エポキシドを30分間接触させた後、洗浄して角質を剥離す

る方法 

  ☞顔面皮膚を化学的方法で剥離する方法は皮膚の疾病状態改善のための治療方法に該当し

得るものと認められるため、産業上利用できない発明と見る。 

3.1.2 人間を除いた動物を対象とする医療行為に関する発明 

 医薬を使用して人間を除いた哺乳動物の疾病を治療、診断、軽減、処置または予防もしくは

発育を促進するなどの方法の発明は産業上利用できる発明とする。 

 (参考)人の疾病を診断、治療、軽減、予防、または健康増進などの医薬の調剤方法及び医薬

を使用した医療行為に関する発明は産業に利用できる発明と言えず特許が受けられな

いが、但し動物を対象とする治療方法などの発明は特許の対象になり得るため、出願

発明が動物の疾病だけでなく人の疾病にも使用できる医療行為に関する発明に該当す

る場合にもその特許請求範囲の記載で動物にだけ限定して特許請求することを明示し

ていれば、これは産業上利用できる発明として特許の対象となる(大法院1991.3.12.宣

告90フ250判決参照)。 

3.1.3 人体外排出物を対象とする発明 

 人体から既に採取、除去、排出されたモノ、例えば人の血液、血漿、血清、尿、便、膿、髄

液、胎盤、腫瘍、毛髪、爪などを原料とする医薬を製造する発明は産業上利用できる発明と見

る。 

 特許法第32条の適用可否の判断が必要な場合 

(1)請求範囲の記載及び発明の説明全体を考慮する時、手術で切り取られた人体の一部や死体な
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どを使用する発明 

(2)人体に特定物を適用した後、排出物、血液などを採取し、それを原料として医薬を製造する

方法の発明が公序良俗または公衆の衛生を害する恐れがある場合 

3.１.4 配列など単純な情報を請求する場合 

 請求する対象がアミノ酸配列、塩基配列またはタンパク質3次構造に対する原子座標自体であ

るものは単純な情報を提示したことに過ぎず、発明に該当しないため、産業上利用可能性があ

る発明と見ない。 

 (例)配列番号1と表示される遺伝子配列 

 (例)配列番号2のアミノ酸配列 

  ☞技術的特徴が情報内容にあり、発明の目的がその情報を提示することだけにある場合は、

単純な情報の提示に過ぎず、特許法で定義する発明に該当しないため、産業上利用可能

性が無い。 

3.2 特許法第32条に該当する発明 

3.2.1 公序良俗を乱す恐れがある発明 

 人間に危害を及ぼす方法、人体を拘束して人間の尊厳性を害する恐れがある方法などで得た

身体の一部を原料とする医薬及びこれの製法は特許法第32条に該当して特許が受けられない。 

 人間の身体を原料として使用するが、以下のような発明は人間の尊厳性を害する懸念がない

ので特許が受けられる。 

 －人の血液を原料とする医薬及びその製法 

 －人の胎盤を原料とする医薬及びその製法 

  ☞胎盤は妊娠によって新しく作られる臓器であるが、胎盤自体はその機能を終えた後自然

に排出されるもので、このような自然排出後のものであればこれを使用しても人間の尊
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厳を害するものと言えないので特許が受けられる。 

 製造販売が法で禁止されているという理由だけで公序良俗を乱す懸念がある発明とは言えず、

下記のような発明はその製造・販売が麻薬法で禁止されているが、特許を受けることができる。 

 －ジアセチルモルヒネ(Diacetyl morphine)の製剤及びその製法 

3.2.2 公衆の衛生を害する恐れがある発明 

 発明本来の目的のための実施が必然的に公衆の衛生を害する時は、その発明は「公衆の衛生

を害する恐れがある発明」に該当して特許を受けることができない。 

※特許が受けられない場合 

－人体に有害な量の有害物を安定剤、着色剤、被覆材などで使用する医薬及びその製法の発明 

 ☞有害物が使用された場合、公衆の衛生を害する恐れがある発明かどうかの判断はその有害

物による有害性と目的とする効果を比較して総合的に判断する。 

－人間から分離されていない人間細胞から抗体を生産する方法 

 その実施状態によって有害でも、無害でもあるものはこの規定に該当しないものとして取り

扱う(例：胎児に害を及ぼす恐れがあり、妊婦には投与が禁止されるが、一般人には許容される

医薬発明)。 

 薬事法によって許可を得た医薬発明に対しては衛生に害を及ぼすものと見做さない。但し、

食品医薬安全処長が自主回収、製造・輸入禁止措置を取った医薬品と関連した発明に対しては

原則的に公衆の衛生を害する恐れがある発明とみなす。 

3.3 新規性 

3.3.1 医薬用途発明 

 公知となった物質の医薬用途に関する発明は用途(投与用法・用量、対象患者群に限定された

医薬用途も含む)を異にする限り同一であると見做せない。ただし、引用発明と出願発明が下記
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のいずれかに該当する場合、その出願発明は引用発明と同じものであるため、新規性が無いも

のとみなす。 

－医薬用途が表現上相異なっても薬理効果が同一または密接な薬理作用に基づいていると判断

される場合 

－医薬の適用対象、適用手段及び適用時期などを実質的に区別できない場合 

3.3.2 天然物の医薬発明 

 出願発明が『神農本草経』、『皇帝内経』、『傷寒論』、『医心方』、『郷薬救急方』、

『郷薬集成方』、『医方類聚』、『東医宝鑑』、『中薬大辞典』、『図解郷薬大辞典』などの

既存韓医書及び韓薬関連辞書に記載された処方、民間療法から由来した処方など先行技術を模

倣して記載したものに過ぎないのであれば、その発明は新規性が無いものとみなす。 

(例)既存韓医書などに記載された処方などを模倣した場合 

[請求項]ミミズの乾燥粉末を有効成分として含む糖尿病治療剤 

[引用発明]ミミズが消渇症状を緩和する 

☞消渇は昔から「小腹疝気」と言い、糖尿病のような症状を指す言葉で、これはこの技術分野

で広く知られている事実であるため、出願発明は新規性が無い(大法院1997.4.25.宣告96フ627

判決参照)。 

(例)既存韓医書などに記載された処方などを模倣した場合 

[請求項]生きたミミズを有機酸塩などが含まれた水溶液を放置して糞土を排泄させた後、凍結

乾燥、真空乾燥を通じて得た乾燥粉末を有効成分として含む血圧調節剤 

[引用発明](中薬大辞典、中華人民共和国薬典、韓国本草学) 

ミミズの乾燥粉末や懸濁液などが高血圧治療剤として効用がある。 

☞血圧調節剤とは低血圧及び高血圧治療剤を全て含み、出願発明が血圧調節剤というモノを請
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求しているため、引用発明によって出願発明は新規性が無い(大法院1997.4.25.宣告96フ603

判決参照)。 

 混合薬材あるいは単一薬材を加工して作った医薬として、その構成及び用途が既存の韓医書、

韓薬関連辞書または民間療法から公知となっても、新しい医薬的な用途を発明したのであれば

新規性があるものとみなす。 

 (例)新しい医学的な用途を発見した場合 

[請求項]白頭翁の根のエキスを有効成分とする糖尿病治療用組成物 

[引用発明1]白頭翁のエキスが抗アメーバ、抗トリコモナス、抗菌剤として使用される。 

[引用発明2]翁草の根の抽出物の抗がん剤としての用途 

☞翁草の根の抽出物の糖尿病治療剤としての具体的な用途が引用発明1及び2に公知となったこ

とが無く、出願発明の医薬用途が引用発明1及び2に記載された医薬用途と相異なるため新規

性が認められる。 

3.3.3 バイオ医薬発明 

 ペプチドまたは核酸を含むバイオ医薬発明で有効成分は原則的にペプチドのアミノ酸配列ま

たは核酸の塩基配列を先行技術と比較して新規性の有無を判断し、先行技術と同じ配列のペプ

チドまたは核酸を含む医薬組成物の新規性は医薬用途を中心に判断する。 

 (例)公知のペプチドとアミノ酸配列が異なるペプチド 

[請求項]配列番号1(GAPRMRCTA)で構成されたペプチドA 

[引用発明]配列番号1(AMILCAKVRA)で構成されたペプチドA 

☞タンパク質の名称が同じでも分離・精製された状態で開示され、アミノ酸配列に違いがあっ

て公知の物質と比較して別個の物質として区別される場合は新規のものとみなす。 

(例)公知のペプチドの一部で構成された断片 
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[請求項]タンパク質X由来のアミノ酸配列CGSEQNPTAで表示されるペプチド 

[引用発明]タンパク質Xの全長アミノ酸配列 

☞タンパク質Xの全長配列が公知となっていても、その一部断片で構成されるペプチドは公知の

タンパク質Xと別個の物質として新規のものとみなす。 

(例)公知のペプチドを含むが、相異なる医薬用途を請求する場合 

[請求項]配列番号1(GAPRMRCTA)で構成されたペプチドを含む肝臓がん治療用組成物 

[引用発明]配列番号1(GAPRMRCTA)で構成されたペプチドを含む肺がん治療用組成物 

☞公知のペプチドまたは組み換えタンパク質を有効成分として含んでいても、その医薬用途が

相異なるため、新規性が認められる。 

抗体を含むバイオ医薬発明は抗体のアミノ酸配列、その抗原やエピトープを基準に抗体の新

規性を判断し、公知の抗体を含む組成物はその医薬用途が公知かとうかで新規性を判断する。 

(例)公知の抗原に対する抗体であるが、既存の抗体とアミノ酸配列が相異なる抗体を含む場

   合 

[請求項]配列番号1の重鎖可変領域及び配列番号2の軽鎖可変領域を含む抗体を含むAIDS治療用

組成物 

[引用発明]抗原Aに対する抗体を含むAIDS治療用組成物 

☞配列番号1の重鎖可変領域及び配列番号2の軽鎖可変領域を含む抗体が抗原Aに対する抗体であ

る場合でも、出願発明の特定配列に限定された抗体が引用発明の抗体とアミノ酸配列が相異

なる場合は新規のものとみなす。 

3.3.4 その他 

3.3.4.1 発明の記載形式は異なるが、実質的に同じ発明 
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 請求範囲に記載された発明と先行発明の構成が形式的に相異なっても、目的及び効果が同じ

場合には実質的に同じ発明に該当する。 

 医薬の製造装置の発明とその単純な使用方法と見られる医薬の製造方法の発明(例えば請求範

囲の末尾がそれぞれ錠剤の製造方法、錠剤の製造装置となっていて、残りの構成は同じ場合)な

どは実質的に同じ発明とみなす。 

 薬剤の発明とその単純な使用方法の発明は実質的に同じ発明と見る。 

混合物の発明と単純な混合によるその製法の発明は実質的に同じ発明と見る。 

(例)①A、Bで構成されたC用の安定剤 

  ②AとBを添加することでC用の安定剤を作る製法 

(例)①AとBとなっている家畜用駆虫剤 

  ②AとBを家畜に投与することで行われる駆虫方法 

  ③AとBを混合する家畜用駆虫剤の製法 

3.3.4.2 請求範囲の末尾表現だけが異なる製法発明 

 請求範囲末尾の表現(例えば用途表現)が異なる医薬の製法発明であっても、製法自体が同じ

で同じ薬理効果に基づいた場合、同じ発明と見做して新規性が無いものと見る。 

 (例)①牛または豚の膵臓をクロロホルム飽和水で抽出し、抽出液にアルコールを加えて生成

する沈殿を採取することを特徴とする酵素の製法 

   ②···············特徴とする消化酵素の製法 

   ③···············特徴とする胃腸薬の製法 

  ☞上記発明においてそれぞれ他発明の用途を同一表現で表示していなくても、原料と処理

手段が同一であれば生産物が同一で類似する薬理効果を基にしたものであるため、これ

らは同一発明と認められる。 
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3.3.4.3 上位概念で表現された発明と下位概念で表現された発明 

 引用発明が下位概念で表現された発明で、出願発明がその下位概念の上位概念で表現された

発明である場合、その出願発明は引用発明によって新規性が失われる。 

 (例)引用発明が下位概念で、出願発明が上位概念である場合 

[請求項]植物Aをエチレングリコールモノエーテルで抽出することを特徴とする強心剤の製法 

[引用発明]植物Aをエチレングリコールモノメチルエーテルで抽出することを特徴とする強心剤

の製法 

☞エチレングリコールモノエーテルはエチレングリコールモノメチルエテールの上位概念に該

当するため、両者は同一発明とみなす。 

3.3.4.4 新しい工程が付加された製法発明 

 新しい工程が付加された製法発明は新規性があるものと見る。但し、付加された工程が公知

あるいは慣用技術の工程で、その工程が単純に付加されたもので新しい技術的思想の創作が無

ければ新規性が無いものと見る。 

 (例)公知または慣用技術の工程が付加された発明の場合 

[請求項]油をヨード化して得られるヨード化油Xを使用して水溶化することを特徴とするヨード

化油製剤の製法 

[引用発明]ヨード化油Xを使用して水溶化することを特徴とするヨード化油製剤の製法 

☞ヨード化油の製造工程が公知であれば、両者は同一発明と見る。 

(例)公知の工程が付加された場合 

[請求項]乾燥微粉末にした植物Aをテトラヒドロフランに抽出したことを特徴とする薬効植物抽

出物の製法 
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[引用発明]植物Aをテトラヒドロフランに抽出することを特徴とする薬効植物抽出物の製法 

 ☞植物成分を抽出することにおいて原料植物の乾燥微粉末を使用することは明らかな実施状

態である。 

3.4 進歩性 

3.4.1 医薬用途発明 

3.4.1.1 医薬用途発明の性質と判断基準 

 医薬用途発明は特定物質の薬理効果を明かしたものであるため、薬理効果が出願当時の技術

水準から見てその活性物質の化学構造または組成物の構成成分から容易に類推できない程度の

発明、または引用発明に記載された薬理機転から通常の技術者が容易に推論できない程度の顕

著な効果がある場合には進歩性があるものと見る。 

 しかし、通常の技術者が先行発明から活性物質の特定疾病に対する治療効果を容易に予測で

きる程度に過ぎない時は進歩性が否定され、先行文献にその医薬用途を具体的に確認した実験

結果が記載されていてこそ進歩性が否定されるわけではない。 

(参考)医薬用途発明では通常の技術者が先行発明から特定物質の特定疾病に対する治療効果が

容易に予測できる程度に過ぎない時はその進歩性が否定され、このような場合先行発明

で臨床試験などによる治療効果が確認されることまで要求されるとは言えない(大法院20

19.1.31.宣告2016フ502判決参照)。 

   ☞「STI571を含むGIST治療用薬剤学的組成物」であるこの事件発明に対応して先行発明

にSTI571がc-kitの非正常的な活性を抑制することでGIST治療に効果が表れるという暗

示、動機などが提示されていて、先行発明はGIST治療に関する技術分野及び技術的課

題が同じでその結合が難しくなく、先行発明からSTI571のGIST治療用途に対する効果

も容易に予測できるため、進歩性が否定される。 

(例)人に使用する物質を家畜または家畜用として転用する発明 
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[請求項]化合物Aを含む家畜線虫駆除用組成物 

[引用発明]化合物Aを含む人間回虫駆除用組成物 

☞人に使用する薬として公知となった物質を動物の同一または類似する疾病用医薬として単純

に転用することは進歩性が無い。また、同一または類似する疾病に対する動物用医薬として

知られている物質を人間用医薬として単純に転用したものに過ぎない発明は進歩性が無い。 

3.4.1.2 複数の有効成分を含む医薬用途発明 

 医薬用途発明の有効成分が複数である場合、医薬用途とともにその有効成分の結合容易性を

判断しなければならず、選択された複数の有効成分が先行技術に比べて異質的もしくは著しく

優秀な効果を示す場合は進歩性が認められる。 

(例)有効成分中の一つを容易に置換できるが、効果が顕著でない場合 

[請求項]tPA及びエダラボンを含む虚血疾患の治療または予防用の薬学組成物 

[引用発明]抗血栓剤及びエダラボンの併用療法が脳卒中に有効性があり、安全性の面で支障な

く投与、抗血栓剤としてウロキナーゼ(UK)など薬理機転が異なる三種類の薬物を使用 

☞引用発明に複数の種類の抗血栓剤との併用療法が開示されていて、tPAはUKの代替品に該当

し、重症患者に対する効果は引用発明より劣るため、構成の困難性及び効果の顕著性が無い

(大法院2012.3.29.宣告2011フ3612判決参照)。 

(例)併用される薬物の作用機転に差があり、顕著な効果を示す場合 

[請求項]血流遮断剤A及び抗がん剤Bを含む腫瘍治療用キットで、Bを投与した後にAを投与する

説明書を含む 

[引用発明1]血流遮断剤A‛及び抗がん剤Bの抗腫瘍効果、BをA‛投与15分時点と1時間後時点の間

に投与 

[引用発明2]Aとベバシズマブを併用 
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☞投与順序に関する構成は容易に導出できるが、従来技術によればBの効果上昇はTNF生成に関

するものと認識されるが、Aは血流遮断剤ではあるもののTNF生成誘導機転を持っていないた

め、引用発明1のA‛をAに置換する動機がなく、出願発明が引用発明1に比べて腫瘍壊死増加効

果が顕著なので進歩性が認められる(特許裁判所2018.6.29.宣告2017ホ3522判決参照)。 

(例)有効成分の組合せが同じであるが、医薬用途が容易に導出できない場合 

[請求項]塩及びブドウ糖の組合せ物を有効成分として含む膣弛緩症または膣乾燥症の予防及び

治療用非経口用薬学組成物 

[引用発明1]塩及びブドウ糖が配合された配合物を有効成分として含む膣内炎症予防及び治療に

効果的な、非経口用組成物 

[引用発明2]塩、ブドウ糖など12の成分が含まれた女性清潔剤が膣を健康にする 

☞引用発明1の膣内炎症と膣弛緩症は互いに直接的な関連がないため、効果が同質的なものでは

なく、引用発明2には膣乾燥症や膣弛緩症に効能のある成分に関する記載や暗示がないので、

引用発明からこの出願発明の構成を容易に導出できない(特許裁判所2019.2.22.宣告2018ホ15

30判決参照)。 

3.4.1.3 投与用法・用量または対象患者群に限定された医薬用途発明 

投与用法・用量または対象患者群を限定した医薬の用途発明においてそのような限定事項を

構成として認めて進歩性を判断する。 

 投与用法・用量、対象患者群を限定した構成によって通常の技術者が予測できない顕著な効

果が表れ、特許として保護する価値があると認められる場合、進歩性があるものと見る。 

(例)引用発明に類似する投与用法・用量が記載されている場合 

[請求項]担体基質の表面に付着した0.5から1.0㎎までの化合物Aを1日1回投与するB型肝炎ウイ

ルス感染の予防または治療用薬学的組成物 
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[引用発明1]実験動物に経口で0.02～0.5㎎/kgの化合物Aを3カ月間毎日投与した時、B型肝炎ウ

イルスによる肝炎に効果、化合物Aの臨床第Ⅰ相試験で1、2.5、5、10、20または40㎎を単一経

口用量で健康な志願者に投与した時の安全性確認、血中消失半減期は55時間、臨床第Ⅱ相試験

進行中。 

[引用発明2]臨床第Ⅱ相試験段階で化合物Aを0.5～2.5㎎(経口毎日)、EC50は0.00375μmol/L 

☞薬理効果及び服用利便性の向上のため、単位投与用量及び投与方法を最適化することが医薬

分野で通常的に行われる程度の技術的事項であるため、通常の技術者であれば引用発明から

化合物Aを1㎎の低用量で1日1回投与する時も有効な効果を示すことが十分予測可能であり、

この出願発明が引用発明から予測できない程度の顕著な効果を持っていると見ることができ

ない(大法院2015.5.21.宣告2014フ768判決参照)。 

(例)引用発明から投与用法・用量を類推できる場合 

[請求項1] 

1日総容量を2～20㎎以下にして経口投与することに適した、タダラフィル1～20㎎を含む性機能

障害治療用薬剤単位剤形 

[請求項2] 

第1項において、単位剤形の中でタダラフィル20㎎を含む1日1回投与用薬剤単位剤形 

(実施例) 

 臨床試験を通じた用量決定担体基質の表面に付着された0.5から1.0㎎までの化合物Aを1日1回

投与するB型肝炎ウイルス感染の予防または治療用薬学的組成物 

[引用発明] 

タダラフィルを含む勃起障害の治療剤 

タダラフィルの経口投与量は平均成人患者(70kg)に対して1日0.5～800㎎の範囲、1日1回または
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数回、単一または反復用量投与のために、0.2～400㎎の活性化合物を含む、実施例でタダラフ

ィルの活性成分50㎎を含む経口投与用錠剤の製造 

☞通常の技術者は引用発明で開示された錠剤のタダラフィル含量が50㎎という事実からこれを1

日1回投与できる投与用量として認識するであろうし、タダラフィルの1日1回投与用量が50㎎

である場合、タダラフィルの勃起障害治療効果が表れる点を容易に理解でき、医薬品の適切

な用法・用量を決定することは広く知られた技術常識に該当するため、この発明が特定して

いるタダラフィルの用法・用量もまた上記のように広く知られた過程を経て決定された用

法・用量と異なると見ることはできない。特許発明の進歩性判断基準は発明が誕生するまで

の発明者が経験した過程の難しさではなく、通常の技術者がそのような発明を先行技術など

から容易に導出できるかどうかを基準にするもので、医薬発明分野で公知となった物質の薬

理効果は維持しつつ毒性や副作用が表れない範囲内で投与用量と投与周期を最適化すること

は通常の技術者の通常の創作能力の範囲内に属する(大法院2017.6.29.付2017フ592判決参

照)。 

(例)限定した対象患者群に対して顕著な効果が無い場合 

[請求項]物質Aを含む、遺伝子pの発現が増加した患者の乳がん治療用薬学的組成物 

[引用発明1]物質Aを乳がん治療剤として使用。乳がん患者から遺伝子pなど発現が増加。 

[引用発明2]臨床第Ⅱ相試験段階で化合物Aを0.5～2.5㎎(経口、毎日)、EC50は0.00375μmol/L 

☞引用発明には乳がん患者から遺伝子pなどの発現が増加し、物質Aを乳がん治療剤として使用

できると記載されているため、通常の技術者であれば引用発明から遺伝子pの発現が増加した

乳がん患者を対象に物質Aを治療剤として使用する構成を容易に導出でき、物質Aが遺伝子pの

発現が増加した患者に投与される場合、そうでない患者に投与された時と比べて抗がん効果

が顕著かどうかを確認できるくらいの客観的な根拠もないため、出願発明が引用発明から予

測できないくらいの顕著な効果を持っているとは見られない場合、進歩性が否定される。 

(例)投与時期を限定したとしても引用発明と明確に区分できない場合 
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[請求項]人を含む動物で複製不能な、改変ワクシニアウイルスアンカラ(Modified Vaccinia Vi

rus Ankara)を含む、人を含む動物で感染性ポックスウイルスに露出される前に2日から7日以内

までに迅速な保護免疫反応を誘導するためのワクチン。 

[引用発明]ワクシニアアンカラウイルス(MVA)から由来し、人間細胞株で複製される能力が失わ

れ弱毒化されたウイルスを、天然痘のような人間のポックスウイルス疾患に対する免疫反応を

誘導するためのワクチンとして使用できる。 

☞潜伏期が長い天然痘の予防接種で「露出前」接種と「露出後」接種による免疫反応に差があ

るとは見難いため、従来技術でウイルスに露出後数日内にワクチンを接種して天然痘を予防

もしくはその症状を減少させる効果と、この出願発明でウイルスに露出前にワクチンを接種

して天然痘を予防する効果を区分する必要がないため、この出願発明の進歩性が否定される

(大法院2016.4.28.付2016フ304判決参照)。 

(例)投与期間を限定したとしても引用発明から効果が予測される場合 

[請求項]ネラチニブを含む早期ErbB-2過発現または増幅乳がんの治療のための薬学組成物とし

て、1年以上のトラスツズマブ補助療法完了時に乳がん治療のために投与され、12カ月以上の期

間の間乳がんを治療するために投与される薬学組成物 

[引用発明]ネラチニブを転移性または進行段階のErbB-2陽性乳がん患者、ErbB-2免疫組織化学

的染色強度が2＋、3＋である患者を含む患者群を対象に進行性固形がんに適用する臨床第Ⅰ相

実験の結果、トラスツズマブ投与後にネラチニブを投与するとトラスツズマブだけを単独で投

与した時より全般的な反応率が改善される。ネラチニブを14日間1日1回、以後毒性基準を満た

した時に再び14日間投与。 

☞引用発明はネラチニブの用量制限毒性、最大耐量、薬物動態学プロファイル及び予備抗腫瘍

活性を確認するためのもので、これを基に通常の技術者がネラチニブの薬効と副作用などを

考慮して投与期間を最適化することは通常の創作能力の範囲内にあるわけで、明細書にネラ

チニブの投与期間を12カ月以上に限定したことに対する技術的な意義やその臨界的効果を認
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めるほどの記載もないため、出願発明の進歩性が否定される(特許裁判所2019.3.8.宣告2018

ホ5099判決参照)。 

3.4.2 天然物医薬発明 

 天然物の医学的な用途が既存の韓医書、韓薬関連辞書、民間処方など先行技術に記載された

内容から通常の技術者が容易に発明できる発明は進歩性が認められない。 

 (例)既存の韓医書などに記載された内容から容易に発明できる場合 

[請求項]ハンノキ樹皮抽出物を有効成分として含む二日酔い解消用の薬学組成物 

[引用発明]ハンノキ樹皮抽出物がアルコールデヒドロゲナーゼ酵素活性を増進させる。 

☞引用発明にはハンノキ樹皮抽出物の医学的な用途が具体的に記載されていないが、alcohol d

ehydrogenaseはアルコールを分解する酵素で、この技術分野において公知のものであるた

め、出願発明の進歩性が認められない。 

 同属異種の植物や微生物などから由来した医薬発明において、相互間に医学的な用途が同じ

でも、引用発明に比べて著しく改善された薬理効果がある場合には進歩性があると見る。 

 (例)医学的な用途は同じであるが、引用発明に比べて著しく改善された効果がある場合 

[請求項]糯米(Oryza sativa L.)抽出物を有効成分とする抗潰瘍剤 

[引用発明]潤米(Oryza glutinosa M.)抽出物を有効成分とする抗潰瘍剤 

☞エタノールで誘発した胃潰瘍モデル実験で糯米抽出物が潤米抽出物に比べて5倍以上の抗潰瘍

効果を示し、薬理効果が抜群であると判断されるため、出願発明は進歩性があると見る。 

3.4.3 バイオ医薬発明 

 ペプチドまたは核酸が進歩性を持つ場合、そのペプチドまたは核酸を有効成分として含むバ

イオ医薬発明は進歩性があると見る。 
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(例)進歩性を持つペプチドを有効成分として含む薬学組成物 

[請求項]配列番号2(GAGSGAGAGSGAGAGY)のアミノ酸配列で構成されたペプチドを含む記憶、認知

または学習障害の予防または治療用薬学的組成物 

[引用発明]SMP-1(GAGAGVGY)、SMP-2(GVGY)、SMP-3(GAGAGY)またはSMP-4(GVGAGY)のいずれかの

シルクタンパク質-ミミッキング(mimicking)ペプチドを含む神経細胞死滅による神経退行性疾

患の予防または治療用薬剤学的組成物 

☞有効成分であるペプチドが引用発明と比べてそのアミノ酸配列及び性質が全く異なる特有構

造のペプチドである場合には、引用発明と比べた医薬用途及び効果の顕著性と関係なく、そ

のペプチドを含む医薬組成物の進歩性が認められる(大法院2018.9.13.付2018フ10794判決参

照)。 

 公知タンパク質で一部アミノ酸が欠失、付加または置換された変異ペプチドが依然として公

知タンパク質と類似する骨格を持つ場合、公知タンパク質の公知となった医薬用途と関連する

変異ペプチドの医薬用途発明は進歩性がないものと見る。但し、活性、副作用、生体利用率ま

たは安定性などに顕著な効果を示す場合には進歩性があるものと見る。 

(例)公知タンパク質と類似する骨格を持つ変異ペプチドの公知となった医薬用途発明 

[請求項]シス-シクロ(L-バリン-L-プロリン)を有効成分として含み、ガノデルマ・ボニネンセ

(Ganoderma boninense)、ガノデルマ・アプラナタム(Ganoderma applanatum)及びガノデルマ・

ゾナタム(Ganoderma zonatum)で構成された群から選択された一つ以上のガノデルマ属真菌に対

して特異的な抗真菌活性を持つことを特徴とする抗真菌用組成物 

[引用発明1]シクロ(D-Pro-D-Leu)、シクロ(L-Pro-D-Met)、シクロ(L-Pro-D-Phe)、シクロ(L-Pr

o-L-Val)、3,5-ジヒドロキシ-4-エチル-トランススチルベン及び3,5-ジヒドロキシ-4-イソプロ

ピルスチルベンが5つの真菌株(アスペルギルス・フラバス、カンジダ・アルビカンス、フザリ

ウム・オキシスポラム、リゾクトニア・ソラニ及びペニシリウム・エクスパンシウム)に対して

基本抗真菌剤であるバビスチンよりはるかに効果的で有意味な抗真菌活性を持つ。 
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[引用発明2]乳酸菌から分離されたシス-シクロ(L-フェニルアラニン-L-プロリン)がガノデル

マ・ボニネンス(Ganoderma boninense)、ガノデルマ・アプラナタム(Ganoderma applanatum)及

びガノデルマ・ゾナタム(Ganoderma zonatum)などのガノデルマ属真菌に対する抗真菌活性を持

つ。 

☞機能が公知となったペプチドと類似する骨格の多様なペプチド化合物を含む薬学組成物は通

常の技術者であれば類似する骨格を持つペプチドが公知となった機能と類似する生理活性を

持つと容易に予想できるため、進歩性が認められない(特許裁判所2017.12.15.宣告2017ホ608

8判決参照)。 

 タンパク質治療剤の製造及び精製方法において、目的物及び培養培地の種類、濃縮、精製、

純度など関連構成要素が引用発明で公知となったタンパク質治療剤の生産方法から一般的に採

用または変更できる技術手段で、引用発明の効果と実質的に差がない場合は進歩性が認められ

ない。 

(例)引用発明から技術手段を採用または変更できるタンパク質治療剤の製造及び精製の方法 

[請求項]培養培地の中にdBN(64-53)を暗号化するcDNAを含む発現ベクターで形質転換された哺

乳動物宿主細胞からdBN(64-53)を生産し、これを第8因子の特異的親和性分子を使用して精製す

る方法で、上記哺乳動物の宿主細胞をデキストランサルフェートが100㎎/Lから1g/Lまで補充さ

れた培養培地で培養し、放出されたプロデアーゼのdBN(64-53)切断活性を減少させる段階；限

外ろ過を通じて上記dBN(64-53)を含む培養培地を濃縮させる段階及び；上記dBN(64-53)を免疫

親和性クロマトグラフィーによって上記濃縮された培養培地から精製して純度95％超過の一本

鎖のdBN(64-53)を収得する段階を含む方法 

[引用発明1]培養培地中の第8因子またはその類似体を生成する細胞を培養し、第8因子またはそ

の類似体を分離する製造方法で、第8因子または第8因子の類似体の製造を最適化するため、ヴ

ォン・ヴィレブランド因子またはリン脂質を細胞培養培地の中に添加して第8因子を高い収率で

得る製造方法 
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[引用発明2]全長(full-length)の第8因子より安定して凝固活性の高い第8因子ポリペプチドと

して、B-ドメインのN-末端配列がA3ドメイン内Arg-1648以後のアミノ酸配列に融合してB-ドメ

イン部分が欠失された一本鎖FⅧ誘導体 

☞出願発明は第8因子類似体がdBN(64-53)であるが、引用発明1はFⅧΔⅡという点で類似体の種

類には違いがあるが、引用発明1のFⅧΔⅡを引用発明2のdBN(64-53)に単純に代替することに

技術的な問題はなく、培養培地の種類、濃縮、精製、純度など関連する構成要素はタンパク

質治療剤の生産において一般的に採用される技術手段であるため、両構成要素に実質的な違

いがあるとは言えない。純度95％超過の一本鎖のdBN(64-53)を収得することは免疫親和性ク

ロマトグラフィーによる精製段階によるものではなく、dBN(64-53)の培養及び生産段階に内

在していた効果が精製段階を経た後に数値として表現されたものに過ぎず、結局引用発明1に

内在した効果を確認したことに過ぎないか、もしくは引用発明1に通常の免疫親和性クロマト

グラフィーを結合して精製した結果と実質的な違いがないため、進歩性が認められない(特許

裁判所2018.1.12.宣告2017ホ707判決参照)。 

 公知のペプチドを含む医薬用途発明で、公知となったペプチドの機能に関して否定的な教示

がある引用発明では該当バイオ医薬発明の進歩性が否定されない。 

(例)引用発明にペプチドの機能に関する否定的な教示がある場合 

[請求項]一般式1 Gly-Xaa1-Gly-Xaa2と表示され、Xaa1はAlaまたはValであり、Xaa2はAla; Tyr;また

はAlaまたはTyrに追加的にGly-Xaa3が結合しているもので、Xaa3はTyr、ValまたはVal-Gly-Tyrで

ある、シルクタンパク質-ミミッキング(mimicking)ペプチドの有効量を含む神経細胞死滅によ

る神経退行性疾患の予防または治療用薬剤学的組成物 

[引用発明1]シルク繊維から分離した、アンジオテンシンI転換酵素抑制の活性を持つペプチドG

ly-Val-Gly-Tyr(GVGY)及びGly-Val-Gly-Ala-Gly-Tyr(GVGAGY)が血圧低下効果を持つ。 

[引用発明3]蚕および野蚕のシルクパウダーは主にグリシン(G)、アラニン(A)、セリン(S)、チ

ロシン(Y)のアミノ酸の反復配列で構成されるフィブロインタンパク質は抗認知症効果および記
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憶学習向上のための食品および医療分野に応用可能である。 

☞引用発明1にこの出願発明のペプチドが神経退行性疾患に効果があるということが開示され

ず、引用発明3のシルクパウダーはフィブロインタンパク質を粉末化したものとして遊離アミ

ノ酸も構成成分としているが、フィブロインタンパク質を構成するアミノ酸のうちGly(グリ

シン)、Ser(セリン)、Tyr(チロシン)はそれ自体が脳血流循環の促進、老人性認知症治療機能

を持っているものと知られている点を考慮すると、引用発明3とこの出願発明のペプチドはア

ミノ酸の種類とその配列、長さなどで差がある。また引用発明3のシルクパウダーと引用発明

1でアンジオテンシン転換酵素抑制の活性を示したGly-Val-Gly-Ala-Gly-Tyr及びGly-Val-Gly

-Tyrはペプチドの構造が同じであるとも断定できない。さらにこの発明の出願日以前にアル

ツハイマー型の老人性認知症及びパーキンソン病を持っている患者の脳脊髄液からアンジオ

テンシン転換酵素(ACE)の活性水準が健常者に比べて減少したことが知られていたため、通常

の技術者はACE抑制剤がアルツハイマー疾患のような神経退行性疾患の治療剤として適してい

ない点を認識していて、結局引用発明1でACE抑制活性を提示する点はむしろ出願発明に至る

ことに対する否定的な教示に該当する。したがって引用発明3に引用発明1を結合して出願発

明の一般式1ペプチドを容易に導出することはできない(大法院2019.5.10.付2019フ10135判決

参照)。 

3.4.4 医薬品製剤発明 

 医薬品製剤及びその製造方法発明は通常のモノ発明及び製法発明の進歩性判断基準にそのま

ま従うが、次の事項を参考とする。 

3.4.4.1 先行技術の製剤から有効成分が置き換えられた場合 

 先行技術と出願発明の解決しようとする課題が同じで、両発明の化合物が共通の性質を持つ、

もしくは同範疇の化合物であれば、先行技術の製剤に出願発明の有効成分を適用することに構

成の困難性が認められない。 

(例)他物質の酸化防止剤として公知となった物質を酸化しやすいものと知られている医薬に単
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純に転用する場合の組成物及び安定化方法は進歩性が認められない。 

(例)他物質の溶解補助剤として公知となった物質を化学的性質が類似する医薬物質に単純に転

用して濃厚液を製造した発明は進歩性が認められない。 

3.4.4.2 効果・特性に限定された製剤 

 効果または特性(薬物動態学的パラメーターなど)に限定された製剤において、その効果また

は特性は製剤を構成する他の構成を限定する要素としてこれを考慮して進歩性を判断する。 

 ※出願発明と先行発明で製剤を構成する構成成分が同じで、実験を通じてその効果または特

性が同じであることが確認される場合は新規性が否定できる。 

(参考)性質または特性などによってモノを特定しようとする記載を含む出願発明の新規性及び

進歩性を判断することにおいて、その出願発明の特許請求範囲に記載された性質または

特性が発明の内容を限定する事項である以上、これを発明の構成から除外して刊行物に

載った発明と比較できず、但し刊行物に載った発明にそれと技術的な表現が異なるだけ

で実質的には同一・類似する事項がある場合などのような事情がある時は、そのような

出願発明の新規性及び進歩性が否定できるだけである(大法院2002.6.28.宣告2001フ2658

判決、大法院2004.4.28.宣告2001フ2207判決参照)。 

(例)効果または特性に限定された製剤 

[請求項]アピキサバンを含む製薬組成物を含む錠剤形態の製薬製剤であり、アピキサバンは微

粒子結晶質形態で、個別的なアピキサバン粒子はレーザー光散乱によって懸濁媒質内で測定す

る時89㎛以下のD90を持ち、USP装置2を使用して75rpmのパドル回転速度で37℃の溶解媒質900ml

で測定時、上記製薬組成物中のアピキサバンの77重量％以上が溶解媒質内で30分内に溶解し、

上記溶解媒質は0.05％ラウリル硫酸ナトリウムを含むpH6.8の0.05Mリン酸ナトリウムである、

錠剤形態の製薬製剤 

[引用発明1]アピキサバン2.5㎎含有錠剤を1日2回投与する、もしくは5㎎含有錠剤を1日1回投与 
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[引用発明2]難溶性化合物の生体利用率は高純度で、小さく均一な粒子であり、表面積が広く迅

速な溶出時間を持つ時に改善される。 

強い剪断力を加えて製造したD90が20㎛未満であるアピキサバン結晶粒子 

☞アピキサバンが難溶性薬物であるため、通常の技術者であればアピキサバンが製剤から溶出

される速度が生体露出の律速段階になる可能性を認識していることから、引用発明1に開示さ

れた錠剤を製造する場合、微粉化工程などのような可溶化手段を適用する十分な動機があ

り、引用発明2には粒子の大きさが小さく、溶出率及び生体利用率が改善されたD90が20㎛未満

のアピキサバン結晶型が開示されている点を考慮して、出願発明製剤の構成を容易に導出で

きる(大法院2019.10.17.付2019フ11091判決参照)。 

3.4.4.3 製剤の製造方法に特徴がある発明 

 製造方法が単純に製剤学的慣用技術を適用したものに過ぎない場合は進歩性が認められない

が、製剤の製造方法が変わることで製造される最終製剤が先行技術と区別でき、そのような製

剤が示す効果の顕著性が認められる場合には進歩性が認められる。 

(例)通常の方法を単純に組み合わせた場合 

[請求項]牛黄清心元の原方(基本処方)、変方または半方による生薬成分に揺変性懸濁剤として

マグネシウムアルミニウムシリケート及びヒドロゲールから選択された1種以上を加え、通常の

補助剤及び水を加えて揺変性を与えることを特徴とする牛黄清心元の揺変性懸濁剤の製造方法 

[引用発明1]牛黄清心元の生薬成分を粉砕抽出し、水を加えて均質化し、懸濁液として製造する

方法 

[引用発明2]懸濁化剤としてマグネシウムアルミニウムシリケートを使用する 

☞出願発明は懸濁化剤としてマグネシウムアルミニウムシリケートを使用した点で引用発明1と

は構成が相異なるが、医薬分野でマグネシウムアルミニウムシリケートを使用して揺変性懸

濁液にする技術は引用発明2に記載されているように公知となった技術で、出願発明は引用発
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明1及び2を単純に組み合わせたもので、進歩性が認められない(大法院1996.9.20.宣告96フ30

判決参照)。 

(例)製造方法には特徴がないが、製造された製剤が新しい効果を示す場合 

[請求項]山薬、甘草、高麗人参……などの生薬材料のうち牛黄、麝香、龍脳は微細粉末化し、

これらを除いた残りの生薬材料は水またはアルコールで浸出または微細粉末化する前処理工程

及びこれを混合して水を加えて均質化する後処理工程とこれに芳香剤、甘未剤などの補助剤を

添加する方法で構成された液剤牛黄清心元の製造方法 

[引用発明1]牛黄清心元の処方及び薬効 

[引用発明2]生薬を粉砕、ろ過抽出などの方法でエキス剤を製造する方法 

☞出願発明の技術的構成要素はそれぞれその出願前に公知となったものではあるものの、上記

の各構成要素を結合して牛黄清心元液剤を製造する構成自体は公知のものと見る資料が無

く、服用の便利さと効果の迅速性などの作用効果は牛黄清心元自体が持つ作用効果とは異な

るものと言える。さらに液剤となっている本件発明が丸剤に対して商業的に成功を収めてい

ると認められるため、出願発明は進歩性が認められる(大法院1996.10.11.宣告96フ559判決参

照)。 

3.4.4.4 周知・慣用技術に該当する構成を含む製剤 

 製剤発明は公知となった医薬成分と賦形剤を構成とし、通常の形態で剤形化した発明がほと

んどであるため、各構成組合せの容易性とそれによる効果を綿密に調べてみる必要があるが、

発明の構成の違いが周知・慣用技術を単純に採択した程度で、その構成による効果が予測でき

る程度のものであれば、進歩性が認められない。 

(例)平均粒子の大きさと粒子大きさの分布が限定された薬物を含む剤形 

[請求項]40㎛体で最大残留率が5％以下で、平均粒子の大きさが2～12㎛であるオクスカルバゼ

ピンを含む製剤 
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[引用発明]オクスカルバゼピンを有効成分とする有核錠、白色顔料を含む内部コーティング

層、白色顔料と酸化鉄色素をともに含む外部コーティング層で構成された二重層錠剤 

☞薬物を微細化する場合、その薬物の表面積が大きくなり、溶解速度を増加させることで、生

体利用率が高くなることは周知・慣用の技術であるため、生体利用率を改善するために薬物

の粒子の大きさを微細化することは特別な技術的付加が無くても容易に考えられ、限定され

た粒子の大きさの分布を限定したことに臨界的な意義を見出せないのであれば進歩性が認め

られない(特許裁判所2011.9.22.宣告2010ホ9095判決参照)。 

 発明が単に公知の成分を含み、通常の形態を持っていてもその製剤を構成する構成成分を組

み合わせることが困難である、もしくはその構成が有機的に結合して顕著に優秀、または新し

い効果を示す場合には進歩性が認められる。 

(例)公知の剤形に変更したが、作用効果が顕著に優秀である場合 

[請求項]除去可能な保護層、水蒸気不透過性支持層及び活性物質であるツロブテロールを含む

一つ以上の活性物質含有マトリックス層を含む経皮治療システムとして、上記マトリックスは

ポリアクリレート減圧接着剤を基にして製造され、側鎖にアミノ官能基を持つポリマーを含み

～中略～、マトリックスは活性物質としてツロブテロール塩酸塩形態のツロブテロール及び一

つ以上の脂肪酸を含むことを特徴とする経皮治療システム 

[引用発明]皮膚表面に付着した時に皮膚を貫通して体内にツロブテロールを連続的に投与する

ための経皮吸収型製剤を提供するモノで、支持体及びこの支持体上に積層されているプラスタ

ー層を含み、プラスター層が溶解された状態で5重量％以上の比率がツロブテロールと接着剤を

含む経皮吸収型製剤 

 製剤が投与初期段階での経皮吸収率が優秀で、長時間有効血中濃度を維持させることで効能

の優秀な持続時間を示し、皮膚に対する接着力などの経時的な変化が殆どない。 

☞この出願発明は気管支拡張剤経皮治療システムの活性物質として「ツロブテロール塩酸塩」

を使用するが、一方引用発明は「ツロブテロール自由塩基」を使用する点で違いがあり、経
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皮用製剤の活性物質重合体担体としてポリアクリレート減圧接着剤とアミノ官能基を持つポ

リマーを混合・使用する構成が幾つかの特許公報に開示されている事情だけでは上記の事項

が経皮用製剤の医薬分野における周知・慣用技術に該当すると言えないため、この出願発明

は引用発明に比べて構成の困難性がある。さらにこの出願発明は親水性であるために皮膚浸

透力が低く、経口投与用としてのみ使われていたツロブテロール塩酸塩を経皮投与剤として

喘息治療により長時間・広範囲で使用できる点などで引用発明とその効果において違いがあ

る(大法院2010.10.28.宣告2009フ405判決参照)。 

(例)特定された各賦形剤成分を組み合わせる動機がない場合 

[請求項]薬物A5～10㎎(0.5～7重量％)、マンニトールの第1希釈剤50～75重量％、プリゼラチン

化澱粉の第2希釈剤5～15重量％、コポビドンの結合剤2～4重量％、トウモロコシ澱粉の崩壊剤8

～12重量％及びステアリン酸マグネシウムの潤滑剤0.5～2重量％を含む薬剤学的組成物 

[引用発明1]薬物A75㎎、リン酸カルシウム93㎎またはラクトース80㎎、ポリビニルピロリドン4

または10㎎、トウモロコシ澱粉34または35㎎、ステアリン酸マグネシウム1.5または2㎎ 

[引用発明2]薬物B及びプリゼラチン化澱粉などを列挙 

[引用発明3]薬物Aの徐放性製剤として多様な賦形剤を列挙 

[引用発明4]錠剤の賦形剤としてマンニトールと乳糖などを列挙 

☞この出願発明と全く異なる技術的課題を抱えている引用発明を組み合わせる動機がなく、単

にその個別構成要素が公知かどうかや導出可能性の有無だけで構成の困難性が否定されると

は言えない。さらにそのような組み合わせが有機的に結合した全体としての構成による効果

を容易に予測できると見ることもできない(特許裁判所2018.4.26.宣告2017ホ6576判決参

照)。 

4．明細書などの補正 

4.1 自主補正及び最初拒絶理由通知に対応した補正 
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 明細書または図面を補正した結果、出願書に最初に添付した明細書などに記載された事項の

範囲を超える技術的事項を追加する補正は新規事項を追加する補正として許容されない。ここ

で「記載された事項の範囲」とは、出願書に最初に添付された明細書または図面に記載された

事項の範囲内で文言上の完全同一を指すものではなく、通常の技術者に最初の明細書などの記

載から自明の事項も「記載された事項の範囲」と見ることができる。 

 補正後の発明の説明または図面に記載された事項が最初明細書などに記載されていない新し

い内容を含む場合には新規事項の追加に該当する。 

 間違った記載を訂正する場合、明確でない記載を明確にする場合、最初の明細書などに記載

された事項の範囲内のものとして認められる程度の補正は新規事項を追加したものと見做さな

い。 

 図面や請求範囲に記載された事項に基づいて発明の説明を補正した事項が通常の技術者に自

明の事項である場合、その補正は新規事項を追加したものと見做さない。 

(例)組成物の用途を限定したが、新規事項の追加でないものと判断された場合 

[補正前の請求項1] メタクリル酸メチル－アクリロニトリルの共重合体及び活性炭、珪藻土及

びゼオライトで構成された群から選択された1種以上を有効成分として含む、揮発性有機化合物

吸着用化粧料組成物 

[補正後の請求項1]メタクリル酸メチル－アクリロニトリルの共重合体；及び活性炭、珪藻土及

びゼオライトで構成された群から選択された1種以上；を有効成分として含む、皮膚細胞の保

護、皮膚刺激の緩和または皮膚炎症緩和用揮発性有機化合物吸着用化粧料組成物 

☞この事件第1項補正発明で「揮発性有機化合物吸着用化粧料組成物」を「皮膚細胞の保護、皮

膚刺激の緩和または皮膚炎症緩和用」のものに限定したのは、特許出願書に最初に添付され

た明細書の発明の説明に記載内容を根拠として組成物の機能的特徴を付加することで権利範

囲を縮小したもの、もしくは明確でない記載を明確にする場合に該当する(特許審判院2012.

7.23.2011ウォン6689審決参照)。 
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請求範囲の技術的事項を上位概念に補正して最初の明細書などに記載された事項以外の事項

が追加される、もしくは具体的に記載されていない下位概念に補正して当初の明細書などに記

載された事項以外のものに個別化される補正の場合には新規事項の追加に該当する。 

4.2 最後拒絶理由通知に対応した補正 

 最後拒絶理由通知に対する補正が特許法第47条第2項及び第3項の規定を違反する、もしくは

その補正によって新しい拒絶理由が発生したものと認められる時は特許法第51条第1項によって

補正を却下しなければならない。 

(例)最後拒絶理由通知による補正で新しい拒絶理由が発生した場合 

[補正前の請求項3]サルトリイバラの葉の抽出物を有効成分として含み、α-グルコシダーゼ(α

-glucosidase)活性阻害能があることを特徴とする糖尿予防及び治療用薬学組成物 

[補正前の請求項4]第3項において、上記サルトリイバラの葉の抽出物は抽出溶媒としてエタノ

ールを使用したことを特徴とする糖尿予防及び治療用薬学組成物 

[補正後の請求項3]サルトリイバラの葉の抽出物を有効成分として含むα-グルコシダーゼ(α-g

lucosidase)抑制剤 

[補正後の請求項4]第3項において、上記サルトリイバラの葉の抽出物は、抽出溶媒としてエタ

ノールを使用したことを特徴とするα-グルコシダーゼ(α-glucosidase)抑制剤 

☞α-グルコシダーゼは筋肉や皮膚などにも存在する酵素であるため、ここに存在するα-グル

コシダーゼを抑制すると糖尿病の治療及び予防とは異なる効果が表れるという点、α-グルコ

シダーゼがHIVウイルスなどの生命活動にも必要な酵素として抗ウイルス剤としても使用でき

ることが知られている点などを考慮すると、この事件第3項及び第4項補正発明に記載された

「α-グルコシダーゼ抑制剤」という表現は医薬としての用途が明確であるとは言えない。ま

た、α-グルコシダーゼはあらゆる生理活性に関与している点を考慮するとこのような資料だ

けでは「α-グルコシダーゼ抑制剤」が糖尿病の治療及び予防という薬効として明確に認識さ

れていると認めるには不十分である。したがって再審査補正によってこの事件第3項及び第4
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項補正発明に新しい拒絶理由が発生したことに該当する(特許審判院2015.11.3.2015ウォン13

審決参照)。 

 最後拒絶理由通知以後の明細書または図面の補正も自主補正や最初拒絶理由に対応した補正

と同様に新規事項追加禁止規定が適用される。 
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[付録] 

食品医薬品安全処例規第148号「医薬品など分類番号に関する規定」(2020.2.25.) 

医薬品分類表 

分類番号 薬効分類 分類番号 薬効分類 

100 神経系感覚器官用医薬品 218 動脈硬化用剤 

110 中枢神経系用薬 219 その他循環系用薬 

111 全身麻酔剤 220 呼吸器官用薬 

112 催眠鎮静剤 221 呼吸促進剤 

113 抗てんかん剤 222 鎮咳去痰剤 

114 解熱、鎮痛、消炎剤 223 含素吸入剤 

115 覚せい剤、興奮剤 229 その他呼吸器官用薬 

116 鎮暈剤 230 消化器官用薬 

117 精神神経用剤 231 歯科口腔用薬 

119 その他の中枢神経用薬 232 消化性潰瘍用剤 

120 末梢神経系用薬 233 健胃消火剤 

121 局所麻酔剤 234 制酸剤 

122 骨格筋弛緩剤 235 催吐剤、鎮吐剤 

123 自律神経剤 236 利胆剤 

124 鎮痙剤 237 整腸剤 

125 発刊剤、止汗剤 238 下剤、浣腸剤 

129 その他の末梢神経用薬 239 その他の消化器官用薬 

130 感覚器官用薬 240 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) 

131 眼科用剤 241 脳下垂体ホルモン剤 

132 耳鼻科用剤 242 唾液腺ホルモン剤 

139 その他の感覚器官用薬 243 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 

140 アレルギー用薬 244 タンパク同化ステロイド剤 

141 抗ヒスタミン剤 245 副腎ホルモン剤 

142 刺激療法剤(非特異性免疫原製剤を含

む) 

246 男性ホルモン剤 

149 その他アレルギー用薬 247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 

190 その他神経系及び感覚器官用医薬品 248 混合ホルモン剤 

200 個々の器官系用医薬品 249 その他ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) 

210 循環系用薬 250 泌尿生殖器官及び肛門用薬 

211 強心剤 251 尿路消毒剤 

212 不整脈用剤 252 子宮収縮剤 

213 利尿剤 253 通経剤 

214 血圧降下剤 254 避妊剤 

215 血管補強材 255 泌尿生殖器官用剤(性病予防剤を含む) 

216 血管収縮剤 256 痔疾用剤 

217 血管拡張剤 259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 
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分類番号 薬効分類 分類番号 薬効分類 

260 外皮用薬 390 その他の代謝性医薬品 

261 外皮用殺菌消毒剤 391 肝臓疾患用剤 

262 創傷保護剤 392 解毒剤 

263 化膿性疾患用剤 393 習慣性中毒用剤 

264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 394 痛風治療剤 

265 寄生性皮膚疾患用剤 395 酵素製剤 

266 皮膚軟化剤(腐植剤を含む) 396 糖尿病用剤 

267 毛髪用剤(発毛、脱毛、染毛、養毛剤) 398 総合代謝性製剤 

268 浴剤 399 他に分類されない代謝性医薬品 

269 その他の外皮用薬 400 組織細胞の機能用医薬品 

290 その他個々の器官用医薬品 410 組織賦活用薬 

300 代謝性医薬品 411 クロロフィル製剤 

310 ビタミン剤 412 色素製剤 

311 ビタミン A及び D剤 419 その他の細胞賦活用薬 

312 ビタミン B1剤 420 腫瘍用薬 

313 ビタミン B剤(ビタミン B1剤を除く) 421 抗悪性腫瘍剤 

314 ビタミン C及び P剤 429 その他の腫瘍治療剤 

315 ビタミン E及び K剤 430 組織細胞の治療及び診断目的 

316 混合ビタミン剤(ビタミン A、D混合剤を除く) 431 放射性医薬品 

319 その他のビタミン剤 439 その他の組織細胞の治療及び診断 

320 滋養強壮変質剤 490 その他の組織細胞の機能用医薬品 

321 カルシウム剤 600 抗病原生物性医薬品 

322 無機質製剤 610 抗生物質製剤 

323 糖類剤 611 主としてグラム陽性菌に作用するもの 

324 有機酸製剤 612 主としてグラム陰性菌に作用するもの 

325 タンパクアミノ酸製剤 613 主として抗酸菌に作用するもの 

326 臓器製剤 
614 

主としてグラム陽性菌、リケッチア、ウイルス

に作用するもの 
327 乳児用剤 

329 その他の滋養強壮変質剤 
615 

主としてグラム陰性菌、リケッチア、ウイルス
に作用するもの 

330 血液及び体液用薬 

331 血液代用剤 616 主としてカビ、原虫に作用するもの 

332 止血剤 617 主として悪性腫瘍に作用するもの 

333 血液凝固阻止剤 618 主としてグラム陽性、陰性菌に作用するもの 

339 その他の血液・体液用薬 619 その他抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む) 

340 人工管類用剤 620 化学療法剤 

341 人工腎臓管類用剤 621 サルファ剤 

349 その他の人工管類用剤 622 抗結核剤 
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分類番号 薬効分類 分類番号 薬効分類 

623 治癩剤 730 公衆衛生用薬 

624 駆梅剤 731 防腐剤 

625 フラン系製剤 732 防疫用殺菌消毒剤 

629 その他の化学療法剤 733 防虫剤 

630 生物学的製剤 734 殺虫剤 

631 ワクチン類 739 その他の公衆衛生用薬 

632 毒素類及びトキソイド類 740 関連製品 

633 抗毒素及びレプトスピラ血清類 741 カプセル類 

634 血液製剤類 790 その他の治療を主目的としない医薬品 

635 生物学的試験用製剤類 791 絆創膏 

636 生物学的製剤 799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 

639 その他の生物学的製剤 800 麻薬 

640 寄生動物に対する医薬品 810 アルカロイド麻薬(天然) 

641 抗原虫剤 811 あへんアルカロイド系製剤 

642 駆虫剤 812 コカアルカロイド系製剤 

649 その他の寄生動物に対する医薬品 819 その他のアルカロイド系麻薬(天然麻薬) 

690 その他の病原生物に対する医薬品 820 非アルカロイド系麻薬 

700 治療を主目的としない医薬品及び関連製品 821 合成麻薬 

710 調剤用薬 829 その他の非アルカロイド系麻薬 

711 賦形剤 890 その他の麻薬 

712 軟膏基剤 1100 医療用具 

713 溶解剤 2000 化粧品 

714 矯味矯臭着色剤 2010 子供用製品類(医薬部外品に該当するものは除外) 

715 乳化剤   子供用シャンプー 

719 その他の調剤用薬   子供用ローション 

720 診断用薬   子供用オイル 

721 Ｘ線造影剤   子供用クリーム 

722 一般検査用試薬   その他子供用製品類 

723 血液検査用試薬 2020 入浴用製品類(医薬部外品に該当するものは除外) 

724 生化学的検査用試薬   入浴用オイル 

725 免疫血清学的検査用試薬   入浴用錠剤 

726 細菌学的検査用剤   入浴用カプセル 

727 病理組織検査用試薬   その他入浴用製品類 

728 機能検査用試薬     

729 その他の診断用薬     
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分類番号 薬効分類 分類番号 薬効分類 

2030 アイメークアップ用製品類 2080 マニキュア用製品類 

  アイブロウペンシル   ベースコート及びアンダーコート 

  アイライナー   ネイルクリーム 

  アイシャドー   ネイルローション 

  アイローション   ネイルエクステンド 

  アイメークアップリムーバー   ネイルポリッシュ 

  マスカラ   ネイルエナメル 

  その他アイメークアップ用製品類   ネイルポリッシュリムーバー 

2040 芳香用製品類   ネイルエナメルリムーバー 

  コーロン   その他マニキュア用製品類 

  香水 2090 髭剃り用製品類 

  粉末香   アフタシェービングローション 

  匂い袋   髭柔軟剤 

  その他芳香用製品類   男性用タルカムパウダー 

2050 頭髪用製品類   プレシェーブローション 

  ヘアコンディショナー   シェービングクリーム 

  ヘアスプレー   その他髭剃り用製品類 

  ヘアストレートナー 2100 基礎化粧品製品類(医薬部外品を除く) 

  パーマネントウェーブ   
クレンジング製品(クレンジングクリーム、クレンジングロ 

ーション、クレンジングリキッド及びパッド) 
  リンス   

  シャンプー   
フェイス、ボディー及びハンド用製品(クリーム、ローショ

ン、パウダー及びスプレー)   トニック   

  ドレッシング   

  ヘアグルーミングエード   ホルモン製品(クリーム、ローション、パウダー及びスプレ

ー) 
  ウェーブセット   

  その他頭髪用製品類   モイスチャーライジング製品(クリーム、ローション、パウダ

ー及びスプレー) 
2060 染毛用製品類(医薬部外品を除く)   

  ヘアティント   ナイト製品(クリーム、ローション、パウダー及びスプレー) 

  ヘアカラースプレー   パック 

  その他染毛用製品類   スキンライトナー 

2070 メークアップ用製品類   スキンフレッシュナー 

  ブラッシャー   しわ取り剤 

  フェイスパウダー    その他基礎化粧用製品類 

  リップスティック 2110 日焼け及び日焼け防止用製品類 

  ファンデーション 
 

サンタンジェル 

  メークアップベース   サンタンクリーム 

  口紅   サンタンリキッド 

  リップグロス   屋内日焼け製品 

  メイクアップ フィクサー  2190  その他化粧品類(他に分類されない化粧品) 

  その他メークアップ用製品類 
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第 2 章 医薬・化粧品に関する発明 

(改訂・管理部署：薬品化学審査課・有機化学審査課) 

 

1. 発明の説明、請求範囲の記載要件 

1.1 発明の説明の記載要件 

(1)薬理効果 

①医薬に関する用途発明は、明細書に医学的用途を裏付けするための薬理効果を出願時

に記載しなければならない。薬理効果は、原則的に臨床試験により裏付けされなけれ

ばならないが、発明の内容によっては臨床試験の代わりに動物試験又は試験管内試験

で記載してもよい。 

(参考)薬理作用の記載が要求される医薬の用途発明においては、その出願前に明細書記

載の薬理作用を示す作用機序が明確に明らかになった場合のような特別な事情が

ない以上、特定物質にそのような薬理作用があるということを薬理データなどが

示された試験例により記載する、又はこれに代えることができる程度に具体的に

記載して初めて発明が完成したとみなされると同時に明細書の記載要件を充足し

たとみなすことができる。 

(参考)化学物質に関する薬理活性は、多様な各置換基に応じたそれぞれの化合物毎に測

定値を異にするものであって、この件出願発明の明細書にこの件出願発明の化合

物以外に無数に多い化合物が記載されていることを勘案してみれば、上記の内容

は、不特定化合物を対象にしており、このような記載内容だけではこの件出願発

明の明細書に記載された化合物がすべてそのような活性を有すると認めることが

できないだけでなく、一部化合物の効果であるとしても、その一部の化合物中に

この件出願発明の化合物が含まれたものとみなす根拠もない。従って、これら内

容がこの件出願発明の化合物の抗 HCV 活性を具体的に記載したものということは

できない
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②選択発明の場合、発明の説明に選択発明が引用発明の有する効果と質的又は量的に相

違する効果があることを具体的に確認することができる比較実験資料又は対比結果ま

で記載しなければならないものではないにしても、通常の技術者が選択発明としての

効果を理解することができる程度に薬理作用を明確かつ充分に記載しなければならな

い。 

(2)その他明細書の記載要件 

①医薬に関する用途発明の明細書には、原則的に有効量、投与方法に関する事項が出願

時に記載されなければならない。 

②製剤化に関する事項は、通常の技術者が容易に実施することができる程度に明細書に

記載されなければならない。 

③毒性試験に関する事項については、毒性が特別に懸念される場合に限って審査時に急

性毒性試験の結果を要求することができる。 

(3)化粧品の発明 

①化粧品に関する発明は、通常の技術者が当該発明を容易に実施できるように、発明の

説明に当該化粧品を製造する方法と、肌又は髪の保護・機能維持面での有用な効果を

明確かつ具体的に記載しなければならない。上記効果はパネルテスト(Panel test)に

よる官能検査などを活用して確認できる。一方、出願時に肌又は髪に適用できるかど

うか確認されていない材料を化粧品の構成成分として使用する場合は、当該材料又は

これを含む化粧品の皮膚安全性、皮膚吸収度などを確認できる客観的な資料が出願時

の明細書に含まれていなければならない。 

②機能性化粧品のように肌で生化学的又は物理的な効能・効果を示すことにより、別の

機能を発揮する化粧品に関する発明の場合は、その機能的な有用性が出願前から明確

になった場合を除いては、出願時にこれを立証できる具体的かつ客観的な試験例を明

細書に記載し、又はこれに代わる資料を提示しなければならない。 
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1.2 請求範囲の記載要件 

(1)医薬発明の表現形式 

目的とする用途が医薬である用途発明は、原則的に物の形式で記載しなければならない。 

(2)医薬発明の用途の表示 

医薬用途の表示において医薬用途を限定しない｢医薬｣、｢治療剤｣という包括的記載は認

めない。 

医薬用途の表示は、原則的に疾病の診断、治療、軽減、処置又は予防に該当する薬効と

して表現しなければならない。 

ただし、医薬用途が作用機序だけで定義されていたとしても、当該表現が通常の技術者

に具体的な薬効として認識されていて、医薬としての用途が明確であると認められる場合

には、そのような記載を許容することができる。 

(例 1)【請求項 1】一般式を有する脈管形成抑制化合物、及び製薬学的に許容可能な賦形剤

を含む、脈管形成を抑制するに効果的な組成物 

☞ 「脈管形成を抑制するに効果的な」という表現は、当分野において脈管形成依

存疾病の概念が使用されていることが立証され、この表現が薬効に関する記載とし

てその内容が明確であるため、医薬用途の記載に許容される。ただし、具体的な薬

効に認識されることができず、医薬用途が不明確な表現まですべて許容するという

趣旨ではない。 

☞ 医薬の用途発明においては、特定物質が有している医薬の用途が発明の構成要

件に該当するため、発明の請求範囲には、特定物質の医薬用途を対象疾病又は薬効

に明確に記載しなければならない。医薬の用途発明に関する請求項の記載内容は、

その組成物の有効成分に脈管形成を抑制する特別な性質があるという事実の発見に

基づいて、病理学的進行過程で現れる望まない脈管形成を治療又は予防することが

できる旨の薬効を表現しており、その内容もまた明確であるということができるた

め、請求項 1 は、脈管形成機転又は脈管形成抑制機転と疾病との相関関係が公示に

なっているか否かを問わず、医薬の用途を明確に表示しているとみなすに値する。 
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(3)化粧品発明の表現形式 

化粧品発明の用途を表示するにあたり、「治療用」のような医学的表現は認めない。 

(例 1) [請求項 1] 化合物 Aを含むシワ改善用化粧料の組成物 

☞ 化粧品とは、人体を清潔に美しくして魅力を高め、容貌を明るく変化させ、又

は肌・髪の健康を維持若しくは増進するために、人体に塗って擦り、スプレーし、

又はその他これに類する方法で使用されるものであって、人体に対する作用が軽い

ものをいい、薬事法第 2条第 4号の医薬品に該当するものは除外されるため(化粧品

法第 2条)、「シワ治療用」のような医学的表現の代わりに「シワ改善用」、「シワ

除去用」、「シワ予防用」などの表現が適切である。 

(4)化粧品発明の用途の表示 

機能性化粧品のように別の機能を有する化粧品の用途は、属性自体ではなく、その属性

によって実現しようとする目的を具体的な内容で表現しなければならない。ここでの「属

性」とは、当該分野で化粧品の具体的な用途と密接な相関関係があるかどうか明確にわか

らない性質、メカニズム、活性などをいい、もし請求範囲に化粧品の用途の表現として

「ATP 活性促進用」のように属性のみ記載されており、発明の説明によっても当該属性に

かかわる化粧品の究極的な用途を直接的に類推できない場合、当該属性の表現は新規性な

どの判断にあたり化粧品の用途を表現する構成とみなさない。 

(例 1) [請求項 1] 化合物 Bを含む美白用化粧料の組成物 

☞ 「美白」の用途は、機能性化粧品の具体的な用途に該当するため、新規性など

の判断にあたり化粧品の用途として考慮する。 

ただし、当該属性の表現がその分野で化粧品の用途と密接な相関関係を有すると認

められ、又は化粧品の具体的な用途とともに使用されて化粧品の用途をさらに限定

すると解釈される場合は、当該属性の表現も考慮して新規性などを判断する。 

  



第6部旧技術分野別審査基準 

(2019年3月追録)                                  5 

(例 2) [請求項 1] 化合物 Cを含むメラニン生成抑制用化粧料の組成物 

☞ メラニン生成抑制効果は美白の用途と密接な相関関係があるため、新規性など

の判断にあたり化粧品の用途として考慮する。 

 

2. 特許要件 

2.1 特許を受けることができない発明 

(1)特許法第 32条に該当する発明 

①公衆の衛生を害する恐れがある発明 

発明本来の目的に向けた実施が必然的に公衆の衛生を害するときは、その発明は｢公衆

の衛生を害する恐れがある発明｣に該当し、特許を受けることができない。 

(例)特許を受けることができない例 

- 人体に有害な程度の量の有害物を安定剤、着色剤、被覆剤などで使用する医薬、化

粧品及びその製法の発明 

- 有害物が使用された場合、公衆の衛生を害する恐れがある発明であるか否かは、そ

の有害物による有害性と目的とする効果を比較して総合的に判断する。 

- 人体に使用される許容量を超えて使用しなければ効果が期待できない有害性分を、

その許容量を超えて含有する化粧品 

②その実施状態により有害であって、無害でもあるものはこの規定に該当しないものと

して取り扱う(例：胎児に害を及ぼす恐れがあって妊婦には投与が禁止されるが、一般

人には許容される医薬発明)。 

③薬事法によって許可を受けた医薬発明については、衛生に害があるものとみなさない。

ただし、食品医薬品安全処長が自主回収、製造・輸入禁止措置を下した医薬品に関す

る発明については、原則的に公衆の衛生を害する恐れがある発明とみなす。 
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2.2 新規性 

(1)同一物質に関する医薬発明の新規性 

同一物質に関する医薬用途発明注)は、用途(投与用法・用量・対象患者群に限定された医

薬用途を含む)を異にする限り、同一であるとみなすことはできない。ただし、引用発明

と出願発明が表現上用途は相異していても、薬理作用が同一である、又は密接な薬理作用

を背景にしていると判断する場合は、その出願発明は引用発明と同一のものであるため新

規性がないものとみなす。 

(注)「医薬用途の発明」とは、物質(又は物質の組み合わせ)が持つ特定の薬理効果の発見

に基づいて医薬としての効能を発揮する新たな用途を提供する発明であって、医薬物質を

(ⅰ)特定疾病に対して適用し(例：Aを有効成分に含む B疾患の治療に向けた薬学的組成物)、

又は(ⅱ)投与用法・用量(投与時間、投与順番、 投与部位、投与量など)若しくは対象患

者群が限定された特定疾病に対して適用するものとして表現される。[2014フ 768、2006フ

3564、2012フ 3664、2016ホ 5026] 

(2)発明の記載形式は異なるが、実質的に同一の発明の新規性 

請求範囲に記載された発明が形式的には相異する場合であっても、目的及び効果が実質

的に同一である二つの発明は、同一の発明とみなす。 

①医薬の製造装置の発明と、その単純な使用方法とみられる医薬の製造方法の発明(例え

ば、特許請求の範囲の末尾が各々錠剤の製造方法、錠剤の製造装置になっており、そ

の他は同一なものになっている場合)などは同一発明とみる。 

②薬剤の発明とその単純な使用方法の発明は、同一の発明とみなす。 

③混合物の発明と単純な混合によるその製法の発明は、同一の発明とみなす。 

(3)請求範囲の末尾表現のみが異なる製法発明の新規性 

請求範囲の末尾の表現(例えば、用途の表現)が異なる医薬の製法発明であっても、製法

自体が同一で同じ薬理作用に基づいている場合、同一の発明とみて新規性がないものとみ

なす。 
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(4)新たな工程が付加された発明の新規性 

新しい工程が付加された発明は、新規性があるものとみます。ただし、付加された工程

が公知になっている、あるいは寛容技術の工程であり、その工程が単純に付加されたもの

であって新しい技術的思想の創作がなければ、新規性がないものとみなす。 

(5)光学異性質体発明の新規性 

ラセミ体が公知になっている場合、それぞれの光学異性質体が文言的に開示されていな

くても、明細書の記載と出願時の技術常識に基づいて通常の技術者が直接的に異性体の存

在を認識することができる場合、具体的に開示されたものと認められ、新規性が認められ

ない。 

 

2.3 進歩性 

医薬発明において、薬理作用が出願当時の技術水準からみて有効活性物質の化学構造又

は組成物の組成成分から容易に類推することができない程度の発明である、又は引用発明

に記載された作用機序から通常の技術者が容易に推論することができない程度の顕著な効

果がある場合には、進歩性があるものとみなす。 

しかし、医薬用途の発明で通常の技術者が先行発明から特定物質の特定疾病に対する治

療効果を容易に予測できる程度に過ぎないのであればその進歩性は否定され、このような

場合、先行発明で臨床試験などにより治療効果が確認されることまで要求されるとみるこ

とはできない。[2016 フ 502] 

(1)医薬組成物の製法発明 

有効活性成分ではない補助成分がこの技術分野において通常使用されるものであって、

通常の技術者が容易に類推することができる程度であれば、進歩性が認められない。 

(2)結晶を製造する方法発明 

対象物質が一つの溶媒に溶け、その他溶媒によく溶けない場合、混合溶媒を使用するこ

とは周知慣用技術に該当するため、進歩性が認められない。ただし、引用発明に比べて通

常の技術者が予測することができなかった顕著な効果を示す場合、進歩性が認められる。 
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☞ 結晶又は再結晶によって、より高い純度の結晶を得ようとすることがこの技術分野

における基本的課題であり、物質の結晶化のために対象物質が一つの溶媒によく溶け

てその他溶媒によく溶けない場合、混合溶媒を使用することは周知慣用技術に該当す

るため、引用発明及び周知慣用技術の結合によって容易に発明することができる発明

は、進歩性が否定される。 

(3)投与用法、投与用量又は対象患者群により限定された医薬用途の発明 

医薬用途発明の場合、投与用法、投与用量又は対象患者群に対する限定を医薬用途の発

明の構成として認めて進歩性を判断し、これによって通常の技術者が予測することができ

ない顕著な効果が現れ、特許で保護する価値があると認められる場合、その投与用法、投

与用量又は対象患者群の限定について進歩性があるとみなす。[2014フ 768] 

(例 1)[請求項 1]担体基質の表面に付着した 0.5 乃至 1.0mgの化合物 Aを 1日 1回投与する

B 型肝炎ウイルス感染の予防又は治療用の薬学的組成物 

(拒絶理由の要約)引用発明には、活性成分として化合物 A を 0.5~2.5mg で毎日経口投

与する B 型肝炎ウイルス感染の治療用薬学的組成物が開示されており、薬理作用及び

服用の利便性の向上に向け、単位投与用量及び投与方法を最適化することが医薬分野

において通常行われている程度の技術的事項であるため、通常の技術者であれば、引

用発明から化合物 A を 1mg の低用量で 1 日 1回投与した際も有効な効果があることが

充分予測できる上、この出願発明が引用発明から予測できない程度の顕著な効果を有

しているとみなすこともできない。[2014 フ 768] 

(例 2)[請求項 1]活性成分として化合物 Cを 100mg乃至約 150mgで毎月一日経口投与する骨

粗しょう症の予防又は治療用の薬学的組成物 

(拒絶理由の要約)引用発明には、活性成分として化合物 C を毎日 2.5 又は 5.0mg で投

与することが骨粗しょう症の治療に有用であり、毎週 35mg で投与することもできる

と開示されていることから、通常の技術者であれば、骨粗しょう症の治療のために化

合物 C を毎月 150mg で投与することを容易に選択すると思われ、たとえ出願人は

150mgの化合物Cが低用量であることに比べて生物学的利用可能性が優れ、毎日2.5mg

で投与することより毎月 150mg で投与した方が投与 1 年後の骨密度の向上に効果があ

ると主張するが、高用量を一回に投与する場合、生物学的利用可能性が低用量である

ことに比べて優秀なのは予測できる程度の効果であり、投与 1 年後の骨密度向上の効
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果も引用発明から予測することができない程度の顕著な違いを有するとみなすことは

できない。 

(例 3) [請求項 1] 物質 Aを含み、遺伝子 pの発現が増加した患者の乳がん治療を目的とす

る薬学的組成物 

(拒絶理由の要約) 引用発明には、乳がん患者において遺伝子 p などの発現が増加し、

物質 A が乳がん治療剤として使用できると記載されているため、通常の技術者であれ

ば引用発明から遺伝子 p の発現が増加した乳がん患者を対象に物質 A を治療剤として

使用する構成を容易に導出することができ、物質 A を遺伝子 p の発現が増加した患者

に投与する場合、そうではない患者に投与するのに比べて抗がん効果が顕著かどうか

確認できるだけの客観的な根拠もないため、出願発明に引用発明から予測できないほ

どの著しい効果があるとはみなせない。 

(4)結晶多形発明 

医薬化合物の製剤設計のためにその結晶多形の存在を検討することは、通常行われるこ

とであるため、引用発明において公知になった化合物と結晶形態のみを異にする特定結晶

形の化合物を請求範囲にする結晶形発明は、引用発明に公知になった化合物が有する効果

と質的に異なる効果を持っている、又は質的な違いがなくても量的に顕著な違いがある場

合に限って、進歩性があるものとみなす。 

☞ 同一の化合物が様々な結晶形態を有することができ、その結晶形態によって溶解度、

安定性などの薬剤学的特性が異なることは、医薬化合物の技術分野において広く知ら

れており、医薬化合物の製剤設計のためにその結晶多形の存在を検討することは、通

常行われることであるため、医薬化合物の分野で引用発明に公知になった化合物と結

晶形態のみを異にする特定結晶形の化合物を請求範囲にする、いわゆる結晶形発明は、

特別な事情がない限り、引用発明に公知になった化合物が有する効果と質的に異なる

効果を有している、又は質的な違いがなくても量的に顕著な違いがある場合に限って

その進歩性が否定されず、この際、結晶形発明の発明の説明には、引用発明との比較

実験資料までは要らないが、上記のような効果があることが明確に記載されていて初

めて進歩性の判断に考慮されることができる。万一、その効果が疑わしいときには、

出願日以降に出願人又は特許権者が信頼できる比較実験資料を提出するなどの方法に

よって、その効果を具体的に主張・立証しなければならない。 
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第 3 章 食品に関する発明 

(改訂・管理部署：食品生物資源審査課) 

 

1. 概要 

この産業部門においては多様な官能的・機能的効果を発揮する食品*及びこれを製造･加

工する方法に関する発明を取り扱っている。 

* 食品とは農・畜・林・水産物をそのまま流通する新鮮食品と；これらの原材料を製造･

加工処理して保存性、栄養性などを高めた加工食品；人体に有用な機能性を有する原料

又は成分を使用して製造する健康機能食品；及び心理的、生理的欲求を充足させるため

の嗜好食品をいずれも含む一方、医薬として摂取するものは除く。 

食品の特性上、公衆の接近が容易で摂取が持続的に行われる点を考慮すると、公衆の衛

生を害する恐れがある食品であるか否かを判断しなければならず、食品の官能的効果及び

健康機能食品の機能的効果に関する記載方法、そして健康機能食品の用途限定に関する事

項など、食品分野の審査実務でしか適用されない特別な事項を判断しなければならない特

殊性がある。 

 

2. 発明の説明、請求範囲の記載要件 

2.1 発明の説明の記載要件 

2.1.1 食品の官能的効果 

食品の官能的品質特性(味、匂い、外観、組織感など)は、食品を評価するに当たって重要

な要素の一つである。しかし、人間の感覚は、各個人の心理的･生理的状態、社会的背景

などの要因によって影響を受けるため、発明者自身又は特定人の個人的感覚だけで効果が

あると断定することができず、理化学的又は機械的分析若しくは体系的な官能検査などに

よって、その効果を客観的かつ科学的に立証することが必要である。 

(1)理化学的又は機械的分析 

食品の官能的特性は、理化学的又は機械的測定及び分析によって確認することができる。
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発明の説明には、通常の技術者がその発明を理解して容易に再現することができる程度で

方法、器具、条件などを具体的に記載し、その分析結果によって官能的特性が充分に裏付

けられることができるよう明確かつ詳細に記載しなければならない。 

官能的効果の分析に使用することができる分析機器の例は、下記の通りである。 

- 色(視覚)：色度計(colorimeter)、分光光度計(spectrophotometer)など 

- 香味(嗅覚)：ガスクロマトグラフィー(gas chromatography)、電子鼻(electronic 

nose)など 

- 味(味覚)：電子舌(electronic tongue)、屈折糖度計(refractometer)、塩度計

(salinity meter)、pHメーター(pH meter)など 

- 粘度/組織感(触覚)：粘度計(viscometer)、物性測定器(texture profile analyzer)、

流動計(rheometer)、アミログラフ(amylograph)など 

(例)(出願発明)｢豆乳の製造過程中、デンプン加水分解酵素を添加して甘美が増加した加

工豆乳を製造する方法｣ 

☞ 豆のデンプンは、デンプン加水分解酵素によって相対的に甘美度が高い低分子糖類

に分解され、これは屈折率の変化につながるため、豆乳の甘美が増加するという官能

的効果の根拠は、屈折計によって測定された豆乳のブリックス(Brix)値の変化によっ

て解明されたとみなす。 

(2)官能検査 

食品の官能検査とは、視覚、触覚、味覚、聴覚、嗅覚の 5 種類の感覚器官を利用して食

品の官能的特性、嗜好度などを科学的に評価、分析するものであって、下記の場合、官能

検査による効果分析が必要である。 

- 発明の効果として食品の官能的特性を主張しているが、これに関する機器分析の結果

が提示されておらず、その官能的特性が通常の技術者にとって自明でもない場合 

- 機器分析結果と官能的特性との相関関係がない、又は足りない場合 

- 機械的に分析が困難である、又は複合的な官能的特性を主張する場合 

(例：苦味の減少、渋味の減少、キムチの臭み、マスキング効果など) 
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- 発明の効果として食品の嗜好度又は選好度を主張する場合 

発明の説明には官能検査の方法、パネルの数又は選定基準などを具体的に記載し、検査

結果を数量で表示する一方、その検査結果による効果の有効性を客観的に裏付けることが

できるよう、明確かつ詳細に記載しなければならない。 

(例)(出願発明)｢グルタミン酸ナトリウムに Xという物質を一定量均一に混合して呈味力を

増強させる方法｣ 

☞ グルタミン酸ナトリウム処理区、X 処理区、グルタミン酸ナトリウムと X の混合物

処理区の 3 種の試料について、適正な数の訓練されたパネルによって官能検査を実施

し、その具体的方法及び結果を記載しており、グルタミン酸ナトリウムと X の混合物

の効果がグルタミン酸ナトリウム単独又は X 単独の効果と客観的に識別が可能であれ

ば、発明の効果が確認されたものとみなす。 

 

2.1.2 食品の機能的効果 

食品は、健康増進又は疾病予防などの保健用途に有用な機能性を有するが、このような

食品の機能性又は新しい用途が認められるためには、試験管内(in vitro)実験、動物実験、

人体適用(臨床)実験、又は生体指標(biomarker)を利用した多様な方法などによって効果

の有効性を充分に裏付けることができるよう、明確かつ詳細に記載しなければならない。 

ただし、公知になった機能性原料又は成分*である場合、その機能的効果を再び立証しな

くてもその機能性を認める程度の有効量を含む場合には、これらの組み合わせだけでも上

記の原料又は成分の公知になった効果を含むものと認められる。 

* 公知になった機能性原料又は成分というのは、健康機能食品の機能性原料であって、食

品医薬品安全処長が告示する、又は別途で認めた原料若しくは成分である、又は国内・

外において頒布された刊行物に掲載され、その機能性が認められた原料又は成分 

(例)(出願発明)｢X成分を有効性分として含有する血糖降下用食品組成物｣ 

☞ 発明の説明に X成分による血糖降下機能があることを裏付ける客観的な実験結果を

提示した場合、このような X 成分を有効性分として含有する食品組成物の血糖降下効

果が確認されたものとみなす。ただし、食品組成物に含まれる X 成分の含有量が顕著



第6部旧技術別審査基準 

(2014年7月追録)      14 

に微々であって、食品組成物の効果が疑問視される場合、記載不備を理由に拒絶理由

を通知することができる。 

 

2.2 請求範囲の記載要件 

特定の生理活性又は疾病予防の機能を有する健康機能食品の場合、これに関する用途を

請求する形式で発明を記載することができ、審査官は次の①乃至③に規定されたところに

基づいて処理する。 

①請求範囲に記載された発明の対象が健康機能食品である場合、その健康機能食品を限

定する用途は、構成要件として認められる。 

(参考)用途に違いがあっても、特定発明が引用発明の目的又は用途と異なった内容を記

載して用途発明として特許請求をしない以上、その構成が同じ引用発明とその目

的又は用途が一致しないという理由だけで新規性が認められるわけではない(大法

院 2007年 1 月 25日宣告 2005フ 2045判決を参照)。 

②健康機能食品の用途発明において、その用途は属性自体ではない、その属性によって

実現しようとする目的を具体的内容で表現しなければならない。 

(例)高脂血症改善用、血糖降下のための、肥満改善用 

(注)属性とは、用途の基礎になる性質、効果、作用、メカニズム(機作)などをいい、

そのような属性自体は適合した用途の表現ではない。 

☞ 「血小板活性因子の受容体に関する結合に対して拮抗活性を有する」と表現された

事項は、用途限定ではなく、機能を記載したものであるため、用途発明ではない

(特許法院 2002年 4月 4日宣告 2001ホ 1501判決を参照)。 

③健康機能食品は、人体に有用な機能性を提供するために多様な形態により製造・加工

された食品を意味するものであるため、特定の疾患又は症状を治療するための用途で

記載しなければならない医薬用途発明とは異なり、その用途について、人体にどのよ

うな有用な機能があるか程度で記載すれば問題ない。 

(例)「タウリン供給用豆乳及び豆乳調製物からなる低タウリン血症並びに低タウリン尿

症治療用食品」の場合、食品は「治療用」という医薬用途で使用することができない
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ため、保護を受けようとするところが不明りょうに記載されたものに該当する。 

 

3. 不特許発明 

(1)食品は、いかなる者であっても日常的に摂取するものであり、人体に安全であること

を基本前提にするため、食品に関する発明の場合、その材料又は成分(食品の保存･加工中

に生成される二次産物を含む)が人体に安全なものであるか否かを念入りに把握しなけれ

ばならない。 

(2)食品材料又は成分の人体安全性が通常の技術者にとって自明ではない場合、公衆の衛

生を害する恐れがある発明であるため、審査官は特許法第 32条の拒絶理由を通知する。 

食品の人体安全性が通常の技術者にとって自明ではない場合とは、次の通りである。 

- 食品として摂取経験のない新しい材料又は成分である場合 

- 国内･外の政府報告書、国際機構の報告書、関連データベースで有害性を認め、食品に

使用することができないと規定した場合 

- 国内･外の学術誌において人体に有害であると報告された場合 

- 摂取量、摂取方法など発明の内容が当該技術分野の科学的常識の範疇を逸脱するもの

であるため、その安全性が疑われる場合 

(例)本願発明の場合、鉄分粉末を単独で配合し、その混合比率も非常に過多であって、

上記の食品組成物は、人体に有害な結果をもたらす恐れがあることを一般的常識を

有する者であれば予測することができるものであるため、安全性試験の成績の提示

を要求したのは当然である(89控原 1063 判決を参照)。 

(3)人体への安全性が疑わしく、食品としての実施の可否が不明確であるという拒絶理由

に対して、出願人は、意見書に食品として安全であるという説明とともにこれを裏付ける

客観的な立証資料を提示することによって対応することができる。この際、安全性に関す

る説明及び資料を発明の説明に追加する補正をする場合、最初に提出された明細書などの

記載から自明に導出することができる事項でなければ、新規事項の追加に該当するため、

注意しなければならない(｢第 4部第 2章 1.2新規事項追加禁止の具体的判断方法｣を参照)。 
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(4)健康増進、疾病予防のための健康機能食品の場合であっても、原則的に食品としての

安全性が確保されなければならない。もし、一つの出願に健康機能食品と医薬品が同時に

請求された場合、公衆の衛生を害する恐れがあるか否かは個別に判断しなければならない。 

(例)【請求項 1】化合物 Xを有効成分とする心血管機能改善用食品組成物 

【請求項 2】化合物 Xを有効成分とする心血管疾患治療用薬学組成物 

☞ 薬学組成物の場合、化合物 Xの有害性と目的とする効果を比較し、公衆の衛生を害

する恐れがあるか否かを判断する反面[医薬分野審査基準を参考]、食品組成物では、

化合物 X の効果がいかに優れているとしても人体に有害であれば、公衆の衛生を害す

る恐れがある発明に該当する。 
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第 4 章 機能性飲用水に関する発明 

(改訂・管理部署：環境技術審査チーム) 

 

1. 概要 

電解還元水、六角水、磁化水など機能性飲用水に関する発明は、機能性飲用水の医学的

効果の記載、磁化水の磁化状態維持に関する記載などについての発明の説明の記載要件、

発明の成立性及び機能性飲用水が特許法第 32条(特許を受けることができない発明)により

公衆の衛生を害する恐れがある発明に該当するか否かを判断しなければならない特殊性が

ある。 

 

2. 発明の説明の記載要件 

(1)発明の説明の記載に関する留意事項 

①電解還元水に関する発明の場合、水素イオン濃度、酸化還元電位、活性水素の濃度な

どで限定しているのであれば、その生産方法が記載されなければならず、これによる

有利な効果が記載されており、通常の技術者の水準からみて常識的に認めることがで

きないものである場合は、信頼できる実験結果を提示しなければならない。 

②六角水に関する発明の場合、既存の審査実務及び当該業界において六角水という表現

は慣用されているため、別途の説明がなくても発明が特定されたとみなすが妥当であ

るが、通常の技術者の水準からみて充分納得できる六角水の生成原理又は生成を確認

することができる客観的な試験・測定方法が提示されなければならない。 

③磁化水に関する発明の場合、磁場外において磁化状態を維持するという記載がある場

合、通常の技術者の水準からみて磁化状態の維持を確認することができる客観的な試

験・測定方法が提示されなければならない。 

④電解還元水、六角水、磁化水及び機能性飲用水の製造装置又は製造方法によって生産

された機能性飲用水が医学的効果を有する場合、その効果に関する客観的な立証デー
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タが発明の説明に記載されていなければならない。ただし、その医学的効果が技術常

識に該当する場合には、客観的なデータの記載を省略することができる。 

(参考 1)本件出願発明の明細書の記載のみでは、遠赤外線、植物の波長、磁石・銅の波長、

振動音がどのような原理によって六角水を生成するか全く分からず、果たして実

際に六角水が形成されているのかも確認されず、上の各成分の量又は強さが特定

条件を満足して初めて六角水が生成されるのであるか、それともそのような量又

は強さに関する条件を問わず、上記の各成分を使用さえすれば必ず六角水が生成

されるのであるのかも明らかではないことが分かる。このような事情を総合して

みると、当業者が本件出願発明の明細書を見て、本件出願発明の内容を正確に理

解して容易に実施することができるということができない。 

(参考 2)本件発明は、地下水又は水道水を定電圧発生装置及び磁化器を循環させ、核磁気

共鳴 170-NMR 半値幅が 60Hz 以下の小集団水(Micro-clustered water)処理する段

階を必須の構成要素として記載しているため、発明の説明には、通常の技術者が

出願時の技術水準からみて特殊な知識を付加しなくても、上記のような小集団水

を生産し、その状態を維持することができる技術構成を正確に理解することがで

き、同時に再現することができる程度に記載されていなければならない。外国の

一部特殊文献において紹介された事実のみで、そのような技術構成が我が国の平

均的技術者にとって自明な事項であるとみなすことはできず、それ以外に上記の

ような処理内容が周知慣用技術など、別途の記載を要しない自明な事項であると

いう証拠もない。 

 

3. 特許要件 

3.1 産業上利用の可能性 

(1)発明の成立性が否定される類型(未完成発明) 

ヒランヤ(六角ピラミッド)模型による六角水生成装置又は生成方法は、単にヒランヤ模

型によって六角水が生成されることを確認することができる実験成績証明書又は証拠資料

がないため、これは目的達成が不可能な未完成発明に該当し、これは自然界において経験

により発見される法則(経験則)、自然科学上定立された法則又は自然界の恒常的かつ普遍
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的な現象である因果関係を利用した技術的思想として認められない。 

(参考)ピラミッド構造体によって六角水が生成されるということは、まだ科学的に立証さ

れていない仮説に過ぎないことが分かる。 

 

3.2 不特許発明 

(1)特許を受けることができない発明に関する一般原則 

水処理又は機能性飲用水の関連分野の発明は、その発明の本来の目的に向けた実施が必

然的に公共の秩序又は善良な風俗を害する恐れがある、又は公衆の衛生を害する恐れがあ

る場合、特許を受けることができない。発明が製造方法である場合、その方法自体が公衆

衛生を害する恐れがあるか否かが判断されなければならないだけでなく、その製造方法の

目的生成物が公衆衛生を害する恐れがあるか否かについても考慮しなければならず、また、

発明本来の有益な目的は達成されるものの、その結果、公衆の衛生を害する恐れがある場

合には、その害を除去する手段はあるか、又は利害関係を比較衡量することも必要である

としている。 

(2)特許を受けることができない発明に関する留意事項 

機能性飲用水が水質に関する法令において規定している水質基準に適合しないもののよ

うに思われることだけを根拠にして、特許法上の公衆の衛生を害する恐れがある発明とし

て取り扱ってはならない。ただし、明細書の記載だけで判断した際、人体に有害であるこ

とが自明な機能性飲用水に関する発明については、公衆の衛生を害する恐れがある発明と

して取り扱い、このような場合であっても、客観的な立証資料又は実験成績証明書などの

提出によって安全性が立証されれば、上記の規定に該当しないものとみなす。 
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第 5 章 有・無機化合物に関する発明 

(改訂・管理部署：有機化学審査課) 

 

1. 発明の説明、請求範囲の記載要件 

1.1 発明の説明の記載要件 

(1)化合物の発明 

①化合物の確認資料及び製造方法に関する記載 

化合物発明は、発明の説明に化合物の確認資料及び製造方法について記載されていな

ければならない。 

ⅰ)化合物の確認資料に関する記載 

化合物の製造工程が際立って複雑である、又は有力な副反応を伴うなどの理由により、

製造方法に関する記載だけでは、その化合物が製造されたか否かが疑わしい場合、元

素分析分値、核磁気共鳴(NMR)データ、融点、沸点などのような化合物の確認資料を発

明の説明に記載しなければならない。 

結晶多形発明は、発明の説明に確認資料(XRD(X 線回折分析)データ、DSC(示差走査熱

量測定)データ、IR(赤外線分光)データなど)又は物理・化学的性質などに関する記載

によって結晶多形であることが分かるように記載しなければならない。 

ⅱ)化合物の製造方法に関する記載 

新規の化合物を製造する方法に関する具体的な記載がなくても、明細書及び出願時の

技術常識によって通常の技術者がその物質を製造することができる場合を除いては、

その化合物の製造方法を明確に記載しなければならない。 

②実施例の記載 

新規の化合物発明の場合、技術的手段を具体化した実施例を記載しなければならず、

請求範囲が包括的に記載されているときは、明細書及び出願時の技術的常識に基づい

て発明の具体的な内容を通常の技術者が分かる場合を除き、グループ別に代表的な実
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施例を記載しなければならない。 

 

1.2 請求範囲の記載要件 

(1)発明の説明によって裏付けされること 

①発明の詳細な説明によって裏付けされない類型 

(例)請求項においては化合物の発明が請求されており、その化合物は多数の構成要素

を有するマーカッシュ形式により表現されているが、発明の説明には特定の骨格

構造を有する化合物に関する具体的製造例が記載されているのみであって、構成

要素に含まれるその他の骨格構造を有する化合物については通常の技術者が明確

に理解することができる事項であるとみなすことができない場合、判断の根拠及

び理由を提示し、発明の説明に裏付けされないという拒絶理由を通知する。 

(2)発明が明確かつ簡潔に記載されること 

①発明が明確かつ簡潔に記載されているのかの判断類型 

ⅰ)新規の化合物が化学物質名又は化学構造式によって記載されていれば、請求項の記載

が明確なものである。 

化学物質を明確に特定するためには、化合物名、化学構造式及び必要に応じては結晶

構造を明確に記載しなければならない。ただし、構造式が簡単である場合、化合物名

のみの記載が可能である。化合物名又は化学構造式によって発明の構成を特定するこ

とはできず、物理的又は化学的性質のみで特定するしかない場合には、その性質によ

っても特定することができる。また、必要に応じて製造方法を追加して特定すること

ができれば、特定手段の一部として製造方法を表示してもいい。 

ⅱ)請求範囲に置換基が炭素数の記載なく「アルキル」及び「アリール」と定義されてい

る場合、化学構造式の基本骨格、すなわち、母核構造に応じて多様なアルキル及びア

リールが導入され得るなど、置換基の特定自体が問題にならない場合には、このよう

な置換基の定義自体が不明確なものであるとみなさない。 
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しかし、母核の化学構造及び実施例からみて、置換基の炭素数の範囲が特定されなけ

ればならない場合、又は「アルキル」及び「アリール」に該当しない実施例だけあり、

これが「アルキル」及び「アリール」を裏付けることができない場合には、発明の説

明によって裏付けられない、又は通常の技術者が容易に実施することができないケー

スに該当するかについて詳察しなければならない。 

また、導入される置換基を特定しない「置換された...」のような表現は、それによっ

て構成が不明確になる場合には、これを認めない。 

ⅲ)「…化合物の誘導体」、「...化合物の同族体」などは、発明の説明及び技術常識を

考慮しても、その化合物の範囲を明確に特定することができない場合には、不明確な

ものとみなす。 

 

2. 特許要件 

2.1 新規性 

(1)化合物発明 

①特定方法を異にする化合物 

化合物名又は化学構造式で示される化合物発明と、その他方法で特定された化合物発

明とは、物質が同一であることが判断された場合には新規性がないものとみなす。 

②塩 

化合物の発明とそれの単純な塩の発明は、実質的に同一のものとして新規性がないも

のとみなす。 

③化合物の精製物 

公知になった化合物に対する単純な純度(purity)の増加は、新規性がないものとみな

す。ある化合物が純度が高くなったとしても、これは物質自体が変化したものではな

いため、公知になった化合物と異なるものということができない。 
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(2)化合物の製造方法の発明 

①用途が限定された化合物の製造方法 

化合物の製造方法の先行技術と製造方法が同一であるが、用途が限定された化合物製

造方法の出願発明は、実質的には同一化合物の製造方法の発明であるため、新規性が

ない発明とみなす。 

また、用途が限定された化合物の製造方法と製造方法が同一であるが、それとは異な

る用途に限定されたその化合物の製造方法の発明とは、実質的には同一製造方法の方

法であるため、新規性がない発明とみなす。 

②製法限定の出発物質を使用した製造方法 

反応物質を製法によって限定表現した発明とこれを化合物名又は物理的・化学的性質

によって表現した発明とは、他の要件が同一であれば、両者は新規性がない発明とみ

なす。 

 

2.2 進歩性 

(1)化合物発明 

①化合物発明の進歩性の判断基準 

化合物発明は、ⅰ)化合物の化学構造、及びⅱ)化合物が有する特有の効果の二つの特

性によって判断する。 

化合物発明のように物の構成による効果の予測が容易ではない技術分野の場合には、

引用発明と比べてさらに優れた効果を有するということが進歩性を認めるための重要

な事実となる。公知になった化合物と単純に構造が類似しているという理由で化合物

の進歩性を否定してはならず、予測することができなかった効果(結果、特性、用途)

を考慮して進歩性を判断しなければならない。 

引用発明の化学構造とは相異する構造を有する化合物発明は、進歩性が認められ、予

想できなかった、又は独特の特性を有する化合物発明は、化学構造が引用発明と類似

していても進歩性がある。 
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そして請求項に記載された発明が引用発明と比較される有利な効果を有していても、

通常の技術者が請求項に記載された発明を容易に考え出すことができるということが

十分に論理的に認められたときは、進歩性が否定され得る。 

(参考)化学物質発明の進歩性は、化学構造における特異性と性質、又は用途面における

特異性に基づいて判断しなければならず、公知になった化学物質の化学構造と顕

著に異なる化学構造を有する化学物質の発明である場合、公知になった化学物質

と化学構造は類似していても、公知になった化学物質から予測することができな

い特有の性質を有する化学物質の発明である場合、化学構造が類似した公知にな

った化学物質から予測可能な性質を有する化学物質であっても、その性質の程度

が顕著に優れた化学物質の発明である場合は、通常の技術者が容易に発明するこ

とができないものとみなして進歩性を認めなければならないが、これを充足する

ことができなければ、進歩性を認められることができないといえる(特許法院

2008年 1月 17日宣告 2007ホ 2261判決)。 

②特定の結晶形態を有する化合物発明(結晶形発明) 

先行発明に公知になった化合物と結晶形態のみを異にする特定結晶形の化合物を請求

範囲にする結晶形発明は、特別な事情がない限り、先行発明に公知になった化合物が

有する効果と質的に異なる効果を有する、又は質的な違いがなくても量的に顕著な違

いがある場合に限ってその進歩性が否定されない。 

(参考)同一の化合物が様々な結晶形態を有することができる上、その結晶形態によって

溶解度、安定性などの薬剤学的特性が異なることは、医薬化合物の技術分野にお

いて広く知られており、医薬化合物の製剤設計のためにその結晶多形の存在を検

討することは通常行われることであるため、医薬化合物の分野において先行発明

に公知になった化合物と結晶形態のみを異にする特定結晶形の化合物を請求範囲

にする、いわゆる結晶形発明は、特別な事情がない限り、先行発明に公知になっ

た化合物が有する効果と質的に異なる効果を有する、又は質的な違いがなくても

量的に顕著な違いがある場合に限ってその進歩性が否定されず、この際、結晶形

発明の説明には、先行発明との比較実験資料まで求めるわけではないが、上記の

ような効果があることが明確に記載されていて初めて進歩性判断に考慮され、万

一、その効果が疑わしいときには、出願日以降に出願人又は特許権者が、信頼で

きる比較実験資料を提出するなどの方法によってその効果を具体的に主張・立証
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しなければならない(大法院 2011年 7月 14日宣告 2010フ 2865判決を参照)。 

(2)特定性質を有する無機化合物の製造方法の発明 

一般的に無機化合物においては名称、化学式が同じであるとしても、結晶形、粒子の単

位表面積などの微細構造を含む物理的性質、あるいは形状は異なる場合が多い。従って、

名称又は化学式だけではその対象を特定することができないことが多い。 

ところで、このような微細構造を技術的に解明することが困難であるため、微細構造に

ついては請求範囲と発明の説明に記載がないとしても、微細構造の相違を予測させるに値

する特定の性質(例えば、用途と関連がある性質)が説明されている場合には、この説明を

勘案して実際にどのような化合物が得られたかを検討しなければならない。 

従って、特定の性質を有する無機化合物の製造方法の発明の進歩性を判断する場合、請

求範囲においてその性質の記載有無に関係なく、この点も含めて行わなければならない。

すなわち、その組成要件の採択、結合によって明細書に記載された特定性質を有する化合

物を製造することができることが当該技術水準からみて予測できるか否かを判断しなけれ

ばならず、名称又は化学式が同一だからといってこの特定の性質が相違していることを無

視し、単純に判断を行ってはならない。 

 

2.3 特殊な発明の特許要件 

(1)化合物の用途限定の発明 

①請求項の解釈 

「～用」という用途限定が付けられた化合物(例えば、用途 Y 用の化合物 Z)について

は、一般的にこのような用途限定は化合物の有用性を示すものに過ぎないため、用途

限定がない化合物(例えば、化合物 Z)それ自体であるものと解釈する。 

②新規性及び進歩性の判断 

先行技術に化合物が公知になっていれば、用途限定がある化合物は新規性がない発明

であるとみなす。 

(例)明細書及び図面の記載と出願時の技術常識を考慮すれば、「殺虫用の」という記
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載は、その化合物の有用性を示すものに過ぎないため、「殺虫用である化合物 Z」

は、用途限定のない「化合物 Z」、それ自体に解釈される。従って、この場合

「殺虫用の化合物 Z」は先行技術に公知になった「化合物 Z」と同一なものである

ため、新規性がない。 

(2)選択発明 

①進歩性の判断 

先行発明にその上位概念のみが開示されていて新規性が認められた選択発明が進歩性

を認められるためには、選択発明に含まれる下位概念すべてが先行発明の有する効果

と質的に異なる効果を有する、又は質的な違いがなくても量的に顕著な違いがなけれ

ばならない。 

(例 1)(広範囲な化合物の中から特定の化合物を単純に選択して進歩性がない場合) 

広範囲な化合物の中から少数の化合物を単純に選択していて、その結果として

得られた化合物は、先行技術の実施例にはない有利な特性を有するものと記載

されていない、又は先行技術に記載された化合物と比較して有利な特性がある

ものと記載されているが、このような特性は、当該技術分野において通常の技

術者が当該化合物の保有していると予想し、これを選択する可能性が多い場合 

(例 2)(広い範囲の化合物の中から特定化合物を選択して構成したものであって、その

選択された特定化合物に期待されていない有利な効果があって進歩性がある場

合) 

先行技術に開示されている全分野から特定置換基 R を選択するところに特徴が

ある発明であって、この場合に一般化合物の中から特定化合物を選択すること

によって有利な特性を有する化合物を生成するだけでなく、通常の技術者がそ

の有利な特性を得るために、このような特定化合物を選択するということが、

先行技術に開示されてもいない場合 

(3)光学異性質体発明 

①新規性の判断 

ⅰ)光学異性質体化合物の発明 
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光学異性質体化合物が、ラセミ体化合物を記載している先行技術に具体的に開示され

ている場合、新規性がない。 

先行技術に光学異性質体の存在を確認した資料が記載されていなくても、その明細書

の記載のみで光学異性質体の存在が確認される、又は出願当時の技術水準からみて通

常の技術者が容易に製造することができれば、先行技術にはその光学異性質体が具体

的に開示されているということができる。 

(参考 1)出願発明はラセミ体、すなわち、D, L-スピロヒダントインを不活性有機溶媒内で

光学的活性であるアルカロイドと反応させ、立体異性体の塩を結晶に分離させた

後、多少不溶性の塩を加水分解させて D-異性体を製造する方法に関する技術であ

るが、先行文献に D, L スピロヒダントインが公知になっており、DL 体が公知に

なったものであれば、D 体も公知になったとみるべきものであり、製造方法も同

一の方法であって、出願発明は、結局出発物質、製造方法、最終生成物が全て公

知になったものとして、先行技術と同一の発明であると認められる(大法院 1986

年 3月 25日宣告 83フ 52判決を参照)。 

 (参考 2)選択発明の新規性を否定するためには、先行発明が選択発明を構成する下位概念

を具体的に開示していなければならず、これには先行発明を記載した先行文献に

選択発明に関する文言的な記載が存在する場合以外にも、通常の技術者が先行文

献の記載内容と出願当時の技術常識に基づいて、先行文献から直接的に選択発明

の存在を認識することができる場合も含まれる。原審判示の比較対象発明 1 の発

明の説明においては、その発明の対象について、「メチル-α-(4, 5, 6, 7-テト

ラヒドロチエノ(3, 2-C)-5-ピリジル)-o-クロロフェニル-アセテート」、「これ

ら化合物は、一つの非対称炭素(asymmetrical carbon)を有するため、二つの光学

異性質体(enantiomer)として存在する。本発明は、各々のエナンチオマー二 2 と

もと、これらの混合物に関するものである」と記載しているため、比較対象発明

1の発明の対象である「メチル-α-(4, 5, 6, 7-テトラヒドロチエノ(3, 2-C)-5-

ピリジン)-o-クロロフェニル-アセテート」は、置換基の命名順の違いによりそ

の名称が異なるだけで、この件第１項発明の「メチルα-5(4, 5, 6, 7-テトラヒ

ドロ(3, 2-C)チエノピリジル)(2-クロロフェニル)-アセテート」と同じ物質であ

る。そして、比較対象発明 1 に記載された「各々のエナンチオマー」は、「優先

性光学異性質体」と「左旋性光学異性質体」を、これらの混合物は「ラセミ体」
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をそれぞれ指すものであって、比較対象発明 1 は、上の化合物の優先性光学異性

質体と左旋性光学異性質体及びラセミ体の三つすべてを発明の対象にしているた

め、比較対象発明 1 には、上の化合物の優先性光学異性質体であるこの件第 1 項

発明のクロピドグレルが開示されているものである(大法院 2009 年 10 月 15 日宣

告 2008フ 736判決を参照)。 

②進歩性の判断 

ⅰ)光学異性質体化合物の発明 

光学異性質体化合物が先行文献に具体的に開示されていない場合には、その光学異性

質体化合物が有する特有の化学的、物理的性質によって公知になったラセミ体に比べ

て顕著な効果があるか否かを考慮して進歩性を判断する。 

 

ⅱ)光学異性質体の用途発明 

先行技術にその光学異性質体化合物の用途が具体的に開示されていない場合には、光

学異性質体化合物の特有の物理的、化学的性質によって公知になったラセミ体の用途

に比べて顕著な効果がある場合に進歩性が認められる。 

(参考)光学異性質体の用途に関する発明の進歩性を認めた場合 

化学分野の発明においてラセミ体が公知になった場合、不斉炭素の個数によって一

定の数の光学異性質体が存在するということは広く知られているため、特定光学異

性質体の用途に関する発明は、第一、その出願日前にラセミ体化合物の用途を記載

している刊行物などにその光学異性質体化合物の用途が具体的に開示されておらず、

第二、その光学異性質体化合物の特有の物理化学的性質などによって、公知になっ

たラセミ体の用途と質的に異なる効果がある、又は質的な違いがなくても量的に顕

著な違いがある場合に限って特許を受けることができる。しかし、光学異性質体に

その用途に関する様々な効果がある場合に効果の顕著さがあるというためには、光

学異性質体の効果すべてをこれに対応する公知になったラセミ体の効果と対比して、

全種類の効果面において顕著な違いがなければならないのではなく、光学異性質体

の効果のうち一部でもこれに対応するラセミ体の効果に比べて顕著であると認めら

れれば充分であり、通常の技術者が単純な反復実験により光学異性質体の顕著な効
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果を確認することができるという事情のみで、その効果の顕著さを否認することは

できない。ある特定の光学異性質体がラセミ体又は残りの光学異性質体に対して優

れた薬理作用を有することができるということが広く知られてはいるが、だからと

いって直接実験をしてみる前には、この件第 6 項発明の(S)-エナンチオマーが刊行

物記載発明のラセミ体又は残りの光学異性質体の(R)-エナンチオマーより優れた薬

理作用を有すると予測することはできないため、2個のエナンチオマー形態に分離さ

れなかった上のラセミ体の医薬的用途から、通常の技術者が出願時の技術常識に基

づいて困難なく、この件第 6 項発明の医薬的用途を認識することができるとみなす

のは難しい(大法院 2003年 10月 23日宣告 2002フ 1935判決を参照)。 

 (4)触媒 

①新規性の判断 

触媒は、使用対象の反応を離れては特許性を判断することができないため、触媒の構

成と使用対象の反応の種類によって同一性を判断する。 

②進歩性の判断 

ⅰ)使用対象の反応が同一でも同種でもない場合 

当該発明の触媒の構成と同一又は類似している公知になった触媒が存在しても、両

触媒の使用対象の反応が同一でも同種でもない場合は、当該発明の触媒を無触媒の

場合と比較してその効果が認められれば、当該発明は進歩性があるものとみなす。 

ⅱ)触媒の構成が類似していない場合 

当該発明の触媒を使用した対象の反応と同一又は同種の反応において、触媒の構成

が同一又は類似している公知になった触媒がない場合には、当該発明の触媒が無触

媒の場合と比較してその効果が認められれば、進歩性があるものとみなす。 

ⅲ)支持触媒と非支持触媒の選択 

触媒システムにおいて、支持触媒又は非支持触媒の選択に関する進歩性を判断する

に当たっては、明細書に記載された技術的意義及び顕著な効果を考慮しなければな

らない。 

(参考)触媒の支持体は、それ自体が触媒活性を有するものではないが、活性物質と増



第6部旧技術別審査基準 

(2014年7月追録) 30 

進剤として触媒を製造する際、触媒反応に効率的な形態で触媒を製造して製造

価格を削減し、機械的性質を向上させるなど、多様な目的のために使用される

もので、触媒を組成するに当たって支持触媒の構成を取るか、非支持触媒の構

成を取るかについて、どのような技術的意義及び効果があるかについて明細書

に記載されていない場合、「非支持触媒」と「支持触媒」間に触媒の形態又は

触媒システムにおいて技術的に特別な違いがあるとみることができない(特許法

院 2009年 10月 9日宣告 2008ホ 13732号判決) 



第6部旧技術別審査基準 

(2015年1月追録) 31 

第 6 章 合金に関する発明 

(改訂・管理部署：材料金属審査チーム) 

 

1. 概要 

1.1 適用範囲 

本章は、合金技術分野(C22C)に関する発明に対して適用する。 

合金技術分野(C22C)を除いたその他技術分野においても、当該合金が通常の技術者にそ

の合金の成分と各成分の組成範囲の数値限定によって組織、性質又は用途などが特定され

るものと認められる場合は、本章の審査基準が適用される。 

(例 1)「第 1 項のメッキ液を利用して形成されたニッケル－ジルコニウム合金のメッキ層

を少なくとも一層以上備えた製品」は、上記の合金メッキ層の組織又は性質そのも

のに特徴があるのではなく、メッキ液によりメッキ層が形成された製品に特徴があ

り、上記の合金メッキ層の合金成分と組成範囲を限定していないため、上記の合金

メッキ層に対して合金の審査基準を適用する必要はない。 

(例 2)「A：6～9 重量％、B：7～12 重量％、C：10～15 重量％、残りの Fe 及びその他不可

避な不純物からなる鋼材を加熱、熱間圧延、冷間圧延、焼なましの段階を含むこと

を特徴とする○○用○○合金の製造方法」は、製造方法を請求しているものの、合

金成分と組成範囲を限定した特定鋼材の製造方法に関するものであるため、合金審

査基準が適用される。 

 

1.2 合金と合金発明の特異性 

 合金とは、「2 種類以上の金属成分が全体として均質に存在していて、概観では 1 個の

物質として把握されるもの」をいう。合金は、混合物と化合物の特性を一部有しているだ

けでなく、合金固有の特性を有している。 

 合金を構成する元素とそのような元素の性質は既に広く知られており、新しい元素の発
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見がない限り、合金は既に知られていて限定されている元素郡から選択組み合わせによっ

て得られるものであり、合金は合金組成(合金成分と各成分の組成範囲)によって組織、性

質又は用途に差異がみられる。従って、合金発明においては合金成分だけでなく、各成分

の組成範囲を限定して初めて合金発明の請求範囲が特定されるものであって、組織、性質

又は用途などが発明の構成要素になる。 

 

2．発明の説明、請求範囲の記載要件 

2.1 発明の説明の記載用件(特許法第 42条第 3項第 1号関連) 

2.1.1 組成範囲に対する数値限定の理由及び実施例 

請求範囲に組成範囲に対する数値限定が記載されている場合には、発明の説明に組成範

囲に対する数値限定の理由及び実施例を記載しなければならない。ただし、発明の説明に

組成範囲に対する数値限定の理由又は実施例が記載されていなくても請求範囲に記載され

ている合金発明の特定が可能で、その発明を容易に実施することができると認められる場

合は、この限りでない。 

数値限定に当たっては、上限・下限の規定が明確でなければならず、不明確な用語の使

用は認められず、数値限定された区間毎に上限・下限を特定した数値限定の理由、数値限

定範囲の全区間において従来の技術と区別される顕著な上昇効果の有無及び構成要素と連

携作用する各元素の特性に関する具体的な理由を記載しなければならない。 

(参考)組成範囲に対する数値限定の理由が記載されていない、又は実施例が記載されてい

ない場合は、当該合金成分が合金成分の相互間においてどのような作用をするか、

その合金発明が取り組もうとする課題の解決にどのような効果があるか、これによ

って従来の技術と区別される特徴又は顕著な作用効果があるかなどの判断が難しく、

その合金発明の再現又はその合金発明が目的若しくは解決しようとする課題を達成

することができるかどうかを確認するために過度な試験の反復及び試行錯誤があり

得るため、発明の説明の記載用件を充足したとみなすことができない。 

 (参考)請求範囲に記載されている合金が合金組成が公知になった常用合金又は標準工業

規格(KS、ASTM、JIS、DIN など)に該当する合金などに認められる場合には、組成範

囲に対する数値限定の理由及び実施例を必ず記載する必要はない。 
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また、合金発明は、機械又は電気・電子分野の発明に比べて発明の構成による効果の予

測性が低い分野の発明であり、製造技術は理論的追求よりは実験の反復によって発明され

たものであるため、その合金の作用効果を立証することができる実験結果(実施例、試験

例、比較例など)を記載する必要がある。特に実験データを利用した場合には、通常の知

識を有する者が容易に再現することができるように実験対象物、実験方法と条件、このよ

うな効果によって先行発明では解決することができなかった技術的課題などを具体的に記

載しなければならない(2001フ 2740、2005フ 3338、2001ホ 997判決を参照)。 

発明の説明に実施例が記載されているか否かは、以下の通りに判断する。 

ⅰ)請求範囲と合金成分が一致し、当該組成範囲に含まれる実施例が記載されていれば、

特許法第 42 条第 3 項第 1 号の要件を満たすものとみなす。すなわち、独立項、従属

項を問わず、請求範囲の組成範囲を満たす実施例が 1 個でも記載されていれば、これ

を出願発明を代表する実施例として認めることができる。 

ⅱ)実施例に請求範囲の必須合金成分のうち一部が記載されていない、又は請求範囲にな

い合金成分が含まれている場合は、請求範囲に対する実施令が記載されていないもの

とみなす。ただし、相違する合金成分が不可避な不純物に該当する場合は、この限り

でない。 

ⅲ)実施例には、各合金成分の具体的な含量を明示しなければならない。具体的な含量は

なく、各合金成分の組成範囲のみ記載されている場合は、請求範囲に対する実施例が

記載されていないものとみなす。 

ⅳ)発明の作用効果は、当該発明が目的とする特有の効果を具体的に記載しなければなら

ない。抽象的又は主観的な表現しかない場合、効果が明確に記載されているものとみ

なすことができない。 

 

(参考)発明の説明の記載用件に限って考慮すると、少なくとも 1 個の代表的な実施例の記

載があれば充分であるが、合金発明において作用効果の顕著性は、実験結果の記載

(つまり、実施例の記載)によって立証されるものであり、当該合金発明において組

成範囲の数値限定に対する技術的異議又は臨界的異議が問題となる場合には、1 個

の実施例だけでは作用効果の顕著性を立証することが難しい可能性がある。 

(参考)上記の実験は、この件第 1 項補正発明のうち特定の組成比を有する 1 個の実験例だ
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けを実験対象にしているものに過ぎず、上記の実験結果だけでこの件第 1 項補正発

明が各構成成分の組成範囲、特に組成範囲の上限と下限の付近で優秀な効果を有す

ると断定することはできない。また、上記のヒット F を成す構成成分の組成比率は、

比較対象発明において限定した構成成分の組成範囲にも属するだけでなく、上記の

実験は比較対象発明の強と対比して実施されたものでもない。従って、上記の実験

結果だけではこの件第 1 項補正発明が比較対象発明に比べてクリープ破壊の強度、

高温酸化耐性又は蒸気腐食耐性において顕著な効果を有するとみなすことはできな

い(特許法院 2010年 10月 15日宣告 2010ホ 1381判決を参照)。 

 

2.1.2 組織、性質・用途など 

通常の技術者に請求範囲に記載されている発明の特定とその発明を容易に実施すること

ができるように記載されているか否かの判断に必要であると認められる場合は、発明の説

明にその合金が有している組織、性質又は用途などを明確に記載しなければならない。 

合金発明においては組織、性質又は用途などによって発明が特定され、合金の組織、性

質又は用途などが発明の構成要素になるため、発明の説明にその合金が有している組織、

性質又は用途などを明確に記載する必要がある。ただし、合金発明又は合金を製造する発

明は、用途の記載により発明の様相が変わることはないため、用途の記載は特別な場合を

除いては発明の構成とみなさないが妥当である。 

 

2.1.3 合金の製造方法 

出願発明が｢合金｣である物の発明に関するものであっても、通常の知識を有する者がそ

の合金を容易に再現することができるよう、その合金の製造方法(溶融、鋳造、熱処理、

機械加工など)を発明の説明に具体的に記載しなければならない。 

合金の製造方法は、一般的に製錬又は精錬によって製造する方法と、既に知られた母材

に対して意図した目的を達成するために物理的・化学的変化(機械加工、熱処理、メッキ、

その他表面処理など)を付与して組織、性質又は用途を変化させる方法に分類され、これ

らすべてが別個の発明として認められる特殊性を有しているためである。 

また、合金発明に対する特許権又は実施権を所有している者がその合金発明に関する製
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造方法を知っていなければ、その合金を容易に再現する、又は実施することができず、特

許権又は実施権を所有しているのが無意味になるため、これを防止するためである。 

ただし、合金発明が通常の手段によって製造可能な場合には、その趣旨を簡略に記載す

る。 

 

2.2 請求範囲の記載要件(特許法第 42条第 4項第 2号関連) 

2.2.1 合金組成の限定 

合金は、2 種以上の成分によって構成されるものであり、その目的とする性質又は用途

が得られる合金組成が定められていなければならない。単純に合金の成分のみ記載されて

いて、各成分の組成範囲が限定されていない場合、合金の特性上合金成分は同一であって

も組成範囲によってその組織、性質、用途などが全く異なることがあるため、請求範囲が

特定されるとは言い難く、特別な事情がない限り、請求範囲が明確に記載されていないも

のとみなす。 

※成分の組成範囲が限定されていないことから請求範囲が特定されたと見難く、拒絶理由

を通知する場合、明細書全体の記載を見て妥当な具体的理由を記載する(第 5 部第 3 章

「5.4.2意見提出通知書の作成方法」を参照)。 

 (例)「C、Si、Mn、Al 及び残りの Fe からなる○○用鋼板」は、合金の成分のみを表示し

て構成を明確に判断することができないもので、「C(a～b 重量%)、Si(c～d 重量%)、

Mn(e～f 重量%)、Al(g～h 重量%)と残りの Fe 及び不可避な不純物からなる○○用鋼板」

のように合金成分とともにそれぞれの合金成分の組成範囲を記載する。 

(参考)組成範囲が過度に広い場合(例えば、「成分 A：0~100％、B：0~100％、…」、「C：

0.0001~5％…である鋼板(鉄合金)」など)組成範囲によって合金の組織、性質、用

途などが異なるため、特別な事情がない限り、請求範囲が明確に記載されていない

ものとみなす。 

(例)特別な事情の例として、全率固溶体、非晶質合金、合金組成が公知になった常用合金、

標準工業規格(KS、ASTM、JIS、DIN など)に該当する合金などを挙げることができる。

全率固溶体及び非晶質合金は合金組成とは関係なく、組織、性質、用途などに大差が

なく、合金組成が公知になった常用合金及び標準工業規格に該当する合金は、合金組
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成に特徴がないため、組成範囲を具体的に特定する必要がない。 

 

2.2.2 合金成分中の不純物の許容範囲に関する記載 

請求範囲に記載された構成要素のうち、明細書によって不純物と規定される、又は通常

不純物に認められるものを除いては、不純物と判断してはならない。一般的にすべての不

純物の許容範囲を請求範囲に明確に記載する必要はないが、できれば、発明の説明にその

許容範囲を明確に記載する。ただし、合金の性質又は用途に重大な影響を及ぼしかねない

不純物の許容範囲は、請求範囲に記載しなければならない。 

合金製造時に合金を構成する必須成分以外に不要だと認められる成分が多少存在すると

きがあるが、これは技術的与件又は通常の方法では完全に除去することができないもので

ある。 

このような成分を一括して不純物としているが、このようなものは極めて微量が存在す

るとしても、これが合金の性質又は用途に顕著な影響を及ぼす可能性もあるため、技術公

開の目的上、このような不純物の許容範囲(ただし、KS 規格に明示された場合、例；KSD 

3751 の規格など不純物制限規定)を明確にする必要がある。また、このような不純物の許

容範囲を表示する場合には、上限のみを規定すれば充分であるため、｢0.3 重量％以下｣の

ように表現すれば問題ない。 

 

3. 明細書の新規事項の追加 

合金発明は数値限定発明が主流になっていて、数値限定発明はその技術的範囲が比較的

に明確なため、明細書又は図面を補正すれば新規事項の追加になる可能性が多い。 

出願書に最初に添付された明細書を基準にして、成分の削除、新しい成分の付加及び組

成範囲の変更、さらに新しい性質又は用途の追加・拡張などの補正は、明細書に新規事項

が追加されたものと認められる。 

ただし、組成範囲が縮小され、性質又は用途などに変更がない場合には、新規事項の追

加とみなさない。 
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3.1 新規事項の追加とみなす場合 

請求範囲において新しく数値限定をしたが、数値限定及びその理由が発明の説明に予め

記載されていなかったものが新しく示されている場合は、新規事項の追加とみなす。 

(参考)合金発明において合金組成は、発明を特定する重要な技術的事項に該当するため、

特別な事情がない限り、最初出願明細書に記載されていなかった合金成分又は各成

分の組成範囲を補正時に追加することは、最初出願明細書になかった発明を特定す

る構成要素を新しく追加することになるため、新規事項の追加とみなされる。 

(例 1)出願書に最初に添付された明細書又は図面において数値限定をしていなかった部分

を補正時に一定範囲に限定した場合。 

○ 最初出願：合金成分(A)(B)(C)、及び残りの Feからなる○○用○○合金 

○ 補正後：合金成分 A(a重量%)、B(b重量%)、C(c中量%)と残りの Fe及びその他不

可避な不純物からなる○○用○○合金 

(例 2)最初の数値限定の部分を補正時に別途の数値範囲に拡張して補正した場合 

○ 最初出願：合金成分 A(4～8 重量%)、B(7～12 重量%)、C(15～18 重量%)と残りの

Fe及びその他不可避な不純物からなる○○用○○合金 

○ 補正後：合金成分 A(6～9 重量%)、B(7～12 重量%)、C(10～15 重量%)と残りの Fe

及びその他不可避な不純物からなる○○用○○合金 

 

3.2 新規事項の追加とみなさない場合 

明細書の記載内容及び発明が属する技術分野からみても、その程度の数値でなければな

らないことが明確なときには、単純な誤記の訂正であると判断して新規事項の追加とみな

い。 

(例 1)請求範囲に記載された数値限定範囲に縮小がある場合 

○ 最初の出願：100ppm以下のマグネシウムと少量のカルシウムを含有する鉛の合金

であって、カルシウムの含量が 100乃至 900ppmであることを特徴とする合金組成

物 
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○ 補正後：1 乃至 80ppm のマグネシウムと少量のカルシウムを含有する鉛の合金で

あって、カルシウムの含量が 690 乃至 900ppm であることを特徴とする合金組成

物。 

☞ 最初出願明細書の蓄電池用に使用される鉛合金は一定量以上のカルシウムを必要

とするが、酸化によってカルシウムの量がだんだん減少するようになり、これに備

えるためにカルシウムの量を増加させる場合、合金の腐蝕抵抗性が減少するように

なる。本発明においては、合金にマグネシウムを少量添加してカルシウムの酸化を

防止することに成功したものの、マグネシウムも濃度が高まれば、合金の腐蝕抵抗

性を減少させるため、適切なマグネシウム量及びカルシウム量の選択が必要である

と記載されている。また、上記明細書の実施例及び比較例中にマグネシウムが 20～

58ppm、カルシウムが 690～710ppmの組成物が記載されている。 

 このような場合、合金発明において組成範囲が発明の効果に係るその他性質と密

接に関係するものではなければ、組成範囲は特定実施例の記載によって補正するこ

とができるため、新規事項の追加に該当しない。 

(例 2)請求範囲に記載された数値限定範囲に縮小がある場合 

○ 最初出願: 

請求範囲 

【請求項 1】200～10000μm の直径を有し、……中空ガラス微小球 

発明の説明 

ガラス微小球は、希望する最終用途に応じて様々な直径にすることができ、直径は

200～10000μm、適正値は 500～6000μm である。 

○ 補正後： 

【請求項 1】200～6000μm の直径を有し、……中空ガラス微小球 

☞ この補正は、当初の請求範囲に記載されていた数値範囲｢200～10000μm｣中、最

大値を変更して｢200～6000μm｣にしたものであるが、補正後の数値範囲(200～

6000μm)は、当初明細書に記載されていた数値範囲(直径200～10000μm)以内のもの

であり、補正後の数値範囲を特定する数値(6000μm)は当初明細書において望ましい
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範囲を示す数値に記載されている。すなわち、補正後の数値範囲は当初明細書など

に記載した事項の範囲内のものである。 

 

4. 特許要件 

4.1 新規性 

4.1.1 同一性の判断基準 

合金における発明の同一性は、合金を構成する(1)各成分が同一であり、その組成範囲、

組織状態が同一範疇内にあるか否か、（2)有用性(性質又は用途)が同一であるか否かによ

って判断する。 

(参考)合金に関する発明の同一性は、合金を構成する各成分、その組成範囲、組織状態及

び合金の性質乃至用途の同一当否によって判断し、合金の製造方法の場合は、製造

方法に使用される合金の同一性に加えて製造工程の同一性当否も判断しなければな

らない(特許法院 1998年 12月 17日 宣告 98ホ 928判決を参照)。 

ただし、合金の有用性は、合金組成と組織によって実現されるものであるため、有用性

に関する記載は、その有用性に限って適合した合金組成又は組織を限定すると解釈される

場合に限って発明を特定するための事項としての意味を有するとみるが妥当である。 

 

4.1.2 同一性の判断方法 

(1)合金組成と組織が同一で性質・用途が相異する場合 

請求項に記載された発明と先行発明の構成を対比して、両者の合金組成が同一でありそ

の組織が同一であれば、その作用効果においても特別な差があり得ないため、認識した性

質が相違しても、両者は実質的に同一の発明である。 

請求項に記載された発明と先行発明の構成を対比して、両者の合金組成と組織が同一で

あれば、先行発明がその用途を記載していなくても、先行発明がその用途に適合した組成

範囲と組織を既に有しているため、これは単純な用途の違い又は単純な用途限定の有無に

過ぎない場合であって、両者は実質的に同一の発明である。 
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(参考)第 1 項発明は、引用発明 1 の特許請求範囲と明細書本文に示されたステンレス鋼合

金及びその製造方法と技術的構成が同一であるため(合金の場合は範囲全体が同一

であってこそ構成が同一であるわけではなく、重複する範囲が存在さえすれば構成

が同一のものとみなすべきである。もし、含まれる範囲内の特別な領域を限定して

臨界的意義を有する選択をしたのであれば、別途に特許性を取得するようになるが、

明細書本文を参酌したとき、第 1 項発明の数値限定が引用発明 1 と比較して臨界的

意義を有する限定とみなされることもない)、技術的構成が同一である以上、技術

的目的又は効果にも特別な違いがあるはずがないため(技術的構成が同一であるに

もかかわらず、技術的目的の違いによって特許性を取得するためには、新しい用途

発明に該当しなければならないが、第 1 項発明は、引用発明 1 の場合に比べて新し

い用途発明に該当するとみる余地がない)、第 1項発明は、引用発明 1の特許請求範

囲の構成によって公示になる、又は明細書本文に記載された構成から当業者が容易

に発明することができるといえる(特許法院 2001年 1月 18日宣告 2000ホ 1542判決

を参照)。 

(2)合金組成が同一で組織が記載されていない場合 

合金の組織は、製造方法に依存的であって合金組成が同一であってもその製造方法によ

って合金の組織が変わる場合が多い。例えば、鉄鋼及び熱処理型非鉄合金は、加熱・冷却

の組み合わせによる操作、すなわち、熱処理によって様々な金属組織に変化する。従って、

合金発明の場合、同一の合金組成に同一の段階別工程を有する製造方法を適用すれば、同

一の組織が得られるのは当然なことであるため、合金組成とその製造方法が同一であれば

実質的に同一の発明である。 

(3)合金組成が同一で組織・性質・用途が相異する場合 

合金組成が同一であっても、性質と用途が相違するときには同一の発明ということがで

きない。これは、合金組成が特定されていても、その中には組織が異なる多様な合金が存

在し、それぞれの性質も異なり、適合した用途が異なるためである。 

(例)A. 組成 aを有するピアノ線用 Fe系合金 

B. 組成 aを有する歯車用 Fe系合金 

☞ 両発明は、合金組成が同一の Fe 系合金であるが、明細書及び図面の記載と出願時

の技術常識を考慮すると、A 発明はピアノ線に適した高張力を付与するための微細層
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状組織を有する｢Fe 系統合金｣と把握され、B 発明はこのような微細層状組織を有しな

いため、両者は別発明である。 

(4)認識した性質が異相違しても用途が同一範疇にある場合 

同一の合金組成について認識した性質が相違しても、それによって新しい用途が得られ

ずに従来の有用性に含まれる場合、それは単純にその合金に内在している性質に過ぎない

ため、実質的に同一の発明である。 

(例)A. 耐熱合金  B.電気抵抗材料 

Cr：15～35% Cr：15～40% 

Al：5～12% Al：6～14% 

Fe：残り  Fe：残り 

☞A 発明は、上記組成からなる耐熱合金であり、その明細書には性質として高温耐酸

化性、高電気抵抗率、用途は抵抗発熱体、炉構造体であることが記載されている。B

発明は、上記組成からなる電気抵抗材料であり、明細書中にその性質として陰(－)の

電気抵抗温度係数、耐酸化性、用途は電熱線、熱応動素子(thermistor)であることが

記載されている。この場合、B発明は合金組成、性質、用途において A発明と一致する

点があるため、実質的に同一の発明である。 

 

4.2 進歩性 

4.2.1 進歩性の判断基準 

合金発明の進歩性は、①合金組成及び必要に応じた組織、②その合金が有する有用性

(固有の性質又は用途)、③必要に応じてその合金の組織又は有用性を得るための具体的手

段(製造方法)などを踏まえて判断する。 

(1)合金組成が相違する場合 

発明の対象になっている合金が公知になっている同一基の合金と比べ、下記ⅰ)、ⅱ)、

ⅲ)のうちいずれかの一つ以上に該当する場合において、公知になった合金に比べて有用

性が顕著に改善されなければ、その発明は進歩性がない。 
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ⅰ)組成範囲が相違する場合 

ⅱ)別個の合金成分が添加された場合 

ⅲ)別個の合金成分に置換された場合 

上記ⅰ)及びⅱ)について、同一基の合金において、例えば「A」という合金成分を 3～8%

含むある合金が公知になった場合に「A」を 1～2%、又は「A」を 9～15%の範囲で含む同一

の目的及び性質の合金は、上記ⅰ)に該当し、また、単純な他の合金成分「B」を 0.05～

0.5%添加した合金は、上記ⅱ)に該当するのである。 

上記ⅲ)について、例えば、成分「A」と成分「B」が合金に関するある同一の目的につ

いて同一の作用効果を有することが公知になっていて、「A」を添加したある合金が公知

になっている場合、「A」の代わりに「B」を添加した合金が作用効果上の違いがない場合

である(例：1群の合金成分の中で成分間の置換に該当する場合である)。 

(参考)第 1 項補正発明は、不純物である場合を除いては Ti(チタニウム)又は Zr(ジルコニ

ウム)を含有しないが、比較対象発明は 0.002～0.500％の Tiと 0.002～0.500％の Zr

を単独で、又は複合して含有している。…比較対象発明における Ti 又は Zr の組成

比率は 0.002～0.500％であって、第 1 項補正発明において上記成分が不純物として

許容される組成範囲と重複する。…通常の技術者が金属間化合物の析出量及び Ti又

は Zrの添加によって粗い窒化物が形成される問題などを踏まえ、比較対象発明にお

ける Ti 又は Zr の含量を第 1 項補正発明と同じく不純物の水準で制限することは技

術的に難しくないとみられる(特許法院 2010 年 10 月 15 日宣告 2010 ホ 1381 判決を

参照)。 

(参考)第 1項発明は、Cr0.05乃至 4.50％を必須成分に、Mg0.0005乃至 0.020％を選択成分

に含有している対し、比較対象発明は Cr0.01～2.0％選択成分に、Mg0.0002～

0.0150％を必須成分で含有する構成からなっている。しかし、両発明がいずれも Cr

と Mg を合金成分に含有することができ、その組成範囲も重複する以上、Cr と Mg を

合金成分としていずれも含有する場合は、その合金成分の構成及び作用効果に差が

ない(特許法院 2010年 6月 17日宣告 2009ホ 8256判決を参照する)。 

(参考)構成 3 のマンガンの含量は 1.05～1.8 重量％であり、これに対応する比較対象発明

のマンガンの含量は 0.5～0.95 重量％であるため、両発明においてマンガンの含量

は互いに重複しない。…ところで、①比較対象発明の明細書には、マルエージング
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鋼に含まれたマンガンが材料内に切削性を促進する硫化マンガンを形成するために

0.5～0.95％重量％の範囲内に限定することが望ましいと記載されており、比較対

象発明の場合にも硫黄を固定する機能を遂行するためにマンガンを添加しているこ

とが分かる点、②出願発明の明細書にも硫黄の固定機能などを遂行するための適度

のマンガンの含量を 0.55 重量％以上、さらに有利にするには 0.75 重量％以上にし

ていて、上記の比較対象発明のマンガンの含量と大差がない点、③焼き入れ性及び

フェライト含量の現象に係るマンガンの効果についても、マンガンを添加するだけ

で達成されるものであるため、マンガンの添加量によってその効果に多少の差はあ

り得るが、添加量の差異によって両発明が異質的な効果を見せるとは思えない点な

どを総合してみると、構成 3 においてマンガンの含量を数値限定したことが比較対

象発明に比べて技術的意義がある、又はそれにより異質的な効果が発生すると見難

い。…構成 3 のマンガンの含量に対する数値限定は臨界的意義が認められるとも見

難い。結局、構成 3 に限定されたマンガンの含量は、通常の技術者が通常的かつ反

復的な実験により、適切に選択することができる程度の単純な数値限定に過ぎない

(特許法院 2012 年 11 月 16 日宣告 2012 ホ 4247 判決、特許法院 2013 年 5 月 15 日宣

告 2012ホ 10822 判決を参照)。 

(参考)①出願発明の明細書には関係式 1 を設定した技術的意義又は関係式 1 を導出する過

程が記載されておらず、関係式 1 において定義されたパラメータ F の数値範囲内外

で異質である、又は顕著な効果の差異が表れるとみるべき記載がない点、②関係式

1 の数値範囲は組成元素で使用されるクロム(Cr)、モリブデン(Mo)、珪素(Si)、バ

ナジウム(V)、炭素(C)、窒素(N)、ニッケル(Ni)、マンガン(Mn)、銅(Cu)の含量に

依存して決定される値であって、上記の各組成元素及びその原料が同一であればそ

の値も同一であるといえるため、以下の「構成 3 の対比」部分の通り、関係式 1 に

含まれた上記の各組成元素及びその含量が比較対象発明において対応される各組成

元素及びその含量と重複するため、比較対象発明の上記対応される各組成元素の含

量を関係式 1 に代入すれば、パラメータ F の数値範囲に含まれるとみえる点、③た

とえ比較対象発明はニオブ(Nb)を含んでいないものの、ニオブ(Nb)成分は以下の

「構成 3 の対比」部分の通り、選択的成分であって第 1 項出願発明のステンレスス

チールに含まれない可能性もある成分であるため、それによる違いが認められない

点などを総合すると、関係式 1 が比較対象発明に比べて技術的意義がある、又はそ

れによって異質的効果が発生すると言い難く、その数値範囲内外で顕著な効果の差
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異が表れるとも 言い難い(特許法院 2012 年 11月 16日宣告 2012ホ 4247判決、特許

法院 2010年 9月 17日宣告 2010ホ 1367判決を参考)。 

(2)合金の組織又は有用性において差異がある場合 

 合金組成が同一であり、製造方法に違いがない場合において合金の組織又は有用性に顕

著な違いがなければ、その発明は進歩性がない。 

(参考)合金の組織は、製造方法に依存するものであって合金の組成範囲が同一であっても

その製造方法によって合金の組織が異なるため、合金分野の発明において成分組成

の範囲が互いに境界を成す、又は互いに含まれ、段階別工程を遂行する具体的な作

業条件に違いがなければ、これによる合金の有用性(性質、特性、用途など)は当然

同一の範囲で生産されるとみなすべきである(特許法院 2012 年 5 月 10 日宣告 2011

ホ 9849判決を参照)。 

(参考)構成 2は、「TiB2析出物の 80％(個数基準)超過が単結晶の特性を有するもの」であ

る反面、比較対象発明の対応構成は、これについて明示しないという点で相違する。

…両発明は、鋼の主な構成成分に関する組成範囲において実質的な違いがなく、製

造工程などによる違いによって生成される有用性に違いがあるとも言い難いため、

いずれも TiB2 工程の析出物が多数である微細な単結晶を形成し、同一性の範囲内で

マトリックスに均一に分布されるとみられる。…上記の単結晶特性 80％を基準に顕

著な効果又は作用上の違いを表すと立証された実験試料など、別途の記載がないだ

けでなく、これを立証することができる証拠もないため、構成 2 のうち「TiB2 析出

物の 80％(個数基準)超過が単結晶の特性を有するもの」は、適切な値として単純な

数値限定に過ぎないといえるため、上記の相違点は通常の技術者が比較対象発明の

対応構成及び周知慣用技術から容易に導出することができる(特許法院 2013 年 5 月

15日宣告 2012ホ 10822判決、特許法院 2012年 5月 10日宣告 2011ホ 9849判決を参

照)。 
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第 7 章 高分子に関する発明 

(改訂・管理部署：高分子繊維審査課) 

 

1. 発明の説明、請求範囲の記載要件 

1.1 発明の説明の記載要件 

1.1.1 高分子化合物の発明 

(1)高分子化合物を特定して記載しなければならず、請求範囲に記載された高分子化合物

の全体が充分に裏付けされる程度に具体的に記載しなければならない。 

(2)高分子化合物を特定するに当たっては、その化合物の構造を表示する要件によって特

定することを原則とする。この要件としては、次のようなものを挙げることができる。 

①反復単位、②反復単位の配列(ホモ、ランダム、ブロック、グラフト、頭尾結合など)、

③分子量、④部分的特質(分枝度、置換基、二重結合、架橋度、末端基など)、⑤立体特異

性(アタクチック、イソタクチック、シンジオタクチックなど) 

(参考)高分子化合物の発明の構成は、高分子化合物それ自体であるため、その化合物を特

定することは当然の前提である。そして高分子化合物を特定するに当たっては、化

学分野において一般的に成されている通りその高分子化合物を直接的に規定する事

項、すなわち、その化合物の構造を表示する要件によってしなければならない。ま

た、多くの高分子化合物は立体構造、分子量、時には構成分子の種類が相違する分

子の集合体からなっているため、その物質を完全に記述することは不可能であるが、

少なくともその物質を構成する主要な原子団、結合などが明確になる程度にその物

質の構造を表示する要件によって特定しなければならない。例えば、主鎖が唯一の

原子団の反復によって構成されている線状の有機重合体は、少なくとも反復単位と

分子量によって特定しなければはならない。 

(3)高分子化合物の構造を表示する要件だけでは充分に特定することができない場合、再

び基礎的な物性を表示する要件を追加して特定することができる。ただし、基礎的物性を

表示する要件は、定量的に表現しなければならない。基礎的物性を表示する要件には、粘



第6部旧技術別審査基準 

(2014年7月追録)                                 46 

度、結晶性、ガラス転移温度、融点、密度、引張強度、伸張度、弾性率、硬度、衝撃強度、

透明度、屈折率などがある。 

(4)構造を表示する要件のみで、又は構造を表示する要件と基礎的物性を表示する要件の

みでは、高分子化合物を充分に特定することができないときに、製造方法を記載すること

によってその高分子物質の特定がより具体的にできる場合、特定手段の一部として製造方

法を表示することができる。 

(5)高分子化合物が通常の技術者に明確に認識される程度に、その確認資料が具体的に記

載されていなければならない。 

(参考 1)この確認資料としては、例えば、元素の分析値、結合の分析値、ガラス転移温度、

屈折率、分子量、融点、粘度、赤外線吸収スペクトル、塑性など、その他の物理

的及び化学的性質を挙げることができる。 

(参考 2)高分子化合物の確認資料は、その技術分野において普通に採用されている方法に

よって測定したものでなければならず、その測定方法は、明確になっていなけれ

ばならない。ただし、やむを得ずその他の方法によって測定された場合、その測

定方法は通常の技術者が容易に反復再現することができる程度に具体的に説明さ

れていなければならない。 

(6)請求範囲に記載された高分子化合物全体を通常の技術者が容易に製造することができ

る程度に原料物質、製造条件及び場合によっては製造装置など必要な事項とともに、その

化合物の製造方法が少なくとも 1つ以上具体的に記載されていなければならない。 

(7)高分子化合物の用途が請求範囲に記載された場合は、発明の説明に高分子化合物全体

がその用途に特に有用であるということが具体的に少なくとも一つ以上明確に記載されて

いなければならない。 

 

1.1.2 高分子の製造方法の発明 

高分子の製造方法の発明の構成は、基本的に(イ)原料物質、(ロ)処理手段、(ハ)目的生

成物の 3つを必須構成要件とする。 
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(イ)原料物質が新規の化合物である場合には、それを製造する方法を具体的に記載しなけ

ればならない。 

(ロ)処理手段について、溶媒、触媒、反応温度、反応圧力、反応時間などが通常の技術者

にとって容易に実施することができる程度に明確かつ詳細に記載されていなければな

らず、実施例は、通常の技術者が容易に反復再現することができる程度に具体的な数

値、その他事項を表示して記載しなければならない。 

(ハ)目的生成物が新規の高分子である場合は、その高分子化合物を特定して記載しければ

ならず、この高分子を具体的に確認することができる物理的又は化学的性質の中から

1 つ以上を通常の技術者が容易に認識することができる程度に具体的に記載しなけれ

ばならない。 

 

1.1.3 高分子組成物の発明 

(1)高分子組成物の発明の構成は、組成物それ自体に関する事項とその高分子組成物の用

途に関する事項で記載される。 

(2)高分子組成物の発明自体に関する事項については 

(イ)高分子組成物の原料成分、各原料成分間の配合比率などが詳細に記載されていなけれ

ばならない。 

(ロ)高分子組成物発明が状態又は性質に特徴を有する場合には、状態又は性質についても

詳細に記載されていなければならない。 

(ハ)実施例は、通常の技術者が容易に反復再現することができる程度に具体的な数値及び

その他事項が記載されていなければならない。 

(ニ)原料物質が新規の化合物である場合には、その物質の製造方法についても通常の技術

者が容易に製造することができる程度に具体的に記載されていなければならない。 

(3)どのような物質のどのような性質を改善する、又はどのような性質を得るためにその

ような組成にするものであるかが記載されていなければならない。また、その高分子組成

物の有用さを示す程度に少なくとも一つの用途が記載されていなければならない。 

  



第6部旧技術別審査基準 

(2014年7月追録)                                 48 

(参考)用途が記載されていることは、その組成物をある特定用途に適用することが客観的

に確認できるように記載されている場合、用途を総括的に表現する性質が記載され

ているため、その組成物にどのような用途があるかが明白である場合、又は用途が

記載されていなくても発明の目的及び構成で判断してその組成物の用途が自明であ

る場合などをいう。 

 

1.2 請求範囲の記載要件 

1.2.1 高分子化合物の発明 

高分子化合物の発明の請求範囲には、その請求しようとする高分子物質を特定して記載

しなければならない。 

高分子物質を特定するに当たっては、その物質の構造を示す要件により特定することを

原則とする。構造を示す要件のみで不充分な場合には、それ以外に基礎的物性を示す要件

を追加して特定することができる。また、構造を示す要件、あるいは基礎的物性を示す要

件によっても充分に特定することができないときには、それ以外に特定手段の一部として

製造方法を示すことができる。 

 

1.2.2 高分子の製造方法の発明 

高分子の製造方法発明の請求範囲には、原料物質、処理手段及び目的生成物の 3 つの必

須構成要件が相互連結されて記載されていなければならない。 

 

1.2.3 高分子組成物の発明 

(1)高分子組成物形式の場合 

高分子組成物形式の請求範囲は、高分子組成物の組成が明確に記載されていなければな

らない。万一、組成のみで高分子組成物の構成を明確に表現することができないときには、

その組成物の状態、性質又は製造方法などを併記することができる。 
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(参考)組成物の組成は、対象になる組成物それ自体の組成によって表示しなければならず、

組成物それ自体の組成の把握が困難な場合には、やむを得ず原料物質の組成によっ

て表示しても問題ないが、原料組成と生産組成物の組成が相異すれば(主に状態変

化を伴う組成物の場合に該当する)、その状態変化又はプロセスなどに関する事項

を併記して補充する必要がある。 

(2)性質限定あるいは用途限定の高分子組成物形式の場合 

性質あるいは用途限定の高分子組成物形式の請求範囲は、(1)に記載した組成物自体に

関する事項以外に改めて用途の総括的表現として把握することができる性質、あるいは用

途が記載された表現形式をいう。これらの表現としては、｢××性組成物｣、｢××用組成

物｣、｢××製組成物｣などの表現形式が使用される。 

(参考)高分子組成物の形式が「○○性」で表現されたものは、高分子組成物を組成のみで

特定することができず、性質により機能的に限定することによって初めて確実に組

成物を特定することができる場合に限って必要である。例えば、成分要件又は成分

と配合比率の要件などを表示した構成要件を有する組成物の場合、これだけで高分

子組成物が特定化され、この要件だけを有する高分子組成物はいずれも○○性の物

質を必然的に有しているのであれば、その組成物の特定にはこの要件だけで充分で

あり、○○性は必要ない。一方、上記の要件だけではその発明の目的を達成するた

めの高分子組成物の特定に充分でないため、この要件の高分子組成物のうち、○○

性の高分子組成物が発明の対象であれば、○○性の要件は必要な要件であり、必須

要件として記載されていなければならない。 
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第 8 章 繊維産業に関する発明 

(改訂・管理部署：高分子繊維審査課) 

 

1. 発明の説明の記載要件 

(1)物性に特徴がある化学繊維の発明において、紡糸、延伸、後処理などの加工条件によ

り最終製品の特性が大きく変わる繊維製造技術の特性上、発明の説明にはその物性を達成

するための手段(原料物質、繊維の構造的特徴、工程条件、その他必要な事項)が具体的に

記載されていなければならない。このような手段が明確に特定されず、通常の技術者がそ

の発明を実施するために過度な試行錯誤又は反復実験を経なければならないと予想される

場合には、発明を容易に実施することができるように記載されていないとみなす。 

(2)織物、編物などの繊維構造体の発明において、組織構造に発明の技術的特徴があるも

のであって、通常の技術者に自明な基本組織構造に該当しない場合には、反復する単位で

ある完全組織の構造と製造方法が発明の説明、図面などを利用して具体的に記載されてい

なければならない。 

 

2. 進歩性の判断時の考慮事項 

(1)重合体で形成される繊維発明の進歩性の判断 

公知になった線状重合体を他の技術的特徴なく、単純に繊維の製造に使用することを要

旨にする発明は、進歩性がないものとみなす。 

ただし、公知になった線状重合体から特定した組成又は構造を有するものを選択使用し、

既存の線状重合体で形成された繊維とは顕著に相違する性質と既存の線状重合体で形成さ

れた繊維から期待することができない有用性があることが確認されたときには、進歩性が

あるものとみなす。 

(2)パラメータ発明 

合成繊維の発明において新しいパラメータを導入して請求範囲を特定する場合には、発
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明の説明で提示している製造方法と、製造された合成繊維の強度などの物性が先行技術の

提示している実施形態と類似しているか否かを把握して進歩性を判断しなければならない。 

(例 1)「寸法安定性ポリエステル糸及びその製造方法」 

両発明において、物性値の換算値(結晶度、複屈折率)が実質的に同一であり、その

出発原料及び製造工程の具体的な態様も同一・類似しており、また、紡糸工程中で

引取速度が増加すれば適切な範囲内の融点上昇が導出されるということがこの発明

の属する技術分野において既に公知になっていた点などに照らしてみると、引用発

明 1 から得られた未延伸糸も、特別な事情がない限り、この件特許発明第 1 項にお

いて意図する融点上昇が成されるとみなされるため、この件特許発明第 1 項の未延

伸糸の融点上昇は、引用発明 1 から当然得られるものである、又は少なくともこの

発明が属する技術分野において通常の知識を有する者が引用発明 1 から容易に得る

ことができる程度のものとみるに相当する。 

(例 2)「ポリエステル微細フィラメントの製造」 

本件第 1 項発明は、上で定義したパラメータの概念又は数式自体を特許として請求

したものではなく、数式によって計算される値を繊維の紡糸条件にして請求したも

のであり、比較対象発明 1 が上の工程パラメータを使用してはいないが、そのパラ

メータ値を決定する工程変数を開示しており、このような工程変数を利用して本件

特許発明のパラメータに換算してみると、その結果が本件特許発明において限定し

た範囲内にある点、本件特許発明において定義した上記パラメータそれぞれの値に

影響を及ぼす工程変数の大部分(例えば、重合体粘度、密度、紡糸速度、フィラメン

ト数、毛細管の直径、紡糸口の断面積など)が、比較対象発明 1 のそれと同一性範囲

内にあり、その値も大部分固定された値を有する点に照らしてみたとき、原告が主

張する工程変数を調整するということは、実際には比較対象発明 1 において調整さ

れる範囲内にある程度に過ぎない。 

(例 3)「溶媒紡糸セルロースフィラメント」 

非破断時間は、フィラメントのフィブリル化傾向の程度を示すパラメータに該当す

るといえよう。NMMO から放射されたセルロースフィラメントのフィブリル化傾向は、

上のセルロースフィラメント自体に内在する性質であると同時にその技術分野にお

いて通常の知識を有する人が上のセルロースフィラメント製造に当たって、強度、
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破断伸度などとともに考慮しなければならない物性であって、比較対象発明によっ

て請求項 1 発明の出願前に既に公示になっていたといえる。従って、非破断時間は、

NMMO から放射されたセルロースフィラメント自体に内在している出願前に公知にな

った物性に対して、表現方式だけを異にして示したパラメータに過ぎない。 

(3)製造方法により特定される繊維の発明 

紡糸方法により限定した繊維糸の発明において、紡糸直後に形成された未延伸糸に熱処

理と延伸操作により用途に適合した物性を付与した繊維製造時の技術的特徴を考慮して、

実施例と比較例として先行技術との差別性を立証している場合、新規性と進歩性が認めら

れることもある。 

合成繊維の紡糸方法により特定される繊維素材の請求範囲を特定するに当たっては、発

明の説明で提示している実施例でその範囲を限定するのではなく、その方法的記載によっ

て生産可能な繊維素材の特性範囲全体を進歩性の判断対象とみなすべきである。 

(4)デザイン的構成が付加された繊維の発明 

繊維製品に関する発明において繊維組織の配置又は加工処理によって発現する外観の審

美的効果に限って特徴があって、その評価が主観的に成されるのは、その繊維組織の形成

方法又は加工処理方法が先行技術に示されている、又は通常の技術者に自明であって、一

般的に使用される程度の技術であれば、単純にこれを利用してデザイン的効果を発生させ

るものは、進歩性がないものとみなす。ただし、デザイン的構成が新しい技術的機能を有

するようになる場合には、出願発明の特許性を認めることができる。 

(5)形状の限定による効果の判断 

リング、トラベラ、メタリック針布、メリヤス針などの形状は、僅かな差が効果に非常

に大きな影響を与える場合があるため、この場合には、若干の形状上の差であっても考慮

する。また、若干の形状の差による効果は、確認することが困難な場合が多いため、その

効果が疑われるときには実験データ又は実験成績証明書などによって効果を判断する。 

(6)伝統技術関連分野の審査 

伝統技術関連出願は、徒弟式に伝授されてきた技能分野の産業化と連関した場合が多く、

特許文献の先行技術検索だけでは正確な審査が困難であるため、非特許資料に対する調査

が必要である。天然染色方法のような伝統技術に関する出願は、伝統的な方法を改善して
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出願する場合が多いため、改善された部分の技術的特徴を当該分野において公知になった

技術と比較して進歩性を判断する。 

(7)繊維機械の進歩性を審査する時の関連技術分野の範囲 

繊維は、産業革命に伴って始まり、機械工学とともに発展してきた歴史の古い産業分野

である。一部出願は、単純設計変更に過ぎない構成、例えば、チェ－ン構造をベルト構造

に変更する、又はカム構造のように基本的な機械要素の細部設計を単純に異にする程度を

発明の特徴にして主張する場合がある。このような設計変更による作用効果の顕著さは考

慮しなければならないが、これに先立ち先行技術検索の範囲を関連 IPC(Dセクション)に限

定せず、一般機械分野に対しても広げることが重要である。 

また、特許文献の検索ではアクセスできない装置の説明書又はカタログなどの文献が情

報提供又は無効審判において提出される場合があるため、審査官は一般機械などその他技

術分野において公知になった技術水準を把握して審査することが望ましい。 

(例 1)「高速レピア織機用レピアグリッパバンド」に関する本件第 1 項発明に属する通常

の知識を有する者がレピアグリッパバンドの耐摩耗性、耐久性、柔軟性、潤滑性の

向上のために、ポリエステル織物と炭素繊維を複合積層し、これをイミドが含まれ

たエポキシ樹脂に成型した後、その一面にポリイミドが混用された PTFE表面層を製

作しようとする場合、高速レピア織機用レピアグリッパバンドの技術分野だけでな

く、PTFE/POLYIMIDE COMPOUND に関する一般化学の技術分野及びイミド環を有する

エポキシ樹脂を作る一般化学の技術分野を参酌することができる。 

(例 2)「ヤーン供給機装置」に関する本件特許発明が属する繊維機械分野における通常の

技術者であれば、比較対象発明 4 が属するベアリング関連技術は、「ローラ」のよ

うな回転体を支持する構成がある機械装置を利用する技術分野において一般的に使

用する技術である点に照らしてみたとき、比較対象発明 1 又は本件特許発明の明細

書に記載された先行発明に基づいて、ベアリングローラの誤整列問題を解決するた

めに、比較対象発明 4 に開示されたベアリングシートに弾力を付与する構成を容易

に結合することができる。 

 

3. 繊維産業分野特有の単位換算方法 
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糸の太さは番数で表し、番数には恒長式、恒重式の番数表示方法がある。 

恒長式番数は太さに比例し、恒重式番数は太さに反比例する。 

- 恒長式番数(constant length count)：恒重式番数に対応する用語であり、主にフィラ

メント(生糸、人絹糸、合成繊維糸)の太さを表すために使用される。標準の長さに対

するの糸の重さで表し、比重と関連がある。デニール(denier)と SI 単位のテックス

(tex)が代表的である。 

nデニール = フィラメント 9,000mの重さが nグラム 

nテックス = フィラメント 1,000mの重さが nグラム。 

[関連語]キロテックス(ktex)、デシテックス(dtex) 

- 恒重式番数(proportional count system)：綿、ステープル、毛など紡績糸に対して標

準重量当りの長さの比で表す糸の番数。標準重量は糸の種類と英国式、大陸式、ドイ

ツ式などによって少しずつ異なる。 

番数：1ポンドの重量を作るための基準束の数 

基準束：綿糸 840 ヤード、絹紡糸 840ヤード、梳毛糸 560ヤード、紡毛糸 300ヤード 

綿糸 n番数 = 長さ 840ヤードの束 n個が 1 ポンドである時 

分類 [単位系1](y) [単位系2](x) 変換式 

繊度、線密度 

(yarn count, 

fineness) 

テックス [tex] 

綿番手 

(cotton count) [Ne] 

y=590.5/x 

(例: 590.5tex=1Ne) 

メートル番手 

(metric count) [Nm] 
y=1000/x 

キロテックス [ktex] y=1/1000×x 

デシテックス [dtex] y=10×x 

ミリテックス [mtex] y=1000×x 

デニール[denier] 

([D], [De], [d] な

どでも表記) 

テックス [tex] 
y=9×x 

(例: 9denier= 1tex) 

デシテックス [dtex] y=0.9×x 

単位面積当り重量 

(areal density) 
[g/m2] 

[oz/in2] y=0.04394×x 

[oz/yd2] y=33.91×x 

密度/デニール/直

径の相互変換 
直径(D) [㎛] 

密度(ρ) [kg/m3], 

デニール [denier] D=11.91×√
denier

A
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第 9 章 建築設計に関する発明 

(改訂・管理部署：住居基盤審査課) 

 

1. 明細書の記載要件 

建築設計の発明は、機能が付与された空間の組合わせによって発明が完成するものであ

るため、請求範囲及び発明の説明に空間の機能について記載しなければならず、追加で発

明の説明には、単位空間の機能のみで発明全体の作用効果を容易に分かる場合でなければ、

単位空間の機能間の相互作用も記載しなければならない。 

建築設計発明の記載形式は、一般的に物の形状及び構造を直接記載する場合と、空間要

素の相互間の結合によって物を特定する場合に分けることができるが、物の形状及び構造

の特定は、結局空間を特定するためのものであり、上の二種類の場合において記載要件を

それぞれにする理由がなく、従って、物の形状及び構造を直接記載する場合にも、空間の

機能及び機能間の相互作用について明細書に記載しなければならない。 

(1)請求範囲に記載された発明が属したカテゴリーが不明確な場合 

建築設計発明と関連して特許法第 2 条第 1 号の規定による発明は、物又は方法に限定さ

れることが原則であるが、建築設計の分野において多様な表現形式が慣行的に使用されて

おり、これらをそのまま使用する場合、請求しようとするところが物に関するものである

か、それとも方法に関するものであるかが不明確な場合がある。 

例えば、～アパート設計、～配置計画、～平面計画、～構造システム、～平面システム

など、請求項の末尾の記載自体が不明確でカテゴリーが不明確になる、又は請求範囲に記

載しようとする内容は物についてであるが、請求項末尾は方法に関するものに記載し、発

明のカテゴリーが不明確な場合などを挙げることができる。 

従って、請求項末尾を記載する際には、発明で保護を受けようとするところが何である

かによって、記載形式を異にしなければならず、請求しようとするところがアパートとい

うものであるか、アパートを施工する方法に関するものであるか、それともアパートを設

計する方法に関するものであるかを明確に特定しなければならない。 
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(例)第 1 寝室と第 2 寝室の間にリビングが配置されることを特徴とするアパート単位世帯

の設計方法 

☞上の事例において請求しようとするのは、リビングと二つの寝室が相互結合された

物に関するものであって設計する方法ではないため、請求項末尾をアパート又はアパ

ート単位世帯の構造などと記載しなければならない。 

(参考)設計図書の頒布時期 

設計図書とは、工事の施工に必要な設計図又は示方書及びこれに伴う構造計算書若

しくは設備関係の計算書をいうが、このうち示方書は施工方法、材料の種類と等級、

工事現場における注意事項など設計図に表示することのできない内容を記述した文

書であって、建物を施工するために製作された書類として特別な事情がない限り、

秘密遵守の義務規定がない者(通常、一般人)が閲覧することができる状態に置かれ

る時期を頒布時期と推定する。例えば、工事の許認可を得るために官公庁に提出す

る日は一般人が閲覧することができる状態ではないため、頒布時期とみることがで

きない。ただし、許認可を得るための状態にあるが、一般的に住民の閲覧を条件と

する都市計画公告などは一般人に閲覧される日を頒布時期とみる。 

 

2. 特許要件 

建築設計の発明は、建築設計によって創作される建築物及び建築物関連方法の発明で、

物と物の設計及び製造方法に関する発明であるという点で通常の物及び方法発明と差がな

いが空間の分割又は組合わせによって物を特定する点、空間自体は機能がないため空間に

付与された機能及び機能間の相互作用によって効果が現れるという点、機能が付与された

空間は付与された機能以外の他機能を持つことができ、付与された機能と異なる用途で使

用される場合、目的にしていた発明とは異なる発明になるという点で、通常の物の発明と

は区別される特徴がある。 

 

2.1. 成立性 

建築設計の発明は、単位空間が有する機能及びこれら機能間の相互作用によって発明の

目的及び効果が達成されるものであるため、機能のない単位空間の配置又は結合だけでは
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発明が完成したとみることができない。 

従って、建築設計の発明は単位空間又は単位空間を形成する物から機能が自明に導出さ

れる場合でなければ、物を構成する単位空間の機能を特定しなければならず、必要に応じ

てはこれら機能間の相互作用も特定して初めて発明が完成したとみなす。 

ここで注意する点は、機能及び機能間の相互作用自体は発明でないということである。

すなわち、建築設計発明の主な技術的思想は、機能及び機能間の相互作用にあるが、発明

で請求しようとする場合にはそのような機能及び機能間の相互作用が体化した物で請求し

なければならない。 

 

2.2. 新規性及び進歩性 

建築設計の発明は、単位空間が有する機能及びこれら機能間の相互作用に発明の目的及

び効果があるものであるため、請求範囲を解釈するに当たって、空間に付与された機能を

排除し、空間の配置又は結合のみで請求範囲を特定すると、空間の機能及び機能間の相互

作用に特徴がある建築設計の発明を特定することができなくなる、又は過度に権利範囲が

広く設定され、発明が意図する目的及び効果とは全く異なる目的及び効果を有する発明に

よっても新規性又は進歩性がないという不合理な結果を生んでしまう。従って、建築設計

発明の進歩性を判断する際、機能を排除して請求範囲を解釈してはならず、空間の機能差

による発明全体の機能及び作用効果を考慮しなければならない。 

(例)出願発明：寝室、リビング、クローゼットルームで構成されたアパート単位世帯の構

造 

公知になった発明：準備室、手術室、回復室で構成された病院 

☞ 上の事例で出願発明を特定するに当たって、機能を排除して第 1空間、第 2空間、

第 3 空間で構成された建築物であると特定する場合、公知になった発明とは目的及び

効果が全く相違するにも、両発明は第 1 空間、第 2 空間、第 3 空間で構成された建築

物という点で差がないため、出願発明は新規性及び進歩性がないという不合理な結果

が導出される
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第 10章 コンピューターに関する発明 

(改訂・管理部署：コンピューターシステム審査課) 

 

 本章は、発明の実施にコンピューターソフトウェアを必要とする発明(以下、「コンピ

ューターに関する発明」という)に関する出願に適用される審査基準を説明する。また、

本章で説明されていない事項については、特許・実用新案審査基準に従う。 

 

※この審査基準において使用されている用語の説明 

■ コンピューター：情報処理能力を有する装置 

■ ソフトウェア：コンピューターなどの装置やその周辺機器において命令・入力・処

理・保存・出力・相互作用を可能にする指示・命令(音声や映像情報を含む)の集合 

■ 情報処理：使用目的に応じた情報の演算又は加工 

■ ハードウェア：コンピューターなどを構成する有形の装置又は機器(例：CPU、メモ

リー、入力装置、出力装置、周辺装置など) 

■ ステップ：所定の目的を達成すべく、時系列的につながった一連の処理又は操作 

■ プログラム：コンピューターで処理するに適合した命令の集合 

■ コンピュータープログラム：コンピューターに搭載されて特定の機能を実行するた

めのプログラム 

■ プログラムリスト：プログラムを紙に印刷する、又は画面に表示することで提示し

たもの 

■ プログラム記録媒体：プログラムを設置し、実行する又は流通するために使用され

る「プログラムを記録したコンピューターで読み取ることができる媒体」 

■ データ構造：データ要素間の相互関係を表示したデータの論理的構造 
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■ データ記録媒体：記録されたデータ構造からみて、コンピューターが行う処理の内

容が特定される「構造を有するデータを記録したコンピューターで読み取ることが

できる媒体」 

■ 営業(ビジネス)方法(Business Method)関連の発明：情報技術を用いて実現した新し

い営業方法のシステムやビジネス方法に関する発明 

 

1．明細書の記載要件 

1.1 発明の説明の記載要件 

1.1.1 実施可能要件 

コンピューターに関する発明における実施可能要件の判断は、基本的に特許・実用新案

審査基準の「第 2部第 3章 発明の説明の記載要件」に従う。 

発明の説明には、コンピューター・ソフトウェア技術分野で通常の技術者が出願時の技

術常識と明細書及び図面に記載された事項をもとに、その発明を容易に実施できる程度に

はっきりと詳しく記載しなければならない。 

 

1.1.2 実施可能要件の違反の例 

(1)発明の説明において請求項に記載された発明に対応する技術的段階又は機能を抽象的

に記載しているだけで、その段階又は機能をハードウェア若しくはソフトウェアでどのよ

うに実行又は実現するか記載しなかった結果、出願時の技術水準を考慮しても通常の技術

者が明確に把握できず、請求項に記載された発明を容易に実施することができない場合 

(例 1)請求項にビジネス方法又はゲーム方法を実行する情報処理システムを記載している

にもかかわらず、発明の説明にこれら段階又は機能をコンピューターでどのように

実行若しくは実現するか記載しなかった結果、出願時の技術水準を考慮しても通常

の技術者が明確に把握できず、請求項に記載された発明を容易に実施することがで

きない場合 
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(例 2)発明の説明にコンピューターの表示画面[例：GUI(Graphical User Interface)を利

用した入力形態]を基に「コンピューターの操作段階」を記載しているが、その記

載された事項だけではその「コンピューターの操作段階」をコンピューターにおい

てどのように実行するか明確に把握できず、出願時の技術水準を考慮しても通常の

技術者が明確に把握できないため、請求項に記載された発明を容易に実施すること

ができない場合 

(2)発明の説明において請求項に記載された発明の機能を実現するハードウェア又はソフ

トウェアを単に「機能ブロック図(block diagram)」又は「フローチャート(flow chart)」

のみで表現しており、その「機能ブロック図(block diagram)」又は「フローチャート

(flow chart)」を見ただけではどのようにハードウェア又はソフトウェアが展開するか明

確に把握できず、出願時の技術水準を考慮しても通常の技術者が明確に把握できないため、

請求項に記載された発明を容易に実施することができない場合 

 

1.1.3 留意事項 

通常の技術者に広く知られている言語で記された短いプログラムリストであって、充分

な説明が付いていて発明の理解に役立つものは、明細書又は図面に記載することができる

(プログラムリストは参考資料として提出することもできる。ただし、参考資料の記載に

基づいて明細書を補正することはできない)。 

 

1.2 請求範囲の記載要件 

コンピューターに関する発明における請求範囲の記載要件の判断は、基本的に特許・実

用新案審査基準の「第 2部第 4章 請求範囲の記載要件」に従う。請求範囲の記載要件のう

ち「発明が明確かつ簡潔に記載されること」について、コンピューターに関する発明に対

する特有の判断及び審査に必要な事項を説明する。 

 

1.2.1 コンピューターに関する発明のカテゴリー 

コンピューターに関する発明は、「方法の発明」又は「物の発明」として請求項に記載

することができる。  
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(1)方法の発明 

 コンピューターに関する発明は、時系列的に繋がっている一連の処理又は操作、すなわ

ち、段階として表現することができれば、その段階を特定することによって方法の発明と

して請求項に記載することができる。 

(2)物の発明 

 コンピューターに関する発明は、その発明が完遂する複数の機能により表現することが

できる時、その機能により特定された物(装置)の発明として請求項に記載することができ

る。 

また、コンピューターに関する発明は、以下のようにプログラム記録媒体の請求項、デー

タ記録媒体の請求項、媒体に保存されたコンピュータープログラムの請求項の形で記載す

ることができる。 

①プログラム記録媒体の請求項 

 プログラムの記録媒体、すなわち、プログラムを設置し、実行する又は流通するために

使用される「プログラムを記録したコンピューターで読み取ることができる媒体」は、物

の発明として請求項に記載することができる。 

(例 1)コンピューターに段階 A、段階 B、段階 C、…を実行させるためのプログラムを記録

したコンピューターで読み取ることができる媒体 

(例 2)コンピューターを手段 A、手段 B、手段 C、…で機能させるためのプログラムを記録

したコンピューターで読み取ることができる媒体 

(例 3)コンピューターに機能 A、機能 B、機能 C、…を実現させるためのプログラムを記録

したコンピューターで読み取ることができる媒体 

②データ記録媒体の請求項 

データ記録媒体、すなわち、記録されたデータ構造からみてコンピューターが遂行する

処理内容が特定される「構造を有するデータを記録したコンピューターで読み取ることが

できる媒体」は、物の発明として請求項に記載することができる。 

(例 1)A 構造、B 構造、C 構造、…を有するデータを記録したコンピューターで読み取るこ
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とができる媒体 

③ハードウェアと結合し、特定の課題を解決するために「媒体に保存されたコンピュー

タープログラム」の請求項＜2014年 7月 1日の出願から適用＞ 

(例 1)コンピューターに段階 A、段階 B、段階 C、…を実行させるために媒体に保存された

プログラム 

※上記の例において「コンピュータープログラム」がそれに準じる用語(アプリケーショ

ンなど)で記載された場合(例 2)であっても許容される。 

(例 2)コンピューターに段階 A、段階 B、段階 C、…を実行させる、コンピューターで読み

取ることができる保存媒体に保存されたアプリケーション 

※一方、「媒体に保存されていないコンピュータープログラム」として記載された場合

(例 3)は、プログラム自体を請求したものであるため、許容されない。 

(例 3)コンピューターに段階 A、段階 B、段階 C、…を実行させるプログラム 

 

1.2.2 発明を明確に記載しなかった例 

(1)発明の実施主体が不明確で発明を特定できない場合 

(例 1)【請求項】コンピューターを利用して顧客から商品の注文を受ける段階、注文され

た商品の在庫を調査する段階、当該商品の在庫がある場合は当該商品を発送すること

ができると上記の顧客に回答し、当該商品の在庫がない場合は当該商品を発送するこ

とができないと上記の顧客に回答する段階を実行する受注方法 

☞「コンピューターを利用して…段階」において、各段階の実施主体が明確に特定された

とみることはできない。そのため、発明の実施主体によって請求項に記載された発明は以

下の(i)又は(ii)の方法の発明として解釈することが可能である。 

(i)[人がコンピューターという計算ツールを操作する方法]「コンピューターを(計算のツ

ールとして)利用して、(人がコンピューターを操作して)顧客から商品の注文を受ける

段階、(人がコンピューターを操作して)注文された商品の在庫を調査する段階、当該

商品の在庫がある場合は当該商品を発送することができると(人がコンピューターを操
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作して)上記の顧客に回答し、当該商品の在庫がない場合は当該商品を発送することが

できないと(人がコンピューターを操作して)上記の顧客に回答する段階を実行する受

注方法」という「コンピューターという計算ツールを操作する方法」として解釈する

ことができる。 

(ii)[コンピューター・ソフトウェアによる情報処理方法]「コンピューターを利用して

(構築された受注システムにおいて)(コンピューターに備わっている手段 A が)顧客か

ら商品の注文を受ける段階、(コンピューターに備わっている手段 B が)注文された商

品の在庫を調査する段階、当該商品の在庫がある場合は当該商品を発送することがで

きると(コンピューターに備わっている手段 C が)上記の顧客に回答し、当該商品の在

庫がない場合は当該商品を発送することができないと(コンピューターに備わっている

手段 Cが)上記の顧客に回答する段階を実行する受注方法」という「コンピューター・

ソフトウェアによる情報処理方法」として解釈することもできる。 

(iii)従って、「コンピューターを利用して…段階」において、各段階の実施主体が明確

に特定されたとみることはできず、発明の実施主体によって「人がコンピューターと

いう計算ツールを操作する方法」又は「コンピューター・ソフトウェアによる情報処

理方法」という解釈が可能で、請求項に記載された発明を特定できないため、当該発

明を明確に把握することができない。 

(iv)一方、請求項に「コンピューターを利用して」という不明確な表現が記載されている

としても、発明の説明又は図面の記載や出願時の技術常識などを考慮して通常の技術

者が請求項に記載された発明を明確に特定できれば、当該発明は明確に記載されたと

みなす。 

(例 2)【請求項】顧客から商品の注文を受け付ける受注手段、注文された商品の在庫を調

査する在庫調査手段、当該商品の在庫がある場合は当該商品を発送することができる

と上記の顧客に回答し、当該商品の在庫がない場合は当該商品を発送することができ

ないと上記の顧客に回答する顧客応対手段を備えたプログラムを記録したコンピュー

ターで読み取ることができる媒体 

☞「プログラム」は、コンピューターを手段として機能させるものであるが、「プログラ

ム」それ自体が「手段」として機能するわけではない。従って、「プログラム」それ自

体が機能手段を備えることができないため、請求項に記載された発明を明確に把握する
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ことができない。 

一方、発明について請求項に「コンピューターを、顧客からの商品の注文を受け付ける

受注の手段、注文された商品の在庫を調査する在庫調査手段、当該商品の在庫がある場合

は当該商品を発送することができると上記の顧客に回答し、当該商品の在庫がない場合は

当該商品を発送することができないと上記の顧客に回答する顧客応対手段として機能させ

るためのプログラムを記録したコンピューターで読み取ることができる媒体」と記載され

た場合は、「プログラム」がコンピューターを「手段」として機能させることになるため、

当該発明は明確に記載されたとみなす。[参考：1.2.1 コンピューターに関する発明のカ

テゴリー(2)物の発明①プログラム記録媒体の請求項(例 2)] 

(2)発明の対象が明確でない場合 

請求項の末尾が「プログラム製品」、「プログラムプロダクト」、「プログラム産出物」

などと記載されている場合、発明の対象について「プログラムを記録したコンピューター

で読み取ることができる記録媒体」、「プログラムが結合したコンピューターシステム」

のいずれにも解釈できて特定が困難なため、発明が明確ではない。 

(3)発明を特定するための事項の間に技術的関連性がない場合 

(例)【請求項】特定コンピュータープログラムを伝送している情報伝送媒体 

☞情報伝送媒体は、情報を伝送する機能を有する媒体を意味する。従って、特定コンピュ

ータープログラムを情報伝送媒体に載せて伝送しているということだけでは、コンピュ

ータープログラム固有の機能と情報伝送媒体との間に技術的関連性がみられないため、

「物」として伝送媒体を技術的に特定したものとみなすことができない。従って、発明

を特定するための事項の間に技術的関連性がないため、発明が明確でない。 

(4)発明のカテゴリーが明確でない場合 

請求項の末尾が「プログラム信号」、「プログラム信号列」などと記載されたものは、

「物」又は「方法」のいずれに分類されるか発明のカテゴリーを特定できないため、発明

のカテゴリーが明確でない。 

1.2.3 留意事項 

(1)コンピューター・ソフトウェア技術分野において請求項全体を考慮すれば、当該発明
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は「使用目的による特有の情報の演算又は加工を実現したもの」であるが、請求項に記載

された事項から発明の実施主体(ハードウェア)を明確に把握することができない場合、当

該請求項は明確に記載されていないということに審査官は留意する(「コンピューターに

関する発明の審査基準 2.1 発明の成立要件 2.1.3 留意事項」参照)。 

(2)請求項の末尾は「コンピューターで読み取ることができる記録媒体」と記載されてい

るが、発明の説明を参照すれば同じ請求項で「コンピューターで読み取ることができる記

録媒体」と「伝送媒体」を両方とも含むと判断される場合、当該請求項に記載された発明

は明確に記載されていないということに審査官は留意する(特許審判院 2010 ウォン 4227参

照)。 

一方、請求項の末尾は「コンピューターで読み取ることができる記録媒体」と記載され

ており、発明の説明に「コンピューターで読み取ることができる記録媒体」について用語

の定義が記載されていないとしても、通常の技術者が出願時の技術常識を考慮して請求項

に記載された発明を「コンピューターで読み取ることができる記録媒体」として特定でき

る場合、当該請求項は明確に記載されたとみなすことができる。 

(例) [請求項] コンピューターに段階 A、段階 B、段階 C、…を実行させるためのプログラ

ムを記録したコンピューターで読み取ることができる記録媒体 

< 発明の説明(抜粋) > 

コンピューターで読み取ることができる記録媒体は、ハードディスク、フロッピーディ

スク、磁気記録媒体、光記録媒体、伝送媒体(例：伝送(通信)媒体、キャリアウェーブ

(carrier wave)、搬送波、伝送(通信)メカニズムなど)などを含む。 

☞ 請求項の末尾は「コンピューターで読み取ることができる記録媒体」と記載されてい

るが、発明の説明を参照すれば特許の保護を受けようとする発明はハードディスクなど

のような「コンピューターで読み取ることができる記録媒体」だけでなく、「伝送媒体」

も含むと解釈される。その結果、一つの請求項で「コンピューターで読み取ることがで

きる記録媒体」と「伝送媒体」の両方を特許の保護対象として記載しているため、発明

が請求項に明確に記載されたとみることはできない。また、審査官は、当該請求項の特

許保護対象がハードディスクなどのような「コンピューターで読み取ることができる記

録媒体」であることをはっきりとさせられるように、発明の説明で「伝送媒体」などに

関する記載事項を削除する補正案を提示することが望ましい。 
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(3)請求項に「プログラムリスト(例：ソースコード)」が一部記載されている場合、当該

請求項に記載された発明は明確に記載されていないということに審査官は留意する。ただ

し、「プログラムリスト」が出願時の技術常識をもとに通常の技術者が明確に把握できる

程度にわかりやすく記載されている場合は、明確に記載されたとみなすことができる。 

※「プログラムリスト」そのものを特許請求する場合は、「コンピューターに関する発明

の審査基準 2.1 発明の成立要件」を参照する。 

 

2．特許要件 

コンピューターに関する発明における特許要件のうち、「発明の成立要件」と「新規性

及び進歩性」についてコンピューターに関する発明の判断及び審査にあたり必要な特有の

事項を説明する。 

 

2.1 発明の成立要件 

 コンピューターに関する発明が特許法上の発明に該当するためには、自然法則を利用し

た技術的思想の創作のうち、高度なものである必要がある。コンピューターに関する発明

において、ソフトウェアによる情報の処理がハードウェアを利用して具体的に実現される

場合、当該ソフトウェアと協働して動作する情報処理装置(機械)、その動作方法、当該プ

ログラムを記録したコンピューターで読み取ることができる媒体及び媒体に保存されたコ

ンピュータープログラムは、自然法則を利用した技術的思想の創作であり、発明に該当す

る。ただし、コンピュータープログラムはコンピューターを実行する命令に過ぎず、コン

ピュータープログラム自体は自然法則を利用した技術的思想の創作ではないため、発明に

はなり得ない。 

 

2.1.1 判断の具体的な方法 

 コンピューターに関する発明において、請求項に記載された発明が特許法上の発明に該

当するか否かを判断する具体的な方法は、以下の通りである。 

(1)請求項に記載された事項に基づいて発明を把握する。 
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(2)請求項に記載された発明が特許・実用新案審査基準「第 3 部第 1 章第 4 節 発明の成立

要件」に基づき「自然法則を利用した技術的思想の創作」か否かを検討する。 

①その発明が自然法則を利用したものか否かは請求項全体として判断しなければならな

いため、請求項に記載された発明の一部に自然法則を利用している部分があっても、請

求項全体として自然法則を利用していないと判断されるときは特許法上の発明に該当し

ない。 

②その発明が(i)自然法則以外の法則、(ii)人為的な決定、(iii)人間の精神活動に該当

し、若しくはこれを利用しているなど自然法則を利用したものではなく、又は(iv)単な

る情報の提示に過ぎない場合、当該発明は自然法則を利用した技術的思想の創作ではな

いため、発明に該当しない(大法院 2001 フ 3149、2002 フ 277、2009 フ 436、特許法院

2000ホ 5438、2001ホ 3453、2006ホ 8910参照)。 

③その発明が(i)機器の制御若しくは制御のために必要な処理を具体的に実行し, 又は

(ii)対象の技術的性質に基づく情報処理を具体的に実行する場合、当該発明は自然法則

を利用した技術的思想の創作であるため、発明に該当する。 

(3)請求項に記載された発明が上記(2)段階の②、③のいずれにも該当しない場合は、当該

発明が「ソフトウェアによる情報の処理がハードウェアを利用して具体的に実現されてい

る場合」に該当するか否かを検討する(大法院 2001 フ 3149、2007 フ 265、2007 フ 494、特

許法院 2005ホ 11094、2006ホ 1742参照)。 

①その発明においてソフトウェアによる情報の処理がハードウェアを利用して具体的に実

現されている場合、すなわちソフトウェアとハードウェアが協働した具体的な手段又は具

体的な方法によって「使用目的による特有の情報の演算又は加工を実現することで使用目

的による特有の情報処理装置(機械)又はその動作方法」が構築されている場合、当該発明

は自然法則を利用した技術的思想の創作であるため、発明に該当する。 

②一方、その発明においてソフトウェアによる情報の処理がハードウェアを利用して具体

的に実現されていない場合、当該発明は自然法則を利用した技術的思想の創作ではないた

め、発明に該当しない。 
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<図> コンピューター・ソフトウェアに関する発明の成立要件に対する判断のフロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(注 1)請求項に記載された発明が(i)自然法則以外の法則、(ii)人為的な決定、(iii)人

間の精神活動に該当し、若しくはこれを利用しているなど自然法則を利用したもので

はない、又は(iv)単なる情報の提示である場合は、自然法則を利用した技術的思想の

創作ではないため、発明に該当しない。 

(注 2)請求項に記載された発明が(i)機器の制御若しくは制御のために必要な処理を具体

的に実行し、又は(ii)対象の技術的性質に基づく情報処理を具体的に実行する場合

は、自然法則を利用した技術的思想の創作であるため、発明に該当する。 

(注 3)請求項に記載された発明が使用目的による特有の情報処理装置又はその動作方法

を構築しているか否かを中心に、「ソフトウェアによる情報の処理がハードウェアを
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利用して具体的に実現されている場合」に該当するか否かを判断しなければならな

い。 

 

2.1.2 判断の具体的な例  

2.1.2.1 特許・実用新案審査基準「第 3部第 1章第 4節 発明の成立要件」に基づき判断さ

れる例 

(1)基本的な概念 

特許法上の発明に該当するための自然法則利用の有無は、請求項全体として判断しなけ

ればならない。請求項に記載された発明の一部に自然法則を利用している部分があっても、

請求項全体として自然法則を利用していないと判断されるときは特許法上の発明に該当し

ない。また、これとは逆に請求項に記載された発明の一部に自然法則を利用していない部

分(例：数学の公式など)があっても、請求項を全体的に見て自然法則を利用していると判

断されるときは特許法上の発明に該当する。  

(2)自然法則を利用した技術的思想の創作でない例 

請求項に記載された発明が以下に該当する場合、自然法則を利用した技術的思想の創作

ではない。 

①自然法則以外の法則 

(例)経済法則、数学の公式など 

②人為的な決定 

(例 1)アルファベット、数字、記号などを組み合わせて暗号を作成する方法 

(例 2)【請求項】外国語の発音表記文字を形成する方法において、文字に対するハングル

と外国語の発音上の差異によって表記の際に差異が生じる文字を表示するため、当

該文字の発音時に形成される人の喉の形状と舌音が発音上の変化を起こす現象とこ

れに伴う唇の形によって文字を変形させて形成することを特徴とする外国語の発音

表記文字の形成方法 

☞ 文字の表記方法として意味を持たせるには、言語社会において発明で決定される特定
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の形の記号を特定の外国語発音の表記方法として定めることを約束事とし、これを遵

守することが必要である。これは自然法則とは無関係の人為的な決定に過ぎないため、

特許法上の発明に該当しない(特許法院 2001ホ 3453参照)。 

③人間の精神活動又は人間のオフラインでの行為 

(例 1)【請求項】 排出者の個人情報が入力されたバーコードシールと排出ゴミが表示され

たカレンダーを管轄官庁から各排出者に配布し、各排出者は決められたルールに従

って正しく分別されたゴミを規格ゴミ袋に入れて排出する一方で、必ず排出者の個

人情報が入力されたバーコードシールをゴミ袋に貼って排出し、回収者は排出され

たゴミを曜日別に正しく分別回収して集荷場へ移送し、リサイクルゴミと埋立・焼

却されるゴミを選別して処理過程を経て、間違って分類されたゴミ袋については前

面に貼られたバーコードを読み取って当該排出者に是正命令を指示する各過程にお

いて得られるデータを蓄積した統計によって、家庭ゴミを総合管理するようにする

家庭ゴミのリサイクル総合管理方法 

☞ バーコードシール、カレンダー、ゴミ袋及びコンピューターなどを用いたバーコード

の読み取りなど、ハードウェア及びソフトウェアという手段を含んではいるが、その

手段も人間の精神活動において利用される単なる道具に過ぎないため、自然法則を利

用したものとはいえない。また、発明の各段階がコンピューターによりオンライン

(on-line)で処理されるのではなくオフライン(off-line)で処理されるため、特許法上

の発明に該当しない(大法院 2001フ 3149、特許法院 2000ホ 5438参照)。 

(例 2)【請求項】コンピューター予約システムと通信できるようにリンクされたデータベ

ース、会社の旅行者及び旅行管理システムを通信できるようにリンクさせるべくコ

ンピューターを利用する旅行の管理方法において、 

旅行者のコンピューターからの旅行プラン依頼書を旅行管理システムで作成する段階、

旅行者から依頼された旅行プランに対する承認を旅行管理システムで得る段階、旅行者か

ら依頼された旅行プランをもとに費用報告書を旅行管理システムで作成する段階、旅行管

理システムで費用報告書に対する承認を得る段階及び旅行者に承認された旅行プランをも

とに旅行者のコンピューターから完了した旅行予約を旅行管理システムで受信する段階を

含む旅行の管理方法 

☞ 旅行管理システムというハードウェアの手段が含まれてはいるが、承認手続きにおけ
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る承認権者である人間の行為とシステムの行為がどの程度かかわっているかなど、ソ

フトウェアとハードウェアの具体的な協働手段及びその協働関係が不明確である。請

求項全体としても旅行管理システムが特定の目的を果たすために必要とする具体的な

協働手段がどのように具現化されるか具体的に限定しておらず、コンピューターやイ

ンターネットシステムの汎用的な機能が単に利用されているに過ぎないため、当該発

明はコンピューターやインターネットシステムの汎用的な機能を利用する人間の行為

中心に構成されており、自然法則を利用した技術的思想に該当しない(特許法院 2006ホ

8910参照)。 

④単なる情報の提示 

単に提示される情報の内容にのみ特徴があり、情報の提示を主な目的とする場合は、発

明に該当しない。 

(例 1)機械の操作方法又は化学物質の使用方法に関するマニュアル 

(例 2)録音された音楽にのみ特徴がある CD 

(例 3)デジタルカメラで撮影された画像データ 

(例 4)文書作成装置で作成された運動会のプログラム 

(例 5)コンピュータープログラムリスト 

※ただし、情報の提示が新規の技術的特徴を有していれば、そのような情報の提示手段

(装置)、情報を提示する方法は発明に該当し得る。 

(例 6)文字、数字、記号からなる情報をレリーフで記録したプラスチックカード 

☞ プラスチックカードに情報をレリーフ加工して表示することは、情報の提示手段に技

術的特徴がある場合に当たるため、特許法上の発明に該当する。 

(3)自然法則を利用した技術的思想の創作の例 

請求項に記載された発明が以下に該当する場合、自然法則を利用した技術的思想の創作

である。 

①機器(例：炊飯器、洗濯機、エンジン、ハードディスク装置、化学反応装置など)に対

する制御又は制御のために必要な処理を具体的に遂行すること 
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(例 1)使用目的による動作を具現化するように「機器」などを制御すること 

(例 2)「制御対象の機器」及び/又は「制御対象にかかわる周辺機器」などの構造、構成要

素、組成、作用、機能、特性などをもとに制御対象の機器などを制御すること 

(例 3)技術的に関連のある複数の機器などで構成される全体システムを統合的に制御する

こと 

②対象の物理的性質、電気的性質、化学的性質、生物学的性質などの技術的性質(例：エ

ンジン回転数、圧延温度、物質の物理的又は化学的結合関係、生体の遺伝子配列と形質発

現との関係など)に基づいた情報の処理を具体的に遂行すること 

(例 1)対象の技術的性質を示す情報(例：数値、画像など)を得るために、その技術的性質

に基づく演算又は処理を行うこと 

(例 2)対象の状態とこれに対応する現象との技術的な相関関係を利用する情報処理を行う

こと 

 

2.1.2.2 「ソフトウェアによる情報の処理がハードウェアを利用して具体的に実現されて

いる場合」と判断される例 

(1) 基本的な概念 

コンピューターに関する発明において、ソフトウェアによる情報の処理がハードウェア

を利用して具体的に実現されている場合、当該ソフトウェアと協働して動作する情報処理

装置(機械)、その動作方法及び当該プログラムを記録したコンピューターで読み取ること

ができる媒体、媒体に保存されたコンピュータープログラムは、自然法則を利用した技術

的思想の創作であるため、発明に該当する。 

ソフトウェアによる情報の処理がハードウェアを利用して具体的に実現されている場合

とは、ソフトウェアがコンピューターに読み取られることによってソフトウェアとハード

ウェアが協働した具体的手段又は具体的段階であって、使用目的による特有の情報の演算

又は加工を実現することで使用目的に応じた特有の情報処理装置(機械)又はその動作方法

が構築されることをいう。そして、使用目的に応じた特有の情報処理装置(機械)又はその

動作方法は、自然法則を利用した技術的思想の創作であるため、発明に該当する。 
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※一般的にビジネスに関する発明とは、情報技術を利用して実現した新しいビジネスシス

テム又はビジネス方法に関する発明を意味し、このようなビジネスに関する発明に該当

するには、コンピューター上でソフトウェアによる情報の処理がハードウェアを利用し

て具体的に実現されていなければならない(大法院 2001フ 3149参照)。 

※請求範囲の構成要素である各段階がソフトウェアとハードウェアの組み合わせを利用し

た具体的手段を内容にしていないだけでなく、使用目的による各段階別の情報の演算又

は加工がどのように実現されるかについても明確に記載されておらず、コンピューター

上でソフトウェアによる情報の処理がハードウェアを利用して具体的に実現されていな

いため、特許法上の発明に該当するとみることはできない(大法院 2007フ 494参照)。 

(2)「ソフトウェアによる情報の処理がハードウェアを利用して具体的に実現されている

場合」と判断できる例 

(例 1)【請求項】決済サーバーで行われる決済方法において、決済方法はユーザーの端末

から第 1 ワンタイムコードを受信してユーザーを認証し、認証が完了したら第 1 ワ

ンタイムコードを利用して取引連動している第 2 ワンタイムコードを生成し、ユー

ザーの端末に第 2 ワンタイムコードを送信してユーザーの端末を通して認証を受け

ることを許容する段階、POS 端末からユーザー識別子のうち少なくとも一部に該当

する第 1 部分の決済コードおよび第 2 ワンタイムコードを含む決済要請コードを受

信する段階、受信された決済要請コードをもとにユーザー識別子のうち第 1 部分の

決済コードを除いた残りに該当する第 2 部分の決済コードを決定する段階、並びに

第 1 及び第 2 部分の決済コードを組み合わせて臨時決済コードを生成し、生成され

た臨時決済コードに対し再配置及びマスキングのうち少なくとも一つを行ってユー

ザーにより決済できる決済コードを生成する段階を含む決済方法 

☞ 決済コードのセキュリティ性を高めて電子決済の無欠性と信頼性を確保するという発

明の目的を達成するため、決済サーバーとユーザー端末を利用して第 1ワンタイムコー

ドを受信してユーザーを認証し、第 1、2 部分の決済コードを組み合わせて決済コード

を生成する特有の情報の演算又は加工が具体的に実現されている。 したがって、請求

項に記載された発明はソフトウェアによる情報の処理がハードウェアを利用して具体

的に実現されており、自然法則を利用した技術的思想の創作であるため、発明に該当

する(特許法院 2017ホ 7494参照)。 
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(例 2)【請求項】コンテンツに対する選好度予測装置において、コンテンツと同種のコン

テンツについて収集されたコンテンツ使用情報を保存したサーバーからユーザーに

類似するユーザーのリストを受信する類似ユーザー情報の受信部と、類似ユーザー

リストに含まれたユーザーの選好度情報を機械学習(machine learning)アルゴリズ

ムに入力し、機械学習アルゴリズムによって選好度情報に含まれたコンテンツの特

徴の集合を学習することでユーザーのコンテンツに対する選好度を予測する選好度

予測部を含むことを特徴とする選好度予測装置 

☞ コンテンツの選好度を正確に予測するという発明の目的を達成するため、選好度予測

装置で類似ユーザーリストに含まれるユーザーの選好度情報を機械学習アルゴリズム

の入力情報とし、機械学習アルゴリズムを利用して選好度情報に含まれるコンテンツ

の特徴の集合を学習することでユーザーのコンテンツに対する選好度を予測する特有

の情報の演算又は加工が具体的に実現されている。従って、請求項に記載された発明

は、ソフトウェアによる情報の処理がハードウェアを利用して具体的に実現されてお

り、自然法則を利用した技術的思想の創作であるため、発明に該当する。 

(3)「ソフトウェアによる情報の処理がハードウェアを利用して具体的に実現されている

場合」とみなせない例 

(例 1)【請求項】数式 y=F(x)において、a≤x≤b範囲の yの最小値を求めるコンピューター 

☞ 数式 y=F(x)において、a≤x≤b範囲の yの最小値を求めるためにコンピューターを利用す

ることだけでは、y の最小値を求める使用目的による特有の演算又は加工を実現するた

めの具体的手段又は具体的方法が特定されているとはいえない。また、ソフトウェア

による情報の処理がハードウェアと協働することで使用目的に応じた特有のコンピュ

ーター(情報処理装置)が構築されるわけでもない。従って、請求項に記載された発明

は、ソフトウェアによる情報の処理がハードウェアを利用して具体的に実現されてお

らず、自然法則を利用した技術的思想の創作ではないため、発明に該当しない。 

(例 2)【請求項】文書データを入力する入力手段、入力された文書データを処理する処理

手段、処理された文書データを出力する出力手段を備えたコンピューターにおいて、

上記の処理手段によって入力された文書の要約を作成するコンピューター 

☞コンピューターによって処理された文書データが入力手段、処理手段、出力手段の順に

入力されることは、情報処理の流れが存在するということはできるが、情報の処理が具
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体的に実現されているとはいえない。処理手段によって入力された文書の要約を作成す

るという記載だけでは、文書の要約作成という使用目的による特有の情報の演算又は加

工を実現するための具体的手段又は具体的方法が特定されているとはいえないためであ

る。従って、請求項に記載された発明は、ソフトウェアによる情報の処理がハードウェ

アを利用して具体的に実現されておらず、自然法則を利用した技術的思想の創作ではな

いため、発明に該当しない。 

(例 3)【請求項】ネットワークベースで商品購入情報及び仮想アイテム情報を利用し、ア

イテムサーバーでコンサルティング情報を提供する方法において、ユーザーから生

活設計の依頼を受信する段階、データベースからあらかじめ保存されているユーザ

ーの商品購入情報、獲得アイテムを抽出する段階(ここでの獲得アイテムとはユー

ザーの商品購入に相応して保有されているユーザーの仮想アイテムのことをいう)、

商品購入情報及び獲得アイテムを利用してユーザーの生活設計基礎情報を導出する

段階、ユーザーの生活設計基礎情報を分野別・領域別に分析し、又はあらかじめ保

存されている生活設計基準情報と比較する段階(構成①)、分析又は比較の結果を利

用してユーザーの生活設計結果を割り出す段階(構成②)、及び生活設計結果をユー

ザーに伝送する段階を含む商品購入情報及び仮想アイテム情報を利用したコンサル

ティングの提供方法 

☞ 発明の技術的課題を実現するためのキーポイントは構成①及び構成②だが、当該構成

①及び構成②に関する特許請求範囲の記載だけでは商品購入情報及び仮想アイテム情報

を利用したコンサルティングを提供するという使用目的による特有の演算又は加工を実

現するための具体的手段または具体的方法が特定されているとはいえない。また、通常

の技術者が出願時の技術常識と発明の説明・図面などを参考にして請求項全体を考慮し

ても、請求項に記載された発明は使用目的による特有の情報の演算又は加工を実現する

ことで使用目的に応じた特有の情報処理装置(機械)又はその動作方法が構築されるわけ

でもない。従って、請求項に記載された発明は、ソフトウェアによる情報の処理がハー

ドウェアを利用して具体的に実現されておらず、自然法則を利用した技術的思想の創作

ではないため、発明に該当しない(大法院 2007フ 265、特許法院 2006ホ 1742参照)。 

(例 4)【請求項】会員登録と同時にオンラインコミュニティ空間で会員が自分自身を個人

部屋の形で表現するミニルームをミニルーム保存スペースに自動生成するミニルー

ム自動生成段階、ミニルームを会員の特性に合わせて飾れるように家具保存スペー
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スに展示されている家具が会員によって選択されれば、購入選択された家具をミニ

ルームの家具保存スペースに保存するミニルーム家具保存段階、ミニルームの家具

保存スペースに登録されている家具を当該会員のミニルームの好きな位置に指定す

れば会員のミニルーム保存スペースに配置する家具配置段階、オンラインコミュニ

ティの掲示板に会員の投稿が保存されると、掲示板に投稿を保存した会員のミニル

ーム保存スペースに保存されたミニルームがコミュニティ掲示板に登録され、掲示

板に会員のミニルームが露出するミニルーム露出段階を含むインターネットコミュ

ニティ上の個人部屋形態のミニルーム生成・管理方法 

☞ 請求範囲の構成要素である各段階がソフトウェアとハードウェアの組み合わせを利用

した具体的手段を内容としていないばかりか、使用目的による各段階別情報の演算又

は加工がどのように実現されるかについても明確に記載されておらず、特許請求範囲

の記載だけではインターネットコミュニティ上の個人部屋形態のミニルームを生成・

管理するという使用目的による特有の演算又は加工を実現するための具体的手段又は

具体的方法が特定されているとはいえない。また、通常の技術者が出願時の技術常識

と発明の説明・図面などを参考にして請求項全体を考慮しても、当該発明は使用目的

による特有の情報の演算又は加工を実現することで使用目的に応じた特有の情報処理

装置(機械)又はその動作方法が構築されるわけでもない。従って、請求項に記載され

た発明は、ソフトウェアによる情報の処理がハードウェアを利用して具体的に実現さ

れておらず、自然法則を利用した技術的思想の創作ではないため、発明に該当しない

(大法院 2007フ 494、特許法院 2005ホ 11094 参照)。 

(例 5)【請求項】ユーザーに向上した情報を提供するための方法において、文書情報を受

容する段階、文書のコンテンツに付加的なコンテンツを決定するために文書情報を

使用する段階、決定したコンテンツを使用して追加のコンテンツを決定する段階、

並びにユーザーに提供するために文書のコンテンツの一部、決定したコンテンツの

一部及び決定した追加コンテンツの一部を組み合わせる段階を含む、ユーザーに向

上した情報を提供するための方法 

☞ 発明の構成を遂行するハードウェアが請求項に具体的に記載されておらず、ユーザー

に向上した情報を提供するという発明の目的を果たすべく文書のコンテンツに付加的

なコンテンツを決定するために文書情報を使用する過程、決定したコンテンツを使用

して追加コンテンツを決定する過程、並びにユーザーに提供するために文書のコンテ
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ンツの一部、決定したコンテンツの一部及び決定した追加コンテンツの一部を組み合

わせる過程で特有の情報の演算又は加工がどのように実現されるのか具体的に記載さ

れているとはいえない。また、通常の技術者が出願時の技術常識と発明の説明・図面

などを参考にして請求項全体を考慮しても、請求項に記載された発明は使用目的によ

る特有の情報の演算又は加工を実現することで使用目的に応じた特有の情報処理装置

(機械)又はその動作方法を構築するわけでもない。従って、請求項に記載された発明

は、ソフトウェアによる情報の処理がハードウェアを利用して具体的に実現されてお

らず、自然法則を利用した技術的思想の創作ではないため、発明に該当しない(特許法

院 2010ホ 2087参照)。 

 

2.1.3 留意事項 

(1)請求項に記載された発明が判断の対象であるため、ソフトウェアによる情報の処理が

ハードウェアを利用して具体的に実現されることが発明の説明及び図面に記載されていて

も、ソフトウェアによる情報の処理がハードウェアを利用して具体的に実現されたことが

請求項に記載されていない場合には、発明に該当しない。 

(2)請求項に「コンピューター」、「プロセッサ」、「メモリー」などのハードウェアが

記載されていても、「使用目的による特有の情報の演算又は加工を実現するためのソフト

ウェアとハードウェアが協働した具体的手段又は具体的方法」が記載されていない場合

(例：ソフトウェアアルゴリズムによる情報処理が各機能別にどのようなハードウェアを

利用して具体的に実現されるのか明確に把握できない場合[特許法院 2011ホ 9078参照])、

請求項に記載された発明は「自然法則を利用した技術的な思想の創作」に該当しないこと

もある点に審査官は留意する。 

一方、請求項に使用目的による特有の情報の演算又は加工が具体的に記載されている場

合は、ハードウェアとして「使用目的に応じた特有の情報処理装置(機械)」ではない通常

の「コンピューター」のみ記載されていても、出願時の技術水準を考慮すれば使用目的に

よる特有の情報の演算又は加工が実現されているとみることができる。 

(3)請求項に記載された発明が自然法則を利用した技術的思想の創作であるか否かを判断

する場合、請求項に記載された発明のカテゴリー(方法の発明又は物の発明)に拘束されず、

請求項に記載された発明を特定するための事項(用語)の意義を解釈した後で判断する。 
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(4)プログラム言語として特許請求された発明については、人為的な決定に該当するため、

自然法則を利用した技術的思想の創作ではないため、発明に該当しない。 

(5)プログラムリスト自体として特許請求された発明については、単なる情報の提示に該

当し、自然法則を利用した技術的思想の創作ではないため、発明に該当しない。 

(6)営業方法に関する発明は、営業を実施する方法に特徴があるか否かを判断するのでは

なく、その発明が利用するソフトウェアによる情報の処理がハードウェアを利用して具体

的に実現されているか否かによって「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当する

かを判断しなければならない。 

(7)人工知能技術に関する発明は、人間の精神的活動の介入なしに繰り返し同じ効果が得

られるように「使用目的による特有の情報の演算又は加工を実現するためのソフトウェア

とハードウェアが協働した具体的手段又は具体的方法」が請求項に記載されているか否か

によって「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するかを判断しなければならな

い。 

(8)コンピューター・ソフトウェアの技術分野で請求項全体を考慮しても「使用目的によ

る特有の情報の演算又は加工」を実現する発明の実施主体(ハードウェア)が明確に把握で

きない場合、原則として当該請求項は「使用目的による特有の情報の演算又は加工を実現

するためのソフトウェアとハードウェアが協働した具体的手段又は具体的方法」が構築さ

れていないのであり(「コンピューターに関する発明の審査基準 2.1 発明の成立要件 

2.1.1 判断の具体的な方法」参照)、当該請求項が明確に記載されているわけでもないと

いう点(「コンピューターに関する発明の審査基準 1.2 請求範囲の記載要件 1.2.3 留意

事項」参照)に審査官は留意する。 

ただし、拒絶理由に対する出願人の対応の便宜を図るとともに迅速・正確な審査を実現

するため、一つの拒絶理由を通知することで当該拒絶理由だけでなく他の拒絶理由も同時

に解消する可能性がある場合は、必ずしも複数の拒絶理由を重複して通知する必要はない。

例えば、請求範囲の記載要件違反の拒絶理由を通知することだけで発明の成立要件に関す

る拒絶理由も同時に解消する可能性がある場合、必ずしも発明の成立要件に関する拒絶理

由を通知する必要はない。その反対の場合も同様である。 
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2.1.4 データ記録媒体の取扱い 

 データ記録媒体、すなわち、記録されたデータ構造によりコンピューターが遂行する処

理内容が特定される「構造を有するデータを記録したコンピューターで読み取ることがで

きる媒体」が発明に該当するか否かについては、「2.1.1 判断の具体的な方法」によって

判断する。 

 

2.2 新規性、進歩性 

2.2.1 新規性、進歩性判断の基本事項 

コンピューターに関する発明の新規性及び進歩性の判断は、基本的に特許・実用新案審

査基準「第 3 部第 2 章 新規性及び第 3 部第 3 章 進歩性」の要件に従う。本項では、特に

コンピューターに関する発明の新規性及び進歩性の判断において求められる特有の判断、

審査で押さえるべきポイントを説明する。 

(1)新規性、進歩性判断の対象となる発明は「請求項に記載された発明」である。このと

き、発明を把握するにあたっては、人為的な決定事項とシステム化の方法を分けるのでは

なく、有機的に結合した全体として把握することが重要である。 

(2)進歩性を認めるか否かは、①請求項に記載された発明を特定した後、②請求項に記載

された発明と共通する技術分野及び技術的課題を前提に通常の技術者の視点で引用発明を

特定し、③請求項に記載された発明に「最も近い引用発明」を選び、両者を対比させて一

致点と相違点を明確にした上で、④このような相違点にもかかわらず「最も近い引用発明」

から請求項に記載された発明に至ることが通常の技術者にとって容易か否かを他の引用発

明と出願時の技術常識及び経験則に照らして判断する。 

(3)特定分野のコンピューターに関する発明において、通常の技術者とは「その特定分野

及びコンピュータ・ソフトウェア技術分野の技術常識(例えばシステム化技術)」を有し、

出願発明の課題にかかわる出願前の技術水準にあるものすべてを自らの知識とすることが

できる者であって、実験、分析、製造などを含む研究又は開発のために通常の手段を利用

することができ、設計変更を含めた通常の創作能力を発揮できる特許法上の想像人物であ

る。 

(4)所定の目的を達成するためにある分野に利用されている方法、手段などを組み合わせ
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たり、特定の分野に適用したりすることは、コンピューター・ソフトウェアの技術分野で

普通に試みられていることである。従って、様々な分野に利用されている技術を組み合わ

せたり特定の分野に適用したりすることは、通常の技術者の通常の創作活動の範囲に含ま

れるため、組み合わせと適用に技術的な困難性(技術的な阻害要因)がない場合は、特段の

事情(顕著な技術的効果)がない限り、進歩性が認められない。 

(5)ソフトウェア化、コンピューター化などによる課題は、コンピューター・ソフトウェ

ア技術に共通して適用される一般的なものが多い。「人工知能 (AI, Artificial 

Intelligence)又はファジィ論理によって判断を高度化すること」、「GUI(Graphical User 

Interface)によって入力を容易にすること」などがその例である。これらはコンピュータ

ー・ソフトウェア技術分野において既に知られている一般的な課題だという点を念頭にお

いて、請求項に記載された発明の進歩性を判断する。 

(6)コンピューターによりシステム化して得られる「迅速に処理できる」、「大量のデー

タを処理することができる」、「間違いを減らすことかできる」、「均一な結果を得るこ

とができる」などの一般的効果は、システム化に伴う当然な効果であることが多い。これ

らはコンピューター・ソフトウェア技術分野において既に知られている一般的効果である

ことを念頭において、請求項に記載された発明の進歩性を判断する。 

 

2.2.2 通常の技術者による通常の創作能力の発揮に該当する例 

(1)その他特定分野に適用 

特定分野に関するコンピューター関連発明において使用されている段階又は手段は、適用

分野を問わず、機能又は作用が共通していることが多い。このような場合、ある特定分野

のコンピューターに関する発明の段階又は手段をその他特定分野に適用しようとすること

は、通常の技術者による通常の創作能力の発揮に該当する。 

(例 1)「ファイル検索システム」の引用発明が存在する場合、その機能又は作用が共通し

ている手段(検索のための具体的な構成)を医療情報システムに適用して「医療情報

検索システム」を創作することは、通常の技術者による通常の創作能力の発揮に該

当する。 

(例 2)「医療情報検索システム」の引用発明が存在する場合、それと機能又は作用が共通

している手段を「商品情報検索システム」に適用することは、通常の技術者による
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通常の創作能力の発揮に該当する。 

(2)周知・慣用手段の付加又は均等手段に置換 

 システムの構成要素として通常使用されるもの(周知・慣用手段)を付加する、又はシス

テムの構成要素の一部を均等手段に置換しようとすることは、通常の技術者による通常の

創作能力の発揮に該当する。 

(例)システムの入力手段としてキーボード以外に数字コードの入力のために画面上の項目

表示をマウスで選択して入力する手段と、バーコードで入力する手段を付加すること

は、通常の技術者による通常の創作能力の発揮に該当する。 

(3)ハードウェアで実行している機能をソフトウェアで実現すること 

 ハードウェアの回路で実行している機能をソフトウェアで実現することは、通常の技術

者による通常の創作能力の発揮に該当する。 

(例)ハードウェアのコード比較回路で実行しているコード比較をソフトウェアで実行する

ことは、通常の技術者による通常の創作能力の発揮に該当する。 

(4)人が遂行している業務又はビジネス方法をシステムで実現すること 

 引用発明に特定分野において人が遂行している業務又はビジネス方法を開示しているが、

その業務又はビジネス方法をどのようにシステム化するかについて開示していない場合が

ある。このような場合であっても、特定分野において人が遂行している業務又はビジネス

方法をシステム化してコンピューターにより実現することは、通常のシステム分析手法及

びシステム設計手法を利用した日常的作業で可能な程度のものであれば、通常の技術者に

よる通常の創作能力の発揮に該当する。 

(例 1)電話又は FAX で注文を受けていたことを単純にインターネットホームページ又はソ

ーシャルネットワークで注文を受けるようにシステム化することは、通常の技術者

による通常の創作能力の発揮に該当する。 

(例 2)雑誌に読者の売買情報を掲載していたこと(いわゆる「売ります・買います」のコー

ナーを掲載)を単純にインターネットホームページ又はソーシャルネットワークに

読者の売買情報を掲載するようシステム化することは、通常の技術者による通常の

創作能力の発揮に該当する。 
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(5)公知になった事象をコンピューターの仮想空間において再現すること 

 公知になった事象をコンピューターの仮想空間(例：仮想現実、拡張現実又は混合現実)

において再現することが通常のシステム分析手法及びシステム設計手法を利用した日常的

作業により可能な程度のものであれば、通常の技術者による通常の創作能力の発揮に該当

する。 

(例 1)テニスゲーム装置において、単純にハードコート上でバウンドされたテニスボール

の速度をクレイコート上でバウンドされたテニスボールの速度より速く設定するこ

とは、通常の技術者による通常の創作能力の発揮に該当する。 

(例 2)レーシングゲーム装置において、単純に路面の状態によってスピンが発生する確率

を変化させることは、通常の技術者による通常の創作能力の発揮に該当する。 

(例 3)計算機、複写機などに備えられた従来の入力・出力インターフェイス(ボタン、表示

部などの形相及びそれらの位置関係)を単純にコンピューター画面上で動画により

再現することは、通常の技術者による通常の創作能力の発揮に該当する。 

(6)公知になった事実又は慣習に基づいた設計上の変更 

 公知になった事実又は慣習に基づいた設計上の変更が、①通常の技術者が周知慣用技術

や技術常識などを考慮して容易に採用できるレベルのものであり、②それによってより良

い効果があると認められないとき、その設計変更を阻害するだけの要因がないなどの特別

な事情がない限り、その設計変更は通常の技術者が必要に応じて行う単なる設計変更に過

ぎないため、通常の技術者による創作能力の発揮に該当する。 

(例 1)表示手段を保有した電子商取引装置において商品を購入した後、「ご購入ありがと

うございました」というメッセージを出力する手段を付加することは、通常の技術

者による通常の創作能力の発揮に該当する。 

 売買契約が成立した時、販売者が購入者に感謝の心を表明することは一般常識でありな

がら、電子商取引の装置においてメッセージを出力する機能を付加することは、周知・慣

用手段の付加に該当するためである。 

(例 2)電子商取引の装置においてクーリングオフに対処するための手段を付加することは、

通常の技術者による通常の創作能力の発揮に該当する。 
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 一般商取引においてクーリングオフを備えることが消費者保護の観点から望ましいこと

は一般常識でありながら、電子商取引の装置においてクーリングオフ機能を付加すること

は通常の技術者が日常的なシステム設計手法を利用して遂行することができる程度のもの

であるためだ。 

※クーリングオフ(Cooling Off)は、商品購入を申し込んだ後でも、一定期間以内であれば、

商品の購入申し込みを撤回することができるようにする制度である。例えば、分割払い

の販売契約取消保証制度がある。 

 

2.2.3 留意事項 

(1)データの内容(コンテンツ)にのみ特徴がある場合の取扱い 

 請求項に記載された発明と引用発明を比較してデータの内容(コンテンツ)にのみ相違点

がある場合、この相違点をもって請求項に記載された発明の新規性又は進歩性が認められ

るわけではない。 

(例 1)「データ構造 Aを処理する成績管理装置」という発明が存在する場合、データ構造 A

を処理する方法を変更せずにデータ構造 A に学生の成績管理データを保存すること

にして「データ構造 A を有する学生の成績管理装置」にする、又は競走馬の成績管

理データを保存することにして「データ構造 A を有する競走馬の成績管理装置」に

しても「データ構造 A を処理する成績管理装置」という点で相違するところがない

ため、新規性又は進歩性は認められない。 

(例 2)データ構造 Bを有する「音楽 Cを記録したコンピューターで読み取ることができる媒

体」が保存された情報処理装置が存在する場合、同一のデータ構造 B を有する「音

楽 D を記録したコンピューター判読のできる媒体」が保存された情報処理装置にし

ても「データ構造 B を有する音楽を記録したコンピューター判読のできる媒体が保

存された情報処理装置」という点で相違するところがないため、新規性又は進歩性

は認められない。 

(2)「コンピューターで読み取ることができる媒体」に記録 

請求項に記載された発明と引用発明の相違点が通常の技術者による通常の創作能力の発

揮に該当し、進歩性が認められない場合、請求項に「コンピューターで読み取ることがで
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きる媒体」に記録という限定が追加されたとしても、この限定の追加をもって請求項に記

載された発明の進歩性が認められるわけではない。 

(3)情報を伝送することができる媒体 

 請求項に記載された発明が「所定の情報を伝送することができる媒体」のように「情報

を伝送する」という伝送媒体固有の機能だけで特定されている場合、新規性又は進歩性が

認められないため、特許を受けることができない。 

 プログラム、データなど所定の情報を伝送できることは、通常の通信網、通信線路など

が有している固有の機能である。そのため、所定の情報を伝送できることは物として「伝

送媒体」を特定するための事項であって通常何ら役に立たない。従って、「所定の情報を

伝送することができる媒体」は、通常の通信網、通信線路などと相違しない、又は通常の

技術者が通常の通信網、通信線路などから容易に発明することができるため、新規性又は

進歩性が認められない。 

(例 1)【請求項】コンピューターに段階 A、段階 B、段階 C、…を実行させるためのプログ

ラムを伝送する媒体 

[引用発明] 任意のコンピューター・プログラムを送信することができる任意の伝送媒体 

☞所定の情報を「伝送する媒体」に記載されているが、ここで「伝送する」という用語は、

「伝送することができる」という意味で解釈される。 

 そして所定の情報を伝送することができるのは、伝送媒体の固有の機能であるため、伝

送媒体の特定に通常何ら役に立たない。従って、請求項に記載された発明は、引用発明と

物として相違しない、又は通常の技術者が引用発明から容易に発明することができるため、

新規性又は進歩性が認められない。 

(例 2)【請求項】デジタル情報を少なくとも 128kbps 以上の速度で伝送することができる

有線ケーブルで構成されていることを特徴とする伝送媒体 

[引用発明] 請求項に記載された発明と同じ通信性能(少なくとも 128kbps 以上の速度)を発

揮することができる伝送媒体 

☞「少なくとも 128kbps 以上の速度」で伝送することができると記載されているが、ここ

で「少なくとも 128kbps 以上の速度」とは、伝送媒体における通信性能を特定したもの
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である。そして所定の情報を伝送できることは、伝送媒体の固有の機能であるため、伝

送媒体の特定に何ら役に立たない。 

従って、請求項に関する発明は、引用発明と物として相違しない、又は通常の技術者が

引用発明から容易に発明することができるため、新規性又は進歩性が認められない。 

(4)先行技術又は周知慣用技術を人工知能技術として具現化した場合 

請求項に記載された発明が先行技術又は周知慣用技術を人工知能技術として具現化した

ものである場合、請求項に当該人工知能技術が特定の課題を遂行するように学習済みモデ

ルから得られる特有の情報処理について特定しており、発明の説明及び技術常識に照らし

て先行技術又は周知慣用技術より効果が高ければ、その発明は進歩性が認められる。しか

し、発明で採用している人工知能技術が学習モデルから得られる特有の情報処理について

特定せず、単に先行技術又は周知慣用技術を人工知能技術として具現化したものに過ぎず、

先行技術又は周知慣用技術より効果が高いと認められなければ、請求項に記載された発明

は進歩性があるとはみなしがたい。 

(例)株価基調の上昇/下落を判断する人工知能アルゴリズムによって色を変えて表示する

人工知能チャートを用いた株式情報の提供方法において、当該「人工知能アルゴリズ

ム」で採用する「株価基調の上昇/下落を判断する基準」及び「株価基調の上昇/下落

によって色を変えて表示すること」は、株式投資又はチャート分析の分野で広く活用

されている周知慣用技術に過ぎないため、株価基調の上昇/下落を判断する人工知能

アルゴリズムによって色を変えて表示することは通常の技術者による通常の創作の範

囲にある。従って、請求項に記載された発明が特定の課題を遂行するように学習済み

モデルから得られる特有の情報処理について特定せず、単に周知慣用技術を人工知能

アルゴリズムとして具現化することだけでは、その発明の進歩性は認められない(特

許法院 2013ホ 1788参照)。
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第 11章 第四次産業革命に関する発明の進歩性の判断事例 

 

 第四次産業革命は、情報通信（Information and Communication Technology，ICT）基盤

の革新的技術の登場によって、商品やサービスの生産、流通、消費の全過程が互いに連結

され、知能化されることにより、業務の生産性が飛躍的に向上し、生活の利便性が最大化

される社会ㆍ経済的な現象をいう。第四次産業革命の代表技術としては、モノのインター

ネット（Internet of Things，IoT）、ビッグデータ（Big Data）、ロボット（Advanced 

Robotics）、人工知能（Artificial Intelligence、AI）、３Ｄプリンティング等がある。 

 

 第四次産業革命の技術発明は、異種技術間の融合又は既存の技術の超知能（super-

intelligence）及び超連結（hyper-connectivity）によりなされる。これらの発明に対し

ても、特許ㆍ実用新案審査基準第３部第３章に基づき進歩性を判断する。 

 

 このような発明は、技術の融合や超知能ㆍ超連結に格別な困難性があるか、これによる

作用効果が公知の先行技術から予測される効果以上のより良好な効果があると認められる

場合には、進歩性が認められ得る。例えば、モノのインターネット、人工知能又は３Ｄプ

リンティング関連技術の発明は、先行技術との相違点において、「モノ」がネットワーク

と接続されることにより得られる情報の活用、特定の課題を行うように学習済みモデルか

ら得られる特有の出力情報又は特定の構造を有するデータにより規定される特有の情報処

理によって、より良好な効果があるものと認められる場合がある。そのような場合には、

該効果を進歩性が肯定される方向で考慮することができる。 

 

 本附録に収録された第四次産業革命の技術発明の進歩性の判断事例は、該当事例から与

えられた先行技術と対比して進歩性が判断されたという点に注意しなければならない。 
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発明の名称 技術分野 進歩性 

１．車両の入出庫に基づく家電機器の制御方法 モノのインターネット Ｏ 

２．地下水管井の監視及び遠隔制御方法 モノのインターネット Ｏ 

３．立体型共同溝の管理システム モノのインターネット Ｘ 

４．スクリーン及び実際のゴルフ場の競技履歴提

供システム 
モノのインターネット Ｏ 

５．無線通信照明システム モノのインターネット Ｏ 

６．人体の生理情報及び環境情報の検出装置 モノのインターネット Ｘ 

７．車両内における健康測定システム モノのインターネット Ｏ 

８．救急患者移送時の応急情報送信システム モノのインターネット Ｘ 

９．位置情報集計装置 ビッグデータ Ｏ 

１０．遠隔健康コンサルティング情報の提供方法 ビッグデータ Ｘ 

１１．ロボットの展示案内システム ロボット Ｘ 

１２．無人搬送車 自律走行、人工知能 Ｏ 

１３．人工知能チャートを用いた株式情報の提供

方法 
人工知能 Ｘ 

１４．３Ｄ造形方法 ３Ｄプリンティング Ｏ 
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〔事例１〕車両の入出庫に基づくデジタル家電機器の制御方法 

（IoT技術） 

 

 

請求の範囲 

【請求項１】車両の入出庫認識モジュールと連動されるホームサーバがデジタル家電機

器を制御する方法であって、 

車両の入出庫に基づくホームネットワークサービス環境を設定できるインターフェース

をユーザの制御端末に提供するステップと、 

 前記車両の入出庫により家の中で前記ユーザがとるデジタル家電機器制御命令を分析

して前記ユーザの利用パターンを抽出した後、これに基づいてパターンベースのホーム

ネットワークサービス環境を生成するステップと、 

前記インターフェースを介して設定された前記ホームネットワークサービス環境又はパ

ターンベースのホームネットワークサービス環境を保存部に保存するステップと、 

前記ユーザの車両の入出庫情報が前記車両の入出庫認識モジュールから受信されると、

前記保存部に保存されたホームネットワークサービス環境に基づいてデジタル家電機器

を制御するステップとを含む車両の入出庫に基づくデジタル家電機器の制御方法。 

 

発明の説明 

【背景技術】ホームやアパートで車両の入出庫を認識する機能が提供されているが、ホ

ームネットワークと連動してホームネットワークサービスを提供できていないため、ユ

ーザは、駐車場に車両を駐車した後、室内に入ってからデジタル家電機器を別途に制御

しなければならない煩わしさがある。 

 

【発明が解決しようとする課題】車両の入出庫情報に基づき、ユーザがとるデジタル家

電機器の制御パターンを分析してホームネットワーク環境を生成し、これを介してホー

ムネットワークサービス環境内のデジタル家電機器を制御できるようにする。 
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【課題を解決するための手段】車両の入出庫により家の中でユーザがとるデジタル家電機

器制御命令を保存した後、これに基づいた前記ユーザの利用パターンを分析して車両の入

出庫に基づくホームネットワークサービス環境を自動設定するデジタル家電機器制御装置

を提供する。 

 

図面 

 

 

110：制御端末、120：ホームサーバ、130：通信モジュール、 

140：デジタル家電機器 

 

［引用発明］車両の入出庫認識モジュールと連動されるホームサーバがデジタル家電機器

を制御する方法であって、 

ユーザが制御端末を用いて車両の入出庫に基づくホームネットワークサービス環境を直接

設定するステップと、 

前記ユーザの車両の入出庫情報が前記車両の入出庫認識モジュールから受信されると、ユ

ーザにデジタル家電機器の作動指示を問い合わせるステップと、 

前記デジタル家電機器の作動指示が前記ユーザから受信されると、前記作動指示により設

定されたホームネットワークサービス環境に基づいてデジタル家電機器を制御するステッ

プとを含む車両の入出庫に基づくデジタル家電機器の制御方法。 
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［周知慣用技術］ネットワークに連結された機器を制御できるようにインターフェース画

面を提供する技術 

 

［結論］請求項１の発明は、引用発明に比べて進歩性が認められる。 

 

［判断理由］請求項１の発明と引用発明とを対比すると、次の通りである。 

 

（発明が解決しようとする課題） 

請求項１の発明は、車両の入出庫によりユーザがとるデジタル家電機器の制御パターン

によりホームネットワーク内のデジタル家電機器を制御するものであるが、引用発明は、

車両の入出庫を識別して家の中の家電機器の作動を制御するものであり、車両の入出庫

を識別して家の中の家電機器の作動を制御するという点で共通しているが、請求項１の

発明は、ユーザの利用パターンを基にホームネットワークサービス環境を生成する点で

引用発明とは解決しようとする課題が異なる。 

 

（相違点１） 

請求項１の発明においては、ホームネットワークサービス環境の設定のためのインター

フェースを提供するのに対し、引用発明においては、これを明示的に開示していない。 

 

（相違点１に対する判断） 

ホームネットワークの技術分野において、ネットワークに連結された機器の制御情報を

設定するためにインターフェースを提供することは周知慣用技術に該当し、同一の技術

分野に属する引用発明にこれを適用することにも格別の技術的困難性がない。従って、

引用発明に周知慣用技術を単純組み合わせして、ユーザの制御端末によって車両の入出

庫に基づくホームネットワークサービス環境を設定する過程において、ホームネットワ

ークサービス環境の設定のためのインターフェースを提供することに通常の技術者が容

易に想到することができる。 
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（相違点２） 

請求項１の発明においては、車両の入出庫によりユーザがとるデジタル家電機器制御命

令に基づき、ユーザの利用パターンを分析してホームネットワークサービス環境を自動

設定するのに対し、引用発明においては、車両の入出庫の後に、ユーザに作動指示を問

い合わせた結果に応じてホームネットワークサービス環境を設定するものである。 

 

（相違点２に対する判断） 

請求項１の発明は、ユーザの出退勤によって操作されるデジタル家電機器の制御パター

ンにより、ユーザの直接的な介入なく不必要な家電機器の遮断と所望の家電機器の作動

を制御することができることから、通常の技術者が引用発明から予測し難い有利な効果

がある。従って、相違点２は、一定の課題を解決するための技術の具体的な適用に伴う

一般的な設計変更事項とはいえない。すなわち、モノ（家電機器）がネットワークと連

結されて得た情報（ユーザの家電機器の利用パターン）を活用したことに差異があり、

それによる、より良好な効果が認められる。 

 

  



第6部旧技術別審査基準 

(2018年1月追録) 93 

〔事例２〕地下水管井の監視及び遠隔制御システムを制御する方法 

（IoT技術） 

 

請求の範囲 

【請求項１】地下水管井で地下水を揚水する管井施設を制御する１つ以上の管井制御部と、

前記１つ以上の管井制御部と通信可能に連結され、前記管井制御部のそれぞれに管理及び

制御信号を印加する中央制御部とを含む地下水管井の監視及び遠隔制御システムを制御す

る方法において、 

前記１つ以上の管井制御部は、それぞれ該当する海水の侵入が始まる地下水の水位範囲値

と、前記海水の侵入が始まる地下水の水位範囲値が同一の他の管井制御部の情報を保存す

るＤＢを含み、 

ａ）前記管井制御部は、前記地下水管井の水位を感知して、地下水の水位感知信号を前記

中央制御部に印加するステップ；及び 

ｂ）前記中央制御部は、前記管井制御部から印加される前記地下水の水位感知信号値が設

定値以下であるかを判断し、設定値以下である場合、前記地下水の揚水中断制御信号を前

記管井制御部に印加し、前記ＤＢに保存された前記海水の侵入が始まる地下水の水位範囲

値が同一の他の管井制御部に地下水の揚水中断制御信号を印加するステップを含み、 

上記のｂ）ステップにおいて、前記管井制御部は、地下水の水位感知値が前記海水侵入地

下水の水位範囲値以下であると判断されると、前記海水の侵入が始まる地下水の水位範囲

値が同一の他の管井制御部に海水の侵入予報を送信する地下水管井の監視及び遠隔制御シ

ステムを制御する方法。 

 

発明の説明 

【背景技術】地下水が貯蔵される水タンクと管井制御装置に異常状況が発生した時に、異

常状況データを中央サーバや管理者の携帯電話に送信して、管理者が中央サーバや携帯端

末に送信された異常状況データを確認すると、管理者が異常状況データに合った制御デー

タを中央サーバで生成させて管井制御装置に送信するか、又は管理者が直接管井制御装置

に移動し、管理者が中央サーバに位置しない時にはインターネットが可能な場所に移動し

て管井制御装置を管理していた。 
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このように、管井制御装置から異常状況データが中央サーバや携帯端末に送信されても、

管理者の携帯端末では異常状況データのみが確認でき、異常状況データに合った制御デー

タを生成させるためには、管理者が中央サーバに移動するか、管井制御装置と通信可能な

場所に移動しなければならないという問題点があった。 

 

 

図面 

 

  

 

１００：管井制御部、１１０：管井制御装置、１２０：揚水ライン、１２１：揚水ポン

プ、１３０：感知部、１３１：管井水位センサ、１４０：水タンク、１５０：薬液供給

部、２００：中央制御部、３００：通信網 

 

【発明が解決しようとする課題】複数の管井の監視及び制御システムと中央管制システム

の連動によって自動で管井に海水、塩水が浸透することを防止できるようにする地下水管

井の監視及び遠隔制御システムを提供する。 
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【課題を解決するための手段】海水の侵入が始まる地下水の水位範囲毎に１つ以上の管井

制御部をグループ分けし、グループ分けされた管井制御部のグループと海水侵入地下水の

水位をマッピングしてＤＢに保存し、中央制御部は、管井制御部から印加される、感知さ

れた地下水の水位が前記管井制御部に該当する海水侵入地下水の水位範囲以下であると判

断されると、管井制御部と同一のグループ及び海水侵入地下水の水位が低いグループの管

井制御部に地下水の揚水中断制御信号を出力する。 

 

［引用発明］地下水管井で地下水を揚水する管井施設を制御する管井制御部と、前記管井

制御部と通信可能に連結され、前記管井制御部に管理及び制御信号を印加する中央制御部

とを含む地下水管井の監視及び遠隔制御システムを制御する方法において、 

ａ）前記管井制御部は、前記地下水管井の水位を感知して、地下水の水位感知信号を前記

中央制御部に印加するステップ；及び 

ｂ）前記中央制御部は、前記管井制御部から印加される前記地下水の水位感知信号値が設

定値以下であるかを判断し、設定値以下の場合、前記地下水の揚水中断制御信号を前記管

井制御部に印加するステップを含むことを特徴とする地下水管井の監視及び遠隔制御シス

テムを制御する方法。 

 

［結論］請求項１の発明は、引用発明に比べて進歩性が認められる。 

 

［判断理由］請求項１の発明と引用発明とを対比すると、次の通りである。 

 

（相違点１） 

請求項１の発明においては、１つ以上の管井制御部で海水の侵入が始まる地下水の水位

範囲値と、前記海水の侵入が始まる地下水の水位範囲値が同一の他の管井制御部の情報

を保存するＤＢを含み、中央制御部が該侵入が始まる地下水の水位範囲値が同一の他の

管井制御部にも地下水の揚水中断信号を送信するのに対し、引用発明においては、これ

を明示的に開示していない。 
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（相違点１に対する判断） 

請求項１の発明は、海水が地下水管井に侵入することを防止するために、特定の管井制御部

の地下水の水位感知信号値が設定値以下であると、地下水の水位範囲値が同一の他の管井制

御部も同時に制御することにより、海水による地下水の汚染をより厳格に防止できることか

ら、引用発明から予測し難い有利な効果がある。従って、相違点１は、一定の課題を解決す

るための技術の具体的な適用に伴う一般的な設計変更事項であるとはいえない。 

 

（相違点２） 

請求項１の発明においては、地下水の水位感知値が設定値以下であるなら、管井制御部が地

下水の水位範囲値が同一の他の管井制御部に海水の侵入予報を送信するのに対し、引用発明

においては、これを明示的に開示していない。 

 

（相違点２に対する判断） 

地下水管井に海水が侵入すると、管井内の全ての地下水が汚染されるので、関連の管井制御

部への状況の伝播が重要な要素であるが、請求項１の発明においては、中央制御部が正常な

動作ができなくとも、危険水位の管井制御部が他の管井制御部に予め危険を知らせることに

より、海水の流入を効果的に遮断することができるので、引用発明に比べて容易に予測し難

い有利な効果がある。従って、相違点２は、一定の課題を解決するための技術の具体的な適

用に伴う一般的な設計変更事項とはいえない。 
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〔事例３〕立体型共同溝の管理システム（IoT技術） 

 

 

請求の範囲 

【請求項１】共同溝の複数の区画毎に設置され、周辺環境に関する映像信号を収集して管理部

（１０）に送信する映像感知手段（３０）と、 

 

前記区画毎に設置され、前記区画に関する異常の有無を感知して、センサＩＤ情報及び設置位

置情報を含む感知信号として管理部（１０）に送信する感知手段（２０）と、 

 

前記感知手段（２０）からの感知信号の受信により前記感知信号に含まれた設置位置情報を用

いて感知信号が発生した区画を認知し、前記映像感知手段から該区画の映像信号を受信し、前

記映像信号を参照して、前記感知信号を送信した区画の前記感知信号の送信原因を判断する管

理部（１０）とを備えて構成される立体型共同溝の管理システム。 

 

発明の説明 

【背景技術】急速な都市開発と体系的でない地下埋設物の設置及び管理によって、地下空間で

の破損及び爆発等の事故が頻繁に発生している。このような問題点を解決するために、地下埋

設物に対するリアルタイム管理／運営システム等が開発されているが、その運営においては、

作業現場である共同溝の状況の確認が不十分であるのが実情である。 

 

【発明が解決しようとする課題】映像獲得装置を用いて作業管理者及び作業者が立体的に地下

共同溝の状況を把握可能なようにすることで、管理及び作業の効率性を向上できるようになっ
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た立体型共同溝の管理システムを提供することである。 

【課題を解決するための手段】共同溝の複数の区画毎に設置され、周辺環境に関する映像信号

を収集して管理部（１０）に送信する映像感知手段（３０）と、前記区画毎に設置され、前記

区画に関する異常の有無を感知して、感知信号として管理部（１０）に送信する感知手段（２

０）と、前記感知手段（２０）からの感知信号の受信により、前記映像感知手段から該区画の

映像信号を受信し、前記映像信号を参照して、前記感知信号を送信した区画の前記感知信号の

送信原因を判断する管理部（１０）とを備えて構成される立体型共同溝の管理システムを提供

する。 

 

図面 

 

 

［引用発明］共同溝の複数の区画毎に設置され、周辺環境に関する映像信号を収集して管理部

（１０）に送信する映像感知手段（３０）と、 

前記区画毎に設置され、前記区画に関する異常の有無を感知して、施設に取り付けられたＲＦ



第6部旧技術分野別審査基準 

(2018年1月追録)                                                                      99 

ＩＤタグの固有番号を含む感知信号として管理部（１０）に送信する感知手段（２０）と、前

記感知手段（２０）からの感知信号の受信により前記感知信号に含まれたＲＦＩＤタグの固有

番号を用いて感知信号が発生した区画を認知し、前記映像感知手段から該区画の映像信号を受

信し、前記映像信号を参照して、前記感知信号を送信した区画の前記感知信号の送信原因を判

断する管理部（１０）とを備えて構成される立体型共同溝の管理システム。 

 

［結論］請求項１の発明は、引用発明によって進歩性が認められない。 

 

［判断理由］請求項１の発明と引用発明とを対比すると、次の通りである。 

 

（相違点） 

請求項１の発明においては、感知データとともにセンサＩＤ情報及び設置位置情報を管理部に

送信するのに対し、引用発明においては、感知データとともに施設に取り付けられたＲＦＩＤ

タグの固有番号を管理部に送信する点で差異がある。 

 

（相違点に対する判断） 

請求項１の発明のセンサＩＤ情報及び設置位置情報と、引用発明のＲＦＩＤタグの固有番号と

は、いずれも感知信号を送信したセンサの位置を把握する手段であって差異がなく、２つの内

のどの方式を採択するかは、通常の技術者が容易に選択できる事項であり、作用効果の側面か

らも差異がない。 
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〔事例４〕スクリーンゴルフ場と実際のゴルフ場を用いた競技履歴をスマートフォンを介し

て提供するシステム（IoT技術） 

 

請求の範囲 

【請求項１】競技履歴をスマートフォンを介して提供するシステムにおいて、 

利用者がゴルフクラブを用いてボールを打つと、ボールの運動情報、クラブの運動情報を感知

してボールの運動をスクリーンに表すスクリーンゴルフシミュレータ； 

ゴルフ距離測定アプリプログラムと実際のゴルフ場のミニマッピングデータが内蔵されたスマ

ートフォン； 

前記スマートフォンと前記スクリーンゴルフシミュレータと互いに連動するサーバ； 

前記サーバから、保存されたスクリーンゴルフシミュレータで用いた競技履歴と、実際のゴル

フ場で用いた競技履歴情報を統合管理し、実際のゴルフ場で用いた情報データと、スクリーン

ゴルフシミュレータで用いた情報データとを組み合わせて比較分析した資料をスマートフォン

に送信するウェブシステムを含むことを特徴とするスクリーンゴルフ場と実際のゴルフ場を用

いた競技履歴をスマートフォンを介して提供するシステム。 

 

 

発明の説明 

【背景技術】ゴルフ利用者の欲求も非常に多様化し、自分が打ったゴルフショットの記録やゴ

ルフの非距離測定、ゴルフコースの履歴等をゴルフ利用者が自ら認識して、ゴルフの実力を体

系的に向上させることを望む利用者が増えている。しかしながら、ゴルフ利用者が実際のゴル

フ場のゴルフコース又はスクリーンゴルフを利用する場合において、自分がホールで打った記

録等を正常に認識することは難く、利用者がゴルフコースを利用する場合に、多くの費用がか

かるのにも係らず、自分の実力発揮等ができないか、自分の弱点等を把握することができず、

自分のゴルフの実力を向上させることには限界があるという問題点が常に存在していた。 
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【発明が解決しようとする課題】スマートフォンを用いて、スクリーンゴルフシミュレータで

用いた競技履歴と実際のゴルフ場で記録した競技履歴の情報データとを詳細に比較分析して、

ゴルフ利用者が将来ゴルフ競技をするにおいて競技力を向上させることができる、スクリーン

ゴルフ場と実際のゴルフ場を利用した競技履歴を携帯用のスマートフォンを介して提供するシ

ステムを提供する。 

 

【課題を解決するための手段】スクリーンゴルフシミュレータで用いた競技履歴と、実際のゴ

ルフ場で用いた競技履歴情報とを統合管理し、実際のゴルフ場で用いた情報データと、スクリ

ーンゴルフシミュレータで用いた情報データとを組み合わせて比較分析した資料をスマートフ

ォンに送信する。 

 

 

図面 

 

 

 

［引用発明１］競技履歴をスマートフォンを介して提供するシステムにおいて、 
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ゴルフ距離測定アプリプログラムと実際のゴルフ場のミニマッピングデータが内蔵されたスマ

ートフォン、 

前記スマートフォンと連動するサーバ； 

前記サーバから保存された実際のゴルフ場で用いた競技履歴情報を管理し、実際のゴルフ場で

用いた情報データをスマートフォンに送信するウェブシステムを含むことを特徴とする実際の

ゴルフ場を利用した競技履歴をスマートフォンを介して提供するシステム。 

 

［引用発明２］バーチャルリアリティを用いてゴルフ場環境を提供する場所に備えられ、競技

者がショットを行うのに応じてボールの座標及び経路を把握し、これを予め設定した条件によ

り予め保存されたマッピングイメージ上に示して競技者がボールの経路をはじめとする、競技

状況を確認できるようにし、ゴルフ競技中に把握された競技情報を該競技者の識別情報ととも

に競技結果の提供サーバに送信する有無線端末；及び 

有無線端末から送信される競技情報に基づいて、競技者によって要求される競技の結果情報を

生成して提供する競技結果の提供サーバを含むことを特徴とするスクリーンゴルフでボールの

情報を提供するためのシステム。 

 

［結論］請求項１の発明は、引用発明１及び２に比べて進歩性が認められる。 

 

［判断理由］請求項１の発明と引用発明１、２とを対比すると、次の通りである。 

 

（相違点） 

請求項１の発明においては、スクリーンゴルフ場と実際のゴルフ場の競技履歴を比較分析し

てユーザに提供するが、引用発明１においては、実際のゴルフ場の競技履歴のみを提供する
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点で差異があり、引用発明２においては、スクリーンゴルフ場の競技情報のみを提供する点

で差異がある。 

 

（相違点に対する判断） 

引用発明１及び２には、これらを組み合わせて請求項１の発明に容易に想到するだけの動機

や示唆が認められない。また、請求項１の発明は、スクリーンゴルフ場と実際のゴルフ場の

競技の結果を単に提供するのではなく、ゴルフ利用者が将来ゴルフ競技をするにおいて競技

力を向上させるのに役立つ２つのゴルフ場の競技履歴を統合管理し、詳細に比較分析して利

用者に提供するという点で、引用発明１、２から容易に予測できない、より良好な効果があ

る。すなわち、モノ（スマートフォン）がネットワークと接続されることによって得られた

情報（スクリーンゴルフシミュレータでの競技履歴情報と実際のゴルフ場での競技履歴情報

を組み合わせて比較分析した資料）の活用には差異があり、これにより、より良好な効果が

認められる。 
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〔事例５〕無線通信照明システム（IoT技術） 

 

請求の範囲 

【請求項１】固有の識別情報を有する複数の照明装置を含む無線通信照明システムにおいて、

前記複数の照明装置のいずれか１つの第１照明装置は、 

移動体を感知するためのセンサ部; 

前記センサ部によって移動体が感知されると、前記第１照明装置の識別情報を含む第１無線信

号を出力する送信部; 

前記複数の照明装置の内の前記移動体を感知した少なくとも１つの他の照明装置から出力され、

前記少なくとも１つの他の照明装置の識別情報を含む少なくとも１つの第２無線信号を受信す

るための受信部;及び 

前記センサ部によって前記移動体が感知されると、前記受信部によって前記少なくとも１つの

第２無線信号のそれぞれが受信される受信時点、受信された前記少なくとも１つの第２無線信

号に含まれた前記識別情報及び前記移動体が感知された感知時点に基づいて、前記第１照明装

置と前記少なくとも１つの他の照明装置の内の少なくとも一部の位置関係を設定するための制

御部を含む無線通信照明システム。 

 

発明の説明 

【背景技術】照明装置が設置された空間で照明が必要でない場合であっても照明装置を点灯し

ていることは、深刻なエネルギー浪費をもたらす恐れがある。従って、移動体が感知される場

合にのみ、必要な照明装置を点灯するための技術が公知となっている。 

このように、無線で照明を制御する照明システムでは、複数の照明装置のそれぞれを識別情報

順に一定に設置するか、設置された複数の照明装置に対する位置関係を設置された位置順に別

途に設定しなければならないが、これは一般的なユーザが作業するには難しく、所定の専門家
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（施工者）の作業を必要とした。 

 

特に、予め設置された複数の照明装置の間に照明装置を追加設置する場合には、追加設置す

る照明装置の次にある所定の方向に設置された照明装置の識別情報を順番に全て再変更しなけ

ればならないか、それぞれの位置関係を再設定しなければならない煩わしさがある。 

 

【発明が解決しようとする課題】無線通信が可能な複数の照明装置の固有の識別情報を用い

て、複数の照明装置の間の位置関係が前記複数の照明装置のそれぞれによって自動設定される

無線通信照明システムを提供することである。 

 

【課題を解決するための手段】固有の識別情報（例えば、出庫ＩＤ、２２、４３、２７、３

６）を有する複数の照明装置（例えば、照明ａ～照明ｄ）を含む無線通信照明システムにおい

て、いずれか１つの第１照明装置に移動体（１０）を感知すると、他の照明装置から出力され

た無線信号の受信時点、他の照明装置の識別情報、感知時点に基づいて第１照明装置と他の照

明装置の位置関係とを設定する制御部を備える。 

 

 

図面 
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［引用発明１］負荷であるランプと、ランプの点灯状態を制御する負荷制御部と、人体検知情

報を受信する無線信号受信部とを備えた少なくとも１つ以上の照明器具と； 

付近の人体の有無を検出する人体検知センサと、人体検知の情報を無線信号に応じて送信する

無線信号送信部とを備える少なくとも１つ以上の人体検知装置とを含む照明システムにおいて、 

前記照明器具には固有の識別番号が与えられ、無線信号には送信部の識別番号及び／又は受信

部の識別番号のデータが添付され、 

前記照明器具は、特定の１つ以上の人体検知装置からの人体検知の無線信号の受信時のランプ

を点灯制御することを特徴とする照明システム。 

 

［引用発明２］「ビル管理システム」に関し、設備を移動させる際に、再配線を必要としない

ビル管理機構を提供するために、装置のそれぞれに独自のアドレスを付け、設備状態が変更

される場合、送信機を介して設備状態が変更されたという信号を送る技術が開示されている。 

 

［結論］請求項１の発明は、引用発明１及び２に比べて進歩性が認められる。 

 

［判断理由］請求項１の発明と引用発明１、２とを対比すると、次の通りである。 

 

（発明が解決しようとする課題） 

請求項１の発明は、予め設置された照明装置との間に照明装置を追加設置する場合にも、別途

の位置関係の設定作業が必要なく、自動で照明装置のそれぞれの位置関係が設定される無線通

信照明システムを提供することを解決しようとする課題としているが、引用発明１は、施工が

容易であり、データの送信及び通信性能が改善された人体検知に応じて連動制御する照明シス

テムを提供するものであるため、両発明の課題が相違する。 
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（相違点） 

請求項１の発明は、他の照明装置から出力される無線信号の受信時点、他の照明装置の識別情

報及び移動体感知時点に基づいて他の照明装置との位置関係を設定しているが、引用発明１に

おいてはこれを明示的に開示していない。 

 

（相違点に対する判断） 

引用発明１において、照明器具が互いに無線通信することは人体検知信号を交換するためのも

のに過ぎず、照明器具の位置情報を互いに交換するものではないので、無線通信をしていると

いう理由だけで位置情報の交換が自明であるとはみなされない。 

引用発明２は、設備状態の変更信号を送るビル管理システムに関する技術であって、人体の移

動を検知してランプの点灯を制御する照明システムに関する引用発明１とは技術分野が異なり、

引用発明１及び２には、これらを組み合わせて請求項１の発明に容易に想到するだけの動機や

示唆がみなされない。更には、引用発明２は、設備を移動するか追加する際に設備状態の変更

信号を送っているだけで、そのような信号を用いて各設備が相互間に情報を交換するか、位置

を設定するものではないので、引用発明１、２を組み合わせても請求項１の発明を容易に導き

出せるとみなすだけの理由がない。 
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〔事例６〕人体の生理情報及び環境情報を検出する装置（IoT技術） 

 

請求の範囲 

【請求項１】着用者の身体から人体の生理情報及び環境情報の内の少なくとも１つを検出する

装置において、 

前記着用者の身体に、可撓性、単一のハウジングを除去可能に固定させるための接着剤を含

む前記可撓性、単一のハウジング（構成①）、前記ハウジング内に支持されており、生理学的

センサ及び環境センサで構成されるグループから選択された１つ以上のセンサであって、前記

生理学的センサは、前記着用者の１つ以上の生理学的パラメータを示すデータの生成を促進す

るように構成され、前記環境センサは、前記着用者の１つ以上の環境パラメータを示すデータ

の生成を促進するように構成された、前記１つ以上のセンサ（構成②）、前記１つ以上のセン

サと電子通信する、前記ハウジング内に支持されているプロセッシングユニットであって、前

記生理学的パラメータを示すデータ及び前記環境パラメータを示すデータの内の少なくとも１

つから、誘導されたデータを生成するように構成された前記プロセッシングユニット（構成

③）、及び前記生理学的パラメータを示すデータ、環境パラメータを示すデータ及び誘導され

たデータの内の少なくとも１つを送受信するための、前記ハウジング内に支持されているトラ

ンシーバ（構成④）を含むことを特徴とする装置。 

 

発明の説明 

【背景技術】フィットネスプログラムと運動装備の散乱、ダイエット計画、自己－サポートパ

ンフレット、代案的な治療療法、そして最近に至っては、インターネットの健康情報ウェブサ

イトの過剰を含め、個々人の要求を満たすための多くの試みがあった。しかしながら、このよ

うなそれぞれの試みは、より健康なライフスタイルを追求する個々人の要求を部分的にのみ扱

うだけであり、より健康なライフスタイルを採択しようと努力する際に、多くの個々人が直面
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する実際の障壁の多くの部分は無視されている。このような障壁は、動機を見つけ、より健康

なライフスタイルを達成するための計画を具現し、進展状況をモニタリングし、そして、問題

が発生する時に解決策をブレーンストーミングすることにおいて、個々人は、時々孤独である

こと、運動プログラムがより健康なライフスタイルのある側面だけを向いており、全体として

近づいて来ないこと、個々人の特異な特性やその生活環境に合わせて推薦されないということ

である。 

 

【発明が解決しようとする課題】従来の障壁を解決するために、個人の生理状態及び多様な

環境情報を収集して保存するセンサを含む装置を提供するものである。 

 

【課題を解決するための手段】携帯者の身体の一部にフィットするように適用された可撓性

セクション、及びこの可撓性セクションに除去可能に取り付けられたハウジングを含み、ハウ

ジングは、１つ以上の生理及び／又は環境センサ及びこのセンサと電気的に通信するプロセッ

サを支持し、該情報をコンピューティングデバイスで送信するかそこから受信する無線トラン

シーバを含んで健康、健康管理及びフィットネスをモニタリングする。 

 

 

図面 

 

４００：アームバンドセンサデバイス、 

４０５：コンピュータハウジング、 

４１０：ウイング本体、４１８：ウイング、 

４３０：プラットホーム、４４０：底部、 

４６０：熱流速センサ、 

４６５：ＧＳＲセンサ 
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［引用発明１］ハウジング、可撓性の翼本体及び弾性ストラップ（構成①に対応）と、個人の

生理学的パラメータを示すデータ生成を促進するように構成された生理学的センサ及び個人

の環境パラメータを示すデータの生成を促進するように環境センサで構成されたグループか

ら選択された少なくとも２つのセンサ（構成②に対応）と、生理学的パラメータを示すデー

タの一部及び環境パラメータを示すデータの一部の内の少なくとも１つから誘導されたデー

タを生成するように構成されたプロセッサ（構成③に対応）と生理学的パラメータを示すデ

ータ、環境パラメータを示すデータ及び誘導されたデータの内の少なくとも１つを送信する

ための手段（構成④に対応）とを含む健康状態をモニタリングするための装置。 

 

引用発明１の図面 

 

 

４００：アームバンドセンサデバイス、 

４０５：コンピュータハウジング、 

４１０：可撓性の翼本体、 

４１５：弾性ストラップ、４１８：ウイング、 

４３０：隆起したプラットホーム、４４０：底部、 

４４５：ＰＣＢ、４６０：熱流速センサ、 

４６５：ＧＳＲセンサ、４９０：プロセッシングユニッ

ト 

 

 

 

［引用発明２］走者の胸部に取り付けられた歩数計モジュールにおいて、歩数計モジュールが

支持されるクリップの下面にクリップを装着するための接着ストリップを備えており、接着

ストリップは、クリップがなくてもモジュールを表面に直接装着するために提供される。 
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［結論］請求項１の発明は、引用発明１、２の結合により進歩性が認められない。 

 

［判断理由］請求項１の発明と引用発明１、２とを対比すると、次の通りである。 

 

（相違点）請求項１の可撓性ハウジングは、「着用者の身体に除去可能に固定させるための接

着剤を含む」が、引用発明１には開示されていない。 

 

（相違点に対する判断） 

引用発明２には、ハウジングが接着剤を含むことが明示されており、引用発明２のハウジング

が接着剤を採用することにより、着用者の身体に除去可能に固定することができる構造に達す

ることも自明である。従って、引用発明１と構成上の差異をもたらす部分は、引用発明２の対

応構成と実質的に同一である。 

また、引用発明１において、センサデバイスのハウジングの着用感を良くするために、着用者

の皮膚と最大限接触するようにすることが主な技術的課題と認識されており、これは通常の技

術者に引用発明２の接着剤のような技術手段、すなわちハウジングの着用感と接触精度を高め

る技術手段を多様に採択することができるという動機として作用するとみなすのが妥当である。 
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〔事例７〕車両内における健康測定システム（IoT技術） 

 

請求の範囲 

【請求項１】車両内に設置され、ユーザの健康情報を測定する測定装置（１００）、 

測定装置（１００）を介して測定された健康情報を基に危険状況であるか否かを判断し、危険

状況の場合には警告を発生して、管制センタ（４００）に危険状況信号を送信し、道案内を行

う端末装置（２００）、 

端末装置（２００）から健康情報を受信してデータベース化し、これを基にユーザの健康スケ

ジュール、流行の疾病の情報及び対処方法に関する情報を生成する医療情報サーバ（３００）、 

危険状況信号を受信した場合、端末装置（２００）の位置移動が発生した場合に救急車の待

機要請を生成し、端末装置（２００）の位置移動が発生しない場合に救急車出動に関する指

令を生成して表示することにより、待機又は救急車出動が行われるようにする管制センタ（４

００）、 

医療情報サーバ（３００）から提供された健康情報、ユーザの健康スケジュール、流行の疾病

の情報及び対処方法に関する情報をウェブサイトを通じて提供するウェブサーバ（５００）を

含む車両内における健康測定システム。 

 

 

発明の説明 

【背景技術】従来、運転者の生体信号を測定するシステムは、人体の健康状態を正確に判断す

ることができず、このような装置が車両の製造段階から装着されるにつれ、これにより価格が

高くなるという問題点があった。 

 

【発明が解決しようとする課題】危険状況信号が一定時間以上持続する場合、現在の位置情

報を基に最近接管制センタを検索し、検索された管制センタに医療スタッフ待機要請に関する

危険状況信号を送信して道案内を行い、危険状況の判断後、一定時間以上位置の移動が発生し
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ない場合、ユーザが管制センタに後送されるように管制センタに救急車出動に関する危険状況

信号を送信する車両内における健康測定システムを提供するものである。 

 

図面 

 

 

［引用発明］自動車に設置された検査装置を通じて個人の身体の状態を検査し、この検査結果

に応じた対応方案を提供するシステムに関し、 

自動車に予め搭載され、個人の身体の状態を検査するための検査装置、 

検査装置を通じて測定されたデータによる検査結果に応じた対応方案を知らせるスピーカ、 

検査装置を通じて測定されたデータによる情報センタに個人の疾病の異常や対応方案を送受信

し、個人の疾病の異常値が大きい場合には、医療機関までの経路誘導情報を受信して表示する

ナビゲーション装置、 

一般の医療情報データである疾病関連データと個人の身体の状態関連情報である顧客の身体の

状態データをデータベース化して管理し、自動車で測定された検査結果を受信して異常の有無

及び対応方案を判定する情報センタを有することを特徴とする自動車用の健康管理システム。 
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［結論］請求項１の発明は、引用発明に比べて進歩性が認められる。 

 

［判断理由］請求項１の発明と引用発明とを対比すると、次の通りである。 

（相違点） 

請求項１の発明は、危険状況信号を受信した場合、端末装置の位置が移動する場合、救急車の

待機要請を生成し、端末装置の位置が移動しない場合、救急車の出動指令を生成して表示する

のに対し、引用発明においては、これを明示的に開示していない。 

 

（相違点に対する判断） 

引用発明においては、個人の疾病の異常値が大きい場合には、医療機関までの経路誘導情報を

受信してディスプレイに表示するので、運転者が運転できる場合は医療機関に診断の予約等を

行うことができるが、請求項１の発明のように意識がなく運転できない場合には、救急車が出

動するようにすることを示唆しておらず、通常の技術者が当該技術分野の技術常識等を参酌し

ても容易に導き出せる構成であるとはみなされない。すなわち、モノ（車両）がネットワーク

と連結されて得られた情報（健康情報及び位置情報）を活用した点で差異があり、これにより、

より良好な効果が認められる。 
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〔事例８〕救急患者に対する移送中の応急情報送信システム（IoT技術） 

 

請求の範囲 

【請求項１】救急車内に設置され、救急患者から各種のリアルタイムの状態情報を取得するモ

ニタリング装置； 

前記救急車内に設置され、モニタリング装置からデータを送信され、無線ネットワークを通じ

て送信する救急車端末；及び 

前記救急車端末から患者についての状態情報をリアルタイムで受信することにより、患者の現

在の状態をモニタリングする救急室端末を含み、 

前記救急室端末は、救急車端末から呼び出しメッセージを受信すると、該救急車端末に対して

事件ＩＤを割り当て、前記事件ＩＤに基づいて状態情報を管理することを特徴とする救急患

者についての移送中の応急情報送信システム。 

 

発明の説明 

【背景技術】最近では、都心の渋滞現象が深刻であり、救急車で患者を輸送しても病院まで相

当な時間がかかることがある。併せて、病院に到着しても患者の状態を把握した後、応急措置

までの時間が遅れて最適の措置をとることが容易ではないのが実情である。従って、救急患者

が発生して患者を移送する間でも病院で適切な措置がとれるように各種の情報を取得できるよ

うにするシステムが切実に要求されている実情である。 

 

【発明が解決しようとする課題】救急患者の移送中に救急車から病院に患者の状態情報を送

信することにより、病院移送後の患者への迅速な措置がとれるようにするための救急患者に対

する移送中の応急情報送信システムを提供することである。 
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【課題を解決するための手段】救急車（１００）内には救急患者の各種の状態情報を取得す

るモニタリング装置（２００）と連動される救急車端末（２１０）を備えることになり、病院

の救急室（１２０）内には、救急車端末（２１０）と無線通信を行うことができる救急室端末

（２２０）、及び救急室端末（２２０）から受信された情報を表示するモニタ装置（２３０）

を備えることになる。救急車（１００）内に設置される救急車端末（２１０）では、モニタリ

ング装置（２００）からデータを送信されるか、入力手段を介したユーザの情報入力によって

患者のリアルタイムの状態情報を受信することになる。受信された患者のリアルタイム状態情

報は、無線ネットワーク（１１０）を通じて病院の救急室（１２０）内に備えられた救急室端

末（２２０）に送信される。救急室端末（２２０）では、救急車端末（２１０）から患者につ

いての状態情報をリアルタイムで受信してモニタ装置（２３０）に出力することにより、患者

の現在の状態をモニタリングし、適切な準備措置をとることができるようになる。 

 

図面 

 

 

［引用発明］救急車（２２）には、Ｘ線撮影機（２５）と超音波検査機（２６）と病理学分析

機（２７）と内視鏡（２８）及び映像記録通信機（２９）とを備えた映像診療システム（２

４）を設置して、患者の現在の状態をメインセンタ（３１）を介して病院（３２）の映像診

療システム（３３）に伝達して、医師が分かるようにし、医師が病院で映像診療システム

（３３）を介して患者の状態を検診した後、救急車（２２）の映像診療システム（２４）に
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応急診療を処方して有資格者が患者を処置することができるようにする。 

 

引用発明の図面 

 

 

［周知慣用技術］ 

①医療法第２２条の「医療人等は、診療内容等を記録して保存」するようにする規定。 

②「応急医療に関する法律」に基づく「国家救急患者の診療情報網の構築事業（保健福祉部主

管）」の一環として、「中央応急医療センター」から「国家応急医療移送情報網」及び「国家

救急患者の診療情報網」と連動して救急患者の移送情報と患者の状態等の医療情報を「医療情

報センタ」のデータベースに保存し、応急医療機関からこれを呼び出して使用する統合システ

ムが２００３年６月から運営されているという事実。 

 

［結論］請求項１の発明は、引用発明によって進歩性が認められない。 

 

［判断理由］請求項１の発明と引用発明とを対比すると、次の通りである。 

（発明が解決しようとする課題） 
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請求項１の発明は、救急患者の移送中に救急車から病院に患者の状態情報を送信することによ

り、病院移送後の患者への迅速な措置がとられるようにする救急患者に移送中の応急情報送信

システムを提供しようとするものであり、引用発明は、迅速かつ効率的に患者を後送して、患

者の状態を悪化させず、生存率を最大化させることができるようにした応急医療後送システム

を提供するものであり、両発明は、移送患者への迅速な措置がとられるようにするシステムを

提供しようとするものであり、解決しようとする課題が実質的に同一である。 

 

（相違点１） 

請求項１の発明は、救急車端末と救急室端末がデータ通信するのに対し、引用発明においては、

メインセンタを経由してデータ通信するという点で差異がある。 

 

（相違点１に対する判断） 

引用発明のメインセンタは、データを中継する役割をするだけで、実質的には映像診療システ

ム間の通信が行われるものであるので、引用発明の映像診療システムにおいて無線通信機能を

内包してメインセンタを経由せずにデータ通信をするように構成することは、通常の技術者の

通常の創作能力の発揮に担当する。 

 

（相違点２） 

請求項１の発明は、救急室端末が事件ＩＤを割り当て、これを基に患者の状態情報を管理する

点で引用発明とは異なる。 

 

（相違点２に対する判断） 

引用発明においては、医師が病院で映像診療システムを通じて患者の状態を検診した後、救急
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車の映像診療システムに応急診療を処方すると記載しているだけであるが、周知慣用技術に示

されているように、医師が病院で映像診療システムを通じて患者の状態を検診した後、応急診

療を処方することにおいて、救急車に搭乗した患者を識別して診療内容を記録する過程を含ん

でいるといえるため、引用発明でも、患者の識別手段を用いて患者の移送から病院到着まで状

態情報を管理する構成が内包されているといえる。 
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〔事例９〕位置情報集計装置（ビッグデータ技術） 

 

請求の範囲 

【請求項１】複数の移動通信端末の位置に関する位置情報を、該位置情報を取得した視覚情報

と、それぞれの前記位置情報に対応する前記移動通信端末のユーザを特定するユーザ特定の情

報と、前記ユーザの住所情報を含む属性を示す属性情報とを含んで受信する位置情報受信手

段； 

所定の広域領域での狭域領域毎の人口統計データと、前記位置情報受信手段によって受信され

た位置情報のうちの指定された時間帯での位置情報とを用いて、前記複数の移動通信端末の狭

域領域毎の位置情報の取得率を算出する取得率算出手段；及び 

前記位置情報の受信手段によって受信された前記位置情報を対象に、特定の領域に位置する前

記位置情報を抽出し、前記位置情報に含まれる住所情報に対応する狭域領域の前記位置情報の

取得率を反映させて前記位置情報を集計することにより、前記特定の領域での人口分布を集

計する集計手段を含む、位置情報集計装置。 

 

発明の説明 

【背景技術】最近では、携帯端末でＧＰＳを利用するかサービス領域内にある基地局を特定す

ることによる位置情報の取得等の能動的な位置情報取得方法が実現されている。ここで、これ

らの位置情報を利用することによって人口分布を解析すると、統計対象の母数が増加して効率

的になるが、この場合には、位置情報を取得するタイミングや頻度がユーザ毎に異なるので、

良好な精度で人口分布を解析することが困難である。 

 

【発明が解決しようとする課題】ユーザ毎に取得頻度が異なる位置情報を対象とし、高い精

度の人口分布を算出することができる位置情報集計装置及び位置情報集計方法を提供するもの
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である。 

 

【課題を解決するための手段】移動通信端末に関する位置情報がユーザの特定の情報と、ユー

ザに関する住所情報を含む属性情報とを含んで受信され、広域領域の狭域領域毎の人口統計デ

ータと受信した位置情報からユーザの住所毎の位置情報の取得率が算出され、特定の領域に属

する位置情報が、移動通信端末のユーザの住所に対応する位置情報の取得率が反映されながら

集計される。 

 

図面 

 

 

１：位置情報集計システム、２：移動通信端末 

 

［引用発明１］リアルタイムで人口分布及びその属性を正確に把握可能な装置であって、 

携帯端末を携帯する複数のユーザに関する人口分布を解析する目標地域を設定するターゲット

設定部と、 

目標地域に存在する携帯端末のそれぞれの携帯端末の位置情報を位置情報データベースから取
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得する携帯端末の位置情報取得部と； 

取得された携帯端末の位置情報に基づいて目標地域でのユーザの人口分布を解析する人口分布

解析部とを含む人口分布解析装置。 

 

［引用発明２］所定の地域に分布する人口を自動算出することができる地域内の人口算出シス

テムであって、人口算出の目標となる地域及び条件を指定すると、 

既存の携帯電話システムが保有している位置情報データベース及び加入者情報データベースか

ら指定された地域及び検索条件に合致する携帯電話数を求め、携帯電話数に携帯電話の普及率

を適用して、指定された地域の人口を算出することを特徴とする地域内の人口算出システム。 

 

［結論］請求項１の発明は、引用発明１及び２に比べて進歩性が認められる。 

 

［判断理由］請求項１の発明と引用発明１、２とを対比すると、次の通りである。 

 

（発明が解決しようとする課題） 

請求項１の発明は、位置情報サービスを利用する際に生成及び取得される位置情報の取得頻度

がユーザ毎に異なることで発生する人口分布の算出の不正確性を解消することを主な解決課題

としているが、これを認識するだけの記載や示唆が引用発明１には見当たらない。 

 

（相違点） 

請求項１の発明においては、人口分布の算出に発生する誤差を補正するために位置情報の取得

率を求め、これを人口分布の算出過程に反映しているが、引用発明１においてはこれを開示し

ていない。 

 



第6部旧技術分野別審査基準 

(2018年1月追録)                                                                      123 

（相違点に対する判断） 

引用発明２は、調査しようとする地域と検索条件に合致する属性の携帯電話台数を求め、携帯

電話の普及率を用いて人口を算出するものであるだけで、位置情報サービスの利用率がユーザ

の属性毎に異なることで人口分布の算出に誤差が発生する可能性があるという問題点の認識が

ない状態で、位置情報の取得率を求め、人口分布の算出に反映することを導き出すことはでき

ない。従って、引用発明１に引用発明２を組み合わせても請求項１の発明に容易に至ることが

できるとはみなされない。 

 

効果の側面においても、請求項１の発明は、位置情報の利用率がユーザの属性毎に差異がある

ので、人口数の算出に誤差が発生する従来技術の問題点を認識し、これを解決するために、

「地域毎、属性毎及び時間帯毎の位置情報の取得率を算出し、これを人口数の算出に反映」す

ることにより、携帯端末の位置情報を用いた人口分布の算出の正確性を高める効果があるが、

これは、通常の技術者が引用発明１、２から予測し難い有利な効果である。すなわち、位置情

報集計装置がネットワークと連結されて得られた情報（地域毎、属性毎及び時間帯毎の位置情

報）を活用して位置情報の取得率を人口数の算出に反映する点で差異があり、これにより、よ

り良好な効果が認められる。 
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〔事例１０〕身体情報の類似度を考慮した健康コンサルティング情報の提供方法（ビッグデ

ータ技術） 

 

請求の範囲 

【請求項１】ユーザの身体情報と事例データベースに保存されている事例の身体情報とを比較

して前記ユーザの身体情報と類似した事例を検索し、検索した前記類似事例に基づいて生成し

た目標期間に対するユーザの健康コンサルティング情報をユーザ端末に送信するステップ； 

前記目標期間を構成する単位期間毎に前記ユーザの身体情報と事例身体情報とを比較するステ

ップ； 

前記目標期間を構成する単位期間の中の開始単位時間からユーザの身体情報とは異なる身体情

報を有する変更単位時間までの単位期間毎のユーザの身体情報の変更履歴に基づいて、前記変

更単位時間まで類似した変更履歴を有する変更事例を検索するステップ；及び 

検索した前記変更事例にマッピングされている健康コンサルティング情報に基づいて、前記変

更単位時間以後の単位期間に対する変更ユーザのコンサルティング情報を生成し、前記変更ユ

ーザの健康コンサルティング情報を前記ユーザの端末に送信するステップを含み、 

前記ユーザの健康コンサルティング情報のうち、個別のコンサルティング項目に区分されてい

る健康コンサルティング情報は、前記ユーザの身体情報の設定範囲区間で前記ユーザの身体情

報に該当する個別の健康コンサルティング情報に更新されて生成されることを特徴とする遠隔

健康コンサルティング情報の提供方法。 

 

発明の説明 

【背景技術】従来のユビキタス式健康分野の個人化された医療サービスは、専門家の経験のみ

に依存してユーザに健康コンサルティング情報を提供し、膨大な事例コンサルティング資料を

正確に利用することができず、専門の相談者の不足により多数のユーザに個人化された健康コ
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ンサルティング情報を提供することが困難であった。 

 

【発明が解決しようとする課題】ユーザの身体情報と最も類似した身体情報を有する事例を事

例データベースから検索し、検索した事例に基づいて専門の相談者がユーザに個人化された健

康情報を正確にコンサルティングすることができる方法を提供することである。 

 

【課題を解決するための手段】ユーザの身体情報と事例データベースに保存されている事例の

身体情報とを比較して、前記ユーザの身体情報と類似した事例を検索し、検索した前記類似事

例に基づいて生成した目標期間に対するユーザの健康コンサルティング情報をユーザの端末に

送信することを特徴とする。 

 

 

図面 
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［引用発明１］インターネットに接続されたユーザのＰＣに端末を連結して測定されたユーザ

の生体サイン（ｖｉｔａｌ ｓｉｇｎ）をリアルタイムで分析し、端末自体の制御装置が判

読した医療情報を出力するとともにメインサーバに送信し、メインサーバは、専門家又は担

当医師の精密な診断結果や類似した患者の統計学的な体験事例及び治療方法を再びユーザに

送信することにより、個人別の健康を体系的に管理することができるインターネットに基づ

く総合健康管理及び情報提供方法。 

 

［引用発明２］患者の個人的な特徴（例えば、身長、体重、性別、食習慣、運動の実行等）と

最も類似した患者を検索し、検索された患者がどのように特定の疾病を解消したかについて

の情報（健康管理記録に基づいた健康管理情報）を生成して患者に提供する方法に関し、患

者Ａの第１時点での情報Ａ－１、第２時点での情報Ａ－２、…第ｎ時点での情報Ａ－ｎをデ

ータベースに構築して、患者個々の情報を時点毎に管理することを開示している。これによ

り、構築されたデータベースに基づいて疾病の状態が改善された患者の情報を分析し、同一

又は類似した疾病を有する他の患者に提供することができる。 

 

［結論］請求項１の発明は、引用発明１、２の結合によって進歩性が認められない。 

 

［判断理由］請求項１の発明と引用発明１、２とを対比すると、次の通りである。 

 

（発明が解決しようとする課題） 

請求項１の発明は、ユーザの身体情報と最も類似した身体情報を有する事例に基づいて、ユー

ザに個人化された健康情報を正確にコンサルティングしようとするものであるが、引用発明１

も個人別の健康を体系的に管理することができるように類似した患者の統計学的な体験事例及

び治療方法を再びユーザに送信するものであるので、両発明は解決しようとする課題が同一で
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ある。 

（相違点１） 

請求項１の発明においては、ユーザと事例の身体情報を単位期間毎に比較するという点で引用

発明１と差異がある。 

 

（相違点１に対する判断） 

引用発明２には、患者個々の個人情報を時点に分けてデータベースに構築し、最も類似した患

者を検索することが開示されており、健康管理コンサルティングで多様な期間の目標期間を設

定し、時間計画を樹立することは、当該技術分野においては広く知られており、引用発明１に

引用発明２を組み合わせて上記の相違点を解消することは、通常の技術者が容易に想到するこ

とができる。 

 

（相違点２） 

請求項１の発明においては、単位期間毎のユーザの身体情報の変更履歴に基づいて、変更単位

時間まで類似した変更履歴を有する変更事例を検索する点で引用発明１と異なる。 

 

（相違点２に対する判断） 

引用発明２には、ユーザの生体情報（血圧指数）が変更される場合、該当変更履歴と類似した

変更履歴の個人情報を検索し、健康改善に関連した情報を生成して提供し、アップデートされ

た健康情報に基づいてユーザ情報と関連性の高い他の個人情報を検索し、健康管理情報を生成

して再び推薦する構成が記載されているので、相違点２は、引用発明２の前記構成を引用発明

１に単に適用することにより、容易に解消されるものであって、その効果も容易に予測できる

ものに過ぎない。 
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〔事例１１〕ロボットの展示案内システム（ロボット技術） 

 

請求の範囲 

【請求項１】自律走行し、音声案内が可能なドーセントロボットを用いて展示館案内サービス

を提供するロボットの展示案内システムにおいて、 

前記ドーセントロボットは、これを制御するロボット制御ステーションと通信して、受信さ

れた制御命令により移動し、指定された案内作業を行うように構成され、 

前記ロボット制御ステーションは、展示館の内部の位置情報に基づく前記ドーセントロボット

の移動経路（ストーリーライン）の設定、前記移動経路上で案内サービスが必要な案内地点の

設定、及び前記案内地点別に提供されるマルチメディア情報の挿入、削除又は変更の機能を

提供し、前記機能を通じて設定された情報による制御命令及びデータを送信することにより、

前記ドーセントロボットを制御することができるように構成されたことを特徴とするロボット

の展示案内システム。 

 

発明の説明 

【背景技術】ロボット技術を用いて展示館案内を行う展示館が少しずつ増加しているが、殆ど

は、ＬＣＤディスプレイを用いて展示物の位置案内や展示館全体の利用案内、特定の展示館の

展示内容の説明等を映像情報や音声情報の形態で提供している。 

 

【発明が解決しようとする課題】専門案内人が展示館を案内する形式そのままでドーセント

ロボットが観覧客を案内するようにシステムを構築し、展示物の配置とマルチメディア情報提

供装置を連係して体系的に観覧客サービスが提供されるようにし、ロボットの制御においては、

ストーリーライン及び提供情報の簡単な設定及び変更により多様な展示状況に合わせて柔軟に

変化させて動作できるように構成されたロボットの展示案内システムを提供することを解決し
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ようとする課題とする。 

【課題を解決するための手段】展示案内サービスは、ロボット制御ステーションにプログラ

ムされたストーリーライン（ロボットの移動経路と一致する）通りに位置を判断して、ロボッ

トが移動中に又は決まった位置で専門案内人のように音声で展示内容を説明する形態で進行さ

れる。 

ロボット制御ステーションは、展示館の内部の位置情報に基づいて、前記ドーセントロボット

の移動経路（ストーリーライン）、前記移動経路上で案内サービスが必要な案内地点及び前記

案内地点別に提供されるマルチメディア情報を設定する機能を提供し、前記設定情報による制

御命令及びデータを送信することにより、前記ドーセントロボットを制御することができるよ

うに構成される。 

 

図面 

 

１０：コンテンツサーバ、２０：ロボット制御ステーション、３０：位置測定システム、４

０：ドーセントロボット、５０：マルチメディアプレーヤー、６０：無線イヤホン、７０：ロ

ボット電源充電装置。 
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［引用発明］音声及び身体動作の内の少なくとも１つを用いて人とコミュニケーション可能で

あり、人が集まる場所（例えば、地下商店街やイベント等）に配置されて道案内を要求する

人に道案内サービスを実行し、予測経路に沿って人を誘導する誘導手段を備える道案内ロボ

ットであって、 

ロボットメモリ部には、制御プログラム（人とコミュニケーションを実行するための行動制御

プログラム）が予め記憶され、人を予測経路に沿って誘導するための誘導プログラム、音声や

身体動作によって目的地までの道順（予測経路に基づいた道順）を説明するための説明プログ

ラム、及び外部コンピュータとの間に必要な情報を送受信するための通信プログラム等が記録

され、外部コンピュータから予測経路や検出情報をロボットに付与することができる。 

 

［結論］請求項１の発明は、引用発明によって進歩性が認められない。 

 

［判断理由］請求項１の発明と引用発明とを対比すると、次の通りである。 

 

（発明が解決しようとする課題） 

請求項１の発明は、展示館内で人々に展示物を案内するロボットシステムであるが、引用発明

は、人々に道を案内するロボットシステムであるので、両発明は、ロボットが人々に案内する

内容が異なるだけで、ロボットを用いる案内システムという点で共通する。 

 

（相違点） 

請求項１の発明は、外部のロボット制御ステーションが移動経路及び案内地点を設定し、マル

チメディア情報を生成した後、それに応じた制御命令及びデータを送信することにより、ドー

セントロボットを制御するのに対し、引用発明においては、外部コンピュータが予測する経路
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は生成することができるが、ロボットの制御プログラムと音声や身体動作によって目的地まで

の道順を説明するための説明プログラムが既にロボットの内部に保存されている。 

 

（相違点に対する判断） 

ロボット制御の技術分野において、ロボット制御等のためのプログラムとロボットが提供する

情報に関する説明プログラムとを外部のロボット制御ステーション（引用発明の外部コンピュ

ータ）に保存するか、又はロボットの内部に保存するかは、通常の技術者が必要に応じて適切

に選択できる事項に過ぎないだけでなく、引用発明で外部コンピュータと無線通信を行うこと

もできるので、通常の技術者であれば、ロボット制御プログラムと説明プログラムとを外部コ

ンピュータに保存して制御命令及びデータをロボットに送信することにより、ロボットを制御

することは容易に想到することができる。そして、前記の差異によって通常の技術者が予測し

難い効果があるとはいえない 
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〔事例１２〕無人搬送車（自律走行、AI技術） 

 

請求の範囲 

【請求項１】無人搬送車が走行する走行領域における住所と、該領域の地図データに設定され

ている座標の対応情報とを保存している記憶部、及び 

外部装置から移動する目標地点が住所で指定されると、前記住所及び座標の対応情報を基に前

記指定された住所を座標に変換して、前記住所に対応する座標まで予め設定した経路データに

基づいて前記無人搬送車を走行させる制御部を含む無人搬送車において、 

予め無人搬送車を運転して、レーザ距離センサによって周辺の障害物を計測し、計測された

データを用いて前記障害物のデータを含む走行領域に対する地図データを作成すると同時に、 

作成した地図データと、無人搬送車の実走行時に前記レーザ距離センサによって周辺の障害

物を計測することによって得られた計測データとをマッチングすることによって現在の位置

を求め、前記求められた現在の位置を基に、予め設定した経路データに基づいて走行すること

を特徴とする無人搬送車。 

 

発明の説明 

【背景技術】従来の「電線や反射テープ等のようなハードウェア的に設置された走行経路に沿

って移動する目標住所を検出する走行方式」は、自由度が低い走行しか出来なかった。 

 

【発明が解決しようとする課題】番地による移動場所の指定を使用しながら、座標系による

走行が可能な無人搬送車を提供することである。 

 

【課題を解決するための手段】センサによって周辺環境の状況を計測し、地図データと前記
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計測によって得られる計測データをマッチングすることによって現在の位置を求め、求められ

た現在の位置を基に予め設定した経路データに基づいて走行する無人搬送車を提供する。 

 

図面 

 

 

１：無人搬送車、２０：レーザ距離センサ、４０１：カーブを抜け出した区間、４０２：次の

カーブ区間、４０３：最初の区間、４１１：レーザ光、４２１：障害物 

 

［引用発明１］データベース、ナビゲーション及びシステム制御器を含む無人搬送車において、

実走行時に底部に位置設定された位置マーカーを計測し、計測された位置マーカーによって

Ｘ、Ｙ座標を計算し、これを基に予め設定した目標地点に移動することを特徴とする無人搬

送車。 

 

［引用発明２］既知の空間内で無人搬送車の実走行時にレーザ距離センサによって周辺の障害

物を計測する場合、走行経路を再設定し、再設定された経路データに基づいて走行する無人

搬送車。 

  

［結論］請求項１の発明は、引用発明１及び２に比べて進歩性が認められる。 
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［判断理由］請求項１の発明と引用発明１とを対比すると、次の通りである。 

 

（相違点） 

請求項１の発明は、予め無人搬送車を運転して周辺の障害物を計測し、計測した計測データを

用いて障害物データを含む地図データを作成し、実走行時に計測される情報を地図データとマ

ッチングすることにより、現在の位置（学習済みモデルから得られた特有の出力情報）を求め、

移動経路に沿って走行するものであるのに対し、引用発明１は、底部に位置設定された位置マ

ーカーを計測して目標地点に移動するものである。 

 

（相違点に対する判断） 

請求項１の発明は、周辺の障害物が計測されると、計測されたデータを用いて現在の位置を確

認し、移動経路に沿って移動するものであるのに対し、引用発明２は、障害物が計測されると、

走行経路を再設定するものであるだけで、請求項１の発明において引用発明１に開示されてい

ない残りの構成を開示していない。 

また、引用発明２は、走行経路に対する空間情報を既に知っているものであり、引用発明１は、

走行経路に対する空間の座標情報を知るために位置マーカーを設置するものであるという点で、

引用発明１、２は、走行経路に対する前提条件が相反するので、互いに結合する技術的動機な

いし必要性が全くない。 

効果の側面においても、請求項１の発明は、工場の生産ラインや倉庫等で原材料や完成品等の

各種障害物の位置が随時変更され得る状況で、各種障害物に対する計測データを一定時間毎に

収集してマーカーとして用いることにより、無人搬送車の走行経路を容易に設定できるという

ことから、通常の技術者が予測し難い効果がある。 
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〔事例１３〕人工知能チャートを用いた株式情報の提供方法（AI技術） 

 

請求の範囲 

【請求項１】証券売買と証券取引のための証券取引所サーバと、前記証券取引所サーバで処理

された情報又は証券取引所サーバに提供される情報を電算化する韓国証券電算サーバと、前

記韓国証券電算サーバとユーザのコンピュータを仲介して証券売買を実行する証券会社サー

バとユーザのコンピュータによって行われる株式取引プログラムとを用いた株式情報の提供

方法において、 

前記ユーザのコンピュータが、株式取引プログラムを実行して、時間に応じた株価の変化を示

したチャートを画面上に表示するステップ； 

前記株式取引プログラムが、前記ユーザのコンピュータからの入力命令によって前記チャート

を表示するための周期を設定するステップ； 

前記株式取引プログラムが前記ユーザのコンピュータの画面上に表示されたチャートの一領域

に前記設定された周期に応じて表示されるそれぞれのローソク足が存在する位置に対応して前

記ローソク足の幅を有し、前記チャートの縦軸と平行な方向に伸びる棒状の領域を、前記株

価の基調を判別する人工知能アルゴリズムに基づいて色を変えて表示するステップを含み、 

前記人工知能アルゴリズムは、該当日の初期値が５日移動平均線の上にあるか、該当日の直

前に４日平均値が上昇する場合には、前記株価の基調を上昇と判断し、該当日の初期値が５

日移動平均線の下にあるか、該当日の直前に４日平均値が下落する場合には、前記株価の基

調を下落と判断する、人工知能チャートを用いた株式情報の提供方法。 

 

発明の説明 

【背景技術】従来のホームトレードシステム（ＨＴＳ）は、チャートで設定された周期に応じ
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て生成されるローソク足（キャンドル）と移動平均線の配列関係、移動平均線の傾き、陽線で

あるか又は陰線であるか否か等の条件を総合的に考慮して各ローソク足の位置で株価が上昇基

調であるか下落基調であるかを容易に把握することができなかった 

【発明が解決しようとする課題】チャート上で設定された周期に応じて表示されるローソク

足（キャンドル）と前記チャートの横軸との間の領域を人工知能アルゴリズムに基づいて色を

変えて表示することにより、技術的分析に詳しくない投資家であっても、チャートを見て容易

に株価の流れの基調を把握して、投資の方向性を決定できるようにするものである。 

 

【課題を解決するための手段】人工知能チャートを用いた株式情報の提供方法は、時間に応

じた株価の変化を示すグラフを表示したチャートをユーザの画面上に表示し、前記チャートを

表示するための周期を設定し、前記周期に応じて表示されるそれぞれのローソク足（キャンド

ル）が存在する位置に対応して前記ローソク足の幅を有し、前記チャートの縦軸と平行な方向

に伸びる棒状の領域を、前記株価の基調を判別する人工知能アルゴリズムに基づいて色を変え

て表示する。 

 

図面 
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３００：人工知能チャート、３１０：周期を示すボタン、３２０：信号灯状のアイコン、３３

０：ローソク足とチャートの横軸との間の領域、３４０：取引量を図式的に示す情報、Ｓ１：

赤色（上昇）、Ｓ２：青色（下落）、Ｓ３：黄色（中間） 

 

［引用発明］株式の価格変動と価格変動の時間及び前日比の価格状況をチャートで作成して表

記する方法に関し、 

ユーザ端末に株式の価格変動と価格変動の時間及び前日比の価格状況をチャートで表示するた

めの周期を設定するステップ； 

株価線は、一日の変動又は１週間、１ヵ月等の一定の期間を株価線に適用して表記し、始値は、

以前の終値より上昇された価格で始まると赤色又は明るい色で表示し、逆に、以前の終値より

下落した価格で始まると青色又は暗い色で表示するステップとを含む方法。 

 

引用発明の図面 

 

 

 

［周知慣用技術］オンライン証券取引システムは、証券取引所に提供された証券取引所サーバ、

証券取引所サーバで処理された情報又は証券取引所サーバに提供される情報を電算化する韓
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国証券電算に提供された韓国証券電算サーバ、韓国証券電算サーバとユーザのコンピュータ

の中継者の役割を行い、ユーザのコンピュータの要求による証券売買が行われるようにする

証券会社サーバを含んでなる。 

 

［結論］請求項１の発明は、引用発明によって進歩性が認められない。 

 

［判断理由］請求項１の発明と引用発明とを対比すると、次の通りである。 

 

（相違点１） 

引用発明においては、証券取引システムを直接的に開示していない。 

 

（相違点１に対する判断） 

インターネット上で証券取引をするために証券取引システムを備えることは、当該技術分野に

おいて広く知られた周知慣用技術である。 

 

（相違点２） 

請求項１の発明は、株価の流れの基調の上昇／下落の有無によりチャート上に「ローソク足の

幅を有し、前記チャートの縦軸と平行な方向に伸びる棒状の領域」を異なる色で表示するの

に対し、引用発明は、ローソク足チャートの始値、株価線、終値を異なる色で表示するとい

う点で両発明は異なる。 

 

（相違点２に対する判断） 
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引用発明においては、以前の終値を基準として初期値の上昇／下落の有無等により異なる色で

表示しており、当日の始値及び終値を基準として色を変えて表示する一般的な日足と、その機

能が非常に類似するので、通常の技術者ならば引用発明のローソク足チャートを日足チャート

の形態に変更するのに困難はない。 

そして、株式投資家が株価の流れの基調を視覚的に容易に把握可能なようにするためには、チ

ャート上の領域のうち株価変動と直接関連した領域に株価の流れの基調を表示しなければなら

ないので、株式チャート上で株価の流れの基調が表示され得る領域は、株価が表示される「ロ

ーソク足自体の領域」だけでなく、「ローソク足の上の領域」と「ローソク足とチャートの横

軸との間の領域」のうちの１つが選択されるしかない。従って、引用発明のローソク足チャー

トを日足チャートの形態に変更するのに、「ローソク足とチャートの横軸との間の領域」に変

えて株価の基調を表示することは、通常の技術者が容易にできる技術的選択事項に過ぎない。 

 

（相違点３） 

請求項１の「株価の基調の上昇／下落を判断する人工知能アルゴリズム」に関連して、引用発

明においては明示的に開示していない。 

 

（相違点３に対する判断） 

請求項１の「該当日の初期値が５日移動平均線の上／下にあるか否か」、「該当日の直前に４

日平均値の上昇／下落の有無」という条件に基づいて株価の基調の上昇／下落の有無を判断す

ることは、株式投資又はチャート分析分野において広く活用される周知慣用技術に該当し、そ

の具現手段が人工知能アルゴリズムであると記載されているが、株価の基調の上昇／下落の有

無の判断を行うために学習済みモデルから得られた出力情報に格別の効果があるものでもない

ので、周知慣用技術に比べて、より良好な効果があるとはいえない。 
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〔事例１４〕３Ｄ造形方法（３Ｄプリンティング） 

 

請求の範囲 

【請求項１】 

３Ｄ形状データに基づき、最終的に３Ｄ造形物を構成するモデル材、平面視において格子形状

をなし、造形のうち前記モデル材を支持する支持材、及び前記支持材と同一の材料であって造

形のうち前記モデル材及び前記支持材の間に介在する中間材、を積層する３Ｄ造形方法におい

て、前記３Ｄ造形物の各層毎に、前記モデル材の吐出による造形工程、前記中間材の吐出によ

る造形工程、及び前記支持材の吐出による造形工程を含み、 

（Ａ）前記モデル材の吐出による造形工程後、（Ａ１）前記モデル材の真上の層のモデル材が

水平突出部を有し、前記工程が完了した時点で同一層の中間材が造形されていない場合は、前

記工程が完了した時点で造形されていない最下層の中間材の吐出による造形工程を行い、（Ａ

２）水平突出部を有さない場合又は前記工程が完了した時点で同一層の中間材が既に造形され

ている場合は、その真上の層のモデル材の吐出による造形工程を行い、 

（Ｂ）前記中間材の吐出による造形工程後、その工程を行った層で支持材の吐出による造形工

程を行い、 

（Ｃ）前記支持材の吐出による造形工程後、（Ｃ１）その層の支持材及び中間材に対して真上

の層の支持材及び中間材が水平突出部を有し、前記工程が完了した時点で同一層のモデル材が

造形されていない場合は、前記工程が完了した時点で造形されていない最下層のモデル材の吐

出による造形工程を行い、（Ｃ２）水平突出部を有さない場合又は前記工程が完了した時点で

同一層のモデル材が既に造形されている場合は、その真上の層の中間材の吐出による造形工程

を行う３Ｄ造形方法。 

 

発明の説明 
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【背景技術】 

３Ｄ造形装置においては、３Ｄ造形物の３次元形状データから、積層方向に対して薄く切った

断面形状及びその断面形状に対応する吐出位置等を示すデータを生成した後、その断面形状に

応じてモデル材を吐出して各層を造形し、このような層を積層するにより３Ｄ造形物を造形す

ることになる。 

ここで、最終的に３Ｄ造形物を構成することになるモデル材と造形のうち前記モデル材を支持

する支持材を積層する３Ｄ造形装置が知られている。支持材は、３Ｄ造形物がその下層構造に

対して水平突出部を有する場合、モデル材の外周や内周に設置され、３Ｄ造形物の造形が完了

するまでモデル材の前記水平突出部を支持し、３Ｄ造形物の造形が完了した後に除去されて廃

棄物になるものである。 

このような３Ｄ造形装置には、モデル材を吐出する吐出部と、支持材を吐出する吐出部が別に

備えられており、吐出材料の変換を複数の層毎に行い、一層毎に変換することに比べて変換回

数を減少させることにより、造形時間を短縮する。 

具体的には、モデル材（又は支持材）の吐出による造形工程後、前記モデル材（又は支持材）

に対して、真上の層のモデル材（又は支持材）が水平突出部を有し、前記工程が完了した時点

で同一層の支持材（又はモデル材）が造形されていない場合は、その工程が完了した時点で造

形されていない最下層の支持材（又はモデル材）の吐出による造形工程を行うのに対し、水平

突出部を有さない場合又は同一層の支持材（又はモデル材）がその工程が完了した時点で既に

造形されている場合は、その真上の層のモデル材（又は支持材）の吐出による造形工程を行う

ことにより、モデル材と支持材による積層を適切に実施しながら吐出材料の変換回数をできる

限り減少させる３Ｄ造形装置及び方法が知られている。 

 

【発明が解決しようとする課題】 

出願発明は、モデル材とそのモデル材を支持する支持材による積層工程で吐出材料の変換回数



第6部旧技術分野別審査基準 

(2018年1月追録)                                                                      142 

をできる限り減少させ、廃棄物になる支持材の使用量を減らすとともに、支持材の除去を容易

にする３Ｄ造形方法を提供しようとする。 

 

【課題を解決するための手段】 

出願発明は、３Ｄ造形方法において、（Ａ）モデル材の吐出による造形工程後、（Ａ１）前記

モデル材に対して真上の層のモデル材が水平突出部を有し、前記工程が完了した時点で同一層

の中間材が造形されていない場合は、前記工程が完了した時点で造形されていない最下層の中

間材の吐出による造形工程を行い、（Ａ２）水平突出部を有さない場合又はその工程が完了し

た時点で同一層の中間材が既に造形されている場合は、その真上の層のモデル材の吐出による

造形工程を行い、（Ｂ）前記中間材の吐出による造形工程後、その工程を行った層で支持材の

吐出による造形工程を行い、（Ｃ）前記支持材の吐出による造形工程後、（Ｃ１）その層の支

持材及び中間材に対して真上の層の支持材及び中間材が水平突出部を有し、前記工程が完了し

た時点で同一層のモデル材が造形されていない場合は、前記工程が完了した時点で造形されて

いない最下層のモデル材の吐出による造形工程を行い、（Ｃ２）水平突出部を有さない場合又

は前記工程が完了した時点で同一層のモデル材が既に造形されている場合は、その真上の層の

中間材の吐出による造形工程を行うものである。 

ここで、支持材は、平面視において格子形状をなしており、モデル材及び支持材の間に介在す

る中間材は、支持材と同一の材料であってモデル材との接触境界面を有する。その境界面は、

中間材及び支持材を除去した後に最終的な３Ｄ造形物の表面になるので、精度を高める方向に

造形する必要がある一方で、支持材と中間材との間の接触部分には、高い精度が要求されない

ので、支持材が平面視において格子形状であっても最終的な３Ｄ造形物の精度には影響を及ぼ

さない。 

 

【発明の効果】 

出願発明の工程は、支持材のような材料の中間材を使用するので、中間材の造形工程後の吐出
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材料の変換なしで、支持材の吐出による造形を直ちに行うことができるだけでなく、モデル材

及び支持材の吐出材料の変換回数をできる限り減少させるものであり、平面視において格子形

状をなしている支持材は、層状に均一に塗布された場合に比べて、支持材の使用量が少なく、

結果としては支持材による廃棄物を減らすことができる。さらに、支持材及び中間材を溶剤で

溶解させて除去する際に、支持材が格子形状をなしているため、溶剤が支持材及び中間材に均

一に広がりやすく、溶解する支持材及び中間材の量も少ないので、短時間内に除去することが

可能である。また、支持材が格子形状であるので造形時に吐出部の動作が直線化されて高速造

形も可能である。 

 

 

図面 

 

 

＊モデル材４層は、モデル材３層に対する水平突出部を有し、中間材６層は、中間材５層に対

する水平突出部を有する。 

 

［引用発明１］解決しようとする課題は、モデル材の吐出材料及び支持材の吐出材料の変換回

数をできる限り減らす３Ｄ造形方法を提供することである。 

最終的に、３Ｄ造形物を構成するモデル材、及び造形のうち前記モデル材を支持する支持材を
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積層する３Ｄ造形方法において、前記３Ｄ造形物の各層毎に前記モデル材を吐出して造形する

工程と、前記支持材を吐出して造形する工程とを含み、 

（ａ）前記モデル材の吐出による造形工程後、（ａ１）そのモデル材に対して真上の層のモデ

ル材が水平突出部を有し、前記工程が完了した時点で同一層の支持材が造形されていない場合

は、前記工程が完了した時点で造形されていない最下層の支持材の吐出による造形工程を行い、

（ａ２）水平突出部を有さない場合又は前記工程が完了した時点に同一層の支持材が既に造形

されている場合は、その真上の層のモデル材の吐出による造形工程を行い、 

（ｃ）前記支持材の吐出による造形工程後、（ｃ１）その層の支持材に対して真上の層の支持

材が水平突出部を有し、前記工程が完了した時点で同一層のモデル材が造形されていない場合

は、前記工程が完了した時点で造形されていない最下層のモデル材の吐出による造形工程を行

い、（ｃ２）前記水平突出部を有さない場合又は前記工程が完了した時点で同一層のモデル材

が既に造形されている場合は、その真上の層の支持材の吐出による造形工程を行う３Ｄ造形方

法である。 

 

引用発明１の図面 

 

 

＊モデル材４層は、モデル材３層に対する水平突出部を有し、支持材６層は、支持材５層に対

する水平突出部を有する。 
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［引用発明２］解決しようとする課題は、支持材を溶剤に溶解させて除去する代わりに、モデ

ル材から機械的に容易に分離して除去できる３Ｄ造形方法を提供することである。 

最終３Ｄ造形物を構成するモデル材、造形のうち前記モデル材を支持する支持材、及び前記支

持材とは異なる種類として、前記モデル材からの離型性が高い材料からなり、造形のうち前記

モデル材と前記支持材との間に介在する中間材を積層する３Ｄ造形方法である。一方、引用発

明２には、モデル材、支持材及び中間材の吐出による造形工程の順序については記載されてい

ない。 

［結論］ 

請求項１の発明は、引用発明１、２の組み合わせに比べて進歩性が認められる。 

［判断理由］ 

（発明が解決しようとする課題） 

請求項１の発明は、引用発明１とモデル材及び支持材の吐出材料の変換回数を減少させようと

する点で共通点があり、引用発明２とは支持材の除去を容易にしようとする点で共通点がある

が、廃棄物になる支持材の使用量を減らすとともに、支持材の除去も容易にしようとする請求

項１の発明の課題を認識しているとみなされる記載や示唆は引用発明１、２から見受けられな

い。 

 

（相違点１） 

引用発明１は、支持材と同一の材料であって、造形のうちモデル材及び支持材の間に介在する

中間材を含む積層ではないだけでなく、請求項１の発明の（Ａ）モデル材の吐出による造形を

実施する工程後、（Ａ１）そのモデル材に対して真上の層のモデル材が水平突出部を有し、前

記工程が完了した時点で同一層の中間材が造形されていない場合は、その工程が完了した時点

で造形されていない最下層の中間材の吐出による造形工程を行い、（Ｂ）中間材の吐出による

造形工程後、その工程を行った層で支持材の吐出による造形工程を行い、（Ｃ）支持材の吐出
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による造形工程後、（Ｃ２）その工程を行った層の支持材及び中間材に対して真上の層の支持

材及び中間材が水平突出部を有さない場合は、また、前記工程を実施した層のモデル材がその

工程後の時点で造形されている場合、その真上の層で中間材の吐出による造形工程を行うこと

に対応する中間材の吐出による造形工程がない点で差異がある。 

 

（相違点１に対する判断） 

引用発明１及び２は、いずれも最終３Ｄ造形物を構成するモデル材と造形のうち前記モデル材

を支持する支持材を積層する３Ｄ造形方法に関し、技術分野が共通する。また、引用発明１に

は、支持材の除去と関連した課題が明示的に示されているわけではないが、支持材は、３Ｄ造

形物の造形完了後に除去されるものであることを考慮するとき、支持材の除去を容易にしよう

とすることは、通常の技術者にとって自明な課題であるので、引用発明１は、引用発明２と解

決しようとする課題において共通点がある。 

 

しかし、引用発明２は、モデル材及び支持材の間に介在する中間材を含んで積層するものであ

るが、請求項１の発明とは異なり、その中間材が支持材とは異なる種類の材料からなるもので

あり、引用発明２においては、モデル材、支持材及び中間材の各吐出による造形工程の順序に

該当する構成は見当たらない。さらに、引用発明２は、モデル材からよく分離する材料を中間

材として選択することにより、モデル材から支持材を機械的に容易に分離して除去するように

するものであるため、課題の解決原理が請求項１の発明とは異なる。従って、引用発明１及び

２を認識している通常の技術者であっても、支持材と同一の材料の中間材を使用することによ

り、溶剤による除去が容易になり、材料が同一であるので、中間材の吐出による造形工程後の

支持材の吐出による造形工程を直ちに行う等の中間材の吐出による造形工程の順序を特定して

吐出材料の変換回数を減少させる技術思想に容易に想到することはできない。すなわち、相違

点１は、技術分野及び課題の共通性を考慮して、引用発明１に引用発明２を容易に適用できる

という事実だけでは想到することができないものであり、当該分野の技術常識を基にした設計

変更によっても容易に導き出すことはできないものである。 

（相違点２） 
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請求項１の発明においては、支持材が平面視において格子形状をなすものであるのに対し、引

用発明１においては、支持材に対してこのような特定がない点で差異がある。 

 

（相違点２に対する判断） 

引用発明２は、モデル材から支持材を機械的に容易に分離して除去するものであるので、引用

発明１、２を認識している通常の技術者が当該分野の技術常識を基に支持材を格子形状化する

ことによって、支持材及び中間材を溶剤で容易に除去する技術思想を導き出すことは容易でな

い。 

従って、相違点２も、引用発明１に引用発明２を容易に適用できるという事実だけでは導き出

すことができないものであり、設計変更ともいえない。 

効果の側面においても、相違点１、２により、請求項１の発明は、引用発明１、２から予測し

難い、より良好な効果を有する。すなわち、支持材が平面視において格子形状をなすため、溶

剤が広く広がりやすくなる一方で、中間材が支持材のような材料であるので、支持材及び中間

材を短時間に溶解して除去することができる。また、中間材の吐出による造形工程後、同一の

材料である支持剤の吐出による造形工程を行うので、吐出材料を変換する必要がない（３Ｄ造

形データによって規定される情報処理に差異があり、モデル材、中間材、支持材の吐出工程の

順序が変わる。）。さらには、支持材を平面視において格子形状化したものとしても、中間材

があるので最終的な３Ｄ造形物の精度には影響がない。 
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