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第1条　　この法律は、発明の保護及び利用を
図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発
達に寄与することを目的とする。

発明の保護 特許権者に、特許発明を独占的
に実施する権利を与える。

発明の利用 特許権者に、特許発明の公開を
義務付けて、第三者に発明を利
用する機会を与える。

技術の進歩

産業の発展

保護と利用のバランスが重要保護

利用
保護

利用

保護が厚すぎると幅広い利用が妨げられる 特許化する利点が減り発明の秘匿化が進む



「発明」とは何か

〔法上の発明〕
第２条　　この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作の
うち高度のものをいう。

○自然法則を利用しているか

○技術的思想であるか

Ｘ　自然法則でないもの（人為的な取り決め）→　ゲームの方法、数学法則、経済法則、金融方法など

Ｘ　自然法則そのもの→万有引力の法則、熱力学第1法則、エネルギー保存の法則など
Ｘ　自然法則に反するもの→永久機関

Ｘ　客観的伝達性がないもの→　フォークボールの投げ方、ゴルフのドライバーの打ち方など（技能）

Ｘ　具体性がないもの→　あらゆるサイズの足にフィットする靴

○創作であるか

○高度であるか

Ｘ　天然物の単なる発見など（→○天然物から人為的に分離した化学物質）

○　従来にない新しい機能を発揮するもので産業上の利用価値があれば可（低度の創作は考案）



自然法則を利用していないため発明とみなされない事例

特許法・実用新案法審査基準より抜粋

別刷りの審査基準の資料を参照



産業上の利用可能性（特２９条１項柱書）

特許法は、産業の発達を最終目的とするため（１条）、特許法上の発明（２条）
に該当しても、産業上利用することができない発明は、産業の発達に貢献せ
ず、法律で保護する価値がない。

産業上の利用可能性が認められない場合→特許取得不可

①　人間を手術、治療又は診断する方法　（→○人間以外、装置）

Ｈ１５改訂審査基準→人間から採取したものを原材料として医薬品（例：血液製剤、ワク

チン、遺伝子組換製剤）又は医療機器（例えば人工骨、培養皮膚シートなどの、身体の各
部分のための人工的代用品または代替物）を製造するための方法は産業上利用性あり。

②　業として利用できない発明
　　×個人的のみ利用される発明（喫煙方法など）
　　　　○髪にウェイブをかける方法→美容院などで利用される可能性あり

　　×学術的、実験的にのみ利用される発明
　　　　○学校の教材（理科の実験セット）などで市販、営業の可能性があるものは可

③　実際上、明らかに実施できない発明

　　×火山の爆発防止方法

　　×地球表面全体を紫外線吸収プラスチックフィルムで覆う方法



新規性（特２９条１項各号）

新規性が喪失している発明 特許出願時の認定

発信主義を採用→書類が郵送された

場合は、その発信時にその意思表示
が特許庁に到達したものとみなされる
（特１９条）。オンライン出願は特許庁の
システムに記録された時。
民法の原則は到達主義（民９７条）

公然とは

守秘義務を負わない人に対して公に
すること。

実施とは

物（プログラム等を含む）の発明

特許出願前に公然と知られた発明

新聞・雑誌発表、テレビ放映
不特定者（守秘義務なし）に対する工場見学
（ただし内容を理解する程度に知られている
必要がある）

特許出願前に公然と実施された発明

販売、レンタル、展示など

　生産、
使用、譲渡若しくは輸入又は譲渡等の
申出をする行為。

方法の発明その方法の使用をする行為。

物を生産する方法の発明　その方法を
使用するほか、その方法により生産した
物の使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡
等の申出をする行為。

特許出願前に刊行物に記載された発明

日本国内又は外国において公表された特許
公報、研究論文、ＣＤ－ＲＯＭ・書籍などに
掲載、インターネット上で公開



進歩性（特２９条２項）

〔特２９条２項〕 　特許出願前に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

が前号各号に揚げる発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明につい
ては、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。　　

当業者からみて、その発明にいたる考え方の道筋が容易かを判断

①公然と知られた発明や既に実施された発明を単に寄せ集めただけに
　すぎない発明

②既存の発明の構成要素の一部を置き換えたにすぎない発明

ただし寄せ集めや置き換えの結果、従来の発明では得られなかった
新しい効果を生じる場合は、進歩性ありと判断される可能性あり。

細
書
ペ
ン

太
書
ペ
ン

太書と細書を貼り付けたペン
差し替え可能なペン

公知の従来技術

新規性なし 新規性あるが進歩性なし

新規性・進歩性ともにあり



先願主義（出願は早い者勝ちが原則）

先に発明を完成した者ではなく、先に特許庁に出願した者に特許

ダブルパテント排除（同一人も適用）　　特３９条

特許請求の範囲が実質同一の場合に後願を排除

拡大された先願の地位（同一人は除く）　　特２９条の２

出願公開等された先願の出願当初の明細書、図面に記載された
発明（考案）と同一の発明は後願を排除



公序良俗・公衆衛生を害するおそれのある発明ではないか　特３２条

公序良俗に反する発明事例

①紙幣偽造機械、②金塊密輸用カバン・チョッキ、③アヘン吸引具など

公序良俗に反しない発明事例

①偽造目的で使用され得る紙幣製造機械、
②賭博目的で使用され得るビンゴゲーム、③麻薬、
④投与により副作用として他の軽病を誘発するおそれがある癌治療薬

明細書等の記載は規定どおりか　特３６条

第三者が実施できる程度に記載されているかどうか

権利を求める技術的な範囲が明確か

先行技術文献が開示されているか



特許を受けることができる者
発明は誰のものか（発明の帰属）

発明の完成と同時に
特許を受ける権利が発生

権利は発明者のもの
（特29条柱書） 発明者＝出願人

発明者は自然人のみ（法人は発明者にはなりえない）。

複数の発明者による共同発明の場合は、特許を受ける権利も共有とな
る。この場合、特許を受ける権利の共有者は、共同で特許出願（共同出
願）しなければならない（特３８条）。

特許を受ける権利を譲り受けた者は、発明者でなくても特許を出願できる。
この者には、自然人（人間）のみならず法人も含まれる。
職務発明では、使用者（企業等）が発明者である従業員から特許を受ける
権利の譲渡を受けたのち、会社が出願人となって特許を出願・取得するケー
スが通常である。



特許出願の実例

【発行国】 日本国特許庁（ＪＰ）

【公報種別】 公開特許公報（Ａ）

【公開番号】 特許公開２０００－２２１４０９

【公開日】 平成１２年８月１１日（２０００．８．１１）

【発明の名称】 微細作業用マイクロマニピュレーション装置

及び微細作業用マイクロプローブ

【審査請求】 未請求
【請求項の数】 6
【出願形態】 ＯＬ
【全頁数】 8
【出願番号】 特許出願平１１－２５１５５

【出願日】 平成１１年２月２日（１９９９．２．２）

【出願人】
【識別番号】 393018521
【氏名又は名称】 株式会社三友製作所

【住所又は居所】 茨城県常陸太田市馬場町４５７

【出願人】
【識別番号】 598033985
【氏名又は名称】 山本 佳男
【住所又は居所】 神奈川県横浜市緑区いぶき野２７－１４－３

０４

【発明者】
【氏名】 加藤木 克也
【住所又は居所】 茨城県常陸太田市馬場町４５７ 株式会社三

友製作所内
【発明者】
【氏名】 川上 辰男
【住所又は居所】 茨城県常陸太田市馬場町４５７ 株式会社三

友製作所内
【発明者】
【氏名】 山本 佳男
【住所又は居所】 神奈川県横浜市緑区いぶき野２７－１４－３

０４
【発明者】
【氏名】 江田 弘
【住所又は居所】 茨城県西茨城郡友部町大田町１４７７－１
【代理人】
【識別番号】 100089406
【弁理士】
【氏名又は名称】 田中 宏 （外１名）

【課題】　　加工部位を正確に特定し顕微鏡画像で観察し易く、かつ最適な加工方向から極微細な試料加工処
理を容易にする顕微鏡用微細作業用マイクロマニピュレーション装置及びマイクロプローブを提供する。



特許出願の実例（continued）

【解決手段】Ｘ軸及びＹ軸方向への任意の移動が可能で、かつ顕体加工試料３の表面のＢ－Ｂ’軸を回転中心とする
傾斜回転駆動が可能な可動ベース１の上には、Ｘ軸、Ｙ軸及びＺ軸方向への任意の移動が可能で、かつ顕微鏡１０
の光軸Ａ－Ａ’を回転中心とした回転駆動が可能な、顕体加工試料３載置用顕体加工試料ステージ２が設置され、
更にマニピュレータベース支持体４を介してマニピュレータ駆動ユニット７を載置した、顕微鏡１０の光軸Ａ－Ａ’を中
心として回転駆動が可能なマニピュレータベース５が設置されていることを特徴とする微細作業用マイクロマニピュ
レーション装置であり、マニピュレータ駆動ユニットの先端には微細加工用のプローブが取り付けられている。

【特許請求の範囲】

【請求項１】 Ｘ軸及びＹ軸方向への任意の移動が可能でかつ顕体加工試
料３の表面のＢ－Ｂ’軸を回転中心とする傾斜回転駆動が可能な可動ベー
ス１と、Ｘ軸、Ｙ軸及びＺ軸方向への任意の移動が可能でかつ回転駆動
が可能な顕体加工試料載置用の顕体加工試料ステージ２と、少なくとも
１台のマニピュレータ駆動ユニット７を載置してなり、顕微鏡１０の光軸Ａ
－Ａ’を回転中心として回転駆動が可能なマニピュレータベース５とから
構成され、前記可動ベース１の上には、前記顕体加工試料ステージ２が
設置され、更にマニピュレータベース支持体４を介して前記可動ベース１
の上に、前記マニピュレータベース５が設置されていることを特徴とする
微細作業用マイクロマニピュレーション装置。

【請求項２】 マニピュレータ駆動ユニットが、マニピュレータ粗動ステージ

６の上にマニピュレータ駆動台８が載置された構造であって、かつ前記
マニピュレータ粗動ステージ６および前記マニピュレータ駆動台８が各々
独自にＸ軸、Ｙ軸及びＺ軸方向への任意の移動が可能であることを特徴
とする請求項第１項記載の微細作業用マイクロマニピュレーション装置。

【請求項３】～ 【請求項６】　省略



職務発明（特３５条）

従業員などのした職務発明について、使用者等（会社等）は、
その会社等に、その職務発明にかかる特許を受ける権利また
は特許権を予め承継（予約承継）させること等を就業規則に
規定することが認められる。

職務発明（９７％）

自由発明・業務
発明（３％）

企業の研究者・技術者
による発明の完成

特許を受ける権利
が使用者へ承継
されていない場合

使用者（企業等） 従業員（研究者等）

通常実施権を持つ
（対価の支払不要）

特許権を取得
（第三者に譲渡、
許諾可能）

予約承継
（職務発明規定、
就業規則等）

従業員から
権利を取得
（特許権を取得）

使用者から
相当の対価
支払い請求権



発明の新規性喪失の例外（特３０条）

○試験を行う
○刊行物に発表する
○インターネットで発表する
○特許庁長官が指定する研究集会（学会）で発表する
○特許庁長官が指定する博覧会へ出品する　等

新規性喪失の例外が認められる場合

その結果

発明が初めて
公知となる

発表と出願のタイミング

本人 論文等で発表
３０条適用
出願A

証明書類
の提出

６月以内 ３０日以内

当該論文を理由に新規性が否定されることがなくなる

他人
他人の
同一出願B

Aは先出願Bを理由に拒絶
Bは論文を公知技術として拒絶



発明の種類と実施（特２条３項）

発明の種類によって発明の実施（権利の効力の及ぶ範囲）が異なる

物の発明

方法の発明

コンピュータ
ソフトを含む発

明

単純方法の発明
（物の生産伴わず）

製造方法の発明
（物の生産伴う）

物の生産、使用、
譲渡等、展示、輸入、
譲渡等の申出の行為

譲渡等⇒ソフトウェアの場合
には、電気通信回線を通じた
提供を含む

方法の使用、方法に
より生産した物の使用、
譲渡等、輸入等の行為

方法を使用する行為

注意：１８年度法改正で「輸出」も実施行為に加えられた。H19.4.1より施行


