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はじめに                           （神谷惠理子） 

 

産業界、特許実務経験者から、進歩性の判断が厳しくなりすぎているのではないかとい

う意見をうけて、２００５～２００８年に、日本弁理士会、特許庁等で、進歩性検討が行

われました。しかし、２００８年後半から、進歩性で拒絶審決、無効とされた特許出願、

特許の審決取消率が高くなっているとの見方が出始め、実際に、そのようなデータも示さ

れるようになりました（例えば、２００４～２００７年の拒絶、無効審決取消率が、特許

庁行政年次報告書によれば、１０～１５％で推移していたのに対して、２００９年度前半

の取消率は、統計で約３０％に上がっている）。 

このような事情に鑑みて、判例研究部会では、平成２０年度末から平成２１年に、進歩

性で拒絶又は無効とされた審決が取り消された事件を取り上げ、最近の裁判所の進歩性の

判断傾向を検討しました。 

 

進歩性判断は、資料１（特許庁審判部発行「進歩性検討会報告書」から転載）に示すフ

ローに従って行われます。今回、審決が取り消された事件について、資料１のフローに基

づいて、まず下記３グループに分類するとともに、さらに、フローに含まれない判断が示

されている場合をＤに分類しました。 

Ａ：本発明又は引用発明の認定の誤りとされたケース 

Ｂ：引例に本発明の構成要件がすべて示されているが、組合せ容易としたことが誤りと

されたケース 

Ｃ：引例と本発明との相違点を、設計事項の範囲内等と判断したことが誤りとされたケ

ース 

Ｄ：手続き違背、特３６条要件違反などを判断したケース 

 

各事件の要約には、上記分類を記した判断分類の欄を設け、審決判断の誤りの欄で、具体

的内容を記載しています。 

進歩性判断が厳しいとされた２００４～２００７年判決の事件において、Ｂ及びＣのケ

ースで審決が取り消されるためには、予想以上の効果があること、あるいは組合せに阻害

要因があることが必要とされる傾向にありました。一方、今回取り上げた事件では、Ｂ、

Ｃのケースについて、課題が相違する場合や組合せの根拠不明の場合についても組合せが

容易でないと判断され、また引例に解決手段の示唆がない場合や周知技術不適用など、容

易であるという理由づけが不十分な場合にも審決が取り消される傾向が明らかになりまし

た。 

これらの事件要約は、会員の皆様の今後の中間対応の一助になるのではとの思いから、

印刷物として配布することに決めました。 

 



 

尚、各事件について、左頁に事件要約を示し、右頁に対象クレーム、その他、判決理解

の参考になると考えられる事項を付記しました。判決文抜粋部分の下線は、各担当者によ

るものです。 

各事件の詳細（引例の内容、原告の主張など）については、近畿支部ホームページ

（http://www.kjpaa.jp/ev/hanrei2009.html）で閲覧できるようになっています。興味のあ

る事件については、そちらを閲覧して頂けますよう、お願い致します。 
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進歩性の判断手順例 
 

 
本願発明の認定 
  
 
引用発明の認定 

 
 
 
 
 
   

※特段の事情がない限り，特許請求の範囲の 
記載に基づく。 
 
※技術常識を参酌することにより導き出され 
る事項も引用発明の認定の基礎とすることが 
できる。 

 
 

      ※引用例の記載（摘示した記載）と認定内容 
      の表現が異なる場合には説明を加える。 

 
一致点・相違点の認定 
  

 
 
 
 
                       yes 
             
 

 
【相違点の検討】 
相違点に係る構成が 
証拠に示されているか 

 
 
 
 
no 
 
 

 
 
構成の組合せ又は置換が容易
であるか 

 
相違点に係る構成が設計事項
等であるか 

  
 
①技術分野の関連性 
  or 
②課題の共通性 
  or 
③作用，機能の共通性 
 or 
④内容中の示唆 

 
①公知材料の中からの最適
材料の選択 
②数値範囲の最適化又は好
適化 
③均等物による置換 
④技術の具体的適用に伴う
設計変更 

 

 

 

 
  

 
予想以上の効果はあるか否
か 

 
構成の組合せ又は置換を阻
害する要因はあるか 

 

 

 

 

 

※技術常識・周知技術の参酌 
yes                yes 
 
 
 
※示唆・課題の 
共通性のみなら 
ず作用，機能の 
共通性の観点か 
らも十分検討 
 

 

             no                                                 no 
                            yes 予想以上の効

果があるか 
                                 no  

                        
 
進歩性あり 

  
進歩性なし 

  
進歩性あり 

※構成の組合せ又は置換が容易でない理由 
 （組合せを阻害する要因）についても審決に記載
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事件番号 平成２０年（行ケ）１０１６６号 

判決日 平成２１年１月２７日 

特許番号 特許第４３７９８５３号 

発明の名称 直接錠剤化用調合物および補助剤の調合方法 

判断分類 Ａ：本願発明の認定の誤り 

審決判断の誤り 特許請求の範囲に記載された用語の意義の認定の誤り 

事件概要 引用発明における「粒状物の製造方法」が本願発明の「熱粘着式造粒方法」に相

当するとして本願発明の進歩性を否定した審決が取り消された。 

判示事項  特段の事情が存在しない限り発明の詳細な説明の記載を参酌することが許さ

れないのは，あくまでも特許出願に係る発明の要旨の認定との関係においてであ

って，上記のように特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するに当たっ

ては，特許出願に関する一件書類に含まれる発明の詳細な説明の記載や図面を参

酌すべきことは当然である。 

 本願発明にいう「熱粘着式造粒方法」なる語は，造粒方法の一種を示すものと

して一般的に知られた用語ではない。また，本件補正後の請求項１は，・・・加

熱については言及されているものの，粘着の点については「熱粘着式造粒方法｣

という言葉の中にあらわれる以外には記載がない。そして，「熱粘着式造粒方法」

なる語からは，「熱」及び「粘着」が造粒に関して何らかの関係を有することは

推測できるものの，それ以上の意味は不明である。 

 そこで，発明の詳細な説明の記載を参酌して検討すると， 本願発明にいう「熱

粘着式造粒方法」とは，希釈賦形剤・薬学的活性成分・結合剤等の混合物を加熱

することにより発生する蒸気が密閉系統中で凝結することを利用して，凝結した

水分により結合剤に粘性を生じさせ，周囲の粒子を粘着させるという造粒方法を

いうものと理解される。 

 引用発明は，従来の湿式造粒法における欠点を克服し，多量の水分を含有させ

ずに粒状物を製造するという点では本願発明と共通の目的を有するものの，その

目的を達成するための手段として低融点物質を加熱して溶融させるという方法

を採用している点で，本願発明とは異なる方法によるものである。 

 したがって，引用発明における「粒状物の製造方法」が本願発明の「熱粘着式

造粒方法」に相当するものとした審決の判断は誤りである。 

解説  本願発明の「熱粘着式造粒方法」は、装置に中で起こっている現象を造語で

表現したものであり、明細書中で解説することにより、発明特定事項として

認められ、そのような現象については引用文献には記載されていないとして

進歩性が認められた。しかし、このような現象は、審決が指摘しているよう

に手段（構成）が同一であれば、必然的に生じる現象であるので、引用文献

に記載された構成によっても「熱粘着式造粒方法」が生じていた可能性がある。

しかし、裁判所は、この点についても「仮に，引用発明の諸材料中に１％を超え

る水分が含まれ，これを密閉系で加熱することによって容器内で水分が凝結する

ことがあるとしても，引用例には凝結した水分が結合剤に吸収されて粘性を生じ

させるという記載はなく，低融点物質を溶融させて造粒を行うことが上記のとお

り記載されているのである。そうすると，引用発明の諸材料中に通常含まれる水

分が粒状物の製造に寄与するか，仮に寄与するとしてどのような役割を果たすの

かについては，引用例には教示も示唆もされていないといわざるを得ない。」と

して、引用発明の諸材料中に本願発明における「約０．１～２０％」の範囲内の

水分が含まれているとしても，それを根拠として引用発明における「粒状物の製

造方法」が本願発明の「熱粘着式造粒方法」に相当するということはできないと

結論した。 
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【対象クレーム】 

請求項１ 

Ａ）一種または一種以上の希釈賦形剤約５～約９９重量％ 

及び／または薬学的活性成分０～約９９重量％， 

Ｂ）結合剤約１～約９９重量％，及び 

必要に応じて， 

Ｃ）崩壊剤０～約１０重量％ 

の全部または一部を使用した混合物を含み， 

初期水分を約０．１～２０％，及び／または薬学的に許容できる有機溶剤を約０．１～２０％含む条件

下において，約３０℃～約１３０℃の温度範囲まで加熱し，密閉系統中で転動回転，混合しつつ顆粒を

形成することを特徴とする直接錠剤化用調合物または補助剤を調合するための熱粘着式造粒方法。 

 

【参考事項】「熱粘着式造粒方法」の解釈についての被告（特許庁）の主張 

 本願発明における「熱粘着式造粒方法」とは，上記「Ａ）…Ｂ）…Ｃ）…の全部または一部を使用し

た混合物を含み，…条件下において，約３０℃～約１３０℃の温度範囲まで加熱し，密閉系統中で転動

回転，混合しつつ顆粒を形成すること」に特徴づけられるものと解され，「熱粘着式造粒方法」におけ

る「熱粘着」作用も，上記のような過程において必然的に現れる現象を表現したものと理解される。 

 したがって，本願発明に関して特許請求の範囲の記載には何ら不明確な点はなく，発明の詳細な説明

の記載を参酌すべき特段の事情も存在しないから，審決が本願発明の「熱粘着式造粒方法」は加熱して

粒状物を製造する方法であるとした点に誤りはない。 

 

【その後の動向】 

平成２１年７月６日：拒絶理由通知 

平成２１年７月２７日：手続補正書、意見書 

平成２１年８月６日：特許審決 

 

【登録クレーム】（下線部：補正箇所） 

請求項１ 

Ａ）一種または一種以上の希釈賦形剤約５～約９９重量％ 

及び／または薬学的活性成分０～約９９重量％、 

Ｂ）結合剤約１～約９９重量％、及び必要に応じて、 

Ｃ）崩壊剤０～約１０重量％ 

を使用した混合物を含み、 

初期水分を約０．１～２０％、及び／または薬学的に許容できる有機溶剤を約０．１～２０％含む条件

下において、約３０℃～約１３０℃の温度範囲まで加熱し、密閉系統中で転動回転、混合することで前

記混合物内の水分又は有機溶剤を前記結合剤に吸収させることによって前記結合剤に粘性を生じさせ、

前記粘性を生じた結合剤が近くの粒子を粘着させることにより顆粒を形成することを特徴とする直接

錠剤化用調合物または補助剤を調合するための熱粘着式造粒方法。 
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事件番号 

平成２０年（行ケ）１０１７６号 

判決日 

平成２１年１月２９日 

対象出願・特許 特願２００１－２１０２８６ 

発明の名称 ゲーム情報供給装置 

判断分類 Ａ：引例の認定の誤り 

審決判断の誤り 技術解釈（実質的に同一といえるか）の誤り 

事件概要  本願発明はサーバからクライアントへゲーム的メリットを送信する

のに対して、引用発明は電子チップに関する情報（チップ残高等）を

送信するものであった（引用発明の「電子チップ」は、本願発明の「ゲ

ーム的メリット」に対応）。 

 審決は、「電子チップに関する情報を送信すること」と、「電子チッ

プ自体を送信すること」とは実質的に同一であると判断したが、判決

では両者は異なると判断し、審決は引用発明の認定を誤ったとして、

審決を取り消した。 

判示事項 『(カ) 以上によれば，引用発明において電子チップが発行された場合

には，前記(ア)の請求項１に「前記ユーザに，そのユーザが保有する

電子チップに関する情報を，電子チップ情報として供給し」と記載さ

れているように，ユーザの端末装置に対して送信されるのは，チップ

残高，有効期限，交換レート等の電子チップに関する情報であって，

電子データである電子チップそれ自体はユーザの端末装置に送信され

ることはないものと認められ，引用例にはこれに反する記載はもちろ

ん，電子チップそれ自体が送信されることを示唆する記載は存在しな

い。』 

『しかしながら，上記ア及びイに認定説示したところによれば，本願

発明は，ゲーム的メリットをネットワークを介して端末装置に送信す

るものであるのに対し，引用発明は，電子チップを端末装置に送信す

るものではないから，引用発明の電子チップが本願発明のゲーム的メ

リットと共通するかについても争いのあるところであるが，仮にこれ

が認められるとしても，引用発明が「電子データであるメリットをネ

ットワークを介して端末装置に送信する送信手段」を有するとした審

決の認定は誤りというべきである。』 

『しかしながら，引用発明において，ユーザがクライアント装置を使

用してその保有する電子チップに関する情報を確認できたり，電子チ

ップを使用できたりしたとしても，そのような機能を実現するための

具体的構成は複数存在するのであって，引用発明と本願発明とでは同

じ機能を実現するための具体的な構成が異なるのであるから，単に実

現される機能が同一であるという理由から，両者の具体的な構成を同

一視することはできないというべきである。』 

『(ウ) 以上のとおり，審決は，引用発明を誤認したため，本願発明と

引用発明との一致点についての認定を誤り，その結果，相違点を看過

したものであるから，この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明

らかである。』 
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【本件特許発明】 

（請求項１） 

 コンピュータを用いたゲーム情報供給装置であって、 

 クイズ形式の広告情報を記憶する記憶手段と、 

 ネットワークを介して端末装置からのアクセスを受信すると、前記記憶手段からクイズ

形式の広告情報を読み出して前記端末装置に送信し表示させる表示手段と、 

 前記端末装置から前記広告情報を含むクイズの回答情報をネットワークを介して受信す

る受信手段と、 

 前記回答情報を受信すると、電子データであるゲーム的メリットをネットワークを介し

て前記端末装置に送信する送信手段とを有し、 

 前記ゲーム的メリットは、エサ、アイテム、ポイント、キャラクター、サウンド又はス

トーリーを含むゲーム情報供給装置。 

 

【引用発明】 

（請求項１） 

「電子チップを流通させるための電子チップ流通方法であって，ユーザによる所定の発行

操作に対して，設定されている電子チップ発行条件に基づき電子チップを発行し，ユーザ

による所定の消費操作に対して，設定されている電子チップ消費条件に基づき前記電子チ

ップの消費を受け付け，前記ユーザに，そのユーザが保有する電子チップに関する情報を，

電子チップ情報として供給し，前記電子チップの発行履歴及び前記電子チップの消費履歴

を管理し，該電子チップの発行履歴及び消費履歴に基づき，前記電子チップ発行条件及び

前記電子チップ消費条件を算出する，過程を含むことを特徴とする電子チップ流通方法。」 

 

（明細書における記載の一部） 

「次に、ユーザによる例えば商品の注文操作又はゲーム操作等の所定の消費操作に対して、

設定されている電子チップ消費条件に基づき電子チップの消費が受け付けられる。この電

子チップ消費条件は例えば、電子チップの単位と貨幣の単位との換算レートと、その電子

チップの有効期限とを含む。 

 また、ユーザに、そのユーザが保有する電子チップに関する情報（チップ残高、有効期

限、交換レート等）が、電子チップ情報として供給される。 

 更に、電子チップの発行履歴及び電子チップの消費履歴が管理される。」 

 

【その後の動向】 

 差し戻し後、再度の拒絶審決（２００９年９月１５日）。この拒絶審決に対して再度出訴。

現在、訴訟係争中。 
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事件番号  平成２１年（行ケ）１０１２５号 

判決日 平成２１年１２月２８日 

対象出願・特許  特願平１０‐５３９１３６号、特表２００１‐５００７７１号       

発明の名称 作業用アームレスト 

判断分類 Ａ：引例の認定の誤り 

審決判断の誤り 技術解釈の誤り 

事 件 概 要  審決は，引例には，支柱のパイプ(4)が湾曲するにつれて腋下支(6)が略水

平方向に移動可能で，前記腋下支(6)を弾力をもって支承するためのスプリ

ング(5)を有した座軽快具の発明が記載されていると認定し，これに周知技

術を組み合わせることにより，本願の作業用アームレストの構成に至ること

は容易想到であると判断し，本願発明の進歩性を否定した。本判決は、審決

の引用発明の認定及び本願発明との一致点の認定には誤りがあるとして，特

許庁の拒絶審決を取り消したものである。 

判 示 事 項 

 

（ア）引用発明の認定の誤り（取消事由１） 

 引用発明は，長時間座って作業をする人の腋の下を支えて腕と腰の疲れを

防ぐ軽快具であり，支棒（２）に巻かれ，パイプ（４）がはめ込まれている

スプリング（５）が，腋下によって圧迫されることで生じる復元力によって

腋下が押上げられることによって上体を支持して腕と腰の負担を軽くし，楽

にするという効果を有する器具であるといえる。しかし，パイプ（４）が略

水平方向に移動することができる旨の記載はない。刊行物１の第３図によれ

ば，パイプ（４）は略中央部から外側に湾曲しているものの，パイプ（４）

の上端は，下端のほぼ真上に位置し，水平方向に移動していない態様で示さ

れていることからすれば，同図は，使用者の体重（の一部）が腋下支にかか

ることにより撓んだ状態を示しており，パイプ（４）が弾力性を有してその

上端の腋下支（６）を略水平方向に移動可能とすることを示したものと解す

ることはできない。 

（イ）一致点の認定の誤り（取消事由２） 

 引用発明における「支柱」は，腋下受具（１）に固着された支棒（２）に

スプリング（５）を巻き付け，上端に腋下支（６）を有するパイプ（４）を

そのスプリング（５）にはめ込んで構成されているが，このうちパイプ（４）

に弾力性があると認定できないことは前記のとおりであり，また，スプリン

グ（５）も，腋下に対し弾性力による押上力を加えることに資する部材であ

って，その弾力をもって腋下支（６）を略水平方向に移動させるものという

ことはできない。 

 したがって，引用発明における「支柱」は，本願発明の「弾性的支柱」に

相当するということはできない。引用発明における「支柱」が本願発明の「弾

性的支柱」に相当するとした審決の認定は，誤りである。 

 



 - 2 -

【対象クレーム】（本願の請求項１に係る発明） 

 「上端が略水平方向に移動可能な垂直方向に配設された，上端にアーム

レストを有する弾性的支柱を備え，該アームレストは前記弾性的支柱が動

くにつれて略水平方向に移動可能であり，前記弾性的支柱はロッド形の単

一の支承要素からなっていて前記アームレストを弾力をもって支承する

ためのばねを有し，床から伸びていることを特徴とするコンピュータ作業

場用の可動アームレスト。」 

 

本願明細書（抜粋） 

 ア 「・・・この発明の目的は、・・・受台の高さ方向及び水平方向の

位置の調節が容易な作業用アームレストを提供するにある。」 

 イ 「・・・受台３は，これを支持する支柱２の上下端がばね２１，２

５によって支持されているため，使用者の腕に当接している個所の全体に

渡ってほぼ均一に柔軟に当接し，腕に疲労をあたえることが防止される。」 

 

【引用発明】（実開昭 60-44651 号公報） 

 特許請求の範囲  「弓型腋下受具（１）の両端に支棒（２）を設け，それにスプリン

グ（５）を巻き上に出し，そこにＴ型上部を腋下支（６）と下部をパイプ（４）としてス

プリング（５）にはめ込み，棒（２）の中位迄カバーした構造よりなる座軽快具。」 

   

【周知技術】（審決の認定） 

 「可動アームレスト自体は，・・・周知であり，・・・コンピュータ作業場などで腕に疲

労を与えることを防止するために使用されることも周知の事項である。」 

 

【補足事項】 

 本件は，第２次審決に対する取消訴訟であるが，前審決では周知技術の一例として副引

例とされた上記引例（実開昭 60-44651 号）が，本件審決では，主引例として用いられた。

しかし，前審決が取消された後の審判手続において，審判官合議体は，新たな拒絶理由通

知をすることなく，意見・補正の機会を与えずに請求棄却の審決をしたので，本件では，

手続違背の有無についても争点となった。本判決では，前記のとおり，引用発明の認定の

誤り等について判断が下されたが，判決文の結論の記載中に，かっこ書きで，「なお，本件

審決に係る審判手続には，原告が取消事由４において主張する手続違背も存在すると解す

る。」との見解が付記された。本件は，現在，差し戻された審判において審理中である。 

6 
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事件番号 平成２０年 (行ケ) １０４２５号 

判決日 平成２１年１２月２２日 

特許番号 特許３７２６８８６号 

発明の名称 呼吸装置 

判断分類 Ａ：引用例４の発明の認定の誤り 

Ｂ：組み合わせ容易とした判断の誤り 

審決判断の

誤り 

作用機能の共通性なし 課題の共通性なし 

技術分野の関連性なし 

事件概要 審決は、本件発明は,引用例 1 ないし 4（引用例４＝特開平 10-118183 号公報）

に記載された発明及び周知例 1 ないし 6 に記載された周知技術に基づいて当

業者が容易に発明をすることができたものであるから,本件特許は,特許法 29

条 2 項の規定に違反してされたものであって,同法 123 条 1 項 2号の規定に該

当し,無効とすべきものであるとしたところ、裁判所はこれを取り消した。 

判示事項 本件発明の検知の構成が,消費電力の増加を抑制するために呼吸連動制御

の構成を採用する前提として,呼吸の状態(排気又は吸気)を検知し,これによ

り,呼吸に連動したブロワー送風の切替えを行うものであるのに対し,引用例

4 の検知の構成は,無呼吸症候群の病状をモニターするなどするため,呼吸の

状態(呼吸停止の有無)を検知するものの,これを単にデータとして取得するの

みであり,これによって呼吸に連動したブロワー送風の切替えその他の呼吸

に連動した何らかの制御を行うものではないから,引用例 4 の検知の構成は,

その作用及び機能の点において,本件発明の検知の構成と大きく異なるもの

であるし,また,その解決課題の点においても,呼吸連動制御の構成と大きく異

なるものであるというべきである。さらに,上記のとおり,引用例 4 には,同引

用例記載の鼻被覆具を防じん防毒用のマスクとしても使用することができる

との記載がみられるものの,引用例 4 の検知の構成を付加した目的に照らす

と,同構成を付加した引用例 4 の鼻被覆具は,防じん防毒用のマスクとして用

いられるものではなく,加えて,上記のとおり,引用例 4 の鼻被覆具がブロワー

を備えないものであることをも併せ考慮すると,引用例 4の検知の構成を備え

た同引用例の鼻被覆具は,その属する技術分野の点においても,呼吸連動制御

の構成を有する呼吸用保護具(モータで駆動されるブロワーを設置したもの)

と異なる面を有するものといわざるを得ない。 

したがって,引用発明において,呼吸連動制御の構成を採用し得ると仮定して

も,本件出願当時の当業者において,その構成を実現する具体的な方法として,

引用例 4の検知の構成を適用し,本件発明の検知の構成に容易に想到すること

ができたとまで認めることはできない。 

この点に関し,被告らは,引用例 4 記載の発明が属する国際特許分類を根拠に,

引用例 4 の検知の構成を備えた同引用例の鼻被覆具と本件発明とが同一の技

術分野に属すると主張するが,発明の属する国際特許分類が同じであること

から直ちに,発明の構成の組合せ,置換等の容易性を判断する際の考慮要素の

1 つとなる技術分野の異同に関し,各発明の属する技術分野に異なる面がある

場合を否定することはできないというべきである。 
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【対象クレーム】 

 

請求項１ 

「面体の前部に,排気時に開くと共に吸気時に閉

じる排気弁と,排気時に閉じると共に吸気時に開

く吸気弁とを設け,モータで駆動され,その通常作

動時に前記吸気弁を通して外気を前記面体内に濾

過材を介して送り込むブロワーを設置した防塵又

は防毒用呼吸装置において,前記排気弁又は吸気

弁の近傍に,前記排気弁又は吸気弁からの距離を

感知して,排気時又は吸気時に信号を発するフォ

トインタラプタより成るセンサを設置し,該セン

サからの信号により,吸気時には前記モータヘ通

常作動するよう電力供給されると共に,排気時に

はモータヘの電力供給が停止或いは減少されるよ

うに呼吸に連動したブロワー送風の切り替えを行

うことを特徴とする防塵又は防毒用呼吸装置。」 

 

 

 

 

 

 

 

【その後の動向】 

差戻し審決の審理中。 
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事件番号 平成２０年（行ケ）１０１９６号 

判決日 平成２１年１月２７日 

特許番号 特許３１１７９７１号 

発明の名称 ダイボンディング材及び接着方法 

判断分類 Ａ：引例（１件）発明の認定の誤り 

Ｃ：引例（１件）との相違点に係る構成が証拠に示されていない 

審決判断の

誤り 

技術的思想が引例と一致せず、置換可能の認定誤り 

特定構成の採用に対する技術的意義について教示、示唆なし 

事件概要 引例には、上位概念（ポリイミド樹脂を用いたフィルム状ダイボンディング材）

が開示されているが、特定モノマー組成のポリイミド樹脂（モノマー組成を特定）

を用いた接着剤がリフロークラック発生を防止するという本件の技術的思想が

開示されていない。引例開示の広範な範囲から特定モノマーを選択するための教

示、示唆がないとして、進歩性を否定した無効審決が取り消された。 

判示事項 

(1)一致点認定の誤り、相違点の看過 

多数挙げられたジアミンは「ダイボンド時の熱処理を従来の銀ペーストと同じよ

うに比較的低温で行うことができ、かつ、熱時接着の高いダイボンド用導電性接

着フィルム」を製造するためのポリイミド樹脂に係るモノマー組成としては置換

可能であるとしても、リフロークロックの防止等、これとは異なる目的ないし課

題を有する本件発明のジアミンに係るモノマー組成として置換可能であるか否

かは甲１公報の開示するところではなく、審決がこれを置換可能とした根拠は不

明と言わざるを得ない。また、合成例３においては、ポリイミドＦと同様のモノ

マー組成に加えて、ジアミンに係るモノマー組成として３，３’，５，５’－テト

ラメチル－４，４’－ジアミノジフェニルメタンが、テトラカルボン酸二無水物が

挙げられているにもかかわらず、審決の上記認定においては、これらの合成要素

が捨象されており、その根拠もまた不明といわざるを得ない。そして、ポリイミ

ド樹脂のモノマー組成として何を選択するかにより樹脂の特質が変化し得るこ

とは、甲１公報が合成例１～３という複数のポリイミド樹脂を挙げた上でこれを

用いた実施例を掲げ、本件発明に係る明細書がポリイミドＡないしＦという複数

のポリイミド樹脂を比較対照していることからも明らかである。そうすると、甲

１公報と本件明細書におけるポリイミド樹脂を比較するにあたり、それらのモノ

マー組成の差異を捨象することは許されないというべきであって、ジアミンの１

種であるとの共通性ないしテトラカルボン酸二無水物の一部が合致することの

みを根拠として甲１公報の合成例３のポリイミド樹脂がポリイミドＦに等しい

ものと認定することは誤りと言わざるを得ない。 

(2)容易想到性の判断 

甲１発明と本件発明の技術思想は必ずしも一致するものではない上、甲１公報に

は、本件発明の効果（吸水率、残存揮発分及び飽和吸湿率を改善し、さらにはリ

フロークラックの発生を防止するとの効果）との関係でポリイミドＦという特定

のモノマー組成を採用することの技術的意義については教示も示唆もなく、甲２

公報ないし甲９公報をみても、上記のような観点でポリイミドＦという特定のモ

ノマー組成に着目した教示も示唆も見当たらない。そうすると、これら甲１公報

ないし甲９公報の記載を前提とすれば、甲１発明のポリイミド樹脂に代えて、甲

１公報に記載されたジカルボン酸及びジアミンの中から、特定の各１種を選択

し、本件発明に係るポリイミドＦを採用することは、当業者が容易に想到できる

ものではない。 
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【対象クレーム】（訂正後の発明（下線部分：訂正部分）） 

 

請求項１ 

「半導体素子のワイヤボンディングされる面の裏面を指示部材に接着するためのフィルム

状ダイボンディング材であって、 

接着部分に均一に付けて用いられるものであり、 

ポリイミドを主体とし、前記ポリイミド樹脂は、１，１０－（デカメチレン）ビス（トリ

メリテート無水物）と２，２－ビス〔４－（４－アミノフェノキシ）フェニル〕プロパン

とから合成されるものであり、 

接着温度１００～３５０℃、接着時間０．１～２０秒、接着圧力０．１～３０ｋｇｆ／ｍ

ｍ２で上記半導体素子のワイヤボンディングされる面の裏面を上記支持部材に接着するこ

とができ、 

上記支持部材は、ダイパッド部を有するリードフレーム、または配線基板であり、 

吸水率が０．９体積％であり、 

残存揮発分が３．０重量％以下である、有機物を含むフィルム状ダイボンディング材。」 

 

 

【本件発明と引用発明（合成例３）のポリイミド樹脂の比較】 

（１）本件発明のポリイミド樹脂 

 １種の酸成分：１，１０－（デカメチレン）ビス（トリメリテート無水物）と 

 １種のアミン成分：２，２－ビス〔４－（４－アミノフェノキシ）フェニル〕プロパン

とから合成されるポリイミド（ポリイミドＦ） 

（２）引用発明（合成例３）のポリイミド樹脂 

２種類のアミン成分：２，２－ビス（４－アミノフェノキシフェニル）プロパン及び３，

３’－５，５’－テトラメチル－４，４’－ジアミノジフェニルメタンと、 

 ２種類の酸成分：１，１０－（デカメチレン）ビス（トリメリテート二無水物）及びベ

ンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物 

とを反応させて得られるポリイミド 

 

 

【その後の動向】 

再審理の上、訂正を認め、無効審判の請求棄却審決確定 
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事件番号 平成２０年（行ケ）１０１５３号 

判決日 平成２１年３月２５日 

対象特許 特許第３８９１８７６号 

発明の名称 任意の側縁箇所から横裂き容易なエァセルラー緩衝シート 

判断分類 Ａ：周知技術の認定の誤り 

Ｃ：いずれの引例にも、本発明のすべての構成は開示されていない。 

審決判断の

誤り 

証拠に基づかない周知技術の認定 

引用発明と本件発明との解決手段の相違 

事件概要  審決では、「本件明細書に従来エァセルラー緩衝シートにおいて長手方向へ比較的に真

っ直ぐ引き裂くことができた旨記載されているように，エァセルラー緩衝シートのよう

な積層構造体においても延伸された方向へ引き裂かれる特性があることがよく知られて

いた」としていたが、判決では、上記周知技術の認定は、証拠に基づかないから誤りで

あり、その誤りが容易想到性の判断に影響するとした。 

 容易想到性の判断について、判決では、引用発明と本件発明との解決手段の相違に着

目した。 

判示事項 

イ 本件審決の事実認定の当否についての検討 

 （前略） 

(エ) 上記検討したところによれば，本件審決の事実認定(エ)のうち，「エァセルラー緩

衝シートのような積層構造体においても延伸された方向へ引き裂かれる特性があること

がよく知られていた」との点は，証拠に基づかないものであって，誤りというべきであ

る。 

 そして，本件審決は，本件審決の事実認定(ア)ないし(エ)に係る知見が，いずれも本件

特許の出願当時，周知であったことを前提として，当業者が本件発明３におけるインフ

レーション成形された樹脂フィルムを積層するとの構成に容易に想到することができた

と判断したのであるから，本件審決の上記事実認定の誤りは，同判断に影響するものと

いうべきである。 

 

ウ 容易想到性の判断に対する影響の検討 

 （前略） 

 刊行物１の上記各記載によれば，刊行物１発明の技術的意義は，カッターナイフなど

を使用することなしに，所定間隔で設けられたミシン目の存在部分でシートを切断して

所定の寸法（適切な寸法）のシートを取り出すことにあるといえる。 

 そうすると，刊行物１発明は，従来のエァセルラー緩衝シート（プラスチック気泡シ

ート）は，カッターなどの切断道具を使用しなければ必要な寸法に切り裂くことができ

ず，不便であったという課題を解決しようとするものであるという限りで，本件発明３

と共通するところがある。 

 しかし，刊行物１発明は，解決手段として，所定間隔でシートを切断することを前提

として，気泡シートを横断する切断用ミシン目を設けた構成を採用したものであり，刊

行物１の記載を精査しても，「エァセルラー緩衝シートのような積層構造体においても延

伸された方向へ引き裂かれる特性があること」に着目して，手裂き動作だけで簡単に真

っ直ぐに任意の側縁箇所から横裂きできるようにするという発想についての示唆等があ

るとは認められない。また，前記イ(ウ)のとおり，刊行物１に，「エァセルラー緩衝シー

トのような積層構造体においても延伸された方向へ引き裂かれる特性があること」を前

提とした発明の構成を記載したと推測できるような箇所もない。 

 （後略） 
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【対象クレーム】 

 【請求項３】 

 ベース側のフィルム１の片面に多数のエァセルラー21・21…を形成した状態のキャップフィルム２を

熱融着して成るシート部材であって、前記ベース側のフィルム１に、ブロー比が４以上でインフレーシ

ョン成形された高密度ポリエチレン樹脂フィルムを積層することを特徴とする任意の側縁箇所から横裂

き容易なエァセルラー緩衝シート。 

 

【主たる争点】 

 相違点（イ）についての容易想到性の判断の誤り［取消事由２］ 

 相違点（イ）：長尺の該気泡シートを適当な寸法に側縁箇所から横断するように引き裂き裁断可能にす

るため，本件発明３は，エァセルラー緩衝シートのベース側のフィルムに「ブロー比が４以上でインフ

レーション成形された高密度ポリエチレン樹脂フィルム」を積層するのに対して，刊行物１発明では，

気泡シートに気泡シートを横断する切断用ミシン目を設けた点 

 

【本訴提起に至るまでの経緯概要】 

平成１４年 ４月１８日   本件特許出願（特願２００２－１１６６０１号） 

平成１８年１２月１５日   本件特許の設定登録 

平成１９年 ４月１６日   無効審判請求（無効２００７－８０００７４号） 

平成２０年 ３月１８日   請求成立審決（特許無効の審決）⇒審決取消訴訟提起 

 

【判決後の動向】（平成２２年２月２５日時点） 

平成２１年 ６月 ３日   請求不成立審決（特許維持の審決） 

 ※ 本件特許無効審判の請求不成立審決は、確定した。 

 

【その他】 

 原告（特許権者）は、本訴の弁論準備手続期日において、請求項１及び２にかかる部分について訴え

を取り下げた。 
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事件番号 平成２０年（行ケ）１０２５９号 

判決日 平成２１年７月７日 

対象出願・特許 特許第３３１９５９２号 

発明の名称 会合分子の磁気処理のための電磁処理装置 

判断分類 Ａ：引例の認定の誤り 

Ｃ：引例には、本発明のすべての構成は開示されていない。 

審決判断の誤り 引例に開示されていない構成の示唆なし。技術思想が一致しない。 

事件概要 

 本願発明は、被処理液（めっき液）に対する磁気処理を行う装置であり、

管路にコイルを（同じ場所に）２重に巻き付け、２つのコイルを制御する

ものである。引用発明は、管路の異なる場所に２つのコイルを巻き付ける

ものである。 

 審決では、コイルを２重に巻き付ける点は引用刊行物に示唆されている

としたが、判決では、この点は引用刊行物に示唆されておらず、また、引

用発明の技術思想に反するとして、相違点について進歩性を認めた。 

判示事項 

『(3) 上記①及び②の段落のうち，①は，図４に示されたものについて，

被処理物の流れ方向に沿って，上流と下流に距離をおいて２つのコイルが

配置され，その一方のコイルと他のコイルとに逆向きの磁場を発生させた

場合の作用を説明するものである。そして，②は，同等の作用を発揮する

ような構成上のバリエーションについて記載されているものと理解する

ことができる。つまり，摘記事項（お）の記載は，巻き方向が同じ２つの

コイルを用いた場合，図４と同様に一方のコイルと他方のコイルに逆向き

の磁場を発生させるためには，２つのコイルに流す電流の向きを逆にする

必要があることを指摘しているにすぎないというべきであって，同記載が

「巻き方向が同じ複数のコイル」を「２重に巻き付ける態様」についてま

で示唆するものであるということはできない。』 

『(4) 以上によると，引用発明において，２つ以上のコイルを用いる意義

は，液体の流れ方向の上流側と下流側に配置した複数のコイルに異なる方

向の磁場を形成させ，コイルとコイルの間の仮想平面（分割線Ｓで示され

る）付近に，より大きなローレンツ力を発生させることにあるものと認め

られ，摘記事項（お）の記載は，そのような構成を前提として，コイルの

電気的な接続の仕方を記載するものであると認められる。そして，大きな

ローレンツ力を発生させるためには，複数のコイルを液体の流れ方向の上

流側と下流側に並べて配置する必要があるはずであって，被告の主張する

ように，複数のコイルを同じ箇所に重ねて配置するとすれば，引用発明の

特徴とする仮想平面が形成できない結果とならざるを得ないのであるか

ら，このようなコイルの配置が引用刊行物に示唆されているなどというこ

とはできない。 

 そうすると，本件審決が，摘記事項（お）の記載から，「巻き方向が同

じ複数のコイル」を「２重に巻き付ける態様」を適宜に設計できることが

示唆されているとし，これを前提として，相違点１について，「２つの通

電により磁束を形成するコイルを装置に取り付ける使用の態様として，

『巻き方向が同じ複数のコイル』を，２つの通電により磁束を形成するコ

イルを被処理物が流れる管路の外周に２重に巻き付ける態様を採用する

ことは，当業者が容易に想到しえることであると認められる。」と判断し

たのは誤りであるといわざるを得ないし，引用発明において，複数のコイ

ルを重ねて配置し，分割線Ｓで示される仮想平面を形成することができな

い構成を採用することは，そもそも，その技術思想に反するものであるか

ら，引用発明から本件発明の構成を想到することが容易であるということ

は到底できない。』 
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【本件特許発明】 

（請求項１） 

「移動する被処理物中に含まれる会合分子の磁気処理のための装置であって， 

 通電により磁束を形成するコイルを被処理物が流れる管路の外周に２重に巻き付け， 

 一方のコイルを駆動する電気回路と他の一方のコイルを駆動する電気回路を制御するこ

とによって被処理物に作用する磁束方向を変化させることを特徴とする 

 会合分子の磁気処理のための電磁処理装置。」 

 

（図１） 

 

 

【引用発明】 

（Ｆｉｇ．４） 

 

【その後の動向】 

平成２１年１１月１９日 特許審決 
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事件番号 平成２０年（行ケ）１０３４５号 

判決日 平成２１年８月３１日 

特許番号 特許３８０６３９６号 

発明の名称 手揉機能付施療機 

判断分類 Ａ：引例の認定誤り 

Ｃ：引例との相違点に係る構成が引例、周知例に示されていない 

審決判断の

誤り 

『相違点１』：専ら引例の形状に着目して、十分な機能の検討をしていない審決

の認定を誤りとし、その結果、容易想到性の判断も誤りがあるとした。 

『相違点２』：相違点に至るための課題がいずれの周知例にも示されておらず、

周知例に基づく容易想到性の判断が誤っているとした。 

事件概要 （本件発明）：手のマッサージを行う際に、手が安定的に保持された状態で効果

的に揉まれるように、膨縮袋の配置や肘掛部の形状を工夫した発明。 

（審決）：『相違点１』について、引用発明２は肘掛部に手を保持させて空圧施療

をする点で引用発明１と機能が共通するため、組合せは容易であり、立上り壁を

弧状に変更することは設計的事項にすぎないと判断し、『相違点２』について、

手を安定的に保持することは周知事項にすぎないと判断。 

（判決）：『相違点１』について、引例の構成、機能の認定誤りを指摘しつつ、仮

に組合せたとしても容易に解決できない新たな課題が生ずると判断し、『相違点

２』について、“手を安定的に保持させる機能”および“両側から挟持して圧迫

感のある施療を実施できる機能”の各機能をそれぞれ認定し、前者の機能を得る

ための課題がいずれの周知例にも示されていないと判断し、審決取消。 

判示事項 

『相違点１』に関して 

 本件発明における「肘掛部」については，・・・単に肘を載せる部分であって，・・・

本件発明１の肘掛部は，引用発明２の抱持枠２７とは異なり・・・構成を異にす

るというべき・・・ 

 ・・・引用発明２の固定枠２４に設置された指圧頭３０と本件発明１の肘掛部

上面に配設された膨縮袋群とでは，その機能を異にする。 

 審決は，・・・本件発明１の・・・膨縮袋群は，単に，膨縮袋を対設して配置

し，両側から挟持して圧迫感のある施療を実施できる機能のみを有するものでは

なく，・・・肘掛部上に人体手部を安定的に保持させる機能を有するものである

にもかかわらず，・・・点で共通しているとのみ認定した点で，認定を誤った。・・・

審決は，相違点１に係る構成に関し，その機能について格別の検討をすることな

く，専ら，立上り壁と肘掛部上面の形状に着目して，容易想到であると判断した。

 

『相違点２』に関して 

 ・・・各周知例は，いずれも，肘掛部上面に形成された膨縮袋群は，内側他端

の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起させて肘掛部

上に人体手部を安定的に保持させるとの構成は示されていない。 

 ・・・引用発明１と引用発明２の組合せに周知技術を考慮したとしても，本件

肘掛部上面に膨縮袋からなるマッサージ部を配置し，膨縮袋により肘掛け部全面

を持ち上げてマッサージし，かつ，手部を立上り壁に配置された膨縮袋との間で

挟持して保持する構成とすることには想到し得たとしても，膨縮袋を手部の安定

的保持の機能のための構成とし，「・・・肘掛部上に人体手部を安定的に保持さ

せ」る構成とすることには当業者が容易に想到し得ないものというべきである。
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【本件発明１：特許３８０６３９６号】（改行、部材番号挿入は筆者） 

 椅子本体の両肘掛部（２１）の上面適所に人体手部（３）を各々載脱自在でこれらに空

圧施療を付与し得るよう，椅子本体の両肘掛部に膨縮袋（１２）を各々配設し，且つ各膨

縮袋に圧縮空気給排装置からの給排気を伝達するホースを各々連通状に介設してなる圧縮

空気給排気手段を具備させた手揉機能付用施療機であって， 

 該手揉機能付用施療機の各肘掛部は，肘幅方向外側に弧状形成された立上り壁（２１１）

を立設して，肘掛部の上面をこの弧状の立上り壁で覆って人体手部の外面形状に沿う形状

の肘掛部に各々形成されており，且つ， 

 前記立上り壁の内側部には膨縮袋を配設すると共に，前記肘掛部の上面に二以上の膨縮

袋を重合させた膨縮袋群を配設して，前記肘掛部の上面に配設した膨縮袋群は，圧縮空気

給排装置からの給気によって膨縮袋の肘幅方向の外側一端よりも内側他端が立ち上がるよ

うに配設され，前記膨縮袋群の内側他端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側

の先端部を隆起させて肘掛部上に人体手部を安定的に保持させて，立上り壁内側部に配設

された膨縮袋と肘掛部の上面に配設された膨縮袋群とを対設させた膨縮袋間で人体手部に

空圧施療を付与させるようにした事を特徴とする手揉機能付施療機。 

 

『相違点１』：本件発明１では，外側壁及び外側壁に対向する対向面は，弧状形成された立

上り壁及び肘掛部の上面であり，各肘掛部は，肘掛部の上面をこの弧状の立上り壁で覆っ

て人体手部の外面形状に沿う形状に形成されているのに対して，引用発明１では，外側壁

（保持壁部２４ｂ）及び外側壁と対向する対向面（保持壁部２４ａの内側部）は，略垂直

に立設されている点 

『相違点２』：本件発明１では，外側壁に対向する対向面に配設されている膨縮袋は，二以

上の膨縮袋を重合させた膨縮袋群であり，圧縮空気給排装置からの給気によって膨縮袋の

肘幅方向の外側一端よりも内側他端が立ち上がるように配設され，前記膨縮袋群の内側他

端の立ち上がりによって肘掛部上面の肘幅方向内側の先端部を隆起させて肘掛部上に人体

手部を安定的に保持させて立上り壁内側部に配設された膨縮袋と肘掛部の上面に配設され

た膨縮袋群とを対設させた膨縮袋間で人体手部に空圧施療を付与させるようにしているの

に対し，引用発明では，外側壁に対向する対向面に配設した膨縮袋は膨縮袋群ではない点 

【その後の動向】平成２２年１月２１日に無効審判の審理終結通知が発送された段階 



 1
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事件番号 平成１９年（行ケ）１００６５号 

判決日 平成２０年９月３０日 

特許番号 特許第４３８８８６５号 

発明の名称 連結部材及びカップリング 

判断分類 Ｂ：引例（２件）の組合せが容易とした判断の誤り 

審決判断の

誤り 

引用発明の目的を減殺する方向での引用例の組合せを容易とした判断の誤

り 

事件概要 連結部材の係合壁が周方向において、主引例では連続し、副引例では不連

続で先端にフック部が形成されている。副引例のフック部のみを主引例に

おける連続壁の先端部に採用したとすると、柔軟性を具えるという副引例

の目的は減殺される。そのように引用例の目的を減殺する方向での組合せ

を当業者が行うことは考えられないとして、進歩性を否定した拒絶審決が

取り消された。 

判示事項  本件発明は、オストミー（人工肛門）等に装着する連結部材であり、環

状ボディ上の周方向連続壁には、円周方向に不連続な複数の係合用円弧状

部を具えたアンダーカット構造が設けられている。これにより、パッドと

のカップリングの確実性と分離操作性が達成される上、射出成型時には、

円弧状部を利用して型の回転によりアンダーカット構造付きの成型品を型

から取り出すことができる。 

 これに対し、引用例１は、環状ボディがアンダーカット構造の周方向連

続壁を有するが、先端部の係合用リムが円周方向に連続しているのに対し、

引用例２のアンダーカット構造では、弓形突出部及びその先端のフック部

の双方が周方向に離間して設けられている。 

 審決は、引用例１のアンダーカット構造に引用例２の不連続な弓形突出

部を適用すれば、本願発明は想到容易であるとした。 

 これに対し、判決は、引用例２において、弓形突出部３２が離間して配

置されているのは、公知の連結部材に比べて柔軟性を具えることを目的と

していると認めた。そして、この目的に照らせば、引用例２の連結部材は、

弓形突出部３２及びその先端のフック部３４の双方が周方向に離間したも

のとして開示されている。したがって、先端のフック部３４のみを弓形突

出部３２から切り離して取り上げ、これを引用発明１のリブ１２２に代え

て採用することは、容易に想到し得たとはいえないとした。 

 また、仮に引用例２に弓形突出部３２とは独立して、周方向に離間した

フック部３４の構成が開示されているとしても、引用発明１における周方

向連続壁の先端部のリム１２２に代えて引用例２のフック部３４を採用し

たとすると、弓形突出部材３２及びフック部３４の双方を不連続に構成し

た引用例２記載の発明に比べて、カップリングの柔軟性が大きく劣ること

になる。その結果、公知の連結部材に比べて柔軟性を具えるという引用例

２の目的は減殺される。そのように引用例２の目的を減殺する方向での組

合せを当業者が行うことは通常は考えられない。 

 よって、引用発明１に引用例２を適用することによって本願発明の相違

点に係る構成とすることは想到容易とした審決は誤りである。 

 



 2
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【本件の対象クレーム】 

請求項１：オストミー、失禁または創傷医療器具に装着して使用するための連結部材であ

って、周方向連続壁を有する環状ボディを具え、前記周方向連続壁にはアンダーカット構

造が設けられ、このアンダーカット構造は、円周方向に不連続な複数のアンダーカット円

弧状部を複数の空隙に対して交互に具え、前記複数のアンダーカット円弧状部は、前記環

状ボディの軸線に対して傾斜した径方向突出面をそれぞれ有することを特徴とする連結部

材。 

 

【明細書記載の効果】 

 「本発明によると、より深いアンダーカットを可能とし、さらに傾斜を必要とせず、か

つウィトネスラインの発生を回避し得ると共により確実に止まり、かつ／または密閉機能

を有する連結部材およびカップリングを提供することができ、特に失禁および創傷医療器

具における連結部材およびオストミーカップリングとして好適である。」（段落００２６） 

 

【他の争点】 

 審査手続に関し、原告は、引用例２（特開昭５８－１６５８４２）が、拒絶査定おいて

周知技術の例として示され、出願人（原告）に意見を述べる機会がなかったので、審決は

特許法第１５９条２項に違背するとの主張をした。 

 これに対し、裁判所は、次の判断を示した。原告は、拒絶査定によって実質的な理由を

認識し、それについて反論、補正を行っていると認められるから、出願人である原告の防

御権行使の機会を奪うことはなかった。したがって、審判官が、引用発明１、引用発明２

に基づいて容易に発明することができたという理由を通知することなく審決をしても、そ

れが手続の誤りとして違法となることはない。 
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事件番号  平成２０年（行ケ）１０１３０号 

判決日 平成２０年１２月２５日 

対象出願・特許  特願平８‐３２２４０２号、特開平１０‐１６０８２３号        

発明の名称 レーダ 

判断分類 Ｂ：組み合わせ容易とした判断の誤り 

審決判断の誤り 課題の共通性なし。動機付けなし。 

事 件 概 要  引例には，移動体の移動速度を検知する移動体速度検知手段を備え，表示

画面内における移動体の表示位置よりも前方の警戒空域の表示範囲を移動

体の移動速度に応じて広げることを特徴とする航法装置が開示されていた。

審決は，引用発明に，周知技術であるオフセンタ機能を組み合わせることに

より，移動体速度検知手段によって検知された移動体の移動速度が大きくな

るほど，表示画面内における移動体の表示位置を基準位置よりも後方へ所定

量だけシフトさせる際のシフト量を大きくする手段を設けた本願のレーダ

の構成に至ることは，容易想到であると判断し，本願発明の進歩性を否定し

た。本判決は、この審決の容易想到性の判断に誤りがあるとして，特許庁の

拒絶審決を取り消したものである。 

判 示 事 項 

 

（１）引用発明および周知技術の認定 

 引用発明は，ＣＲＴ上（表示器ＤＩＳＰＬＡＹ上）の全体の表示画面には，

衝突のおそれの有無にかかわらず，他航空機が表示されていることを前提と

して，既に，全体の表示画面に表示されている他航空機の中で，操縦者に対

して，真に衝突を警戒すべき他航空機を操縦者に識別させて，注意をしやす

くする目的で，警戒空域を表示させるという課題解決のための技術である。

一方,周知技術であるオフセンタ機能は，探知画像の描画中心位置を後方へ

変化させることにより，前方の表示画面限界位置までの表示範囲を広げて，

変化させる前に見えていない探知物標が見えるようにし，他方，後方の表示

画面限界位置までの表示範囲を狭め，変化させる前には見えていた探知物標

を見えなくする技術である。 

（２）課題の共通性および動機付けについての判断 

 他航空機等が，全体の表示画面に，自航空機の速度を速くする前から既に

表示されている引用発明においては，警戒空域の表示態様として，オフセン

タ機能を適用する解決課題ないし動機づけはない。 

 本願発明と引用発明は，解決課題及び技術思想を互いに異にするものであ

って，引用発明を前提とする限りは，本願発明と共通する解決課題は生じ得

ないにもかかわらず，審決は，解決課題を想定した上で，その解決手段とし

て周知技術を適用することが容易であると判断して，引用発明から本願発明

の容易想到性を導いた点において誤りがある。 

 



 - 2 -20 

【対象クレーム】（本願の請求項１に係る発明） 

「 アンテナの指向方向を順次変えるとともに，パルス電波の送受波を行い，アンテナ周囲

の探知画像のデータを生成し，所定の範囲の探知画像を表示画面内に表示する移動体に装備

されるレーダにおいて， 

 前記移動体の移動速度を検知する移動体速度検知手段を備え， 

 表示画面内における移動体の表示位置を前記表示画面内の基準位置から移動体の移動方向

に対して後方へ所定のシフト量だけシフトさせて前記探知画像を表示し，前記移動体速度検

知手段により検知された移動体の移動速度が大きくなるほど，前記シフト量を大きくする探

知画像表示制御手段を設けたことを特徴とするレーダ。」 

   

 

【引用発明】（特開昭 61-79179 号公報） 

「特許請求の範囲 

 (1) 航空機衝突防止装置の脅威機表示装置に於いて，

自他航空機の衝突を警戒すべき空域表示を自航空機の

速度に応じて変更するようにしたことを特徴とする航

空機衝突防止装置に於ける警戒空域表示方式。」 

 

【周知技術】（特開昭 59-17177 号公報など） 

 レーダにおいて移動体の表示位置を表示画面の中心位置から後方へ移動させて表示する技

術（オフセンタ機能）。 

 なお、本願明細書の段落 0002 にも、「船舶などで用いられる従来のレーダは，・・・基本

的に自船の位置を探知画像の中心として探知画像を表示するようにしている。・・・船舶が航

行しつつ前方の広い範囲に注意を払って物標の監視を行えるように，表示画面の下方寄りに

自船位置を配置して，自船前方の表示範囲を広くとるようにするシフトまたはオフセンター

と称される機能（以下「シフト機能」という。）を備えている。」との記載がある。 

 

【その後の動向】 

平成 21 年 1 月 26 日 審判における新たな拒絶理由通知 

平成 21 年 3 月 30 日 意見書・手続補正書 

平成 21 年 7 月 9 日 第２次審決（結論：進歩性欠如により請求棄却） 
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事件番号 平成１９年（行ケ）１０２５８号 

判決日 平成２１年１月２８日 

対象出願・特許 特許第３３２３４８９号（特許２００１‐１８９６５０） 

発明の名称 溶融金属供給用容器 

判断分類 Ｂ 

審決判断の誤り ある方式の機械を別の方式の機械に転用するあたり別の方式で必須出

ない構成を具備したままとするには十分な具体的理由が必要，本件発

明と引用発明との課題・解決手段・作用効果の相違 

事件概要 １．無効審判（成立）に対する審決取消訴訟。 

２．本件発明１では，ハッチに容器の内外を連通し，容器内の加圧

を行うための内圧調整用の貫通孔が設けられとしているのに対し

て，甲２発明における受湯口小蓋（ハッチ）は，この点が記載され

ていない点（相違点Ｂ’）等の相違点がある。 

３．審決は、相違点Ｂ'について，①加圧式のものにおいて，蓋に

設ける例，容器本体に設ける例があり，どこに設けるかは任意であ

り，②甲２発明の「受湯口小蓋」は開閉自在であるので，開閉自在

な「受湯口小蓋」に貫通孔を設けるのが，加圧式において一番便宜

であるから，当業者が容易に発明することができると判断した。 

判示事項 甲２発明の容器は，傾動式の取鍋であると認められるところ，・

これを，加圧式とすること自体は，当業者がこれを適用することは

容易に想起できるものと認められる。 

しかし，このことは，当業者が甲２発明から出発してこれにいわ

ゆる加圧式の容器を採用しようと考えた後は，加圧式の容器であれ

ば性質上当然具備するはずの構成のほかそのすべての個々の具体

的構成は当然に適用できることを意味するものではない。・・・し

たがって，甲２発明の傾動式の容器に接した当業者がこれを加圧式

の取鍋にすることを考える際，あえて，必須なものではない受湯口

及び受湯口小蓋を具備したままの構造とするのであれば，そうした

構造を採用する十分な具体的理由が存する必要がある。 

本件発明１と甲２発明とを対比すると，技術分野は同じくするも

のの，その技術的課題，その課題解決手段，その機能や作用は、異

なるものであるから，そのような甲２発明に接した当業者が，本件

発明１の相違点Ｂ’の構成を容易に想起することができたと認める

ことはできない。 
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１．本件発明１ 

 【請求項１】溶融金属を収容することができ，上部に第１の開口部を有する容器と，前記容器の内

外を連通し，前記溶融金属を加圧により流通することが可能な流路と，前記容器の第１の開口部を覆

うように配置され，ほぼ中央に前記第１の開口部よりも小径の第２の開口部を有する蓋と，前記蓋の

上面部に開閉可能に設けられ，前記容器の内外を連通し，容器内の前記加圧を行うための内圧調整用

の貫通孔が設けられ，前記容器内部の気密を確保するハッチとを具備し，公道を介してユースポイン

トまで搬送されることを特徴とする溶融金属供給用容器。 

 

 

 

 

 

 

 

本件発明１                   甲２発明 
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事件番号 平成２０年（行ケ）１０３００号 

判決日 平成２１年４月１５日 

特許番号 特許４３３２６８２号 

発明の名称 繊維強化成形体 

判断分類 B：組合せ容易とした判断の誤り。 

審決判断の

誤り 

課題の共通性なし。 

課題が相違するために組合せ困難 

事件概要 審決は、相違点４について特に容易想到性を否定した。相違点４… 内管を

構成するエラストマー組成物の特性が，本願発明では「１００℃での５０％

モジュラスが３．０ＭＰａ以上」に特定されているのに対し，引用発明では

かかる特定がなされていない点。審決に対し原告がその取消しを求め、裁判

所は、審決を取り消した。 

判示事項 (1) 課題の共通性なし 

 ････審決は，繊維補強層を有するホースの内管を構成するエラストマー組

成物として，１００℃前後での５０％モジュラスを３．０ＭＰａ程度以上の

ものとすることは，甲４，甲５に記載されているように，当該技術分野にお

いて，普通に採用される範囲のものであるから，甲１発明において「１００℃

での５０％モジュラスが３．０ＭＰａ以上」のものを採用することは，容易

想到でとする。しかし，従来、エラストマー組成物の１３５℃における５０％

モジュラスは，約０．９８～２．３５ＭＰａ程度であり，甲４，甲５記載の

技術は，加硫時に発生する補強糸の棚落ちという特定の課題を解消するため

に，１３５℃における５０％モジュラスが約１．９６～３．９２ＭＰａとい

う値のエラストマー組成物を採用したものである。そうすると、繊維補強層

を有するホースの内管を構成するエラストマー組成物を，１００℃における

５０％モジュラスが３．０ＭＰａ程度以上のものとすることは，１００℃と

１３５℃の温度の差を考慮に入れても，繊維補強層を有するホースに関する

技術分野において，普通に採用される範囲のものとはいえない。 

しかも，引用発明で繊維補強層に用いられているヘテロ環含有芳香族ポリ

マーからなる繊維は，耐熱性，難燃性であり，その分解温度は６００℃以上

であり，伸度も３．０％以下であるから、６００℃を超えて分解温度に達す

るまでほとんどその形状を維持し強度を保つことになり，１００℃程度の温

度条件では，ホースの補強に関する性能に特段の影響は生じないと解され，

引用発明において，ホースの内管を構成するエラストマー組成物の１００℃

における５０％モジュラスを，敢えて普通に採用される値より大きい３．０

ＭＰａ程度以上とする必要性はなく，そのようにする契機があるとはいえな

い。 

したがって、繊維補強層を有するホースの内管を構成するエラストマー組

成物について、１００℃における５０％モジュラスを３．０MPa 程度以上と

することは、普通に採用される範囲であるとはいえず、更にこれを引用発明

に適用して相違点４に係る構成とすることが、当業者にとって容易想到であ

るとはいえない。 

 



24 

【対象クレーム】本願補正発明（下線部分：補正部分） 

請求項１ 

「内管と外管との間に１層乃至複数層の補強層を配置したホースにおいて、少なくとも１

層の補強層を形成する繊維コードは（１）式にてｎとｍの関係が１．０５≧（ｎ＋ｍ）／

ｎ≧１．００となる構造を有する脂肪族ポリケトン繊維を含むコードからなり、該繊維コ

ードは下記（２）式で表される撚り係数Ｋが１５０～８００の範囲にあり、該繊維コード

の強度が１０ｇ／ｄ以上であり、かつ前記内管を構成するエラストマー組成物の１００℃

での５０％モジュラスが３．０ＭＰａ以上であるホースからなる繊維強化成形体。  

（１）式 －（ＣＨ2 －ＣＨ2 －ＣＯ）ｎ－（Ｒ－ＣＯ）ｍ－ ここでＲは炭素数が３以上

のアルキレン基  

（２）式 Ｋ＝Ｔ√Ｄ ここでＤはコードの総デニール数、 Ｔはコードの１０ｃｍ当た

りの上撚り数、Ｋは撚り係数」 

 

 

【その後の動向】 

再審理の上、平成２１年５月２６日 特許審決 
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事件番号 平成２０年（行ケ）１０１２１号 

判決日 平成２１年４月２７日 

対象出願 特願２００３－１０２８２５号（特開２００３－２７８９２４号） 

発明の名称 切換弁及びその結合体 

判断分類 Ｂ：本件発明の構成のすべてが、いずれかの引例に記載されているが、組合せ容易とし

た判断の誤り 

審決判断の

誤り 

主引例（引用発明１）および本願発明の技術的特徴に対する副引例（引用発明２）の技

術的特徴の相違 

組み合わせ容易（適用可能）の根拠不明 

事件概要  主引用発明（及び本願発明）の技術的特徴と、主引用発明に組み合わせる発明との技

術的特徴の違いを考慮すれば、組み合わせが容易とは言えないとして、拒絶審決が取り

消された。 

 被告は、本件訴訟において、周知文献として、乙１周知文献ないし乙３周知文献を提

出したが、これらの周知文献に基づく被告の主張は、採用されなかった。 

判示事項 (3) 容易想到性についての判断 

 （前略） 

 そうすると，引用発明は，レバーと回転軸との関係においては，「回動－回動変換」方

式を採用している点において，本願発明と共通するのに対して，引用発明２は，押し部

と回転軸中心との関係において「直動－回動変換」方式を採用しており，押し部１１を

押す直動の操作力を回転板９の回動に変換するとの技術的特徴を備えている点におい

て，引用発明及び本願発明と相違する。 

 引用発明２の技術的特徴及び相違点を考慮するならば，引用発明と引用発明２とを組

み合わせて本願発明の構成に到達すること，すなわち，引用発明２のラチェット歯９４

を，引用発明の回動伝達部に適用することにより，本願発明の構成である「該切換レバ

ーによる回動伝達部にラチェット機構を有する」構成に至ることが容易であるとはいえ

ない。 

(4) 被告の主張に対して 

 （前略） 

 まず，そもそも，審決は，本願発明に係る容易想到性の判断に関しては，単に，「引用

発明と引用文献２に記載された発明は，蛇口に連絡する切換弁において，水路切換機構

を回動させる手段である点で共通するものであるから，引用発明において，回動伝達部

にラチェット機構を用いることで相違点イに係る本願発明の構成とすることは，当業者

に容易である」との説示をするのみであって，引用発明２に着目した実質的な検討及び

判断を示していない。 

 特許法１５７条２項４号が，審決に理由を付することを規定した趣旨は，審決が慎重

かつ公正妥当にされることを担保し，不服申立てをするか否かの判断に資するとの目的

に由来するものである。特に，審決が，当該発明の構成に至ることが容易に想到し得た

との判断をする場合においては，そのような判断をするに至った論理過程の中に，無意

識的に，事後分析的な判断，証拠や論理に基づかない判断等が入り込む危険性が有り得

るため，そのような判断を回避することが必要となる（知財高等裁判所平成２０年(行ケ)

第１０２６１号審決取消請求事件・平成２１年３月２５日判決参照）。 

 そのような点を総合考慮すると，被告が，本件訴訟において，引用発明と引用発明２

を組み合わせて，本願発明の相違点イに係る構成に達したとの理由を示して本願発明が

容易想到であるとの結論を導いた審決の判断が正当である理由について，主張した前記

の内容は，審決のした結論に至る論理を差し替えるものであるか，又は，新たに論理構

成を追加するものと評価できるから，採用することはできない。 （後略） 
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【対象クレーム】 

 【請求項１】 

 蛇口と連結可能な原水流入口と，原水をそのままストレート状またはシャワー状に吐水する各原水吐

出口と，浄水器に接続可能な原水送水口とを備えた切換弁本体並びに取っ手部分を備えた切換レバーと

を有する切換弁であって，該切換弁本体の内部に，該切換レバーと連動して回動する回転軸の回動操作

により各原水吐出口または原水送水口への水路の切り換えを行う水路切換機構及び該切換レバーによる

回動伝達部にラチェット機構とを有するとともに，該切換レバーが，その取っ手部分の上面側または下

面側の少なくとも一部分に，前記回転軸に対して常に平行となる略平面部を有する切換弁。 

 

【主たる争点】 

 引用発明２によって本願発明と引用発明との相違点イに係る構成を容易に想到し得たか否か？［取消

事由２］ 

 相違点イ：本願発明が「切換レバーによる回動伝達部にラチェット機構を有する」としているのに対

して引用発明ではその様な構成を有していない点 

 

【本訴提起に至るまでの経緯概要】 

平成 ８年 ６月２７日   原出願１（特願平８－１８５３３０号） 

平成１３年１２月２０日   原出願１から分割した原出願２（特願２００１－３８７０２５号） 

平成１５年 ４月 ７日   原出願２から分割した本件特許出願（特願２００３－１０２８２５号） 

平成１９年 ５月１８日   拒絶査定 

平成１９年 ７月１０日   拒絶査定不服審判請求（不服２００７－１９３０２号） 

平成２０年 １月２１日   請求不成立審決⇒審決取消訴訟提起 

 

【判決後の動向】（平成２２年２月２５日時点） 

平成２１年 ６月２９日   審理再開および拒絶理由通知 

平成２１年 ８月２８日   手続補正書提出および意見書提出 

平成２１年 ９月１６日   特許審決 

 

【関連事件】 

 平成２０年（行ケ）第１０１２０号（請求棄却） 
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事件番号 平成２０年（行ケ）１０３３８号 

判決日 平成２１年７月２９日 

特許番号 特開平１１－２０７４２０ 

発明の名称 ダイセット及びダイセットの製造方法 

判断分類 Ｂ：組み合わせ容易とした判断の誤り 

審決判断の

誤り 

相違点に係る構成が証拠に示されているが、相違点に関する周知例と引用例

とが、相反するため組み合わせられない 

事件概要 本願発明が、案内体の本数（相違点１）、および可動側型形成体が片持ち梁に

なっているか否か（相違点２）の点で引用例発明１と相違している。審決で

は、案内体が１本であるという相違点１の容易想到性の判断に周知例を用い、

相違点２の容易想到性の判断に案内体が２本であることを前提とする引用例

発明２を用いており、周知例と引用例発明２とが相反するものであるにもか

かわらず、その点の矛盾に対する合理的説明がなされていない。よって、審

決書に理由記載を求めた趣旨に照らして，十分な説示がされているとはいえ

ないず、進歩性を否定した審決を取り消した。 

判示事項 （１）審決の結論を客観的に裏付けるだけの説示が無い 

 特許法が、審決書に理由の記載を要求した趣旨は、①審決における判断の

合理性等を担保して恣意を抑制すること、②審決の理由を当事者に知らせる

ことによって、取消訴訟（不服申立）の要否等を検討するため、当事者に対

する便宜を図ること、③理由を文書に記載することによる事実上の結果とし

て、公正かつ充実した審判手続が確保されること等によるものである。 

 特に、審決において、特許法２９条２項所定の要件を充足すると判断する

場合には、その性質上、客観的な証拠（技術資料）に基づかない認定や論理

性を欠いた判断をする危険性が常に伴うものである。したがって、審決書に

おける「審決の理由」には、事実認定が証拠によって適切にされ、認定事実

を基礎とした結論を導く過程が論理的にされている旨客観的に説示されてい

ることが必要であり、後に争われる審決取消訴訟においても、その点に関し

て、吟味、判断するのに十分な内容であることが不可欠といえる。しかし，

審決では，本願発明と一つの技術的構成においてのみ一致し，複数の技術的

構成において，実質的相違が存在し，その課題解決も異なる引用例発明１を

基礎として，本願発明に到達することが容易であるとする判断を客観的に裏

付けるだけの説示は，審決書に記載されているとはいえない。 

（２）容易想到性の判断 

 引用例発明２は，「２本の円柱体のガイドポスト」を必須の構成要件とす

るものであって，相違点１に関して容易であるとする判断の基礎として用い

た周知例と相反するものであるため，周知例と引用例の相互の矛盾を説示す

ることが求められるが，審決では，その点の矛盾に対する合理的な説明は，

されていない。 

 以上のとおり，本件における審決書に記載された具体的な理由は，特許法

１５７条２項が審決書に理由記載を求めた趣旨・・・に照らして，十分な説

示がされているとはいえない。したがって，審決の取消事由に関する原告の

主張（とりわけ，取消事由２に係る主張）は，理由がある。ものではない。
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・本願発明の要旨 

  本願発明は、平成１９年４月２６日（審査時）に提出された手続補正書により補正さ

れた特許請求の範囲に記載された発明であり、次のとおりである。 

【請求項１】 

 固定側の型を形成するための固定側型形成体（２－２）と前記固定側型形成体（２－

２）に対して相対的に可動である可動側の型を形成するための可動側型形成体（３－２）

とからなる型形成体と、 

 前記可動側型形成体（３－２）を１軸方向に案内するための案内体（４）とからなり、 

 前記案内体（４）に対して可動な前記固定側型形成体（２－２）又は前記可動側型形

成体（３－２）に案内用孔が形成され、前記案内体（４）と前記案内用孔とは案内面（４

－５）を介して滑動し、 

 前記案内面（４－５）は平面を備え、前記平面は前記案内体（４）の軸心線と前記固

定側型形成体（２－２）又は前記可動側型形成体（３－２）が、前記案内体（４）から

張り出す部分の重心を含む張出し面に概ね直交している 

 ダイセットにおいて、 

 前記可動側型形成体（３－２）は、一端部が１本の前記案内体（４）に支持され他端

部は支持されない片持ち梁になっており、 

 前記案内面（４－５）は前記案内体（４）の側面に形成され、前記案内面（４－５）

の前記平面は互いに直交する４平面で形成されており、 

 前記４平面の各前記案内面（４－５）と前記案内孔の間に介設されているガイドブッ

シュ（８－１）と、 

 前記ガイドブッシュ（８－１）と前記案内面との間に介設されているガイドローラリ

テーナ（９－１）と、 

 前記ガイドローラリテーナ（９－１）は複数のガイドローラ（９）を備え、前記ガイ

ドローラ（９）は前記案内面（４－５）上を転動する 

ことを特徴とするダイセット。 
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事件番号 平成２０年（行ケ）１０４３１号 

判決日 平成２１年９月３０日 

特許番号 特願平９－５１４３６３号 

発明の名称 AC電流センサ 

判断分類 B：組合せ容易とした判断の誤り 

審決判断の

誤り 

主引例の技術と周知例の技術とが構造を異にしており組合せ困難。 

課題の共通性なし。動機付けなし。阻害要因あり。 

事件概要 審決における相違点２（本願発明では２次コイルおよび前記導電性要素は、前記２次コ

イルと前記導電性要素を規定する導電体を含む多層基板上に配置されるのに対し、引用

発明はそのような構成のものではない点）の構成を引用発明と周知技術から容易に想到

できたか否かを判断するに当たっては、引用発明に係る電流トランスデューサーにおい

て、周知技術を適用するための共通の解決課題ないし動機付けが存在していたか否か、

仮に存在していたとして、周知技術を適用するための阻害要因がなかったか否かを検討

する必要があるが、本件では引用発明にそのような解決課題ないし動機付けが存在した

とはいえず周知技術を適用することを阻害する要因があったとして拒絶審決が取り消さ

れた。 

判示事項 （１）解決課題および動機付けについて 

引用刊行物には，２次コイルとして，環状コイルを用いることを前提とし，引用刊行物には，相

互インダクタンス電流トランスジューサーの２次コイルを環状コイル以外のものとする可能性を

示唆する記載はない。引用発明は，電流感知トランスジューサーの従来技術を前提としながら，環

状コイルにおけるシンメトリー構造の実現という課題を，環状コイルを多重層構造とすることで解

決しようとしており引用発明と本願発明は課題解決の前提が異なるから，引用発明の解決課題から

は，コイルを多層基板上に形成するための動機付けは生じない。 

（２） 阻害要因について 

 引用発明…細長いほぼ直線状の導電体の周囲に同軸的に円筒形のスリーブを配置し，その円筒

形スリーブと嵌合するように環状コイルが配置され，環状コイルがほぼ直線状の導電体の周囲を取

り囲むという構成を採用。周知例…１次コイルと２次コイルが平面的に対向するように配置。した

がって，引用発明と周知例の技術は，構造を異にしており、導電体と環状コイルとからなる，引用

発明のトランスの構成に，上記周知例に記載されたトランスの構成を適用する場合，２次コイルで

ある環状コイルは，直線状の導電体に直交する仮想的な平面上に，前記導電体を囲むように配置さ

れることが必要となる。しかし，周知例に記載されたトランスは，平面状コイルを形成した絶縁基

板を積層するものであり，平面上の１次コイルと２次コイルは，互いに平行な基板面上に形成され，

引用発明の導電体と環状コイルの配置関係と，周知例に記載されたトランスにおける１次コイルと

２次コイルの配置は，構造上の相違が存し引用発明に周知例の構成を適用することには，困難性が

あるというべきである。 また，引用発明に周知例に記載された技術を適用することを想定した場

合，まず，引用発明においてはほぼ直線状の導電体とすることにより導電体によるインピーダンス

の発生が抑制されているのに対し，引用発明の導電体に対応する周知例の１次コイルは渦巻状であ

って導体長が長く，それ自体がインピーダンスとして働く余地があり，この点でも引用発明に周知

例の技術を適用しようとするに当たっての阻害要因となる。さらに，引用発明においては，電力メ

ーター用電流感知トランスジューサーとして，需要家に供給される電力の正確な測定ということが

技術的課題とされ，そのために，環状コイルに作用する外因性磁場による悪影響の排除という課題

が存在するのに対して，周知例の技術においては，専ら１次コイルと２次コイルの磁気結合の強化

ということが技術的課題とされていて，外部磁界による磁気干渉は，格別考慮する必要がない点に

おいて，引用発明に周知例の技術を適用しようとするに当たっての阻害要因となり得る。 
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【対象クレーム】 

請求項１ 

負荷インピーダンスに供給される信号に検知可能な影響を与えることなく電気回路の負荷インピーダンスに供給さ

れる電流を検出する電流センサであって，前記回路は電源と，当該電源および前記負荷インピーダンスの間において

電流を流す電流経路とを備えるタイプのものであり，前記センサは： 

変圧回路の１次コイルとしての機能を果たす，前記電源を前記電気回路の前記負荷インピーダンスに接続させるとと

もに，前記電流経路の一部をなす少なくとも１つの導電性要素と； 

前記導電性要素に磁気的に密に結合されるように配置された，前記変圧回路の少なくとも１つの２次コイルと； 

前記負荷インピーダンスを経由する電流を表す出力信号を供給するとともに，前記２次コイルに結合された一対の出

力端子とを備え； 

前記導電性要素は，前記センサによって前記電気回路に印加されるレジスタンスおよびインダクタンスが最小になる

ように構成されており，前記電源および前記負荷インピーダンスに直列に結合された，導電体の一部分であり， 

前記２次コイルおよび前記導電性要素は，前記２次コイルと前記導電性要素を規定する導電体を含む多層基板上に配

置された電流センサ。 

 

 

【その後の動向】 

差戻し審決，審査中（平成２２年１月２７日付で意見書・補正書提出）。 
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事件番号 平成２０年（行ケ）１０４０５号 

判決日 平成２１年７月７日 

特許番号 特開２００３－３４１１００ 

発明の名称 インクカートリッジおよびインクカートリッジホルダ 

判断分類 Ｂ：引例（１件）との課題の共通性無し、動機付けの欠如 

Ｃ：設計事項の判断の誤り 

審決判断の

誤り 

審決が引例との相違は設計事項に過ぎないと判断したのは誤り 

事件概要 審決が，回路基板と位置決め開口穴との位置関係をどうするかは当業者が必要に

応じて適宜設計し得る事項にすぎないとした判断は誤りであると判示 

判示事項 (1) 位置決め機構の課題について 

本件発明における位置決め機構の課題が，製品ごとのばらつきやインクカ

ートリッジホルダに設けられているクリアランスによるインクカートリッジ

のＩＣチップとインクカートリッジホルダの読取部との位置ずれであり，引

用発明における課題も，回路基板の接続のために位置決め精度の向上である

から，両発明の課題は概括的にはＩＣチップとその読取部の位置決めをする

際にずれを小さくするという点で共通する。 

しかしながら，課題として解決すべき位置ずれについて，本件発明では製

品ごとのばらつきやインクカートリッジホルダのクリアランスによるものが

意識されており，本件発明はこのような位置ずれによる影響を最小限に抑え

ようとするものであるのに対して，引用発明では，一般的な位置決め精度の

向上という観点が記載されるのみで，製品ごとのばらつき等による位置ずれ

を解消しようとするものではないから，両者の課題認識は相違する。 

(2) 課題を解決する手段としての「近傍に配置すること」 

引用発明におけるインクカートリッジは，インクカートリッジホルダに接合

する面が長方形であるものを想定しているが，その長方形の内部において，イ

ンク導入口のような他の必要な部材と共に回路基板及び開口穴を配置しよう

とする場合，これらの部材をスペースに余裕のある長手方向に配列しようとす

るのが自然な発想であり，本件発明のようにあえて短手方向に複数の部材を配

置しようとするには，何らかの示唆に基づくそれなりの動機付けを必要とす

る。したがって，引用発明において，回路基板と開口穴とを近傍に配置しよう

としたからといって，必ずしも本件発明の相違点に係る構成を採用することと

なるわけではない。 

これに対し，本件発明において，相違点に係る構成が採用されたのは，接

続電極部における位置ずれを極めて小さくし，製造のばらつきによる位置決

め部を中心とする上下の回動による影響も最小限に抑えようとの動機に基づ

くものであると認められるところ，そもそも引用発明が課題として製造のば

らつきを意識したものではないし，それを示唆する記載もない。 

よって，引用発明に基づいて本件発明との本件相違点に係る構成を採用す

ることは，当業者にとって単なる設計事項であるということはできない。 
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１．本件特許発明 

【請求項１】 記録装置にインクを供給するインクカー

トリッジであって、 

 前記インクを収容し、第１の壁 310 と該第１の壁と交

差する略長方形の前壁320を有するインクカートリッジ

本体 302 と、 

 前記インクカートリッジ本体の前記第１の壁の一部

に設けられ、記憶素子 314と電気的に接続した少なくと

も一つの接続電極 316a を含む接続電極部 316と、 

 前記前壁 320 に設けられたインク供給部 322と、 

 前記前壁320上の前記接続電極部316近傍に配置され、

前記インクカートリッジを前記記録装置の位置決め部

材 220 に沿って案内する位置決め部 326 を備え、 

 該位置決め部は、前記接続電極部 316 と略平行な方向

で且つ前記接続電極部316と対向するように前記記録装

置の位置決め部材 220 を案内可能に形成されており、 

 前記第１の壁 310 に対して垂直方向から見たときに、

前記位置決め部 326の中心軸は、前記接続電極部 316 の

幅内にあり、且つ、 

前記位置決め部 326および前記接続電極部 316が、前記

前壁320の短辺と平行な方向に配列されていることを特

徴とするインクカートリッジ。 

（適宜符号を付けた） 

 

２．引用発明（特開 2002-19135） 

引用発明は，加圧空気を導入してインクを送り出す機能と，半

導体記憶手段を搭載して記録装置本体との間でデータの授受を実

行するようなインクカートリッジに関するものであり，このよう

なインクカートリッジを記録装置のカートリッジホルダに装填し

た場合，加圧空気の導入と同時にインクの導出を可能にし，さら

に半導体記憶手段とのデータの授受を行なうために回路基板の接

続等も同時に行われる構成が必要となるところ，機構的及び電気

的ないくつかの接続を行うために，カートリッジをホルダ内に装

填する場合における位置決めの精度が重要な課題となる。 

引用発明においては，その課題を解決するために，加圧空気導

入口 52，インク導出口 50，回路基板の接続端子 59 をカートリッ

ジケースの一面に配置し，位置決め手段を構成する２つの開口穴

51 が前記一面の長手方向に配置するとともに，各開口穴のほぼ中

間部にインク導出口 50 を，各開口穴の両外側に回路基板の接続端

子 59 と加圧空気導入口 52 をそれぞれ配置する構成とすることに

より，機構的及び電気的な各接続機構の位置合わせを正確に行い，

位置決め精度を向上させるものである。 
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事件番号 平成２０年（行ケ）１００９６号 

判決日 平成２１年１月２８日 

出願番号 特開平８－３１５８８４号 

発明の名称 回路用接続部材 

判断分類 Ｃ：引例（１件）との相違点に係る容易想到性判断の誤り 

審決判断の 

誤り 

課題の把握の誤り（本願発明の課題の看過） 

引例には、本願発明の特徴点に到達できることの示唆等がない 

事件概要 引例には、上位概念（フェノキシ樹脂）と実施例で具体的物質（ビスフェ

ノールＡ型）を用いた回路用接着剤が開示されていた。これに対して、異

なる下位概念（ビスフェノールＦ型）を用いた回路用接着剤の進歩性を否

定した拒絶審決が取り消された。 

判示事項 出願に係る発明の特徴点（先行技術と相違する構成）は、当該発明が目的

とした課題を解決するためのものであるから、容易想到性の有無を客観的

に判断するためには、当該発明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、

当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。そ

して、容易想到性の判断の過程においては、事後分析的かつ非論理的思考

は排除されなければならないが、そのためには、当該発明が目的とする「課

題」の把握に当たって、その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結

果」の要素が入り込むことがないよう留意することは必要となる。さらに、

当該発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に

当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推

測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するために

したはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであ

るのは当然である。 

本件あてはめ ①本願明細書の記載から、ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂を必須成分

として用いることとしたのは、ビスフェノールＡ型フェノキシ樹脂を用い

ることに比べて、接続信頼性及び補修性を向上するためである。 

②引例には、相溶性及び接着性の更なる向上のみに着目してビスフェノー

ルＦ型フェノキシ樹脂を用いることの示唆等は認められない。 

③ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂はビスフェノールＡ型フェノキシ樹

脂に比べて耐熱性が低いという問題がある。 

④以上の事実を考慮すると、引例のフェノキシ樹脂についてビスフェノー

ルＦ型フェノキシ樹脂を用いることは当業者にとって容易とはいえない。
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【対象クレーム】本願補正発明（下線部分：補正部分） 

請求項１ 

「下記（１）～（３）の成分を必須とする接着剤組成物と、含有量が接着剤組成物１００

体積に対して０．１～１０体積％である導電性粒子よりなる、形状がフィルム状である回

路用接続部材。 

（１）ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂 

（２）ビスフェノール型エポキシ樹脂 

（３）潜在性硬化剤」 

 

 

【その他】 

原告主張の取消事由は下記２つであったが、判決では、取消事由２のみが判断された。 

①取消事由１ 

引用発明の認定の誤り及び相違点の看過 

②取消事由２ 

相違点に係る容易想到性の誤り 

 

本件判決では、容易想到性の判断基準について、一般論として、『容易想到性の判断の過程

においては、事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが、そのためには、

当該発明が目的とする「課題」の把握に当たって、その中に無意識的に「解決手段」ない

し「解決結果」の要素が入り込むことがないよう留意することは必要となる。』と、いわゆ

る「後知恵防止」を積極的に述べられている。 

 

 

【その後の動向】 

再審理の上、平成２１年７月３１日 特許審決 
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事件番号 平成２０年（行ケ）１００２６号 

判決日 平成２１年２月１７日 

対象出願・特許 特願平 7－５０６９８５ 

発明の名称 動的な乗り物 

判断分類 Ｃ       ＊本稿では請求項３の本願発明３だけをとりあげた

審決判断の誤り 本願発明と引用刊行物との技術思想の相違，引用刊行物に相違点に係

る構成の技術的意義についての記載及び示唆なし 

事件概要 １．拒絶査定不服審判に対する審決取消訴訟。 

２．本願発明３の発明の要旨は、「乗客を乗せ，乗物の外側の環境を

通る軌道に沿って動く動的な乗物において，（a）前記環境に対して軌

道に沿って動くシャーシと，（b）乗客を乗せることができる車体と，

（c）車体をシャーシに接続し，シャーシと独立した車体の調整された

運動を行なわせるアクチュエーターと，を有し，車体が前進加速段階

にある時，アクチュエーターが，車体の前方側を，車体の後方側に対

して，持ち上げる，乗物。」 

３．引用刊行物には「車体が前進加速段階にある時，アクチュエータ

ーが，車体の前方側を，車体の後方側に対して，持ち上げる」が記載

されていなかった（相違点１）。 

４．審決は、相違点１について「本願発明３は，刊行物記載発明にお

いて車両の発進状態を体感させようとすれば，これの備えている運動

装置を使用して周知のシミュレートを行うことで，当業者が容易に発

明をすることができたものである」と判断した。 

判示事項 刊行物記載発明は，動的な乗物においてシミュレーション効果を利

用するという点では本願発明３と共通するものの，シミュレーション

効果の利用状況についての着想及びそれにより実現される効果の点で

本願発明３とは技術的思想を異にするものというべきであって，刊行

物記載発明と本願発明３とでは，シミュレーションを利用することの

技術的意義が相違するものと認められる。そして，本願発明３におけ

るシミュレーションの利用の技術的意義については，引用刊行物に記

載も示唆も認め難いところ，本願発明３におけるシミュレーションの

利用の点が，相違点１に係る構成に当たるから，結局，引用刊行物に

は，相違点１に係る構成の技術的意義について，記載及び示唆がある

ものと認めることはできない。 

以上によれば，引用刊行物には，相違点１に係る本願発明３の構成

を想到する契機ないしは動機付けとなる記載や示唆があるものと認め

ることはできない。 
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１．本願発明３ 

【請求項３】「乗客を乗せ，乗物の外側の環境を通る軌道に沿って動く動的な乗物にお

いて， 

（a）前記環境に対して軌道に沿って動くシャーシと， 

（b）乗客を乗せることができる車体と， 

（c）車体をシャーシに接続し，シャーシと独立した車体の調整された運動を行なわせ

るアクチュエーターと，を有し， 

車体が前進加速段階にある時，アクチュエーターが，車体の前方側を，車体の後方側に

対して，持ち上げる，乗物。」 

 

【その後の経過】 

 平成２１．３．９ 特許審決 
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事件番号 平成２０年（行ケ）１００６４号 

判決日 平成２１年３月１１日 

特許番号 特許第２６８７１１０号 

発明の名称 工作機械の主軸装置 

判断分類 Ｃ：引例（１件）による開示不十分 

審決判断の

誤り 

構成及び作用効果の相違を設計的事項とした判断の誤り 

 

事件概要 本件発明と甲２発明（審決での引用例）とは、切削油のミストを発生する機構、

ミスト発生装置の設置箇所及び噴霧状態を保つ距離において異なる構成を採用

し、その作用効果も異なるものであるから、本件発明に係るこれらの事項は当業

者が容易に想到することができたものとはいえないとして、進歩性を否定した無

効審決が取り消された。 

判示事項  訂正後の請求項１（下線部が訂正部分）：「主軸内へ気体と液体を同時かつ別々

に供給するための二系統の供給路を設けると共に、これら供給路を通じて供給さ

れた気体と液体を混合させてミストを噴出させるためのミスト発生装置を主軸

の先端部内或いは工具ホルダ内に設けた工作機械の主軸装置であって、前記二系

統の供給路のうち内側の液体用供給路を形成する供給管及びその先端部に設け

られた液体供給孔が主軸と同体に回転するように構成されており、液体が当該液

体供給孔から供給されるとともに、気体が該液体供給孔の外周囲に設けられた狭

窄部を経て噴出されて、液体と気体が混合されるように構成されていることを特

徴とする工作機械の主軸装置。」 

 本件発明は、液体用供給管及びその先端部の液体供給孔が主軸と同体に回転す

るように構成し、これによって液体が遠心力で液体供給孔から外方に噴出して微

細化することとなり、さらに、気体がこの液体供給孔の外周囲に設けられた狭窄

部を経て噴出されることにより、液体と気体が激しく攪拌混合してミストを発生

するようにしたものであり、ミストは工具ホルダ及び工具内の通路を分離するこ

となく通過して、被加工物の比較的深い箇所にも供給されるものである。その結

果、ミスト発生装置の設置箇所は、主軸の先端部内又は工具ホルダ内とすること

が可能となっている。 

 これに対し、甲２発明は、パイプ１９をスピンドルと同体にして回転させるも

のではなく、また、液体供給孔の外周に狭窄部を設けて空気を噴出させて積極的

に液体と気体が激しく攪拌混合してミストを発生するようにするものではなく、

噴霧を切削領域に放出させるためには、パイプ１９は、ドリル工具又はフライス

工具１０の出口３１のすぐ上流側まで延びて配置する必要があるものである。 

 審決は、甲２発明の構成においては工具そのものがミスト発生のための専用の

形状を採らざるを得ないが、通常の形状の工具を用いるという一般的な要求に応

えるならば、ミスト発生のための機構を工具の手前、つまり「主軸の先端部或い

は工具ホルダ内」に設けざるを得ないのは、当然であるとして、「相違点１に係

る本件発明の発明特定事項は、当業者が適宜採用できた設計的事項である。」と

した。 

 審決の判断は、前述の本件発明及び甲２発明の構成及び作用効果の認識に立

てば、是認することができない。 
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【本件の経緯概要】 

 本件の経緯の概略は以下の通り。 

平成９年８月２２日   特許権の設定登録（請求項：３項） 

平成１８年２月１５日  特許無効審判の請求（請求項１） 

           →訂正請求 

平成１８年１１月２１日 特許無効の審決 

           →審決取消訴訟 

平成１９年２月９日   訂正審判の請求 

平成１９年３月２６日  (知財高裁)無効審決取消しの決定（特許法１８１条２項） 

平成２０年１月１６日  (特許庁)審決：訂正認容・特許無効 

 

【その後の動向】 

 本判決は確定した。 
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事件番号 平成２０年（行ケ）１０２０５号 

判決日 平成２１年３月１２日 

特許番号 特許第４３９５１９８号 

発明の名称 ポリマー組成物及びその製造方法 

判断分類 Ｃ：引例（３件）には、本願発明の構成である数値範囲が記載されていない。 

審決判断の誤り 数値範囲の最適化と発明の効果との関係が引例に記載されていない。 

阻害要因あり。 

事件概要 「樹脂中への炭素フィブリルの分散性を向上させるために炭素フィブリルの凝

集体の径を小さくすることは引用文献１及び３により本出願前に公知であ

り，・・・『凝集体の実質的全部が，面積ベースで測定して，３５μｍよりも小さ

い径を有する』と限定することは，製品に付与すべき物性値を勘案して適宜実験

的になし得た範疇を超えるものではない」として本願発明の進歩性を否定した審

決が取り消された。 

判示事項  本願発明は，炭素フィブリルの凝集体が面積ベースで測定して３５μｍよりも

小さい径を有する場合に，十分な導電性及び許容されるノッチ付き衝撃強さを得

ることができるとして，炭素フィブリルの凝集体をポリマー材料と配合させた上

でこの配合物に剪断力を適用して凝集体の実質的全部が３５μｍよりも小さい

径を有するまで凝集体を分解させるという製造方法を発明したものである。 

 引用文献２（主引例）が、「１００μｍ～２５０μｍの範囲外の（炭素フィブ

リルの）凝集体を５０重量％以上含ませない」という構成を採用していることは，

本願発明を想到する阻害要因になるとまでは直ちにいうことができないとして

も，引用文献２に接した当業者が本願発明の構成に至るためには，引用発明に定

めた要件に反して，炭素フィブリルの凝集体の実質的全部についての径の大きさ

を０．１０ｍｍ（１００μｍ）よりも小さくすることの動機付けが必要であり，

少なくとも他の公知文献等において，炭素フィブリルの凝集体の実質的全部につ

いて径の大きさを０．１０ｍｍ（１００μｍ）よりも小さくした場合に十分な導

電性と機械的強度が得られることの教示ないし示唆が存在することが必要であ

る。以上の観点から，引用文献１及び引用文献３において，そのような教示ない

し示唆が存在するかについて検討する。 

 引用文献１には，炭素フィブリルの凝集体の大きさを０．１０ｍｍ（１００μ

ｍ）よりも小さくすることについてまで示唆するような記載はなく，むしろ，凝

集体をそのまま用いると分散性等に問題が生じるとしていることや，成形物の外

観を損なわないことを目的の一つとしていることからすると，凝集体をそのまま

用いずにある程度分解してから用いることを示唆するにとどまるものと認めら

れる。 

 引用文献３の請求の範囲に記載された凝集物粒径の範囲は，充填剤の粒径１μ

ｍ～１０００μｍであって，非常に広範囲にわたるものである。またそもそも，

充填剤凝集物の最終的な大きさは，目的とする特定の用途に応じて粉砕時間を調

節することにより決定されるものとされている。また、導電性と機械的強度の双

方を改良するに適した凝集物の大きさについても言及されていない。むしろ，「伝

導性網状組織を確立する内部粒子間接触を必要とする電気的用途では，凝集物が

強度低下欠陥として働く機械的用途の場合よりも大きな凝集物を許容すること

ができる」と記載されていることからすると，複合体に導電性を持たせることを

目的とする場合には，比較的大きな凝集物とすることが許容されているものであ

る（阻害要因あり）。 

 以上によれば，本願発明は，引用文献１～３に記載された発明に基づいては当

業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 
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【対象クレーム】 

請求項１ 

ポリマー組成物の製造方法であって、  

（ａ）炭素フィブリル０．２５～５０重量％をポリマー材料と配合し、ここでこのフィブリルの少なく

とも一部分は凝集体の形態であり； 

（ｂ）この配合物を混合して、上記ポリマー材料中に上記フィブリルを分布させ；次いで 

（ｃ）この配合物に剪断力を適用して、上記凝集体の実質的全部が、面積ベースで測定して、約３５μ

ｍよりも小さい径を有するまで、この凝集体を分解させる； 

工程からなる製造方法。 

 

【参考事項】公表明細書１２頁７～１２行 

発明の要旨 

 その少なくとも一部分が凝集体の形態であり、この凝集体の実質的に全部のサイズが、面積ベースで

測定して、３５μｍ以下に減少されている場合に、このような炭素フィブリルを０．２５～５０重量％

の割合で添加すると、商業的に許容される導電性および剛性の両方を備えたポリマー組成物を提供する

ことができることが予想外に見出だされた。 

 

【その後の動向】 

平成２１年８月２８日：拒絶理由通知 

平成２１年９月１０日：手続補正書、意見書 

平成２１年９月２９日：特許審決 
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事件番号 平成２０年（行ケ）１０２６１号 

判決日 平成２１年３月２５日 

対象出願 特願２０００‐５３７４２７号 

発明の名称 上気道状態を治療するためのキシリトール調合物 

判断分類 Ｃ：本願発明と引用発明（引用例１）との相違点に係る構成が引用発明２（引

用例２）から容易に得られるとした判断の誤り 

審決判断の

誤り 

引用例１に、本願発明の解決課題及び解決手段の示唆なし 

引用例１と引用例２との間には、解決課題等に共通性がなく、両者を組み合

わせる合理的理由なし 

事件概要 引用発明（引用例１）と引用発明２（引用例２）とは、解決課題、解決に至

る機序、投与量等に共通性はなく、相違するから、それらを組み合わせる合

理的理由を見いだすことはできないとして、引用発明及び引用発明２に基づ

いて本願発明の進歩性を否定した拒絶審決が取り消された。 

判示事項 引用例１には、水溶液１ml あたり４００mg のキシリトールを含有する、

S.pneumoniae による上気道感染を治療するための経口投与用溶液製剤に関

する引用発明の内容が開示されているものの、投与量及び副作用に着目した

格別の課題及び解決手段は、一切示されていないと解される。 

引用例２は、専ら「感染部位」を「気道下部」とする疾患を対象とした治療

方法を提供するものであり、該治療方法の好ましい態様においては、抗炎症

剤及び抗感染剤が感染部位である「気道下部」に直接的にエアロゾル粒子の

形態で投与されることが記載開示されている。 

引用例１には、キシリトールを「経口投与用」溶液製剤として用いることに

よる作用、機序、副作用回避等の事項までが格別開示されているわけではな

いこと、引用例２には、検体の気道下部に、病気等の緩和、回復のために、

小さい粒子のエアロゾルの形態の有効量のコルチコステロイド又は抗炎症

薬を直接デリバリーするための手段を含んで成る治療装置を提供する発明

が開示されていることから、引用発明とは、解決課題、解決に至る機序、投

与量等に共通性はなく、相違するからそれらを組み合わせる合理的理由を見

いだすことはできないし、そもそも、エアロゾルの形態のままでは吸気しな

がら鼻へ投与すると、有効成分（キシリトール）が感染部位とは異なる気道

下部にまで到達することがあるため、感染部位である鼻内への局所投与の実

現は、困難であるというべきであり、引用例１に接した当業者は、これに気

道下部の感染を緩和するための目的でエアロゾルの形態の有効量のコルチ

コステロイド又は抗炎症薬を投与する引用例２を適用することによって、安

全性、多目的性、効率性、安定性等を有するとともに、安価で調合及び投与

を可能とするために採用された本願発明の構成（相違点１の構成）に容易に

想到できたと解することはできない。 
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【対象クレーム】 

 ［請求項１］ 

 鼻の鬱血、再発性副鼻洞感染、又はバクテリアに伴う鼻の感染又は炎症を治療

又は防止するために、それを必要としている人に対して鼻内へ投与するための鼻

洗浄調合物であって、キシリトールを水溶液の状態で含有しており、キシリトー

ルが水溶液１００cc 当たり１から２０グラムの割合で含有されている調合物。 

 

【その他】 

 判決では、容易想到性の判断に際して、知財高裁平成 20 年(行ケ)第 10096 号審

決取消請求事件の判決において述べられている容易想到性の有無の判断に関する

一般論に触れている。 

 

【その後の動向】 

 再審理の上、平成２２年１月１８日 拒絶審決 
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事件番号 平成２０年（行ケ）１０３０５号 

判決日 平成２１年３月２５日 

対象出願 特願平１０‐２２５５４７号 

発明の名称 ヒートシール装置 

判断分類 Ｃ：本願発明と引用発明（引用例１）との相違点に係る構成が周知技術（周

知例１、２）から容易に得られるとした判断の誤り 

審決判断の

誤り 

本願発明と引用発明との間には、解決課題及び解決手段において、大きな相

違あり 

周知技術は、引用発明の目的に関連しない技術であり、引用発明に周知技術

を適用して本願発明の構成に達することは非容易 

事件概要 本願発明と互いに課題の異なる引用発明（引用例）に周知技術（周知例１、

２）を適用することによって「本願発明の構成に達することが容易であった」

という立証命題を論理的に証明できたと判断することはできないとして、引

用発明及び周知技術に基づいて本願発明の進歩性を否定した拒絶審決が取

り消された。 

判示事項 本願発明と引用発明の相違点は、「本願発明は、合成樹脂溜まりを形成し得

る溝が，シール帯域の外側に隣接して設けられているのに対し、引用発明で

はシール帯域の端部に設けられている」点にある。本願発明と引用発明との

相違は、合成樹脂溜まりを形成する「溝」の設置場所のみであって、その構

成における相違点は、一見すると、極めて僅かであるとの印象を与える。 

しかし、上記のとおり、「溝」の設置場所の相違点によって、本願発明にお

いては、シール帯域から流出した合成樹脂で容器内側に波打った溶融樹脂ビ

ードが形成されないようにする解決手段を提供するのに対して、引用発明に

おいては、シール帯域からの合成樹脂の流れ出しを規制してシール帯域の樹

脂量を確保する解決手段を提供するものであるという点で、解決課題及び解

決手段において、大きな相違があるというべきである。 

そこで、引用発明を出発点として、周知例を適用することによって、本願発

明が容易に想到することができたか否かを検討する。引用発明は、シール帯

域内に合成樹脂溜まり部を設けて、熱融着に寄与するポリエチレン樹脂の量

を確保することにより、「接合強度を維持」するようにしたものであるから、

単に、「溝を設けた部分に形成される合成樹脂溜まり部を非溶着の熱シール

されない部分とする」ことを開示する周知例を指摘することによって、その

周知の技術を適用して、引用発明とは異なる解決課題と解決手段を示した本

願発明の構成に至ることが容易であるということはできない。引用発明は、

接合強度維持を目的とした技術であるのに対し、周知技術は、接合強度維持

に寄与することとは関連しない技術であるから、本願発明と互いに課題の異

なる引用発明に周知技術を適用することによって「本願発明の構成に達する

ことが容易であった」という立証命題を論理的に証明できたと判断すること

はできない。 
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【対象クレーム】 

 ［請求項１］ 

 合成樹脂層を含む積層体からなる包材をチューブ状とし、該チューブ状の包材

を、加熱機構を有する開閉自在な一対の加圧部材を用いて、液面下で横断状にヒ

ートシールするシール装置において、加圧部材の少なくとも一方の作用面に、シ

ール帯域の容器内面側外側に隣接して合成樹脂溜まりを形成し得る溝が設けられ

ていることを特徴とするヒートシール装置。 

 

【その他】 

    ［本願の代表図面］         ［引用例１の代表図面］ 

      

             ［周知例の代表図面］ 

 

 

【その後の動向】 

 再審理の上、平成２１年６月８日 特許審決 

容器内側 

容器内側 

容器内側 

容器内側 

シール帯域 



45 

事件番号 平成２０年（行ケ）１０３９８号 

判決日 平成２１年１０月２２日 

特許番号 特許３７８２８１３号 

発明の名称 化粧用パッティング材 

判断分類 Ｃ：引例との相違点に係る構成が証拠に示されていない 

審決判断の

誤り 

本件発明の課題が引例に示されていないことから、相違点に至るための動機付け

を欠くとされた 

事件概要  本件発明は、複数枚の『化粧用パック材』を剥離可能に積層させた『化粧用パ

ッティング材』において、一枚一枚の『化粧用パック材』をウォータージェット

噴射によって表面加工することで、剥離時に生じる毛羽立ちを防止させた発明で

あった。 

 本判決では、まず、本件発明の構成に係る解決課題を、従来技術の記載等に基

づいて、『化粧用パッティング材から個々の化粧用パック材を剥離する際に生じ

る毛羽立ち防止』である、と明確に認定した。 

 そして、相違点の『各化粧用シート部材がウォータージェット噴射によって表

面加工されているか否か』という点に至る動機付けの有無について、課題が示唆

されているか否かという観点を含めて、引例および周知例について検討し、課題

が示されておらず、動機付けもないと判断した。 

 その結果、“当業者が必要に応じて適宜なし得ることである”として進歩性を

否定していた無効審決が取り消された。 

判示事項 

(1) 化粧用シート部材にＷＪ加工をするとの構成に係る解決課題 

・・・本件各発明において，個々の化粧用パック材にＷＪ加工を施すことにより

解決すべき主たる課題は，化粧用パッティング材から個々の化粧用パック材を剥

離する際に生じる毛羽立ちの防止にあったということができる。 

(2) 化粧用パッティング材（化粧綿）から剥離される各層（各部材）にＷＪ加 

工を施す動機付け 

・・・その他，本件全証拠によっても，化粧用パッティング材（化粧綿）から剥

離される各層（各シート部材）にＷＪ加工を施すことを動機付ける旨の開示又は

示唆のある刊行物（本件出願前に頒布されたもの）が存在するものと認めること

はできない。 

(3) 本件審決の判断の当否 

 上記(1)及び(2)のとおり，化粧用パック材にＷＪ加工を施すとの本件各発明の

構成は，化粧用パッティング材から個々の化粧用パック材を剥離する際に生じる

毛羽立ちの防止を主たる解決課題として採用されたものであるところ，同課題が

本件出願当時の当業者にとっての自明又は周知の課題であったということはで

きず，また，引用例を含め，化粧用パッティング材（化粧綿）から剥離される各

層（各シート部材）にＷＪ加工を施すことを動機付ける旨の開示又は示唆のある

刊行物（本件出願前に頒布されたもの）は存在しないのであるから，・・・各層

を１枚ごとに剥離可能としてパック材として使用する際にその使用形態に合わ

せて各層にＷＪ加工を施すことについてまで，本件出願当時の当業者において必

要に応じ適宜なし得ることであったということはできず，その他，引用発明の各

層にＷＪ加工を施すことが本件出願当時の当業者において必要に応じ適宜なし

得たものと認めるに足りる証拠はないから，相違点１に係る各構成のうち化粧用

パック材にＷＪ加工を施すとの構成についての本件審決の判断は誤りであると

いわざるを得ない。 
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【本件発明：特許３７８２８１３号】（改行、部材番号挿入は筆者） 

 吸水性を有し，且つ，顔面の部分的パックに適する厚さ及びサイズに形成された化粧用

パック材（２）であって， 

 該パック材（２）はウォータジェット噴射によって表面加工されて成り， 

 該パック材（２）は複数枚が積層されて化粧用パッティング材（１）を構成し，且つ， 

 該化粧用パッティング材（１）は側縁部近傍を圧着手段によってパック材（２）が剥離

可能に接合されて成り， 

 該パッティング材（１）に化粧水を浸潤させてパッティングし，該パッティング動作終

了後，該パッティング材（１）から前記パック材（２）を一枚毎剥離し，該剥離したパッ

ク材（２）を顔面の必要個所に所定時間装着させてパックできるように構成されたことを

特徴とする 

化粧用パッティング材（１）。 

   

 

【一致点】 

 吸水性を有する化粧用シート部材であって，該シート部材は複数枚が積層されて化粧用

パッティング材を構成するようになっている化粧用パッティング材。 

 

【相違点】 

 本件発明１は，化粧用シート部材が，顔面の部分的パックに適する厚さ及びサイズに形

成された化粧用パック材であって，該パック材はウォータジェット噴射によって表面加工

されて成り，化粧用パッティング材は側縁部近傍を圧着手段によってパック材が剥離可能

に接合されて成り，該パッティング材に化粧水を浸潤させてパッティングし，該パッティ

ング動作終了後，該パッティング材から化粧用シート部材を一枚毎剥離し，該剥離した化

粧用シート部材を顔面の必要個所に所定時間装着させてパックできるように構成されてい

るのに対し， 

 引用発明は，少なくとも単位コットン１（化粧用パッティング材）は，ウォータジェッ

ト噴射によって表面加工されて成っているが，各層（化粧用シート部材）がウォータジェ

ット噴射によって表面加工されて成っているか不明であり，単位コットン１（化粧用パッ

ティング材）は積層した各層（化粧用シート部材）がどのように接合されているのか不明

であり，単位コットン１（化粧用パッティング材）に化粧水を浸潤させてパッティングし，

該パッティング動作終了後，単位コットン１（化粧用パッティング材）から各層（化粧用

シート部材）を一枚毎剥離し，該剥離した化粧用シート部材を顔面の必要個所に所定時間

装着させてパックできるように構成されているか不明である点 

【その後の動向】平成２２年２月１日に無効審判の審理終結通知が発送された 



47 

事件番号 平成２１年（行ケ）１００８０号  

判決日 平成２１年１２月２２日 

対象出願・

特許 

特願２００１－５２２９４１号 

発明の名称 使い捨て温熱身体ラップ 

判断分類 Ｃ：（引例１件）相違点に係る構成が設計事項等と判断したことの誤り 

審決判断の 

誤り 

引用発明に周知技術を適用して相違点に係る構成を想到することが当業者

にとって容易であると認定した判断の誤り 

事件概要 引用発明１において運動に順応する周知の技術（参考例２）を適用して相

違点２（本件補正発明のヒートセルは，長手軸に対してほぼＸ字型に隔離

配設されているのに対して，引用発明１のヒートセル（セル１６）は，隔

離配設されているものの，Ｘ字型の配設ではない点）に係る構成にするこ

とができるとして，進歩性を否定した審決が取り消された。 

判示事項 ・・・上記イ，ウのとおり，参考例２のサポータが全体形状としてＸ状

であることと，本件補正発明の全体形状としては長方形に近い身体温熱ラ

ップにおいて，ヒートセルがＸ字型に隔離して配設されることはＸ状ない

しＸ字型といっても，その意義ないし機能は本質的に異なるものであり，

またそれにより身体の適用可能な部位も異なることになる。 

このように，Ｘ状ないしＸ字型に関する両者の意義ないし機能が異なる

のであるから，参考例２における，内部に電熱線が均一に布設されたサポ

ータが全体形状としてＸ状にされている構成のうち，「Ｘ状」という技術事

項のみを取り出し，本件補正発明の身体温熱ラップに存在するヒートセル

の配設の形態に適用する動機付けは存在せず，引用発明１に参考例２を適

用して，相違点２に係る構成とすることはできないといわざるを得ない（下

線部は筆者が加筆）。 

本件審決は，「使用者が装着している時，使用者の身体または各部位のさ

まざまな領域の運動に順応することは，当然に要求される事項」とした上，

「そのような目的の配置として，Ｘ字型の配設は，従来周知」として，参

考例２を挙げるが，参考例２をもって，上記周知技術ということはできな

い。そして，他に上記事項が周知であることを認めるに足りる証拠はない。

したがって，引用発明１に周知技術を適用して相違点２に係る構成を想

到することが当業者にとって容易であるとした本件審決の判断は，誤りと

いわなければならない。 

・・・取消理由２には理由があるから，本件補正発明の進歩性の判断を誤

り，独立特許要件を欠くとして本件補正を却下した本件審決は違法である。
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【対象クレーム】本件補正後の請求項１の記載（下線部が補正箇所を指す。） 

 

 ａ）ほぼ薄板上で，第１側部，第２側部，第１端部と第２端部を有する長手軸，この長

手軸と平行に並び，第１端部と第２端部で終焉する第１縁部と第２縁部，及び前記第

１端部と第２端部のほぼ中心において前記第１縁部及び前記第２縁部よりも幅の狭い

くびれ部を有する可撓性材料からなる少なくとも１つの連続層と， 

ｂ）発熱組成物を含む複数のヒートセルであって，各ヒートセルは隔離されると共に可

撓性材料からなる前記少なくとも１つの連続層に固定されるか，または前記少なくと

も１つの連続層の内部に固定され，各ヒートセルは，前記長手軸に対して，ほぼＸ字

型に隔離併設される，複数のヒートセルと， 

ｃ）前記第１端部と前記第２端部あるいはこれらの近接に併設され，使用者の身体に温

熱身体ラップを取り外し可能に取り付けるための手段とを有する一体積層構造体を備

え，前記取り付け手段は，確実な初期および長期的取り付けや取り付け直しを可能に

し，皮膚から簡単にかつ痛みのない取り外しができ，前記ラップの取り外し後に皮膚

にほとんど残留しない，使い捨て温熱身体ラップ。 

 

【審決の概要】 

審決においては，以下の一致点及び相違点が認定されている。 

  

ア 一致点 

 ａ）ほぼ薄板上で，第１側部，第２側部，第１側部と第２側部を有する長手軸，この長

手軸と平行に伸び，第１端部と第２端部で終焉する第１縁部と第２縁部を有する可

撓性材料からなる少なくとも１つの連続層と， 

 ｂ）発熱組成物を含む複数のヒートセルであって，各ヒートセルは隔離されると共に可

撓性材料からなる前記少なくとも１つの連続層に固定されるか，または前記少なく

とも１つの連続層の内部に固定され，各ヒートセルは，隔離配設される，複数のヒ

ートセルと， 

 ｃ）使用者の身体に温熱を与えるように温熱身体ラップを取り外し可能に取り付けるた

めの手段とを有する一体積層構造体を備えた使い捨て温熱身体ラップ。 

  

イ 相違点（３つの相違点が認定されたもの，本件で判断された相違点２のみ紹介する。） 

      本件補正発明のヒートセルは，長手軸に対してほぼＸ字型に隔離配設されているの

に対して，引用発明１のヒートセル（セル１６）は，隔離配設されているものの，Ｘ

字型の配設ではない点 

  

以  上 
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事件番号 平成２１年（行ケ）１０１３２号 

判決日 平成２１年１２月２５日 

特許番号 特開２００２－２４８５４０ 

発明の名称 

 

一又は二以上の凹みを備えた鋳造され鍛造される部分の製造方法及びそれを

実施する装置 

判断分類 Ｃ：引例（１件）との相違点に係る構成が証拠に示されていない 

審決判断の

誤り 

本件補正発明と引用発明との間に実質的な差異がないということはできない

 

事件概要 

 

 

 

 

引用発明は，余肉を流動させることを前提としており，鋳造物の形状を最終

製品の形状（寸法を含む）に同じものとすることは想定されていないのであ

るので，このような引用発明から、本件補正発明のように鋳造物の形状を最

終製品の形状（寸法を含む）と同じものとすることは，容易に想到できない

とした。 

判示事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）容易想到性の判断の誤り 

 本件補正発明における「得られる最終部分に必要な形状に合致する一又は

二以上の貫通穴を含む鋳造プレフォームを形成する段階」において形成され

るプレフォームは「鋳造された時点で既に最終部分に必要な形状とされた貫

通穴を有するプレフォーム」であり，当該貫通穴の寸法は，その後の鍛造段

階を経ても実質的に変化しないと解することができる。 

 また，引用発明においては，予備成型物５０に最終目的製品７０に設ける

べき二つの横穴７１，７２より大きい二つの横穴５１，５２を形成しておき

，鍛造によって，これらの横穴を変形させて，最終目的製品７０に設けるべ

き二つの横穴７１，７２の形状とするものであるから，そもそも鋳造物の形

状を最終製品の形状（寸法を含む）に同じものとすることは想定されていな

い。 

 したがって，本件補正発明の鋳造プレフォームにおける「得られる最終部

分に必要な形状に合致する一又は二以上の貫通穴」と引用発明の鋳造プレフ

ォームにおける「横穴７１，７２」との間に実質的な差異がないということ

はできないから，審決の「本件補正発明における『得られる最終部分に必要

な形状に合致する』がどのような形状のものであるか必ずしも明確ではない

が，引用発明の鋳造プレフォームの穴も，得られる最終部分に必要な形状と

して形成されるものと解することができるから，両者に実質的な差異がある

ものとは認められない。」（７頁４行～７行）との判断は，是認することが

できない。 

 引用発明においては，余肉を流動させることを前提としており，そもそも

鋳造物の形状を最終製品の形状（寸法を含む）に同じものとすることは想定

されていないのであるから，そこから，鋳造物の形状を最終製品の形状（寸

法を含む）と同じものとすることは，当業者（その発明の属する技術の分野

における通常の知識を有する者）が普通に採用する事項であるということは

できない。 

 したがって，「鋳造プレフォームの穴を，得られる最終部分に必要な形状

に合致するものとすることに格別の困難性はない。」（７頁１４行～１５行

）とした審決の判断には，誤りがあるというべきであり，作用効果の点につ

いて判断するまでもなく，取消事由１は理由がある。 
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・本願発明の要旨 

 拒絶査定不服審判（不服 2007-26817 号事件）の請求後に提出された手続補正書（平成１

９年１０年３１日付）により補正された特許請求の範囲に記載された発明であり、次のと

おりである。 

【請求項１】 

 鋳造され，次いで鍛造される，一又は二以上の貫通穴を備えた部分の製造方法であって： 

 得られる最終部分に必要な形状に合致する一又は二以上の貫通穴を含む鋳造プレフォー

ムを形成する段階と； 

 プレフォームを，該プレフォームの温度を一様に保持するトンネル炉に移動する段階と； 

 鋳造プレフォームをプレス上に配備された圧造ダイに位置づける段階と； 

 鍛造作業の前に，コマンドにより，一又は二以上のロッドを鋳造プレフォームの貫通穴

に導入する段階と； 

 形作られた貫通穴の中にロッドが一時的に位置付けられている間にロッドを受けるプレ

フォームを所定の大きさにする段階と； 

 上部鍛造ダイを持ち上げて鍛造されたプレフォームを自由にする段階と； 

 貫通穴に位置付けられたロッドを引き出す段階と； 

 鍛造されたプレフォームを取り外す段階と；を実施することを特徴とする方法。 
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事件番号 平成２０年（行ケ）１０４３３号 

判決日 平成２１年９月１６日 

対象出願・特許 特開平１１－１７３１８１号 

発明の名称 内燃機関の排ガス浄化方法及び浄化装置 

判断分類 Ｃ：（引例１件）相違点に係る構成を周知技術と判断したことの誤り 

Ｄ：手続違背（特許法１５９条２項で準用される同法５０条に違反） 

審決判断の 

誤り 

拒絶理由通知において摘示されていなかった公知技術（周知例１及び周

知例２）を用い，単にそれが周知技術であるという理由だけで拒絶理由

を構成しなくとも，特許法２９条１，２項にいう引用発明になり，容易

想到性を肯定する判断要素になりうるという判断の誤り 

事件概要 

 

まず，裁判所は，本願発明の重要な部分である「表面に吸着する」点

につき，拒絶査定は，「表面への吸着」と解釈し，審決は，表面のみな

らず「吸収」も含む現象と解釈していると認定した。その上で，審決は，

拒絶査定の理由と異なる理由に基づいて判断していることから，原告ら

に対し，意見を述べる機会を与えることが必要であったと結論づけた。

続けて，裁判所は，拒絶理由通知において何ら摘示されなかった公知

技術について，単にそれが周知技術であるという理由だけで拒絶理由を

構成していなくても引用発明になりうるがごとく認定している審決に

対し，以下の通り判示し，かかる点からも特許法１５９条２項が準用す

る同法５０条に違反するものとしてこれを取り消した。 

判示事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拒絶理由に摘示されていない周知技術であっても，例外的に同法２９

条２項の容易想到性の認定判断の中で許容されることがあるが，それ

は，①拒絶理由を構成する引用発明の認定上の微修整や，②容易性の判

断過程で補助的に用いる場合，ないし③関係する技術分野で周知性が高

く技術の理解の上で当然又は暗黙の前提となる知識として用いる場合

に限られるのであって，周知技術でありさえすれば，拒絶理由に摘示さ

れていなくても当然に引用できるわけではない。 

被告の主張する周知技術は，著名であり，多くの関係者に知れ渡って

いることが想像されるが，本件の容易想到性の認定手続で重要な役割を

果たすものであることにかんがみれば，単なる引用発明の認定上の微修

整，容易想到性の判断過程で補助的に用いる場合ないし当然又は暗黙の

前提となる知識として用いる場合にあたるということはできないから，

本件において，容易想到性を肯定する判断要素になり得るということは

できない。 

 したがって，審決には，上述のいずれについても特許法１５９条２項

で準用する同法５０条に反する違法がある。 
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【対象クレーム】請求項１ 

「排ガス流路にＮＯｘ浄化触媒を配置した内燃機関の排ガス浄化方法において，前記ＮＯ

ｘ浄化触媒が，アルカリ金属及びアルカリ土類金属から選ばれる少なくとも１種の元素と，

白金族金属（いわゆる貴金属）から選ばれる少なくとも一種の元素と，チタン（Ｔｉ）と

を含む組成物で，排ガスがリーンのときに排ガス中のＮＯｘを表面に吸着し，排ガスがス

トイキもしくはリッチのとき吸着したＮＯｘをＮ２に還元するものであって，内燃機関が

リーン運転しているとき，前記ＮＯｘ浄化触媒で排ガス中のＮＯｘを吸着し，吸着後に，

排ガスを０．５秒間乃至４．５秒の間ストイキもしくはリッチの状態とし，前記排ガスの

ストイキもしくはリッチは，そのリッチ状態の深さを空燃費Ａ／Ｆ値で１３．０乃至１４．

７の間とし，前記ＮＯｘ浄化触媒で吸着したＮＯｘを還元剤と接触反応させてＮ２に還元

して排ガスを浄化する内燃機関の排ガス浄化装置」 

 

【執筆者コメント】 

（１）拒絶査定と審決の解釈の齟齬の点について 

   拒絶査定と審決とでは，前者はこれを「表面への吸着」と解釈し，後者は，表面の

みならず，「吸収」を含む現象と解釈していることが認められ，同一性のある解釈がな

されていない。そして，「表面への吸着」の部分は，本願発明において重要な部分であ

るから，原告らの請求や拒絶査定と異なる理由に基づいて審判体が判断することは，

原告ら（出願人）にとって不意打ち以外の何ものでもない。よって，手続保障の観点

から，原告らに意見を述べる機会を与えるべきとした本件判決の結論に賛成する。 

 

（２）周知技術であるという理由のみで引用発明の１つになり得るか否かの点について 

   引用発明との相違点が周知技術の付加，転用にすぎない場合は，一般に進歩性が否

定されるが，「周知技術」に名を借りて実質的に新たな拒絶理由により不利益な処分を

すると，手続き違背となる（飯村敏明・設楽隆一編著「知的財産関係訴訟 ３」４４

５頁等）。そして，本件判決は，さらに踏み込み，原則として，周知技術であるという

だけで，拒絶理由に摘示されていなくとも，同法２９条１，２項の引用発明として用

いることができるといえないことを明らかにし，拒絶理由に摘示されていない周知技

術であっても，進歩性の認定判断の中で許容される例外的な場合を判示事項記載の①

ないし③の３つ場合に限られるとしている。 

拒絶理由に摘示されていない周知技術が進歩性判断の過程で考慮できる場合を上記

３つの場合に限定したことに本件判決の積極的意義が認められ，今後の審判における進

歩性判断に少なからず，影響を及ぼすものということができる。 

ただし，これらの場合が，具体的には，いかなる場合を指すのかについては，今後

の判例の集積を待つよりない。 

以  上 
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