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第１部 調査研究の概要 

  



ウ 関連発明の記載要件

・ 関連発明特有の規定等はなく、一般の発明と同様に判断される。

エ 生成発明

・ は、発明者は自然人のみであるとして、 を発明者とする出願を却下してい

る。

(5) 中国（報告書第 部第 章）

ア 関連発明の定義

・ は、 関連発明を定義していない。ただし、 のウェブサイトに掲載さ

れた統計報告書では、人工知能分野における専利の三つのメイン技術として、「基本

アルゴリズム専利」、「基本ハードウェア専利」及び「垂直応用専利」 が挙げられて

いる。

イ 関連発明の発明該当性及び専利適格性

・ 関連発明は、 専利法第 条第 項第 号に規定される専利権を付与しない客体

に該当せず、かつ、 専利法第 条第 項で規定する発明に該当することが求められ

る。

・上記 の発明該当性の判断は、専利審査指南第二部分第九章第 節 に記載され

た手法（技術三要素判断）に従って行われる。

ウ 関連発明の新規性及び進歩性（創造性）

・ 関連発明の新規性及び創造性の判断は、専利審査指南第二部分第九章第 節

に記載された手法に従って行われる。

・創造性の審査を行う際には、技術的特徴と機能上支持し合い、相互作用関係にある

アルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特徴と、前記技術的特徴が一つの全体と

して考慮される。

エ 関連発明の記載要件

・専利審査指南第二部分第九章第 節 に、記載要件に関する記載がある。

オ 生成発明

・願書に発明者の氏名を記載することを規定した専利法第 条等からみて、中国では、

を発明者とする出願は認められないと考えられるが、これを裏付けるような

からの公開情報は得られていない。

(6) 韓国（報告書第2部第6章）

ア 関連発明の定義

・人工知能技術分野審査実務ガイドによると、 関連発明は、発明の実施に機械学習

基盤の人工知能技術を必要とする発明と定義される。

イ 関連発明の発明該当性

・人工知能技術分野審査実務ガイドによると、 関連発明の発明該当性は、 関連発

明と同様の基準に従って判断される。

ウ 関連発明の新規性及び進歩性

・人工知能技術分野審査実務ガイドによると、 関連発明の新規性及び進歩性の判断

は、基本的に、一般の発明と同様に、特許・実用新案審査基準に従って判断される。



・なお、人工知能技術分野審査実務ガイドには、 技術に当てはめた判断例も記載さ

れている。

・新規性・進歩性の判断は、請求項に記載されたすべての構成を考慮して行われる。

エ 関連発明の記載要件

・人工知能技術分野審査実務ガイドによると、 関連発明の記載要件の判断は、基本

的に、一般の発明と同様に、特許・実用新案審査基準に従って判断される。

・なお、人工知能技術分野審査実務ガイドには、 技術に当てはめた判断例も記載さ

れている。

オ 生成発明

・ は、 を発明者として表示した出願に対し、 を発明者として記載すること

は特許法に違反する（発明者を自然人に修正しなければならない）という補正指令

書を発したことを明らかにしている。

２ 関連発明に関する制度・運用の比較 － 海外質問結果を中心に（報告書第 部）

(1) 「 関連発明」の定義

・ 関連発明の定義を審査基準等で明示している知財庁は、 のみである。

・ 関連発明の範囲については、各国・機関において、 コア発明に限定することな

く、 適用発明を含むものと理解されている。
 米国 EPO 英国 ドイツ 中国 韓国 日本 

法令等に定義はあるか No No No No No No No 

審査基準等に定義はあるか No No No No No Yes No 

ウェブ等に定義はあるか No No No No No  Yes 
※ 日本の法令又は審査基準に、「 関連発明」を定義した記載はない。ただし、 のウェブサイト

に掲載された「 関連発明の出願状況調査 報告書」（

）では、「本調査内でのみ有効なものであり、特許

庁として公式な定義を表明するものではありません。」としつつ、「 関連発明」を「① コア発明及

び② 適用発明」と定義している。

 



第２部 各国・機関のAI関連発明に関する

制度・運用 

 



第６章 韓国 

第１ 法律・審査基準

１ 発明の定義（発明該当性）

 発明の定義は、韓国特許法 第 条第 号 において、次のとおり規定されている。

第 条（定義） この法で使用する用語の意味は、次の通りである。

 “発明”とは、自然法則を利用した技術的思想の創作として高度のものをい

う。

 また、発明について、特許・実用新案審査基準 の「第 部 特許要件」「第 章 産

業上利用の可能性」「  発明の成立要件」には、次のとおり記載されている。

 発明の成立要件

 特許法第 条第 号は、「“発明”とは、自然法則を利用した技術的思想の創

作であって、高度なものをいう」と定義しているため、特許出願された発明が

特許法上の発明になるためには、この規定を満たすものでなければならない。

（省略）

発明に該当しない類型

 特許法第 条第 号の発明に該当するか否かについて判断が容易ではないた

め、本審査基準においては、発明に該当しない類型を例示して、発明に該当す

るか否かに関する判断に助力する 。

 下線部の記載からみて、特許・実用新案審査基準に記載された類型は、あくまで

「例示」と考えられる。したがって、審査官による発明該当性の判断は、以下の つの

例示された類型を指針として、事案ごとに行われるものと考えられる。

(1) 発明に該当しない類型

・自然法則自体

・単純な発見であって創作ではないもの

・自然法則に違背するもの

・自然法則を利用していないもの

・単純な情報の提示

・美的創造物

・コンピュータプログラム言語自体、コンピュータプログラム自体

・反復して同一の効果を得ることができないもの

・未完成発明

崔達龍国際特許法律事務所（翻訳），「特許法」， 年 月 日，

最終アクセス日： 年 月 日

韓国特許法を字句のとおり翻訳すると、「 」「 」等は「項」ではなく「号」（ ）であり、第 条等に記載

の「①」、「②」等が「項」（ ）である。

日本貿易振興機構（ジェトロ）ソウル事務所（仮訳），「特許・実用新案審査基準」、 年 月 日改正

版， 最終アクセス日：

年 月 日

下線は、本報告書の記載にあたり付加したものである。以下、この章において同じ。

http://www.choipat.com/pds/siryou/choipat_14_20210817.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/law/sinsasisin20201214.pdf


 これらのうち、下線を付した「自然法則を利用していないもの」、「単純な情報の提

示」及び「コンピュータプログラム言語自体、コンピュータプログラム自体」は、

関連発明との関係において、留意が必要と考えられる。

 これらについて、以下、詳しく説明する。

ア 自然法則を利用していないもの

 発明に該当しない類型のうち、「自然法則を利用していないもの」については、次の

とおり記載されている。

 自然法則を利用していないもの

 請求項に記載された発明が自然法則以外の法則（経済法則、数学公式、論理

学的な法則、作図法など）、人為的な約束（ゲームの規則自体など）、又は人間

の精神活動（営業計画自体、教授方法自体、金融保険制度自体、課税制度自体

など）を利用している場合には、発明に該当しない。

 ただし、特許・実用新案審査基準には、「請求項に記載された発明の一部において自

然法則を利用していない部分（例：数学公式など）があっても、請求項を全体として

把握したとき自然法則を利用していると判断されるときには、特許法上の発明に該当

する。」とも記載されている。したがって、例えば、自然言語処理技術や金融予測技術

に関係する発明であったとしても、請求項の記載を全体として把握したときに自然法

則を利用していると判断されるように請求項が記載されている場合には、韓国におい

て特許法上の発明に該当すると判断される可能性があると考えられる。この点に関し

ては、請求項にどのような要件を、どの程度まで特定して記載すべきかも含めて、現

地法律事務所の見解を得ているので、第 部の「第４ 発明該当性」を参照されたい。

イ 単純な情報の提示

単純な情報の提示

 単純に提示される情報の内容に限って特徴があるものであって、情報の提示

を主たる目的とする場合には、発明に該当しない。

（例 ）録音された音楽に限って特徴がある 、コンピュータプログラムリス

ト自体、デジタル・カメラで撮影されたデータなど

 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

提示自体、情報の提示手段、情報を提示する方法は、発明に該当することもあ

る。

（例 ）文字、数字、記号からなる情報を浮彫で記録したプラスチックカ－ド

（情報の提示手段に技術的特徴がある場合）

 下線部の記載からみて、 関連発明の機械学習に用いられる「学習用データ」であ

って、特段の前処理がされていないものは、「単純な情報の提示」に該当する蓋然性が

高いと考えられる。また、機械学習のための特段の前処理がされた「学習用データ」

や回答とセットになった「教師データ」等が、発明に該当する（情報の提示が新規の

技術的特徴を有している）と判断される可能性があるかは、上記例 からは容易に推測



できない。この点に関しては、発明該当性が認められるためにどのような要件が必要

か、代替手段があるか等も含めて、現地法律事務所の見解を得ているので、第 部の

「第４ 発明該当性」「４ 学習用データ、学習済みパラメータの保護について」を参

照されたい。

ウ コンピュータプログラム言語自体、コンピュータプログラム自体

 発明に該当しない類型のうち、「コンピュータプログラム言語自体、コンピュータプ

ログラム自体」については、次のとおり記載されている。

 コンピュータプログラム言語自体、コンピュータプログラム自体

 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

あり、コンピュータプログラム自体は発明にならない。

 ただし、コンピュータプログラムによる情報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には、当該プログラムと連動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プログラム

（ 出願から適用）は、自然法則を利用した技術的思想の創作であっ

て、発明に該当する（第 部第 章コンピュータに関する発明 特許請求範

囲の記載要件を参照）。

 ここで、下線を付した上記「第 部」とされる部分は、いわゆる技術分野別の審査基

準であり、 年 月の改訂において、 の各局に分散していた技術分野別の審査

基準を統合し、特許・実用新案審査基準の「第 部」として新たに設けられたものであ

る。しかしながら、現在の特許・実用審査基準には、上記「第 部」とされる部分が、

削除されており、存在しない。

 韓国特許庁は、 年 月に組織改編を行い「融合複合技術審査局」を新設すると

ともに、融合・複合技術に対する審査品質を高めることを目的として、 年 月

日に、「技術分野別審査実務ガイド」 を新たに作成した。また、これに伴い、特許・実

用新案審査基準からは、上記「第 部」が削除された。現在、上記「第 部」は、技術

分野別審査実務ガイドの「第 部 その他（旧技術分野別審査基準）」として、その一

部が削除されたうえで残されている 。

 技術分野別審査実務ガイドの「第 部 その他（旧技術分野別審査基準）」、「第 章 

コンピュータ関連発明」「  明細書の記載要件」「  請求の範囲の記載要件 」「  

韓国特許庁，「 」， 年 月，

最終アクセス日： 年 月

日

削除されていない部分は依然として有効であるが、今後、改訂されたものに順次、置き換わっていくと考え

られる。例えば、「第 章 有・無機化合物に関する発明」については、現地法律事務所から、「技術分野別

審査実務ガイドの「化合物分野」に対する改正作業が進行中」とのコメントが得られている。

特許・実用新案審査基準の「第 部」が 年 月に改正されたときに、項番号が から に移動し

ている。

https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200147


コンピュータ関連発明のカテゴリー」には、 関連発明に特有の判断及び審査に必要

な事項として、以下の事項が記載されている。

 コンピュータ関連発明のカテゴリー（概要）

・ コンピュータ関連発明は、時系列的に接続された一連の処理又は操作、す

なわちステップとして表現することが可能な場合、そのステップを特定する

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。

・ コンピュータ関連発明は、その発明を実施する複数の機能で表現すること

が可能な場合、その機能によって特定され物（装置）の発明として、請求項

に記載することができる。

・ コンピュータ関連発明は、プログラム記録媒体（物の発明）、データ記録

媒体（物の発明）、ハードウェアと組み合わされて特定の課題を解決するた

めに媒体に格納されたコンピュータプログラム（物の発明）として、請求項

に記載することができる。

(2) 関連発明の成立要件

 技術別審査実務ガイドの第 部第 章「  特許要件」「  判断の具体的な方法」

には、「コンピュータソフトウェア関連発明の成立要件の判断手順のフローチャート」

として、次のフローチャートが示されている。



（注 ）請求項に記載された発明が、（ ）自然法則以外の法則、（ ）人為的決定、若しくは

（ ）人間の精神活動に該当する又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

ないか、あるいは、（ ）単純情報の提示である場合には、自然法則を利用した技術的思想の創

作ではないため、発明に該当しない。

（注 ）請求項に記載された発明が、（ ）機器の制御や制御のために必要な処理を具体的に実

行するか、（ ）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には、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 ）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」に該当するかどうかを判断しなければならない。

２ 新規性及び進歩性

(1) 新規性、進歩性

 新規性、進歩性については、韓国特許法第 条において、以下のとおり規定されて

いる。

第 条（特許要件）

① 産業上利用することができる発明であって、次の各号のいずれかに該当する

ものを除いてはその発明について特許を受けることができる。

特許出願前に国内又は国外で公知にされたり、公然に実施された発明

請求項に記載された発明 

自然法則を利用した技術思想の創作では

ない例に該当するか否かの判断（注 1） 

（2.1.2.1(2)に該当） 

自然法則を利用した技術思想の創作で

ある例に該当するか否かの判断（注 2） 

（2.1.2.1(3)に該当） 

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

か否かの判断（注 3） 

自然法則を利用した技術的

思想の創作である例： 

①機器の制御、 

②技術的性質に基づく情報

処理など 

2,1,2,2(2)に該当 

（使用目的に応じた特有の

情報処理装置又は方法が

構築された場合） 

「発明」に該当 

自然法則を利用した技術的

思想の創作でない例： 

①自然法則以外の法則 

②人為的決定 

③人間の精神活動 

④単なる情報の提示など 

2,1,2,2(3)に該当 

（使用目的に応じた特有の

情報処理装置又は方法が

構築されていない場合） 

「発明」に該当しない 

YES 

YES 

YES NO 



特許出願前に国内又は国外で頒布された刊行物に掲載されたり、電気通信回線

を通じて公衆が利用することができる発明

② 特許出願前にその発明が属する技術分野で通常の知識を有する者が第 項各

号のいずれかに該当する発明により容易に発明することができれば、その発明に

対しては第 項にかかわらず特許を受けることができない。

 ここで、新規性の判断について、特許・実用新案審査基準の「第 部 特許要件」

「第 章 新規性」「  新規性の判断」「  請求項に記載された発明の特定」「  

発明の特定の一般原則」には、以下のとおり記載されている。

 発明の特定の一般原則

請求項の記載が明確である場合には、請求項に記載された通りに発明を特定

する。

（省略）

 発明の説明又は図面に記載されているが、請求項に記載されていない事項

は、請求項には記載されていないものとみなして発明を特定する。他方で、請

求項に記載されている事項については必ずそれを考慮して発明を特定しなけれ

ばならない。

 また、進歩性の判断について、特許・実用新案審査基準の第 部「第 章 進歩性」

「  進歩性の判断方法」「  進歩性の判断手順」には、以下のとおり記載されてい

る。

 進歩性の判断手順

 発明の進歩性は、次の手順に従って判断する。

請求項に記載された発明を特定する。この場合、請求項に記載された発明の

特定方法は、｢第 章の新規性判断｣と同一である。

 さらに、「技術分野別審査実務ガイド」の第 部第 章「  特許要件」「  新規

性、進歩性」「  新規性、進歩性判断の基本事項」には、以下のとおり記載されて

いる。

新規性、進歩性の判断の基本

（ ）新規性、進歩性の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、人為的な決定事項とシステム

化の方法に分けるのではなく、有機的に結合された全体としての発明として把

握することが重要である。

 以上勘案すると、韓国における新規性・進歩性の審査における発明の認定において

は、人為的な取り決めに関する事項などの非技術的な事項も含めて、請求項に記載さ

れている事項のすべてが考慮され、そして、請求項に記載されているすべての事項に

基づいて、新規性・進歩性の判断が行われると考えられる。

３ 記載要件

 記載要件については、韓国特許法第 条において、以下のとおり規定されている。



第 条（特許出願）

（省略）

② 第 項による特許出願書には、発明の説明・請求範囲を記載した明細書と必

要な図面及び要約書を添付しなければならない。

③ 第 項による発明の説明は、次の各号の要件を全て満たさなければならな

い。

その発明が属する技術分野で通常の知識を有した者がその発明を容易に実施す

ることができるように明確かつ詳細に記載すること

その発明の背景となる技術を記載すること

④ 第 項による請求範囲には、保護を受けようとする事項を記載した項（以

下、「請求項」という。）が つ以上なければならず、その請求項は、次の各号

の要件を全て満たさなければならない。

発明の説明により裏付けられること

発明が明瞭かつ簡潔に記載されていること

⑤ （削除）

⑥ 第 項による請求範囲には、保護を受けようとする事項を明確にできるよう

に、発明を特定するのに必要であると認められる構造・方法・機能・物質又はこ

れらの結合関係等を記載しなければならない。

(1) 実施可能要件

 記載要件のうち、実施可能要件について、特許・実用新案審査基準の「第 部 特許

出願」「第 章 発明の説明」「  実施可能要件」「  審査方法」「  基本的な考

慮事項」には、以下のとおり記載されている。

 基本的な考慮事項

物の発明の場合

①物の発明が請求項に記載された場合、発明の説明には平均的技術者がその物

を生産することができるよう、必要な事項を明確かつ詳細に記載しなければな

らない。

（省略）

②平均的技術者が請求項に記載された物を使用することができるように詳細に

記載しなければならない。

（省略）

方法の発明の場合

 方法の発明が請求項に記載された場合、発明の説明には平均的技術者がその

方法を使用することができるよう、必要な事項を明確かつ詳細に記載しなけれ

ばならない。

（省略）

物を生産する方法の発明の場合

 物を生産する方法の発明が請求項に記載された場合、発明の説明には平均的

技術者がその方法により物を生産することができるよう、必要な事項を明確か

つ詳細に記載しなければならない。

 また、技術分野別審査実務ガイドの第 部第 章「  明細書の記載要件」「  発

明の説明の記載要件」には、以下のとおり記載されている。



実施可能要件

 コンピュータ関連発明の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 部第 章 発明の説明」の記載要件に従う。

 発明の説明には、コンピュータ及びソフトウェア技術分野における通常の技

術者が、出願時の技術常識並びに明細書及び図面に記載した事項に基づいて、

その発明を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しなければ

ならない。

 実施可能要件違反の例

（ ）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ステッ

プ又は機能を抽象的に記載しているだけで、そのステップ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するか又は実現するかについて記

載されておらず、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

することができなく、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。

（省略）

（ ）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（ ）」又は

「フローチャート（ ）」だけで表現しており、その「機能ブロック図

（ ）」又は「フローチャート（ ）」からどのようにハー

ドウェア又はソフトウェアが実施されているかを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

きなく、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。

 機能に関する説明やフローチャートの活用は、通常、 関連発明を説明する手段と

して有効であると考えられる 。しかしながら、技術分野別審査実務ガイドには、これ

らのみでは実施可能要件違反と判断される場合があることが明記されており、この点

において留意が必要である。

 また、技術分野別審査実務ガイドの第 部「バイオ分野審査実務ガイド」第 章「審

査事例」「  （事例 ）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明細

書の記載要件」には、以下のとおり記載されている。

 （事例 ）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明細書の

記載要件

（省略）

（ ）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

例えば、欧州特許庁審査便覧 ，「  コンピュータプログラム」には、「明細書は…当業者が発明を理

解できるように、場合によってフローチャート、その他の理解の助けとなるものを添えて、実質的に通常の

言語で記載すべきである。」と記載され、同 ，「  十分な開示」には、「技術分野によっては（例：コン

ピュータ）、機能の明確な記載の方が、過度に詳細な構成の記載よりも、はるかに適切であろう。」と記載さ

れている。また、専利審査指南第二部分第九章 には、「コンピュータプログラムの主要なフローチャート

を、説明書の添付図面で提供しなければならない。」と記載されている。



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。

（省略）

（ ）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

及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（

）方法だけで予測し、物に関する発明で請求した場合には、有用性又は明

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。

（省略）

 新薬候補物質を新たに探索する際に使用される、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（ ）分析方法に対し、人工知能に関連する技

術を適用することは十分に考えられる。

 しかしながら、下線部のとおり、人工知能に関連する技術を適用したイン・シリコ

（ ）分析方法によって探索された新薬候補物質について特許出願する場合にお

いて、新薬候補物質の治療効果等について具体的な実験の結果を明細書に記載せず、

イン・シリコ（ ）方法のみを記載する場合には、実施可能要件違反と判断され

る場合があることが技術分野別審査実務ガイドに明記されており、この点において留

意が必要である。

(2) サポート要件及び明確性要件

 記載要件のうち、サポート要件について、特許・実用新案審査基準の「第 部 特許

出願」「第 章 請求範囲」「  発明の説明によって裏付けられること」には、次のと

おり記載されている。

 発明の説明によって裏付けられること

 発明の説明は技術公開書としての役割を果たすため、発明の説明に記載して

公開していない発明を請求範囲に請求項として記載して特許を受けると、公開

していない発明に対して特許権が付与される不当な結果になるため、これを防

止するために特許法第 条第 項第 号を規定した。

 明確性要件については、第 部第 章の「  発明を明確かつ簡潔に記載すること」

に、次のとおり記載されている。

 発明を明確かつ簡潔に記載すること

 請求項の記載が不明確である、又はその記載内容が簡潔ではない発明に対し

て特許権が付与されると、発明の保護範囲が不明確であるため、特許発明の保

護範囲を定める権利書としての役割を果たすことができないだけでなく、特許

要件の判断などもできなくなるため、特許法第 条第 項第 号は、このよ

うな問題を防止するための規定であるということができる。



 また、技術分野別審査実務ガイドの第 部第 章「  明細書の記載要件」「  請

求範囲の記載要件」には、「  発明を明確に記載していない例」として、 発明の

実施主体が不明確で発明を特定できない場合、 発明の対象が明確でない場合、 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、 発明のカテゴリーが明確

でない場合が挙げられている。

４ 発明者

 韓国特許法第 条及び 条には、発明者について以下のとおり規定されている。

第 条（特許を受けることができる者）

①発明をした者又はその承継人は、この法で定めるところによって特許を受ける

ことができる権利を有する。ただし、特許庁職員及び特許審判院職員は、相続又

は遺贈の場合を除いては特許を受けることができない。

②（省略）

第 条 特許出願

①特許を受けようとする者は、次の各号の事項を記載した特許出願書を特許庁長

に提出しなければならない。

特許出願人の氏名及び住所 法人の場合にはその名称及び営業所の所在地

（省略）

発明者の氏名及び住所

②（省略）

 また、特許・実用新案審査基準の「第 部 特許出願」「第 章 特許出願人」「  

発明者」には、発明者該当性に関して、以下のとおり記載されている。

 発明者

（省略）

発明者とは、自然法則を利用して技術的思想を創作した者を意味する。発明

は事実行為であって、未成年者などのように行為能力のない者であっても発明

者になることができる上、法定代理人を通じて手続きを行いさえすれば特許を

受けることができる。発明者に該当するためには、技術的思想の創作行為に実

質的に貢献するに至る必要がある。

①発明者に該当する場合の例

例 発明の技術的課題を解決するために具体的な着想を新しく提示・付加・補

完した者

例 実験などを通じて新しい着想を具体化した者

例 発明の目的及び効果を達成するための具体的手段及び方法を提供した者

例 具体的な助言・指導により発明を可能にさせた者

②発明者に該当しない場合の例

例 単純に発明に関する基本的な課題及びアイデアだけを提供した者

例 研究者を一般的に管理しただけの者

例 研究者の指示に従ってデータの整理と実験だけ行った者

例 資金・設備などを提供して発明の完成を後援・委託しただけの者

（省略）



第２ 関連発明に関する審査基準

 韓国特許庁は、 年 月 日に「技術分野別審査実務ガイド」を作成した。こ

の「技術分野別審査実務ガイド」は、「人工知能分野」、「 サービス分野」、「バイオ

分野」、「植物の分野」及び「医薬分野」の つの分野における審査実務ガイド並びに

「旧技術分野別審査基準」を併せたものである。

 人工知能分野の審査ガイドについては、技術分野別審査実務ガイドの第 部に、「第

部 人工知能分野審査実務ガイド」（以下「人工知能分野審査実務ガイド」という場

合がある。）として掲載されており、その改正・管理部門は、「人工知能ビックデータ

審査課」となっている（特許・実用新案審査基準を所管する部署（特許審査制度課）

とは異なる。）。

 ここで、現時点での韓国特許庁の組織図 によると、上記「人工知能ビックデータ審

査課」は、「融合複合技術審査局」に属している。他方、先に述べた「第 部 その他

（旧技術分野別審査基準）」の「第 章 コンピュータ関連発明」の改正・管理部門は、

「電気通信技術審査局」の「コンピュータ審査課」となっている（両者の改正・管理

部門は、局のレベルで相違する。）。ただし、人工知能分野審査実務ガイドの「  概要」

には、「本章で説明されていない事項は特許・実用新案審査基準又はコンピュータ関連

発明の審査基準に従う。」と明記されている。

 この記載に従うと、 関連発明に関しては、「技術分野別審査実務ガイド」の「第

部 人工知能分野審査実務ガイド」及び「第 部 その他（旧技術分野別審査基準）」

の「第 章 コンピュータ関連発明」並びに「特許・実用新案審査基準」の つに基

づいて審査が行われると考えられる。

１ 関連発明の定義に関する規定等

 関連発明の定義に関して、人工知能分野審査実務ガイド の「１．概要」には、次

のとおり記載されている。

概要

 本章は、発明の実施に機械学習（ ）基盤の人工知能

（ 、以下「 」）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。

 下線を付した記載からみて、発明の実施に機械学習基盤の 技術を必要とする発明

に関する出願であれば、 コア発明に限らず、 適用発明であっても、「 関連発明」

に含まれ、人工知能分野審査実務ガイドの適用対象になると考えられる。

最終アクセス日： 年 月 日

人工知能分野審査実務ガイドの翻訳は、金・張法律事務所（ ）

が翻訳したものを入手して用いた。

なお、 ソウル事務所が仮訳を公表している。

最終アクセス

日： 年 月 日

https://kipo.go.kr/ko/introduce/dpetInfoMgmt.do?menuCd=SCD0201147&parntMenuCd2=SCD0200434
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/kr/ip/law/sinsasisin20201214_1.pdf#page=6


 また、人工知能分野審査実務ガイドには、用語「人工ニューラルネットワーク」、

「畳み込みニューラルネットワーク」及び「回帰型ニューラルネットワーク」の定義

が、以下のとおり記載されている。

・人工ニューラルネットワーク（ 、 ）

 人間の神経細胞であるニューロン（ ）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 つの形態。

・畳み込みニューラルネットワーク 、

 つ又は複数の畳み込み層（ ）とプーリング層（

）、全結合層（ ）で構成されたディープニューラルネ

ットワーク（ ： ）の一種。

・回帰型ニューラルネットワーク 、

 時系列データ（ ）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 と次の時点

にネットワークを連結して構成した人工ニューラルネットワーク

（ ）。

２ 関連発明の発明該当性

 関連発明の発明該当性について、人工知能分野審査実務ガイドの「  特許要件」

「  発明の成立要件」「  基本事項」には、次のように記載されている。

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。

 また、 関連発明の発明該当性を判断する際の具体的な方法については、同「  

判断の具体的な方法」に以下のように記載されている。なお、この記載は、形式上は

関連発明の発明該当性に関する基準として記載されているが、技術分野別審査実務

ガイドの第 部第 章「  特許要件」「  発明の成立要件」「  判断の具体的



な方法」にも同様の記載があることから、 関連発明の発明該当性の判断は、 関連

発明のそれと同一と考えられる。 
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。 
 

請求項に記載された事項に基づいて発明を把握する。 
 

請求項に記載された発明が特許・実用新案審査基準『第 部第 章第 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 自然法則以外の法則、 人為的な決定、 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、 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 フ 、

フ 、 フ 、特許法院 ホ 、 ホ 、 ホ

判決参照）。

③ その発明が、 機器の制御又は制御のために必要な処理を具体的に行った

り、 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。 
 

請求項に記載された発明が、上記 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 フ

、 フ 、 フ 、特許法院 ホ 、 ホ 判

決参照）。 
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

働した具体的な手段又は具体的な方法により『使用目的に応じた特有の情報

の演算又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）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。

 上記記載に続いて、「  判断の具体的な方法」には、本報告書の「第  法律・

審査基準」「１ 発明の定義」「 コンピュータ関連発明の成立要件」に記載したフロ

ーチャートと全く同じものが記載されている。



３ 関連発明の新規性及び進歩性

 関連発明の新規性・進歩性について、人工知能分野審査実務ガイドの「  特許要

件」「  新規性・進歩性」には、以下のように記載されている。なお、技術分野別審

査実務ガイドの第 部第 章「  特許要件」「  新規性、進歩性」「  新規性、

進歩性判断の基本事項」にも同様の記載があるが、以下の記載のうち、下線を付した

項の記載については、「第 部 その他（旧技術分野別審査基準）」には記載されていな

い、人工知能分野審査実務ガイドに特有の記載である。

新規性・進歩性

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。

新規性及び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。 
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（ ）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。

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。

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

などを含む研究又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。

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。



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。 

 さらに、人工知能分野審査実務ガイドには、「  特許要件」「  新規性・進歩性」

「  通常の技術者の通常の創作能力の発揮に該当する例」として、以下の つの例

が挙げられている。

 通常の技術者の通常の創作能力の発揮に該当する例

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

ホ 判決参照）。

（省略）

人が行っている業務又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

（省略）

［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、人工ニュ

ーラルネットワーク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

（省略）

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。

（省略）

周知・慣用手段の単純付加又は均等物による置換

（省略）

 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。

 これら つの例は、いずれも特許・実用新案審査基準には記載されていない、人工知

能分野審査実務ガイドに特化した例である。ただし、特許・実用新案審査基準の「第

部 特許要件」「第 章 進歩性」「  容易性判断の根拠」「  通常の技術者が有す

る通常の創作能力の発揮に該当すること」の項に記載された例と、上記 から まで

の例を比較すると、両者は、進歩性の判断手法が異なるとはいえず、むしろ、上記

から までの例は、特許・実用新案審査審査基準に記載された考え方を、人工知能分

野に具体的に当てはめて記載したものと理解される。

 なお、上記 及び の記載からみて、韓国では、経済やビジネス関連の技術であっ

ても発明該当性が認められる場合があり、そして、経済やビジネスに関する事項であ

っても、進歩性の判断における考慮対象から除外されることはないと考えられる。

 また、人工知能分野審査実務ガイドの「  特許要件」「  新規性、進歩性」

「  留意事項」「  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」には、以下のとおり記載されている。

 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。

（省略）

 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。

（省略）

 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又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。

（省略）

 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。

 これら つの類型は、いずれも「予測される効果以上のより良い効果」に関するもの

と考えられる。そして、これら つの類型と、特許・実用新案審査基準の「第 部 特

許要件」「第 章 進歩性」「  容易性判断の根拠」「  より容易効果の考慮」の項

を比べてみると、人工知能分野審査実務ガイドの方が具体例に基づいたものとなって

はいるものの、考え方については、両者に特段の差異はないと理解される。したがっ

て、発明の効果の考慮に関しても、 関連発明と通常の判断との間に特段の差異はな

いものと考えられる。

 発明の効果に関しては、効果の予測性がない場合及び顕著な効果がある場合に、そ

れぞれ進歩性が肯定されるか否かについて現地法律事務所の見解を得ているので、第

部の「第５ 新規性・進歩性」を参照されたい。

４ 関連発明の記載要件

(1) 実施可能要件

 関連発明の実施可能要件の判断が、基本的に特許・実用新案審査基準の記載要件

の判断に従うことについて、人工知能分野審査実務ガイドの「  記載要件」「  発

明の説明」「  実施可能要件の基本事項」には、次のとおり記載されている。

 記載要件

 発明の説明

 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（ ）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。

 さらに、人工知能分野審査実務ガイドには、「  実施可能要件違反事例」として、

以下の つの例が記載されている。

 実施可能要件違反事例

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又はソフ

トウェアでどのように実行又は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

（省略）

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又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又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。

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 」又は「フローチ

ャート 」のみで表現しており、その「機能ブロック図」又は「フロ

ーチャート」からどのようにハードウェア又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

 これら事例のうち 及び については、「第 部 その他（旧技術分野別審査基準）」、

「第 章 コンピュータ関連発明」「  明細書の記載要件」「  発明の説明の記載

要件」にも記載があり、下線を付した が、人工知能分野審査実務ガイドに特有の記

載である。この記載によると、韓国では、上記①から④までの つの要件を全て満たせ

ば、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



ると判断される（具体的に記載されていないことを理由とした実施可能要件違反は回

避できる）と考えられる。

 また、人工知能分野審査実務ガイドの「  留意事項」には、以下の記載もある。

 留意事項

（省略）

機械学習基盤の人工知能関連発明で収集された生（ ）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、 収集された原始データを学習用データに生成、変更、追加、又

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、 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。

（省略）

強化学習基盤の人工知能関連発明はエージェント（ ）、環境

（ ）、状態（ ）、行動（ ）、補償（ ）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。

 関連発明においても、通常の発明の場合と同様に、発明のポイントとなる課題解

決手段について特に詳細かつ具体的な開示がなければ、実施可能要件を満たすことは

困難と考えられる。

(2) サポート要件

 関連発明のサポート要件の判断が、基本的に特許・実用新案審査基準の記載要件

の判断に従うことについて、人工知能分野審査実務ガイドの「  記載要件」「  請

求の範囲」「  発明の説明により裏付けられること」「  記載要件一般」には、

次のとおり記載されている。

請求の範囲

発明の説明により裏付けられること

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 部第 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。

 さらに、人工知能分野審査実務ガイドには、「  発明の説明により裏付けられ

ない事例」として、以下の つの例が記載されている。

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。



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

請求項に記載された事項が特定機能を行うための「手段（ ）」又は

「工程（ ）」として記載されているが、これらの手段又は工程に対応する

具体的な構成が発明の説明に記載されていない場合

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

 人工知能分野審査実務ガイドには、これら つの例に対応する具体例は記載されてい

ない。

 これら つの例は、「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」として記載されたものであ

るが、いずれも、特許・実用新案審査基準の「第 部 特許出願」「第 章 請求範囲」

「  発明の説明によって裏付けられること」の にも記載されている。

(3) 明確性要件

 関連発明の明確性要件の判断が、基本的に特許・実用新案審査基準の記載要件の

判断に従うことについて、「人工知能分野審査実務ガイドの「  記載要件」「  請

求の範囲」「  発明が明確かつ簡潔に記載されていること」には、以下のように記

載されている。

発明が明確かつ簡潔に記載されていること

 人工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 部第 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。

 さらに、人工知能分野審査実務ガイドには、「  発明を明確かつ簡潔に記載し

ていない例」として、以下の つの例が記載されている。なお、技術分野別審査実務ガ

イドの第 部第 章「  明細書の記載要件」「  請求範囲の記載要件」「  発

明を明確に記載していない例」にも、同様の記載がある。

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。

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

ピュータ読み取り可能な記録媒体」、「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。

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」又は「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。

 上記 に該当する典型例は、「コンピュータを利用して…する」という形式で記載さ

れた請求項（人間がコンピュータを操作する方法なのか、プログラムによる情報処理

方法なのか判然としない請求項）であり、請求項の書きぶりの問題と理解される。

 上記 に関して、「プログラム製品」や「プログラムプロダクト」が明確性要件違反

であると審査基準に明記されている国・機関は、今回の調査対象（米国、 、英国、

ドイツ、中国及び韓国）の中で、韓国のみである。

 上記 は、請求項の末尾の記載として、ふさわしくないと考えられる。

５ 生成発明

(1) 発明者を とする出願について

 韓国特許庁は 年 月 日のプレスリリース において、 を発明者（ ）

として表示した国際特許出願が、 年 月 日に国内段階に移行し、韓国特許庁の

歴史の中で初めて が発明者になることができるかの最初の（方式）審査事例が発生

したことを明らかにした。

 また、韓国特許庁はプレスリリースにおいて、 年 月 日付けで補正指令書を

通知したこと、通知の内容は、自然人ではなく を発明者として記載したことは特許

法に違反する ため、発明者を自然人に修正しなければならないというものであること

を明らかにした。

(2) 専門家協議会について

 韓国特許庁は、 年 月 日のプレスリリース において、以下の発表を行った

（概要）。

・韓国を含む多くの国では、現行の特許法上は自然人のみが発明者になることが

できるとしている。他方、オーストリア連邦裁判所は、 を発明者として認め

る判決を下した。

韓国特許庁，「 （人工知能は、エジソンになるだろう

か？最初の特許審査の事例）」， 年 月 日，

最終アクセス日： 年 月 日、接続に失敗する

場合がある。

特許法には、発明者が自然人でなければならないとする、明示的な根拠条文はない。したがって、 条

（「① 特許を受けようとする者は、次の各号の事項を記載した特許出願書を特許庁長に提出しなければなら

ない。」、「１．特許出願人の氏名及び住所法人の場合にはその名称及び営業所の所在地」）等の条文に違反

すると認定されたものと考えられる。

韓国特許庁，「 （人工知能が作った発明の特許認定方法に

関する議論を加速化）」， 年 月 日，

最終アクセス日： 年 月 日、接続に失敗する

場合がある

https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?menuCd=SCD0200618&parntMenuCd2=SCD0200052&aprchId=BUT0000029&pgmSeq=18986&ntatcSeq=18986
https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?menuCd=SCD0200618&parntMenuCd2=SCD0200052&aprchId=BUT0000029&pgmSeq=18986&ntatcSeq=18986
https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?menuCd=SCD0200618&parntMenuCd2=SCD0200052&aprchId=BUT0000029&pgmSeq=19114&ntatcSeq=19114
https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?menuCd=SCD0200618&parntMenuCd2=SCD0200052&aprchId=BUT0000029&pgmSeq=19114&ntatcSeq=19114


・ 生成発明の発明者の問題が国際的に浮上していることから、 生成発明の

特許による保護について、より具体的に検討する必要性が高まっている。

・そこで、韓国特許庁は、 生成発明について検討するための専門家協議会を設

立した。

・専門家協議会は、法律、技術、産業の分科会ごとに、 名程度の 専門家に

より構成されている。

・法律分科会は、大学教授、裁判官、弁護士等の法律専門家により構成され、

生成発明の発明者の認定及びその帰属等について議論する予定である。

・技術分科会は大学、研究等の専門家により構成され、産業分科会は を商用

化している企業の専門家により構成され、 が発明者に足りる技術水準に達し

ているか、 発明の産業界への影響について議論する予定である。

 プレスリリースによると、最初の 会議が 年 月 日に開催されたようで

あるが、その後の検討状況等は不明である。なお、この点については、現地法律事務

所からコメントが寄せられており、詳細は第 部の「第８ 生成発明」を参照され

たい。

６ 五庁における事例研究について

 年 月 日に開催された「国際特許審査実務シンポジウム － 関連発明の

グローバルな権利取得に向けて－」の「 ： 関連発明の進歩性・記載要件に

関する審査実務のポイント」における韓国特許庁の見解は以下のとおりである。

(1) 事例 （発明該当性）

 シンポジウムのために用意された韓国特許庁のプレゼンテーション資料によると、

コンピュータソフトウェアに関連する発明に対する韓国の審査官による判断は、本報

告書の「第  法律・審査基準」「１ 発明の定義」「  コンピュータ関連発明の成立

要件」の項に記載したフローチャートにより行われる。

 そして、事例 （宿泊施設の評判を分析するための学習済みモデル）について、プレ

ゼンテーション資料には、請求項 に係る発明は、韓国特許法第 条に基づき、発明で

はないと判断されるとことが記載されている。ただし、プレゼンテーション資料には、

発明を、「コンピュータプログラムを保存しているコンピュータ可読媒体」や「コンピ

ュータ可読媒体に保存されているコンピュータプログラム」に修正した場合には、特

許法 条に基づき発明とされるとも記載されている。

(2) 事例 （進歩性）

 シンポジウムのために用意された韓国特許庁のプレゼンテーション資料によると、

韓国特許庁の審査官による進歩性の判断は、以下のような事項を考慮して行われる 。

進歩性を判断するために考慮する事項

・先行技術からの相違点（動機づけ、通常の創作能力の発揮、有利な効果な

ど）にもかかわらず、請求項に係る発明に容易に辿り着くことができるかど

うか

日本国特許庁が作成した仮訳による。



・特定の情報処理であって、ある特定の問題を解決するための学習済みモデル

に基づいて得られるものが、明示されているかどうか

・先行技術又は周知技術が 技術を用いて簡単に実装されたものであるかど

うか

・ 技術のある特定の手段（教師データと モデル）に違いがあり、その違

いが先行技術よりも有利な効果をもたらすものであるかどうか

 プレゼンテーション資料には、請求項 に係る発明は進歩性が欠如していること、及

び請求項 に係る発明については、この段階ではどちらともいえないことが記載されて

いる。

７ その他

(1) 関連発明のカテゴリー

 関連発明のカテゴリーについて、人工知能分野審査実務ガイドの「  記載要件」

「  請求の範囲」「  発明が明確かつ簡潔に記載されていること」「  発

明のカテゴリー」には、技術分野別審査実務ガイドの「第 部 その他（旧技術分野別

審査基準）」、「第 章 コンピュータ関連発明」「  明細書の記載要件」「  請求の

範囲の記載要件」「  コンピュータ関連発明のカテゴリー」と同様の記載がある。

第３ 関連発明に関する審決・判決

１ 発明該当性に関する判断

(1) 後 判決

ア 判決日

 年 月 日

イ 発明の名称

 インターネットコミュニティにおけるミニルームサービス管理方法及びシステム

ウ 発明の内容

 本件発明は、オンラインコミュニティサービスで会員の個人空間を個人部屋形態で

所有し、ユーザがインターネット上の家具屋で家具を購入し、この家具を用いて個人

空間をユーザの好みに合わせて装飾し、装飾された個人空間を他の会員に露出できる

システムに関する発明である。この発明によれば、オンラインコミュニティ空間で自

分を表現する方法を幅広く持つことができ、他のユーザに自分のアイデンティティを

効果的に伝えることができる。

エ 争点

 二審では、本件発明が韓国特許法第 条第 項の「産業上利用できる発明」に該当

しないとして発明該当性を否定した。これに対して出願人は、本件発明が発明該当性

を有するとして上告した。

最終アクセス日：

年 月 日

https://casenote.kr/%EB%8C%80%EB%B2%95%EC%9B%90/2007%ED%9B%84494


オ 結論

 本件発明は韓国特許法第 条第 項の「産業上利用できる発明」に該当しないとし

て原審の判決を維持した。

カ 概要

 本判決では、「情報技術を利用して営業方法を具現するいわゆる営業方法が韓国特許

法第 条第 号の発明に該当するためには、コンピュータ上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なければならない。本件発明は、使用

目的に応じた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明確に

記載されておらず、コンピュータ上でソフトウェアによる情報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ので、本件発明が特許法第 条第 項本文の「産

業上利用できる発明」に該当しないという原審の判断は正当である」という理由で上

告が棄却された。

(2) 後 判決

ア 判決日

 年 月 日

イ 発明の名称

 生活ごみリサイクル総合管理方法

ウ 発明の内容

 本件発明は、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ごみが表

示されたカレンダーを管轄官庁で各排出者に配布し、各排出者は定められた規定によ

って正確に分離されたごみを規定のごみ袋に入れてバーコードステッカーをごみ袋に

付着して排出し、ごみ収集者は排出されたごみを曜日ごとに正確に分離収集して集荷

場に移送し、リサイクルごみと埋立、焼却されるごみを選別し、誤って分類されたご

み袋はバーコードを読み取って当該排出者に是正命令を指示し、これらの各過程で得

られる資料を蓄積した統計で生活ごみを総合管理する生活ごみリサイクル総合管理方

法である。

エ 争点

 二審では、本件発明が韓国特許法第 条第 項の「産業上利用できる発明」に該当

しないとして発明該当性を否定した。これに対して出願人は、本件発明が発明該当性

を有するとして上告した。

オ 結論

 本件発明は韓国特許法第 条第 項の「産業上利用できる発明」に該当しないとし

て原審の判決を維持した。

カ 概要

 本判決では、「本件発明は、バーコードステッカー、カレンダー、ゴミ袋、コンピュ

ータなどを用いたバーコード読み取り等のハードウェア及びソフトウェア手段を含む

ものの、発明の構成要素である各ステップは、ハードウェアとソフトウェアの結合を

最終アクセス

日： 年 月 日

https://casenote.kr/%EB%8C%80%EB%B2%95%EC%9B%90/2001%ED%9B%843149


利用した具体的な手段を内容としておらず、その手段を単にツールとして用いたもの

であり、人間の精神活動に過ぎない。各ステップで得られる資料を蓄積した統計で生

活ごみを総合管理することは、全体的にみればそれ自体では実施できず、関連法令等

が備えられてこそ実施できるものであり、管轄官庁、排出者、収集者間の約束等によ

ってなされる人為的決定である管轄官庁等の精神的判断又は人為的決定に過ぎないた

め、自然法則を利用したものとはいえない。また各ステップがコンピュータのオンラ

イン上で処理されるのではなくオフライン上で処理されるものであり、ソフトウェア

とハードウェアが連携するシステムが具体的に実現されているわけでもなく、いわゆ

るビジネスモデル発明の範疇にも属していない。」という理由で上告が棄却された。

(3) 虚 判決

ア 判決日

 年 月 日

イ 発明の名称

 団体旅行計画、費用報告、及び、旅行管理のための方法

ウ 発明の内容

 本件発明は、航空会社等のコンピュータ予約システムと接続されているコンピュー

タを用いて会社内の旅行計画者、部署管理者、旅行管理者等が旅行計画、費用報告及

び旅行管理を行うことができる方法に関する。当該方法は、旅行の要求を知らせる工

程と、旅行の承認を得る工程と、費用報告書を作成する工程と、費用報告書の承認を

得る工程とを含む。

エ 争点

 拒絶査定不服審判では、本件発明が韓国特許法第 条第 項の「産業上利用できる

発明」に該当しないとして発明該当性が否定された。これに対して出願人は、本件発

明が発明該当性を有するとして審決取消訴訟を提起した。

オ 結論

 本件発明は韓国特許法第 条第 項の「産業上利用できる発明」に該当しないとし

て原審決を維持した。

カ 概要

 本判決では、「本件発明は、一応旅行管理システムを通じたソフトウェア処理段階と

これを行うための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が、そ

のソフトウェアとハードウェア手段は非常に抽象的な用語である「旅行管理システム」

とだけ記載されている。即ち、上記のような承認を行う主体は、会社内の承認権者と

いう人間であらざるを得ず、発明の実施のためには上記のような人間による承認手続

が必須不可欠であるとみられるところ、上記旅行管理システムが会社の旅行者などか

ら要請された旅行計画や費用報告をいかなる具体的な手段や手続を通じて上記承認権

者から承認を受けるか、上記承認手続で承認権者である人間の行為と上記システムの

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

最

終アクセス日： 年 月 日

https://casenote.kr/%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95%EC%9B%90/2006%ED%97%888910


同手段及びその協同関係が不明瞭で、単に「旅行管理システムで承認を得る段階」と

だけ記載されている。したがって、本件発明は、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調手段がどのように具現化されるかが具体的に限定さ

れておらず、ソフトウェアとハードウェアの具体的な相互協調手段によって特定の目

的達成のための効果を発揮しているというよりは、コンピュータインターネットシス

テムの汎用的な機能を利用する人の行為を中心に構成されたものであり、自然法則を

利用した技術的思想に該当するとは言えないため、本件発明が特許法第 条第 項本

文の「産業上利用できる発明」に該当しない。」という理由で発明該当性を否定した。

２ 特許請求の範囲の明確性に関する判断

(1) 審判番号

ア 審決日

 年 月 日

イ 発明の名称

 人工知能に基づくモバイル検索方法

ウ 発明の内容

 本件発明は、モバイル端末を使用して検索エンジン等で検索を行うモバイル検索方

法に関する発明である。拒絶査定時の請求項 は以下のものである。

【請求項 】

 人工知能に基づくモバイル検索方法において、

 検索ウィンドウを表示し、検索ウィンドウを介して入力された検索語を受信する工

程と、

 検索語に従って検索結果を取得し、検索結果を検索結果ページに表示する工程と、

 前記検索結果に対するクリックコマンドが受信されると、前記検索結果に対応する

コンテキストページを表示する工程と、

 検索結果又はコンテキストページの結果に対するクリックコマンドが受信された場

合、クリックされた結果に対応するコンテンツページを表示する工程と、

 を含むモバイル検索方法。

エ 争点

 審査では、「特許請求の範囲に記載された「コンテキストページ」が何を意味するの

か正確に把握することができず、「コンテンツページ」の内容が「検索結果ページの結

果についての詳細内容」の場合、「コンテキストページ」と「コンテンツページ」が同

じ検索語に対する結果を意味するため、 ページ間の技術的違いを明確に区別すること

ができず、特許請求の範囲は明確に記載されていない。」として特許法第 条第 項第

号違反の拒絶査定がなされた。これに対して出願人は、特許請求の範囲は明確に記載

されているとして拒絶査定不服審判を請求した。

最終アクセス日： 年 月

日

http://kdtj.kipris.or.kr/kdtj/grrt1000a.do?method=biblioJMFrame&index=1&valid_fg=Y&isMyConcern=Y&masterKey=2019101002015&KeyWord=2019101002015&rights=JM
http://kdtj.kipris.or.kr/kdtj/grrt1000a.do?method=biblioJMFrame&index=1&valid_fg=Y&isMyConcern=Y&masterKey=2019101002015&KeyWord=2019101002015&rights=JM


オ 結論

 本件発明は韓国特許法第 条第 項第 号の要件を満たすとして拒絶査定を取り消

した。

カ 概要

 本審決では、「明細書では「コンテキストページ」について明確に定義されていない

が、明細書や図面の記載によれば「コンテキストページ」とは推奨ガイドによる連想

検索語であるコンテキストをユーザがクリック時に提供されるコンテキスト検索結果

のページとして、ユーザに入力クエリに関連する様々な検索結果を提供することがで

き、コンテキストページの内容は、ユーザによって選択されたコンテキスト内容と同

類結果、近似結果又は関連結果を意味するものであることが分かる。またコンテンツ

ページとは、①ユーザが検索結果ページの検索結果をクリックするか、②コンテキス

トページの結果をクリックする場合、クリックされた検索結果に対応する関連内容を

表示するページを意味し、コンテンツページはコンテキストページの結果の詳細な内

容を含むページであることを明確に知ることができる。したがって、特許請求の範囲

に記載された「コンテキストページ」と「コンテンツページ」の定義、技術的特徴、

相違点などを明確に区分できるため、特許法第 条第 項第 号の規定による拒絶査

定の指摘は不当である。」という理由で、拒絶査定を取り消した。

３ 進歩性に関する判断

(1) 審判番号

ア 審決日

 年 月 日

イ 発明の名称

 自己進化人工知能学習方法

ウ 発明の内容

 本件発明は、人工知能サービスを提供する実稼動 エンジンと、該実稼動 エンジ

ンに対応するクローン エンジンとによって実行される発明であり、具体的には、実

稼動 エンジンを介して人工知能サービスを絶えず提供するとともにクローン エン

ジンを介して実稼働 エンジンの稼働結果に関するフィードバックデータに基づいて

クローン エンジンを継続的に学習させ、クローン エンジンの学習結果が特定の基

準を満たす場合、実稼動 エンジンの学習パラメータをクローン エンジンの学習パ

ラメータに更新する発明である。これにより人工知能サービスの提供と人工知能の進

化が並列的に行われる。

エ 争点

 審査では、本件発明が引用文献 （韓国公開特許公報第 号）と引用

文献 （韓国登録特許公報第 号）に基づいて容易に発明できるため、特許

法第 条第 項の進歩性違反の拒絶査定がなされた。これに対して出願人は、本件発

明は進歩性を有するとして拒絶査定不服審判を請求した。

最終アクセス日： 年 月 日

http://kdtj.kipris.or.kr/kdtj/grrt1000a.do?method=biblioJMFrame&masterKey=2021101000882&index=0&kindOfReq=J&valid_fg=N
http://kdtj.kipris.or.kr/kdtj/grrt1000a.do?method=biblioJMFrame&masterKey=2021101000882&index=0&kindOfReq=J&valid_fg=N


オ 結論

 本件発明は進歩性を有しないとして特許法第 条第 項違反の拒絶査定が維持され

た。

カ 概要

 本審決では、「本件発明の学習パラメータをアップデートすることにより実稼動 エ

ンジンを学習されたクローン エンジンに変更することは、結果的には比較対象発明

で第 モデルを第 モデルに交替又は変更することと同一であるため、比較対象発明

に比べて顕著な効果が発生するとはいえない。本件発明の強化学習を遂行したクロー

ン エンジンの性能を評価して、上記評価した結果が事前に設定した性能指標を超過

すると、上記実稼動 エンジンの学習パラメータを上記事前に設定した性能指標を超

過したクローン エンジンの学習パラメータにアップデートすることにより、上記実

稼動 エンジンが自ら強化学習を遂行しなくても上記クローン エンジンの強化学習

結果を介して持続的にさらに高い正確度を有するように自己進化するようにすること

は、比較対象発明 における決定エンジンが初期シードモデルである第 モデルを利用

して使用者の要請に対するサービスを提供し、モデルビルダーは既存モデルを強化学

習させて新しい第 モデルを生成し、第 モデルと第 モデルの性能を比較評価した

後、より優秀な性能のモデルを選択してサービスを遂行することにより、サービス中

の モデルの性能を持続的に向上させることと対応する」という理由で、本件発明が

進歩性を有しないと判断された。

(2) ホ 判決

ア 判決日

 年 月 日

イ 発明の名称

 自己主導概念理解説明方式の概念マップ連結拡張型 四段階数学学習システム

ウ 発明の内容

 本件発明は、自己主導概念理解説明方式の概念マップ連結拡張型 四段階数学学

習法及びそのシステムに関するものであり、具体的には、 学習における

（ ）四段階学習の流れに応じて問題の理

解、考え、適用、保存の段階的な概念を連携的に学習し、問題の中で概念を体系的に

理解しながら学習適用原理を効率的に覚醒させ、概念と解釈過程の説明を通じてメタ

認知能力を育成し、学んだ概念と連結して概念マップを構築及び拡張する自己主導概

念理解説明方式の概念マップ連結拡張型 四段階数学学習システムに関する。

エ 争点

 審査、拒絶査定不服審判では、特許法第 条第 項の進歩性違反の拒絶査定、拒絶

審決がなされた。これに対して出願人は、本件発明は進歩性を有するとして審決取消

訴訟を提起した。

オ 結論

 本件発明は進歩性を有しないとして特許法第 条第 項違反の拒絶審決が維持され

た。



カ 概要

 本判決では、「本件発明は、引用文献 （韓国登録特許公報第 号）、引用

文献 （韓国公開特許公報第 号）、引用文献 （韓国登録特許公報第

号）、引用文献 （韓国公開特許公報第 号）に基づいて容

易に発明することができる。」という理由で、本件発明が進歩性を有しないと判断され

た。

(3) ホ 判決

ア 判決日

 年 月 日

イ 発明の名称

 神経疾患診断用仮想現実装置

ウ 発明の内容

 本件発明は、仮想現実（ ）を用いてユーザの言語能力、視覚能力、連想能力を総

合的に評価し、ユーザの学力と年齢に影響を受けずに、正確にユーザの神経疾患の程

度を把握することができる神経疾患診断用仮想現実装置に関する発明である。争点と

なった請求項 の発明は次のものである。

 「ユーザに映像による仮想現実環境を提供する表示部と、

 映像に対するユーザの応答を受信するユーザ応答受信部を有し、

 前記映像には、 人又は 人以上のキャラクターを含む紹介映像と、前記紹介映像の

後に提供され、前記キャラクターに関する質問を含む質問映像を含み、

 前記紹介映像は、テーブルに座っている 人の主人公を中心に 人のお祝い人物が両

側に配置された誕生日パーティー映像であって、前記お祝い人物が順に少なくとも自

分の名前、主人公との関係、贈り物、及び、住む地域を紹介する内容を含み、前記お

祝い人物は異なるアクセサリーと服の色を持つように構成されており、

 前記質問映像は、前記紹介映像を回想させる回想映像と、前記お祝い人物の顔に対

する記憶をテストする認知画像と、お祝い人物の特徴に対する記憶をテストするマッ

チング画像とを含み、

 前記回想映像は、お祝い人物の一人を指定する画像又は説明と、指定された人物の

名前、主人公との関係、贈り物、及び、住んでいる地域に関する質問が含まれており、

 前記認知映像は、前記お祝い人物の顔の写真と、前記お祝い人物として表れていな

い人物の写真を含み、

 前記マッチング映像は、お祝い人物の一人を指定する画像又は説明と、指定された

人物のアクセサリーと服の色に関する質問とを含む神経疾患診断用仮想現実装置。」。

エ 争点

 審査、拒絶査定不服審判では、特許法第 条第 項の進歩性違反の拒絶査定、拒絶

審決がなされた。これに対して出願人は、本件発明は進歩性を有するとして審決取消

訴訟を提起した。



オ 結論

 本件発明は進歩性を有しないとして特許法第 条第 項違反の拒絶審決が維持され

た。

カ 概要

 本判決では、「本件発明は表示部によって提供する映像の内容を紹介映像、質問映像

として具体的に限定しているのに対し、引用文献 （米国特許公開公報

）では紹介映像及び質問映像の内容を明示的に記載していない点で、両者に違いが

ある。この点、本件発明では、質問映像のうちマッチング映像、回想映像で指定され

たお祝い人物に関する情報を記憶しているか否かをテストする構成により、ユーザの

視覚能力などを評価する。一方、引用文献の構成は、家族写真テストにおいてユーザ

に つの異なる漫画形式の家族シーンを各 秒間見せて質問することで実際の日常生

活に基づいてユーザの視覚能力などを評価する。これらは、ユーザに馴染みのある登

場人物に関する情報を視覚的に提供することによってユーザの視覚的能力を評価する

構成として実質的に同じである。」という理由で、本件発明が進歩性を有しないと判断

された。
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