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3.3 侵害予防調査の注意点 

原則として、製品全体だけでなく、部品やモ
ジュールなど製品の一部も調査する。 

（例） 自社製品がa+b+c 
 

     上位概念     
 

   自社製品（イ号） 

 

原則論：a、a+b、A+B+C等、構成要件の一部
や上位概念がクレームに記載されているもの
も含めて検索。（利用関係） 3 

a b c 

A B C 



実際の検索対象は、a+b+c、a+b、a+c、b+c、
A+b+c、a+B+c、a+b+C程度とする。 

クレームにa+b+c+d+eなどが記載されたもの
も検索されるが、通常はノイズとなる。 

分類やキーワードの上位化は一階層程度
にとどめる。基本特許は出願人や発明者か
ら探す。 

他社から購入した部品や、明らかに公知の
技術は、調査範囲から除くことが多い。 
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まだ製造販売を始めていない場合は、検索
対象を出願係属中と権利存続中（生きてい
るもの）に限定する。 
ただし、外国特許データベースには生死情
報が十分に収録されていない場合も多く、
死んでいるものを含んだ検索となることが多
い。 

侵害予防調査では、どのような内容を調査・
抽出範囲外とするかが重要。 
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3.4 侵害予防調査の実例 

侵害予防調査の対象 

＜イ号＞ 
上面、下面および側面に
切り込みを入れた餅 

【課題】きれいに整った外観に
焼くことができ、焼いて調理し
た後にきれいに分割すること
ができ、さらに、調理する前の
分割のしやすさを考慮した切り
餅を提供する。 6 

特開2005-34079  



予備検索で特許分類を見つける 
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前記89件の検索により、以下の特許分類が見つ
かる。 
 

 IPC/FI  A23L1/10 
           ・穀類誘導製品を含有するもの 

FI     A23L1/10,102 ・・餅 

Fターム 4B023LE23    ・餅 

       4B023LE24    ・・鏡餅 
 

出願日が1992年5月23日以降で、出願係属中 
および権利存続中の特許・実案（出願）について、 
各分類の件数を調べる。 8 



件数を確認 
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S1：IPC=A23L1/10     2,137件 

S2：FI  =A23L1/10     2,136件 

S3：FI =A23L1/10,102    194件 
S4：FT =4B023LE23^      195件 
 

｢^」はNRIデータベースで下位分類を含む検索 
 

＜検索方針＞ 

S3+S4はそのまま全てチェック。S1+S2には
キーワードをかける。  

10 



S5：名称+要約+請求項 

=（切り込み+切りこみ+切込+スリット+溝） 

                   209,886件 

S6：名称+要約+請求項 

=（餅+米製品+米穀製品）     561件 

S7：本文全文 

=[(餅+モチ)＊(切り+切込+スリット+溝)]A10 

                       230件 
 

A10はキーワードが順不同で10文字以内に並ん
でいるものを近接演算する 
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検索式 
＜餅に関するFI・Fターム＞ 

① S3＋S4 

＜穀類誘導製品×切り込み＞ 

② （S1＋S2）×S5 

＜餅・米製品×切り込み＞ 

③ S6×S5 

＜切り餅＞ 

④ S7 
 

論理和 ①＋②＋③＋④ 合計：560件 
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3.5 検索式作成時の注意点 

   理想     大振りすると外れる  検索式は複数作る 

 

 

 

 

 

 

 
 

※（0.7）6＝0.12。 100%でないものをかけて行くと、調
査漏れが指数関数的に増加。AND演算は5乗まで。 13 

調査対象 



調査結果 

560件スクリーニングの結果、 
特許第4111382号と、 
特許第3817255号が見つかる。 
 

特許第4111382号の請求項と、 
イ号を対比する。 
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調査結果とイ号の対比 
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特許第4111382号 請求項１ イ号 

A 焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体であ
る切餅の 

○ 

B 載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直
側面である側周表面に、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの
周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け、 

△ 

C この切り込み部又は溝部は、この立直側面に沿う方向を周方向として
この周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面であ
る側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として、 

○ 

D 焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して
持ち上がり、最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨
化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による
外部への噴き出しを抑制するように構成した 

○ 

E ことを特徴とする餅。 ○ 



3.6 スクリーニング時の注意点 

物の形状など構造系は、母集合を大きめに取り、図面中
心に見る。 

電気分野・化学分野では要約や明細書の課題・効果で
スクリーニングすると、上手く行くことも多い。 

化学構造やソフトウェアなどは、スクリーニング時にも明
細書を読み込む必要性が高いため、件数を絞り気味に
する。 

以前よりも均等侵害が認められる事件が増えた（参考資
料４．「知財高裁における均等侵害論のルネッサンス」）。
均等の可能性を考慮し、構成要件を完全に充足しなくて
も、思想が共通するものは残す。 17 



3.7 進歩性の論理づけを考慮した検索例 

A) キャスター付き台車ユニットに椅
子ユニットを分離自在に載置した入
浴介護用車椅子であって、 

Ｂ) 椅子フレームに設けた座部に背
もたれ部および足置部を傾動自在
かつ複数角度で固定自在に夫々
設けると共に、 

C) 背もたれ部に頭支持部を傾動自
在かつ複数角度で固定自在に設け
た 

D) ことを特徴とする入浴介護用車
椅子。 18 

特開2005-334220 



進歩性の審査基準 論理づけ 

(1)引用発明の内容中の示唆 

(2)作用、機能の共通性          強い 

(3)課題の共通性 
 

(4)技術分野の関連性 

(5)最適材料の選択・設計変更、 
    単なる寄せ集め             弱い 
 

(4)は論理づけの根拠となるとは限らない。 
参考資料５．「同一技術分野論は終焉を迎えるか」 19 



＜参考＞USの非自明性／EPの進歩性 

US：グラハムテスト/Flexible基準TSMテスト 
TSM：先行技術文献に何らかの教示（Teaching）・示唆
（Suggestion）・動機（Motivation）があったかを調べる。
後知恵排除が目的。 

 

EP：課題解決アプローチ 
(1) もっとも近い先行技術の特定 
(2) 客観的な技術的課題の特定 
(3) Would-Couldアプローチ 
(4) 先行技術の組み合わせ 
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検索に用いる分類 

関係するＦターム 

S1：4C094CC02 ・・寝台，担架，いす等の動くもの 
 ⇒＜下位分類含める＞ 

S2：4C094DD14 ・・浴用物質が湯（含む熱湯） 
 ⇒＜下位分類含める＞ 

S3：4C094EE20  ・・浴用媒体供給加工手段が湯（含

む熱湯） 

 ⇒＜下位分類含める＞ 

S4：4C094GG02 ・・介助（養護，介護等）するもの 

検索式の候補：S1×（S2＋S3)×S4 
23 
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①特開平9-135865が見つかる 
 

【構成】 移動自在な台車部（１）と、台車
部（１）に分離可能に載置される座席部
（２）とからなり、前記座席部（２）は、臀部
載部（４）と、臀部載部（４）の前部に回動
可能に軸着されるフットレスト（６）と、臀部
載部（４）の後部に回動可能に軸着され
る背もたれ部（７）とからなり、座席部（２）
は背もたれ部（７）が傾斜したリクライニン
グ姿勢に変更できる座席調整式車椅子。 
 

【０００５】本発明の目的は、上記欠点を解
決したものであり、容易な操作で所望のリ
クライニング姿勢を得ることができる座席
調整式の車椅子を提供することにある。 
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追加の検索 

A61H33/00,310@K 

 ・病弱者用の浴用担架，浴用車椅子 
 

上記分類の中から、要約の【課題】や 
明細書の【発明が解決しようとする課題】
中に、「リクライニング」に関係する内容が
記載されているものを探す。 
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②特開平11-19158が見つかる 
 

【課題】 リクライニング状態にあって入浴者の
頭を頭部で支承した状態で洗髪を行う際に、
入浴者に対し洗髪を行う上で好ましい姿勢を
とらせることができ、介護者による洗髪の作業
性を向上させることができる入浴用車椅子を
提供する。 

【解決手段】 座部と該座部の一側に揺動自在
に設けられた背部２０と該背部２０の座部に対
し反対側に設けられた頭部２３とを有するもの
であって、頭部２３は背部２０に対し、揺動自
在に支持されるとともに複数の角度位置で固
定可能とされている。これにより、リクライニン
グ状態にあって入浴者の頭を頭部２３で支承
した状態で洗髪を行う際に、頭部２３を背部２
０に対し揺動させて所望の角度位置で固定さ
せることにより、入浴者の頭の角度を所望の角
度にする。 28 



進歩性の否定 

(1) ①特開平9-135865には、台車付きの車椅子が開
示されている。 
 

(2) ②特開平11-19158には、入浴者の頭を所望の角
度にする車椅子が開示されている。 
 

(3) ①と②は、課題が「リクライニング用」で共通。 
 

(4) 技術分野も「車椅子」で同一。 
 

(5) ①と②を組合せることに阻害要因はなく、組合せて
も顕著な効果がない。 
 

(6) 特開2005-334220の進歩性は否定。 29 



日本の特許公報で見つからない場合 

USなど英語公報を調査 
⇒ソフトウェア、通信、バイオなど 

EP公報を調査（独仏語は機械翻訳DB、欧米の
調査会社を活用）⇒自動車、医薬 

・・・今後はCN公報も 

国内外の学術文献を調査 
⇒半導体、素材、ナノテク、バイオ、通信 

技術雑誌を探す 
⇒ビジネスモデル、ソフトウェア 
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４．新興国特許庁検索サイトの紹介 

(1)中国 

(2)インド（IPAIRS） 

(3)韓国（KIPRIS） 

(4)台湾（TWPAT） 

(5)その他新興国 
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中国（SIPO）中国語 
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http://www.sipo.gov.cn/zljs/ 



中国（SIPO）英語 
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http://59.151.93.237/sipo_EN/search/tabSearch.do?method=init 



34 

Suntech Power（中国企業）の太陽電池 
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クレームの機械翻訳英文⇒ 



SIPO 法律状態検索 
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http://search.sipo.gov.cn/sipo/zljs/searchflzt.jsp 



中国CNIPR（最も利用されている中国DB） 
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英語版は、 
残念ながら 
有料化 

最近日本語UI
も用意された 

http://search.cnipr.com/pages!tableSearch.action 
http://english.cnipr.com/ 



NRIデータベースを使った中国実用新型検索 
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インド（IPARIS） 
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今年４月に 
大幅リニュー 
アル！ 

http://124.124.193.245/patentsearch/search/index.aspx 



韓国 

41 

英単語を入力す
ると、ハングルに
機械翻訳されて
検索される 

KPAは 
英語抄録 
データ 
ベース 

http://detseng.kipris.or.kr/ndetsen/loin1000a.do?method=loginDG&searchType=A 



台湾  
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http://twpat.tipo.gov.tw/ 



その他新興国検索サイト 

ロシア 

http://www.fips.ru/cdfi/fips2009.dll 

ブラジル 

http://formulario.inpi.gov.br/MarcaPatente/jsp/servimg/validamagic.jsp?B
asePesquisa=Patentes 

タイ 

http://110.164.177.243/DIPSearch/PatentSearch/SearchComplex.aspx 

ベトナム 

http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearchPAT.php 

インドネシア（最近リニューアル） 

http://119.252.174.26/psearch 

WIPO/Espacenet 

http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf 
http://worldwide.espacenet.com/ 
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新興国特許庁検索サイトまとめ 

英語要約や特許番号による簡単な検索用。 

データの収録率が100％でない場合もあり、調査して
情報が見つからなくても、特許や出願が存在すること
もある。 

複数のデータベースを使い分ける、IPC、キーワード、
出願人の検索を併用するなどして、多面的に調査す
る必要がある。 

中国や韓国については、有料データベースに機械
翻訳英文が用意されている。より詳細な調査は現地
語のわかる方に依頼する。 
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参考資料 
１．特許庁 平成23年度知的財産権制度説明会（実務
者向け）テキスト 

２．特許庁 平成24年度知的財産権制度説明会（初心
者向け）テキスト 

３．特許庁 特許・実用新案審査基準 

４．塚原朋一 「知財高裁における均等侵害論のルネッ
サンス」 知財管理 2011年12月号  

５．塚原朋一 「同一技術分野論は終焉を迎えるか－特
許の進歩性判断における新しい動きを思う－」 
特許研究第51号 
http://www.inpit.go.jp/jinzai/study/study00005.html 
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ご清聴ありがとうございました。 
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