
令和 年度 産業財産権制度各国比較調査研究等事業

近年の判例等を踏まえた 関連発明の

特許審査に関する調査研究報告書

令和 年 月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

・

 



目次

第１部調査研究の概要

第１調査研究の目的

第２調査研究内容及び実施方法

１調査内容及び調査方法の概要

２ 公開情報調査の概要

３ 海外質問票調査の概要

第３調査研究結果

１各国・機関の 関連発明に関する制度・運用

(1)米国

(2)

(3)英国

(4)ドイツ

(5)中国

(6)韓国

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

(1)「 関連発明」の定義

(2) 関連発明の審査上の取扱い等に関する情報

(3)発明該当性

(4)進歩性（事例分析）

(5)記載要件（教師データに関する事例分析）

(6)記載要件（マテリアルズ・インフォマティクスに関する事例分析）

(7)発明の記載方法（請求項の末尾の記載）

(8)発明の記載方法（請求項の記載の留意点）

(9)特許権が及ぶ範囲（製造方法クレームの効力）

(10)拒絶理由が比較的多いと感じられる知財庁

第２部各国・機関の 関連発明に関する制度・運用

第１章米国

第１法律・審査基準

１発明の定義（特許適格性）

(1)特許を受けることができる発明

(2)発明の４つの法定カテゴリー

(3)判例上の例外（ の「  適格性ステップ 」及び「  適格

性ステップ 」）

(4) パイロットプログラム

２新規性及び非自明性

(1)新規性

(2)非自明性

(3)発明の認定について



(2) ， （ ）

第５章中国

第１法律・審査基準

１発明の定義（発明該当性及び専利適格性）

２新規性及び創造性（進歩性）

(1)新規性

(2)創造性（進歩性）

(3)その他（実用性）

３記載要件

(1)実施可能要件

(2)サポート要件

(3)明確性

４発明者

第２ 関連発明に関する法律・規則・審査基準

１ 関連発明の定義に関する規定等

２ 関連発明の発明該当性

(1)発明該当性の判断基準

(2)審査例

３ 関連発明の新規性・創造性

(1)創造性があると判断される場合

(2)創造性がないと判断される場合

４ 関連発明の記載要件

(1)実施可能要件

(2)サポート要件・明確性要件

５ 生成発明

６五庁における事例研究について

(1)事例 （発明該当性）

(2)事例 （進歩性）

７その他

(1) 関連発明のカテゴリー

(2)パブコメ： 年 月 日及び 年 月 日

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)専利復審委員会第 号復審決定

２記載要件に関する判断

(1)最高法行再 号判決

３進歩性に関する判断

(1)専利復審委員会第 号復審決定

第６章韓国

第１法律・審査基準



 

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。



第２部 各国・機関のAI関連発明に関する
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第５章 中国 

第１ 法律・審査基準

１ 発明の定義（発明該当性及び専利適格性）

 発明の定義は、専利法 第 条において、次のとおり規定されている 。

第二条 本法でいう発明創造とは発明、実用新案、意匠を指す。

 発明とは、製品、方法又はその改善に対して行われる新たな技術方案を指す。

（以下省略）

 専利法での発明の定義について、専利審査指南 第二部分「第一章 専利権を付与し

ない出願」「  専利法 条 項の規定に適合しない客体」には、次のとおり記載され

ている。

 専利法 条 項の規定に適合しない客体

 専利法にいう発明とは、製品、方法又はその改良について出された新しい技

術方案を言い、これは専利による保護を申請できる発明客体に対する一般的定

義であって、新規性と創造性の判断における具体的な審査基準ではない。

 技術方案とは、解決しようとする技術的問題に対して採用する自然法則を利

用した技術的手段の集合である 。技術的手段は通常技術的特徴によって表され

る。

 技術的問題を解決することによって、自然法則に基く技術的効果を獲得する

ために、技術的手段を用いていない方案は、専利法 条 項に規定された客体

に該当しない。

（以下省略）

 専利審査指南では、専利法第 条第 項で規定する「技術方案」を、上記下線部のと

おり定義している。また、上記下線部の記載によると、 「技術方案」において解決

しようとする問題は「技術的」である必要があり、また、 「技術方案」における課

題解決手段も「技術的」な手段である必要があると考えられる。さらに、専利審査指

南によると、専利法第 条第 項に規定された客体に該当するためには、「技術的問題

を解決することによって、自然法則に基く技術的効果を獲得するために、技術的手段

を用いてい」ることが必要と考えられる。したがって、上記 及び に加えて、

「技術方案」により得られる効果も、「技術的」なものであることが必要であると考え

られる。

（独立行政法人日本貿易振興機構）北京事務所知的財産権部編（日本語訳），「中華人民共和国専利

法 年 月 日施行」，

最終アクセス日：

年 月 日

専利法では項番号が明記されないが、本章では、条番号と同じ段落（「本法でいう…」を第 項、行が変わ

った次の段落（「発明とは…」）を第 項という。

北京事務所知的財産権部編（日本語訳），「専利審査指南 」，

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。

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/regulation/20210601_jp.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20100201.pdf


 課題、解決手段、効果の三者について「技術的」であることを求める判断手法は、

「技術三要素判断」と呼ばれ、中国特有のものである。その結果、他国においては発

明該当性が認められた発明が、中国においては発明該当性が認められないという場合

が起こる可能性がある。

 また、専利審査指南によると、「技術方案」の「技術的手段」は「自然法則を利用し

た」ものである必要があり、また、「技術方案」により得られる「技術的効果」も「自

然法則に基く」ものである必要があると考えられる。この点に関しては、「自然法則」

とされる範囲を含めて、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。

 なお、専利法第 条第 項の文言によると、「技術方案」は、「製品、方法又はその改

善に対して行われる」及び「新たな」という つの要件を満たす必要があると考えられ

る。ただし、専利審査指南では、この規定は「一般的定義」であり、「新規性と創造性

の判断における具体的な審査基準ではない」とされている。

 発明専利の技術的特徴の要件について、専利法実施細則第 条 には、次のとおり規

定されている。

第二十条 特許請求の範囲は独立クレームを有しなければならず、従属クレーム

を有してもよい。

 独立クレームは発明又は実用新案の技術方案を全体的に反映し、技術的課題を

解決する必要な技術的特徴を記載しなければならない。

（以下省略）

 専利法第 条には、専利権を付与しない客体が規定されている。

第二十五条 以下に掲げる各号には専利権を付与しない。

（一）科学上の発見

（二）知的活動の規則及び方法

（三）疾病の診断及び治療方法

（四）動物と植物の品種

（五）原子核変換方法及び原子核の変換方法で得られた物質

（六）平面印刷物の模様、色彩又は両者の組み合わせによって作成され、主に表

示を機能とするデザイン

前項第（四）号で掲げた製品の生産方法に対しては、本法の規定に基づき専利権

を付与することができる。

 専利権を付与しない客体の中には、下線を付した「知的活動の規則及び方法」のよ

うに、 関連発明において留意が必要なものも含まれている。

 専利権を付与しない「知的活動の法則と方法」について、専利審査指南第二部分

「第一章 専利権を付与しない出願」「  専利法 条に基づき専利権を付与しない客

北京事務所知的財産権部編（日本語訳），「中華人民共和国専利法実施細則」，

最終アクセス日： 年

月 日

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20100201.pdf


体」「  知的活動の法則と方法」には、「知的活動の法則と方法は人の思考、表現、

判断と記憶を指導する法則と方法である。技術的手段又は自然法則を使用せず、技術

的問題を解決せず、技術的効果も生じないため、技術方案にならない。」と記載される

とともに、次の判断の原則が挙げられている。

ある請求項は、知的活動の関係法則と方法だけに関わるものならば、専利権を

付与してはならない。ある請求項は、その主題名称を除き、それを限定する全て

の内容が知的活動の法則と方法である場合に、当該請求項は実質的に、知的活動

の法則と方法だけに関わるものとなり、専利権が付与されてはならない。

 これに続き、専利審査指南には、 に該当するものとして、 個の例が挙げられて

いるが、その中には、「コンピュータ言語及び計算規則」、「数学理論及び換算方法」、

「教授、授業、トレーニングと動物訓練方法」、「統計、会計及び記帳方法」及び「情

報の記述方法」、「コンピュータプログラムそのもの」等、 関連発明に関係する可能

性のあるものが含まれている。

 ただし、専利審査指南には、これら 個の例に続いて、以下のとおり記載されてい

る。なお、下線を付した箇所の記載は、 年 月 日から施行された部分である。

 前述 で述べた状況を除き、もし、ある請求項を限定する全ての内容にお

いて、知的活動の法則と方法の内容を含むとともに、技術的特徴も含むものであ

れば、当該請求項が全体としては、知的活動の法則と方法ではないので、専利法

条に基づいた上で、その専利権を取得する可能性を排除してはならない。

【例えば】

 ビジネスモデルに係る請求項には、ビジネス規則と方法の内容以外に、技術特

徴も含む場合、専利法 条に基づいた上で、その専利権を取得する可能性を排

除してはならない。

 したがって、専利審査指南によると、専利法第 条第 項第 号によって排除され

るものは、知的活動の関係法則と方法だけに関わるものであって、技術的特徴も含む

ものならば、専利権を取得する可能性は排除されないと考えられる。そして、上記下

線部の【例えば】の記載からみて、この点は、ビジネスモデルに関するものであって

も同様であると考えられる。ただし、専利法第 条でいう専利適格性が認められたと

しても、専利法第 条でいう発明該当性が認められるとは限らない。

２ 新規性及び創造性（進歩性）

(1) 新規性

 新規性は、専利法第 条に規定されている。

第二十二条 専利権を付与する発明及び実用新案は、新規性及び創造性、実用性

を具備していなければならない。

 新規性とは、当該発明又は実用新案が既存技術に属さないこと、いかなる単位

又は個人も同様の発明又は実用新案について、出願日以前に国務院専利行政部門

に出願しておらず、かつ出願日以降に公開された専利出願文書又は公告の専利文

書において記載されていないことを指す。



（省略）

 本法でいう既存技術とは、出願日以前に国内外において公然知られた技術を指

す。

 新規性に関する第 条の規定のうち、「当該発明又は実用新案が既存の技術に属さな

いこと」の部分が、日本でいう新規性（ 条 項）に関する部分と考えられる。他方、

新規性に関する第 条の規定のうち、「いかなる単位又は個人も同様の発明又は実用新

案について、出願日以前に国務院専利行政部門に出願しておらず、かつ出願日以降に

公開された専利出願文書又は公告の専利文書において記載されていないこと」の部分

は、日本でいう拡大先願（ 条の ）に関する部分と考えられる。ただし、この規定は、

日本における拡大先願の規定とは異なり、たとえ出願人及び発明者が同一であっても、

先願となり新規性が否定される点で留意が必要である 。

 新規性について、専利審査指南第二部分「第三章 新規性」「  審査の原則」には、

次のとおり記載されている。

 審査の原則

 新規性を審査する時に、以下の原則に基づき判断しなければならない。

（ ）同様の発明又は実用新案審査を受ける発明又は実用新案の専利出願は、

現有技術、又は出願日以前にあらゆる機構や個人が専利局に出願を提出してお

り、かつ出願日以降（出願日を含む）に公開又は公告された（以下、出願が先

行し、公開或いは公告が後行したという）発明又は実用新案の関連内容に比べ

て、その技術分野、解決しようとする技術的問題、技術方案と期待される効果

が実質的に同一である場合には、両者が同様の発明又は実用新案に当たると判

断する。

（以下省略）

 下線部の記載からみて、新規性は、発明が「技術分野」、「解決しようとする技術的

問題」、「技術方案と期待される効果」が「実質的に」同一であるかという原則に基づ

いて判断されると考えられる。

(2) 創造性（進歩性）

 創造性は、専利法第 条に規定されている。

第二十二条

（省略）

 創造性とは、既存技術と比べて当該発明に突出した実質的特徴及び顕著な進歩

があり、当該実用新案に実質的特徴及び進歩があることを指す。

（以下省略）

「抵触出願」として知られており、例えば、次の文献を参照されたい。

岳雪蘭 他 名，「中国における抵触出願制度および実務上の対応」，パテント， 年 月， ，

頁，

最終アクセス日： 年 月 日

https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3726


 創造性について、専利審査指南第二部分「第四章 創造性」「  発明の創造性の審

査」「  審査の原則」には、次のとおり記載されている。

 審査の原則

 専利法 条 項の規定によると、発明に創造性を具備しているかどうかを審

査する時に、発明に突出した実質的特徴を有するかを審査するとともに、顕著

な進歩を有するかを審査しなければならない。

 発明に創造性を具備しているかどうかを評価する時に、審査官は発明の技術

方案そのもののみならず、発明が属する技術分野、解決しようとする技術的問

題、得られる技術的効果も考慮し、発明を つの完全体として見なければなら

ない。

（以下省略）

 下線部の記載からみて、創造性の要件を満たすためには、発明が「突出した実質的

特徴を有する」こと、及び「顕著な進歩を有する」ことが必要であると考えられるの

で、以下、これらについて説明する。

ア 突出した実質的特徴

 専利審査指南には、「突出した実質的特徴」という用語の定義それ自体は記載されて

いない。ただし、突出した実質的特徴の有無の判断手法については、専利審査指南に

明記されている。

 すなわち、専利審査指南第二部分「第四章 創造性」「  審査基準」「  突出

した実質的特徴の判断」「  判断手法」には、以下のとおり記載されている。

判断方法

 保護を請求する発明が現有技術に比べて自明的であるかどうかを判断するに

は、通常は以下に挙げられる つの手順に沿って行って良いとする。

（ ）最も近似した現有技術を確定する

 最も近似した現有技術とは、現有技術において保護を請求する発明と最も密

接に関連している つの技術方案を言う。

（省略）

（ ）発明の区別される特徴及び発明で実際に解決する技術的問題を確定する

 審査において、発明で実際に解決する技術的問題を客観的に分析し、確定し

なければならない。そのため、先ずは保護を請求する発明が最も近似した現有

技術に比べて、どんな区別される特徴があるかを分析し、それからこの区別さ

れる特徴で達成できる技術的効果に基づき、発明で実際に解決する技術的問題

を確定しなければならない。この意味で言えば、発明で実際に解決する技術的

問題とは、より良好な技術的効果を得るために最も近似した現有技術に対し改

善する必要のある技術的任務を言う。

（省略）

の進歩性の審査（課題解決アプローチ）における、「最も近接する先行技術の決定」に対応する手順と

考えられる。

の進歩性の審査（課題解決アプローチ）における、「客観的な技術的課題の形成」に対応すると考えら

れる。



（ ）保護を請求する発明がその分野の技術者にとって自明的であるかどうか

を判断する

 この手順において、最も近似した現有技術及び発明で実際に解決する技術的

問題に着手して、保護を請求する発明がその分野の技術者にとって自明的であ

るかどうかを判断しなければならない。判断の過程において確定するのは、現

有技術が全体として、ある種の技術的示唆が存在するかということ、つまり現

有技術の中から、前述の区別される特徴をその最も近似した現有技術に運用す

ることにより、そこに存在する技術的問題（即ち、発明で実際に解決する技術

的問題）を解決するための示唆が示されているかということである。このよう

な示唆は、その分野の技術者がその技術的問題に直面した時に、その最も近似

した現有技術を改善して、保護を請求する発明を得るために動機づけるもので

ある。現有技術にこのような技術的示唆が存在する場合には、発明は自明的で

あり、突出した実質的特徴を有しない。

（以下省略）

 中国の審査官による創造性の判断は、 の「

」（以下「欧州特許庁審査便覧」という。）における「課題解決

アプローチ」に類似した つのステップにより行われると理解される。しかしながら、

その 番目のステップは、保護を請求する発明がその分野の技術者にとって自明的であ

るかどうかを判断するという点では における「課題解決アプローチ」と共通して

いるが、 の「 アプローチ」のような記載は明記されていない。その代

わり、専利審査指南には、下線部を付した記載のとおり、課題解決のための示唆（動

機づけ）が重視されることが記載されている。また、欧州特許庁審査便覧には、「課題

解決アプローチ」に関する記載の後に、「  技術的及び技術的でない特徴を含むクレ

ーム」として、相違点が技術的なものでない場合には進歩性がないと判断されること

が記載されているが、専利審査指南には、このような記載はない。

イ 顕著な進歩

 顕著な進歩の有無の判断手法については、専利審査指南第二部分「第四章 創造性」

「  審査基準」「  顕著な進歩の判断」に、以下のとおり記載されている。

顕著な進歩の判断

 発明に顕著な進歩を有するかどうかを評価する時には主に、発明に有益な技

術的効果を有しているかどうかを考慮しなければならない。以下に挙げられる

状況は通常、発明に有益な効果を有し、顕著な進歩を有するものと認めるべき

である。

（ ）発明は現有技術に比べて、より良好な技術的効果を有する。例えば、品

質の改善、生産量の向上、エネルギーの節約、環境汚染の防止と処置など。

（ ）発明で技術的構想が違う技術方案が提供されており、その技術的効果は

ほぼ現有技術の水準に達している。

（ ）発明はある新規な技術発展の傾向を表している。

（ ）ある側面においてマイナス効果も有するが、発明はその他の側面におい

て明らかに積極的な技術的効果を有する。



 下線部の記載からみて、顕著な進歩の有無においては、「主に、発明に有益な技術的

効果を有しているかどうか」が考慮されると考えられる。したがって、中国では、有

益な技術的効果を有さない発明は創造性が否定される可能性があり、この点において

日本と相違すると考えらえる 。ただし、その判断のしきい値は、「顕著な進歩」という

用語から想像されるようなものではなく、上記（ ）から（ ）に例示される程度のも

のと考えられる。

 ところで、日本では、引用発明と比較した有利な効果は進歩性が肯定される方向に

働く要素とされるが、この点は、中国の創造性の判断においても同じと考えられる

（中国では、発明の効果が、創造性を肯定する要素としても、創造性を否定する要素

としても判断されると考えられる。）。すなわち、専利審査指南第二部分「第四章 創

造性」の「  組合せ発明」では、いわゆる相乗効果が考慮されている。また、「  

選択発明」、「  転用発明」、「  公知となった製品の新しい用途発明」等では、予

測できない効果が考慮されている。

 なお、中国でいう「予測できない効果」とは、「現有技術に比べて、発明の技術的効

果に「質」的変化を生じ、新規な性能を具備するか、或いは予想をはるかに超える

「量」的変化 を生じること」をいう（専利審査指南第二部分「第四章 創造性」「  

予想できない技術的効果を挙げた発明の場合」参照。）。

(3) その他（実用性）

 専利法第 条には、新規性及び創造性に加えて、実用性についても規定されている。

第二十二条

（省略）

 実用性とは、当該発明又は実用新案が製造又は使用に堪え、かつ積極的な効果

を生むことができることを指す。

（以下省略）

 実用性について、専利審査指南第二部分「第五章 実用性」「  実用性の概念」に

は、次のとおり記載されている。

 実用性の概念

 実用性とは、発明又は実用新案の出願の主題は、産業上で製造、又は使用す

ることができ、かつ積極的な効果を生じるものでなければならないことを指

す。

（省略）

 積極的な効果を生じることができるとは、出願日において、発明又は実用新

案の専利出願が生じる経済・技術・社会的な効果は属する技術分野の技術者が

日本では、引用発明と比較した有利な効果は進歩性が肯定される方向に働く要素とされており、進歩性が否

定される方向に働く要素とはされていない。

中国の専利審査指南でいう「予想をはるかに超える「量」的変化」は、日本の審査基準でいう「予測され

る範囲を超えた顕著なもの」に相当するものと考えられ、その比較対象は「現有技術」であり、本願発明の

構成ではない。



予想できることを言う。これらの効果は積極的、有益なものでなければならな

い。

 下線部の記載からみて、実用性の要件を満たすためには、発明が「産業上で製造又

は使用できる」こと、及び「積極的な効果を生じることができる」ことが必要と考え

られる。また、「積極的な効果」は、実用性の要件との関係では、経済的な効果や社会

的な効果であってもよいと考えられるが、効果は、「有益なもの」であることが必要と

考えられる。専利審査指南では、実用性を満たさないものとして、「再現性のないも

の」、「自然法則に反するもの」、「積極的な効果がないもの」（明らかに無益で、社会的

ニーズから離れている発明）等が挙げられている。

３ 記載要件

(1) 実施可能要件

 実施可能要件は、専利法第 条 項に規定されている。

第二十六条

 （省略）

 明細書では、発明又は実用新案に対し、その所属技術分野の技術者が実現でき

ることを基準とした明確かつ完全な説明を行い、必要時には図面を添付しなけれ

ばならない。要約は発明又は実用新案の技術要点を簡潔に説明しなければならな

い。

（以下省略）

 実施可能要件について、専利審査指南第二部分「第二章 説明書と権利要求書」

「  実施可能であること」には、次のとおり記載されている。

 実施可能であること

 属する技術分野の技術者が実施可能であるということは、属する技術分野の

技術者は説明書 の記載内容に基づいて、当該発明又は実用新案の技術方案を

実現し、その技術的問題を解決し、期待される技術的効果を獲得することがで

きることを言う。

 説明書では、属する技術分野の技術者が当該発明又は実用新案を実現できる

程度になるまで、発明又は実用新案の技術方案を明確に記載し、発明又は実用

新案の具体的な実施形態を詳細に記述し、発明又は実用新案の理解と実現に欠

かせない技術的内容を完全に開示しなければならない。

（以下省略）

 下線部の記載からみて、実施可能要件を満たすためには、当業者が「技術方案を実

現し」、「その技術的問題を解決し」、「期待される技術的効果を獲得する」ことが必要

と考えられる。したがって、例えば、願望や達成すべき結果の記載があっても、それ

を実現する技術的手段の開示がなければ、実施可能要件を満たさないと考えられる。

引用の関係で「説明書」のまま記載するが、「明細書」のことである（以下同様）。



 また、この項では、「説明書に具体的な技術方案を記しており、実験上の証拠の記載

がないに拘わらず、当該方案は実験の結果により裏付けられてはじめて成立する場合」

には、実施可能であると判断されないことが明示されている。この点は、例えば、公

知化合物の新たな用途を 技術により見出した場合において、実験上の証拠の記載が

必要か否かにも関係すると考えられる。この点に関しては、どの程度まで具体的な開

示が必要かも含めて、現地法律事務所の見解を得ているので、第 部の「第６ 記載要

件（実施可能要件・サポート要件・明確性要件）」を参照されたい。

(2) サポート要件

 サポート要件は、専利法第 条 項に規定されている（下線を付した部分がサポー

ト要件に対応する。）。

第二十六条

 （省略）

 権利要求書は明細書を根拠とし、専利保護請求の範囲について明確かつ簡潔に

要求を特定しなければならない。

（以下省略）

 また、専利法実施細則第 条第 項において、次のとおり規定されている。

専利法実施細則第 条 特許請求の範囲には発明又は実用新案の技術的特徴を

記載しなければならない。

 サポート要件について、専利審査指南第二部分「第二章 説明書と権利要求書」

「  説明書を根拠とする場合」には、次のとおり記載されている。

 説明書を根拠とする場合

 権利要求書は説明書を根処にしなければならないとは、権利要求書が説明書

にサポートされなければならないことを指す。権利要求書の各請求項が保護を

要求する技術方案は、当該技術分野に属する技術者が説明書に十分に開示され

た内容から得られ、又は概括して得られる技術方案でなければならず、かつ説

明書に開示された範囲を超えてはならない。

（以下省略）

(3) 明確性

 明確性要件は、専利法 条 項に規定されている（下線を付した部分が明確性要件

に対応する。）。

第二十六条

 （省略）

 権利要求書は明細書を根拠とし、専利保護請求の範囲について明確かつ簡潔に

要求を特定しなければならない。

（以下省略）

 明確性について、専利審査指南第二部分「第二章 説明書と権利要求書」「  明

確性」には、次のとおり記載されている。



 明確性

（省略）

 権利要求書が明確でなければならないというのは、まずは各請求項が明確で

あること、そして権利要求書を構成する全ての請求項も全体として明確でなけ

ればならないことを言う。

（省略）

 まずは、各請求項の種類が明確でなければならない。請求項の主題名は当該

請求項の種類が製品請求項であるか、方法請求項であるかを明確に示さなけれ

ばならない。

（省略）

 次に、各請求項により確定される保護範囲は明確でなければならない。請求

項の保護範囲はそれに使われる文言の意味に基づき理解するべきである。請求

項に使われた文言は一般的に、関連する技術分野において通常に備わる意味と

して理解しなければならない。

（省略）

 最後に、権利要求書を構成する全ての請求項は全体として明確でなければな

らないというのは、請求項の間の引用関係が明瞭でなければならないことを言

う。

（以下省略）

４ 発明者

 専利法第 条から第 条及び第 条には、発明者について以下のように記載されて

いる。

第六条 所属単位の任務を遂行して、又は主に所属単位の物質・技術条件を利用

して完成した発明創造は職務発明創造とする。職務発明創造の専利出願権は当該

単位に帰属し、出願が認可された場合は当該単位が専利権者となる。当該単位

は、関連する発明創造の実施と活用を促進するよう、その職務発明創造の専利出

願権や専利権を法により処置することができる。非職務発明創造については、専

利出願権は発明者又は創作者に帰属し、出願が認可された場合は当該発明者又は

創作者を専利権者とする。

（省略）

第七条 発明者又は創作者の非職務発明創造の専利出願に対しては、いかなる単

位又は個人もこれを抑圧してはならない。

第八条 二つ以上の単位又は個人が協力して完成した発明創造、一つの単位又は

個人がその他の単位や個人の委託を受けて完成した発明創造については、別途合

意がある場合を除き、専利出願権は完成した単位又は個人、あるいは共同で完成

した単位又は個人に帰属する。出願が認可された場合は出願した単位又は個人が

専利権者となる。

第二十六条 発明又は実用新案の専利の出願には、願書、明細書及びその要約、

権利要求書等の文書を提出しなければならない。



 願書には発明又は実用新案の名称、発明者の氏名、出願人の氏名又は名称、住

所及びその他の事項を明記しなければならない。

（以下省略）

 また、専利法実施細則第 条には、次の規定がある。

第十三条

 専利法に言う発明者又は考案者とは、発明創造の実質的特徴に対して創造的な

貢献をした者を指す。発明創造を完成させる過程に於いて単にその仕事を組織し

た者、物質的・技術的条件の利用のために便宜を図った者、又はその他の補助的

な作業に従事したものは発明者又は考案者ではない。

 さらに、専利審査指南第二部分「第一章 発明専利出願の方式審査」「  願書」

「  発明者」には、次の規定がある。

 発明者

 専利法実施細則 条の規定によれば、発明者とは、発明創造の実体的特徴

に対して創造的な貢献をしている人を指すと規定している。専利局の審査手続

において、審査官は願書に書いてある発明者が当該規定を満たしているか否か

について審査を行わない。発明者は個人でなければならない。願書には例え

ば、「××課題グループ」などの機構又は組織を書いてはならない。発明者は

本人の真実な氏名を使うべきであり、ペンネーム又はその他正式でない名前を

使ってはならない。

 中国でいう発明者とは、「人」（自然人）を指す。この規定は、 生成発明の発明者

を とすることについて、障害になると考えられる。

第２ 関連発明に関する法律・規則・審査基準

１ 関連発明の定義に関する規定等

 関連発明の定義は、専利審査指南には記載されていない。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

げられるとともに、これら三つのメイン技術ごとの統計分析結果が示されている。

 また、 関連発明を含むと考えられる「コンピュータプログラムに関する発明」に

関して、専利審査指南第二部分「第九章 コンピュータプログラムに係わる発明専利

出願の審査に関する若干の規定」「  序文」には、次のとおり記載されている。

 序文

（省略）

 本章でいうコンピュータプログラムに係わる発明とは、発明で提示する課題

を解決するため、コンピュータプログラムの処理フローが全部又は一部の基礎

となっており、コンピュータが前記フローに沿って作成されるプログラムを実

「 年我国人工智能 域 利主要 数据 告」（ 年我が国の人工知能分野における特許主要統計

データ報告書），国務省知的財産局企画開発部， 年 月 日，

最終アクセス日： 年 月 日

https://www.cnipa.gov.cn/20181114100805476353.pdf


行することにより、コンピュータ外部又は内部の対象を制御、又は処理する解

決方案をいう。ここでいう外部の対象に対する制御又は処理には、ある外部の

実行手続、或いは外部の実行装置に対する制御や、外部データに対する処理や

交換などを含む。ここでいう内部の対象に対する制御又は処理には、コンピュ

ータシステムの内部性能の改良やコンピュータシステム内部のリソースの管理

とデータ伝送についての改善などを含む。コンピュータプログラムに係わる解

決方案にコンピュータハードウェアの改変を含めることは必須ではない。

２ 関連発明の発明該当性

(1) 発明該当性の判断基準

ア 年 月改正について

 専利審査指南第二部分の「第九章 コンピュータプログラムに係わる発明専利出願

の審査に関する若干の規定」には、 年 月に新たな節として、次の第 節（以下

「専利審査指南第二部分第九章第 節」という。）が追加された 。この節は、アルゴリ

ズムや商業規則・方法を含む、 関連発明出願の審査の特殊性を規定することを目的

としたものである。

 アルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特徴を含む発明専利出願の審査に

関連する規定

 人工知能、「インターネット＋」、ビッグデータ及びブロックチェーン等に関

連する発明専利出願には、一般的にアルゴリズム又は商業規則・方法等知的活

動の規則と方法特徴が含まれている。本節は、専利法及びその実施細則に従っ

て、このような出願の審査の特殊性を規定することを目的としている。

 審査基準

 審査は、保護を求められる解決案、即ち請求項により限定される解決案を対

象に行う。審査にあたっては、技術的特徴とアルゴリズムの特徴又は商業規

則・方法の特徴等とを簡単に切り離してはならない。請求項に記載するあらゆ

る内容を一つの全体として、その中に言及される技術的手段、解決しようとす

る技術的課題と獲得される技術的効果を分析しなければならない。

（以下省略）

イ 不特許事由

 専利法第 条第 項第 号には、特許権を付与しないものとして、「知的活動の規則

及び方法」が規定されている。この不特許事由について、専利審査指南第二部分第九

章第 節の「  専利法第 条第 項第 号に基づいた審査」には、次のとおり記

載されている。

 専利法第 条第 項第 号に基づいた審査

 請求項が、抽象的アルゴリズム又は単純の商業規則・方法に関わり、かつい

かなる技術的特徴も含んでいない場合に、この請求項は、専利法第二十五条第

一項第（二）号に規定される知的活動の規則と方法に該当し、専利権を付与し

北京事務所，「「専利審査指南」の改正に関する公告」，

最終アクセス日： 年

月 日

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20191231.pdf


てはならない。例えば、抽象的アルゴリズムに基づき、かついかなる技術的特

徴も含んでいない数学モデル構築方法は、専利法第二十五条第一項第（二）号

に規定される、専利権を付与してはならない場合に該当する。更に例示する

と、ユーザの消費金額に基づきキャッシュバックする方法は、その中に含む特

徴がすべてキャッシュバック規則に関連する商業規則・方法の特徴であり、い

かなる技術的特徴も含んでおらず、専利法第二十五条第一項第（二）号に規定

される、専利権を付与してはならない場合に該当する。

 請求項の中に、アルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特徴以外に、技術

的特徴も含まれている場合、その請求項は、全体的に言えば知的活動の規則と

方法ではないことから、専利法第二十五条第一項第（二）号に基づきその専利

権を獲得する可能性を排除してはならない。

 下線部の記載からみて、専利法第 条第 項第 号の規定により特許権を付与しな

いとされるものは、「いかなる技術的特徴も含んでいない場合」であると考えられる。

したがって、請求項の中に技術的特徴が含まれている場合は、これに該当しないと考

えられる。

 ただし、専利法第 条第 項第 号に規定を回避できからといって、次に述べる、

専利法第 条第 項の、発明該当性の要件を満たすことができるとは限らない。

ウ 発明該当性

 専利法第 条第 項第 号に規定する不特許事由に該当しない場合、専利法第 条

第 項の「発明とは、製品、方法又はその改善に対して行われる新たな技術方案を指

す。」に該当するか否かについて、以下のとおり、専利審査指南第二部分第九章第 節

「  専利法第 条第 項に基づいた審査」に基づく判断がなされる。

 この判断には、改正前の審査指南でも適用されている中国特有の「技術三要素」判

断が用いられる。すなわち出願に係る発明は、ある技術的課題を解決するために、技

術的手段を採用して、技術的効果を獲得することが必要とされている。

 専利法第 条第 項に基づいた審査

 保護を求められる請求項は、一つの全体として、専利法第二十五条第一項第

（二）号に基づき専利権獲得を排除する場合には該当しない場合に、これが専

利法第二条第二項に記載する技術的解決手段に属するかどうかについて審査を

行う。

 アルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特徴を含む請求項が技術的解決手

段に属するかどうかについて審査するにあたっては、請求項に記載するあらゆ

る特徴を全体的に考慮する必要がある。当該請求項には、解決しようとする技

術的課題に対して、自然法則を利用した技術的手段を採用し、かつこれによ

り、自然法則に適合した技術的効果を獲得したと記載されている場合、当該請

求項に限定された解決案は、専利法第二条第二項に記載する技術的解決手段に

該当する。例えば、請求項に言及されるアルゴリズムの各ステップが、解決し

ようとする技術的課題との密接な関係を反映している（アルゴリズムの処理対

象となるデータが、技術分野で確実な技術的意味を有するデータであること、

アルゴリズムの実行が自然法則を使用してある技術的課題を解決するプロセス



を直接反映し、かつ技術的効果を得たこと等）場合、通常、当該請求項に限定

された解決案は専利法第二条第二項に記載する技術的解決手段に該当する。

 年 月 日の「専利審査指南改正案（コメント募集草案）に関するパブリック

コメントに関する通知」 （以下「 年 月専利審査指南改正（案）」という。）によ

ると、専利審査指南は、改正が検討されている。 年 月専利審査指南改正（案）

では、上記の後に、次の記載が加えられる 。

 請求項の解決方案が深層学習、分類・クラスタリング等の人工知能、ビッグ

データアルゴリズムの改良に関し、該アルゴリズムがコンピュータシステムの

内部構造に対し特定の技術的関係を有し、如何にしてハードウェアの演算効率

又は実行効果を高めるかという技術課題を解決することができ、これにはデー

タメモリ量の減少、データ送信量の低減、ハードウェア処理速度の向上等を含

み、これにより自然法則に符合したコンピュータシステム内部の性能改善とい

う技術効果を獲得した場合、該請求項が限定する解決方案は、専利法第二条第

二項に規定する技術方案に属する。

 請求項の解決方案の処理するものが、特定アプリケーション領域のビッグデ

ータであり、分類・クラスタリング、回帰分析、ニューラルネットワーク等を

利用してデータ中の自然法則に符合する内部関連関係をマイニングし、それに

基づき如何にして特定アプリケーション領域のビッグデータ分析の信頼性又は

正確性を高めるかという技術課題を解決し、かつ、相応の技術効果を獲得して

いる場合，該請求項が限定する解決方案は、専利法第二条第二項に規定する技

術方案に属する。

 下線部の記載に基づいて、どのようなものが「技術的」であるかを検討すると、以

下のとおりとなる。

 以下の事項は、「技術的課題」に該当すると考えられる。

・ハードウェアの演算効率又は実行効果を高めること

・データメモリ量の減少

・データ送信量の低減

・ハードウェア処理速度の向上

・特定アプリケーション領域のビッグデータ分析の信頼性又は正確性を高めること

 以下の事項は、「技術的手段」に該当すると考えられる。

・コンピュータシステムの内部構造に対し特定の技術的関係を有する アルゴリズ

ムを改良すること

・特定アプリケーション領域のビッグデータを により処理してデータ中の自然法

則に符合する内部関連関係をマイニングすること

最終アクセス日： 年 月 日

河野英仁，「中国ソフトウェア改正審査指南意見募集稿の解説」，河野特許事務所， 年 月 日，

最終アクセス日： 年 月 日

https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/8/3/art_75_166474.html
https://knpt.com/contents/china_news/2021.09.02.pdf


 以下の事項は、「技術的効果」に該当すると考えられる。

・自然法則に符合したコンピュータシステム内部の性能改善

・特定アプリケーション領域のビッグデータ分析の信頼性又は正確性の向上

(2) 審査例

 専利審査指南第二部分第九章第 節「  審査例」には、以下のとおり、発明該当

性がある場合とない場合の事例が記載されている。

ア 発明に該当しない例（アルゴリズムに関する発明）

 専利審査指南第二部分第九章第 節「  審査例」 には、専利法第 条第 項第

号に規定する知的活動の規則と方法に該当する（特許権を付与しない）例として、次

の「【例１】数学モデルの構築方法」が記載されている。

専利法第 条第 項第 号の範囲内にあるアルゴリズムの特徴又は商業規

則・方法の特徴を含む発明専利出願は、専利保護の客体には該当しない。

【例 】

数学モデルの構築方法

出願内容の概要

 本発明専利出願の解決案は、数学モデルを構築する方法である。訓練サンプ

ル数を増加させることで、モデリングの正確性を高める。当該モデリング方法

は、第一分類タスクに関連するその他分類タスクの訓練サンプルも第一分類タ

スクの数学モデルの訓練サンプルとすることで、訓練サンプル数を増加させ、

かつ、訓練サンプルの特徴値を利用して、特徴値、タグ値等を抽出し、関連数

学モデルを訓練し、最終的に第一分類タスクの数学モデルを得る。訓練サンプ

ルが少ないことでオーバーフィットとなり、モデリングの正確性が低いという

欠陥を克服できる。

出願の請求項

 数学モデルの構築方法であって、

 第一分類タスクの訓練サンプル中の特徴値と、少なくとも一つの第二分類タ

スクの訓練サンプル中の特徴値に基づいて、初期特徴抽出モデルを訓練し、目

標の特徴抽出モデルを得て、前記第二分類タスクは、前記第一分類タスクに関

連するその他分類タスクであるステップと、

 前記目標特徴抽出モデルにより、前記第一分類タスクのそれぞれの訓練サン

プル中の特徴値をそれぞれ処理し、前記それぞれの訓練サンプルに対応する抽

出特徴値を得るステップと、

 前記それぞれの訓練サンプルに対応する抽出特徴値とタグ値で抽出訓練サン

プルを構成し、初期分類モデルを訓練し、目標の分類モデルを得るステップ

と、

 前記目標分類モデルと前記目標特徴抽出モデルで前記第一分類タスクの数学

モデルを構成するステップと、を含むことを特徴とする方法。

分析及び結論

 当該解決案は、いかなる具体的な応用分野にも関わっていない。その中で処

理される訓練サンプルの特徴値、抽出特徴値、タグ値、目標分類モデル及び目



標特徴抽出モデルはいずれも抽象的な汎用データである。訓練サンプルの関連

データを利用して数学モデルを訓練するといった処理プロセスは、一連の抽象

的数学方法によるステップであり、最終的に得られる結果も、抽象的汎用分類

数学モデルである。当該案は、抽象的なモデル構築方法であり、その処理対

象、過程と結果のいずれも具体的な応用分野との結合に関わっておらず、抽象

的な数学方法の最適化に該当する。なお、案全体には、いかなる技術的特徴も

含まれていない。当該発明専利出願の解決案は、専利法第 条第 項第 号に

規定する知的活動の規則と方法に該当し、専利保護の客体には該当しない。

 例 は、専利法第 条第 項第 号との関係において、「いかなる技術的特徴も含ん

でいない」と判断される例である。そして、例 からみて、以下のような事項は、中国

における審査において、場合によっては、「技術的」ではないと判断される可能性があ

ると考えらえる。

・訓練サンプルが少ないという課題

・モデリングの正確性を高めるという課題

・数学モデル、数学モデルの構築方法、数学モデルの構築に係る一連のステップ

・分類タスク

・訓練サンプル

・分類モデル、特徴抽出モデル

・抽出特長値とタグ値からなる程度のデータ構造

 しかしながら、例 の「分析及び結論」では、下線を付したとおり、具体的な応用分

野に関わっていないこと及び抽象的・汎用的であることが、とりわけ強調して記載さ

れている。したがって、例 は、上記のような事項が具体的な応用分野（技術分野）と

何ら結びついておらず抽象的・汎用的なものにとどまる場合には、「いかなる技術的特

徴も含んでない」と判断され得ることを説明したものと考えられる。

イ 発明に該当する例（技術三要素の要件を満たす発明）

 専利審査指南第二部分第九章第 節「  審査例」 には、専利法第 条第 項で

規定する「発明」に該当する例として、次の「【例 】畳み込みニューラルネットワー

クモデルの訓練方法」が記載されている。

技術的課題を解決するために技術的手段を利用し、かつ技術的効果を得たア

ルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特徴を含む発明専利出願は、専利法第

条第 項に規定する技術的解決手段に該当する。したがって、専利保護の客

体に該当する。

【例 】

畳み込みニューラルネットワークモデルの訓練方法

出願内容の概要

 本発明専利出願の解決案は、各畳み込み層上で、訓練画像に対して畳み込み

操作及び最大プーリング操作を行った後に、更に最大プーリング操作後に得た

特徴画像に対して平均プーリング操作を行うことで、訓練済みの モデル

が、画像認識の際に、任意のサイズの認識対象画像を認識することができるよ

うにする。



出願の請求項

 畳み込みニューラルネットワーク モデルの訓練方法であって、訓練対

象の モデルの初期モデルパラメータを取得し、前記初期モデルパラメー

タには、各畳み込み層の初期畳み込みコア、前記各畳み込み層の初期オフセッ

ト行列、全結合層の初期加重行列及び前記全結合層の初期オフセットベクトル

が含まれるステップと、複数の訓練画像を取得するステップと、前記各畳み込

み層上で、前記各畳み込み層上の初期畳み込みコアと初期オフセット行列を用

い、訓練画像ごとに畳み込み操作と最大プーリング操作を行い、それぞれの訓

練画像の前記各畳み込み層上での第一特徴画像を得るステップと、それぞれの

訓練画像の少なくとも第一畳み込み層上での第一特徴画像に対して平均プーリ

ング操作を行い、それぞれの訓練画像の、各畳み込み層上での第二特徴画像を

得るステップと、それぞれの訓練画像の各畳み込み層上での第二特徴画像によ

り、それぞれの訓練画像の特徴ベクトルを決定するステップと、前記初期加重

行列と初期オフセットベクトルにより、それぞれの特徴ベクトルを処理し、そ

れぞれの訓練画像の分類確率ベクトルを得るステップと、前記それぞれの訓練

画像の分類確率ベクトル及びそれぞれの訓練画像の初期分類に基づき、分類誤

差を計算するステップと、前記分類誤差に基づき、前記訓練対象の モデ

ルのモデルパラメータを調整するステップと、調整済みのモデルパラメータ

と、前記複数訓練画像により、モデルパラメータの調整プロセスを、反復回数

がプリセット回数に達するまで継続するステップと、反復回数がプリセット回

数に達したときに得るモデルパラメータを、訓練済みの モデルのモデル

パラメータとするステップと、を含むことを特徴とする方法。

分析及び結論

 当該解決案は、畳み込みニューラルネットワーク モデルの訓練方法で

ある。その中で、モデル訓練方法の各ステップで処理されるデータがすべて画

像データであること、各ステップで画像データをどのように処理するかを明確

にしている。これにより、ニューラルネットワーク訓練アルゴリズムと画像情

報処理との密接な関連が反映されている。当該解決案が解決しようとするの

は、 モデルが固定サイズの画像しか認識できないとの技術的課題を如何

に克服するかという問題である。当該案は、それぞれの畳み込み層で画像に対

する異なった処理を行い、訓練を実施する手段を採用し、自然法則に従った技

術的手段を利用し、得られた訓練済み モデルが、任意サイズの識別対象

画像を認識できるとの技術的効果を得ている。したがって、当該発明専利出願

の解決案は、専利法第二条第二項に規定する技術的解決手段に該当し、専利保

護の客体には該当する。

 例 からみて、中国において「画像データの処理」は、技術的手段として取り扱われ

ると理解され、また、この点は、画像データのコンテンツに依存しない（芸術画像の

ように、非技術的な画像であってもよい）と考えられる。ただし、技術三要素の判断

においては、「課題」及び「効果」についても技術的であることが要求される。したが

って、例えば、「課題」又は「効果」が、技術的とはいえない場合には、たとえ画像デ

ータを処理するものであっても、発明には該当しないと判断される可能性が高いと考



えられる。ただし、現地法律事務所に対し「画像の美的な評価を課題とする場合」を

挙げて発明該当性を問うたところ、一概にはいえない（「画像の美的な評価」だからと

いって、直ちに「技術的とはいえない」とはいえない。）という回答が得られた。詳細

は、第 部の「第  発明該当性」を参照されたい。

ウ 発明に該当しない例（技術三要素の要件を満たさない発明）

 専利審査指南第二部分第九章第 節「  審査例」 には、発明該当性の要件を満

たさない例として、次の「【例 】消費キャッシュバックの方法」が挙げられている。

技術的課題を解決していない、又は技術的手段を利用していない、又は技術

的効果を獲得していない、アルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特徴を含

む発明専利出願は、専利法第二条第二項に規定する技術的解決手段に該当せ

ず、したがって、専利保護の客体には該当しない。

【例 】

消費キャッシュバックの方法

出願内容の概要

 本発明専利出願では、消費キャッシュバックの方法が提供されている。コン

ピュータが設定済みのキャッシュバック規則を実行することにより、消費した

ユーザにキャッシュクーポンを与え、したがって、ユーザの消費意欲を高め、

経営者の利益増加につながる。

出願の請求項

 消費キャッシュバックの方法であって、

 ユーザが、経営者のところで消費をするとき、経営者は、消費の金額に応じ

て一定のキャッシュクーポンを還元するステップを含み、具体的には、

 経営者は、コンピュータによりユーザの消費金額を計算し、ユーザの消費金

額 を の区間に分け、 は整数であり、区間 から区間 の数値は小さい

ものから順に増大し、

 還元されるキャッシュクーポンの金額 も の値に分け、 の数値も小さ

いものから配列され、

 コンピュータの計算値により、ユーザの今回の消費金額が区間 にあるとき

は、キャッシュバックの金額を 個目の値に、ユーザの今回の消費金額が区間

にあるときは、キャッシュバック金額を 個目の値とし、以降も同様とし、

しかるべき区間のキャッシュバック金額をユーザに還元することを特徴とする

方法。

分析及び結論

 当該解決案は、消費キャッシュバックの方法に関わっており、当該方法はコ

ンピュータにより実行される。その処理対象はユーザの消費データであり、解

決しようとするのは、ユーザ消費をいかに促進するかとの問題であって、技術

的課題を構成しない。採用する手段は、コンピュータが人的に設定されたキャ

ッシュバック規則を実行することであるが、コンピュータに対する限定は、指

定された規則に従って、ユーザの消費金額に基づきキャッシュバック金額を確

定するだけであり、自然法則には支配されておらず、したがって、技術的手段

は利用していない。当該案で獲得した効果は、ユーザ消費の促進だけであり、



自然法則に適合した技術的効果ではない。したがって、当該発明専利出願は、

専利法第二条第二項に規定する技術的解決手段に該当せず、専利保護の客体に

は該当しない。

 例 は、技術三要素の要件（課題、解決手段、効果）のすべてを満たさない例である

が、下線部の記載からみて、課題、解決手段、効果のいずれかを満たさない場合には、

発明該当性を満たさないと判断されると考えられる。例えば、消費金額からキャッシ

ュバック金額を求めるに際して、コンピュータの演算効率を高める技術的手段を採用

した発明であったとしても、課題や効果がユーザ消費の促進に向けられたものと解さ

れる場合（そのように解される詳細な説明の記載となっている場合）には、依然とし

て、専利法第 条第 項で規定する「発明」には該当しないと判断されると考えられ

る。

エ 発明に該当する例（技術三要素の要件を満たす発明）

 年 月専利審査指南改正（案）第二部分第九章第 節「  審査例」には、発

明該当性の要件を満たす例として、次の「【例 】電子クーポンの使用傾向度分析方法」

が挙げられている。

【例 】

電子クーポンの使用傾向度分析方法

出願内容の概要

 顧客を吸引するため、企業はユーザに各種電子クーポンを配布する。しかし

ながら目的もなく電子クーポンを発行しては、真に必要なユーザを吸引できな

いばかりか、かえってユーザに閲覧及び選択の負担を増加させることになる。

発明特許出願は、電子クーポン使用傾向度識別モデルを構築する方法を提供

し、電子クーポンの種類、ユーザの行為等の分析を通じて、正確に電子クーポ

ン使用傾向度識別モデルを確立し、より正確にユーザの電子クーポンに対する

使用傾向を判断し、発行する電子クーポンについてユーザの実際のニーズをさ

らに満足させ、電子クーポンの利用率を高める。

出願の請求項

 電子クーポン使用傾向度分析方法において、

 電子クーポン情報に基づき、電子クーポンに対し、分類を行い、電子クーポ

ンの種類を取得し、

 電子クーポンの適用シーンに基づき、ユーザサンプルデータを取得し、

 ユーザの行為に基づき、前記ユーザサンプルデータからユーザ行動特徴を抽

出し、前記ユーザ行為には、 の閲覧、キーワード検索、関心の追加、ショ

ッピングカートへの追加、購入及び電子クーポンの使用が含まれ、

 ユーザサンプルデータを訓練サンプルとして，ユーザ行為特徴を属性ラベル

とし、異なる種類の電子クーポンに対し、電子クーポン使用傾向度識別モデル

を訓練し、

 訓練後の電子クーポン使用傾向度識別モデルを通じて、電子クーポンの使用

確率を予測し、ユーザの異なる種類の電子クーポンの使用傾向度を取得する。



分析及び結論

 該解決方案は、電子クーポン使用傾向度識別モデルを構築する方法であり、

該方法が処理するのは電子クーポンの関連ビッグデータであり、電子クーポン

に対して分類を行い、サンプルデータを取得し、行為特徴を確定し、モデルト

レーニングを行うことで、ユーザ行為特徴と電子クーポン使用傾向度との間に

内在する関連関係を抽出し、閲覧時間の長さ、検索回数、電子クーポンを使用

する頻度等の行為特徴は、対応する種類の電子クーポンの使用傾向度が高いこ

とを示し，この種の内在する関連関係は自然法則に符合し、これに基づき、如

何にしてユーザの電子クーポン使用傾向度を分析する正確性を高めるかという

技術課題を解決しており、かつ対応する技術効果も獲得している。それゆえ、

該発明申請の解決方案は、専利法第 条第 項に規定する技術方案であり、専

利法の保護客体に属する。

 例 からみて、中国において「電子クーポンの利用率を高めること」は、技術的課題

として取り扱われると理解される。一方、前述した例 では、「ユーザ消費をいかに促

進するか」という問題が技術的課題を構成しないとされている。これらの技術的課題

の認定に際し、両者が如何にして相違する結果に至ったのか、判断が難しいように思

われる。この点については現地法律事務所にコメントを求めているので、第 部の「第

４ 発明該当性」「７ 専利審査指南の改正及び「自然法則」について」を参照された

い。

オ 発明に該当しない例（技術三要素の要件を満たさない発明）

 年 月専利審査指南改正（案）第二部分第九章第 節「  審査例」には、発

明該当性の要件を満たさない例として、次の「【例 】金融商品の価格予測方法」が挙

げられている。

【例 】

金融商品の価格予測方法

出願内容の概要

 現在の金融商品価格予測方法の多くは，専門家の経験に基づき提案を行って

おり、予測正確性及び適時性は高くない。発明特許出願は、金融商品の価格予

測方法を提供し、金融商品の履歴価格データに基づき、ニューラルネットワー

クモデルに対し訓練し、金融商品の将来の価格傾向を予測する。

出願の請求項

 金融商品の価格予測方法において、

 金融商品のＮ 日の指標履歴価格データを使用して、ニューラルネットワー

クモデルに対し訓練を行って、価格予測モデルを取得し、前Ｎ日の指標履歴価

格データをサンプル入力データとし、最後の 日の指標履歴価格データをサン

プル結果データとし、

 前記価格予測モデル及び最近Ｎ日の指標履歴価格データを使用して、未来の

ある日の金融商品の価格データを予測する。

分析及び結論



 該解決方案は、金融商品の価格予測方法に関し、該方法が処理するのは金融

商品に関連するビッグデータであり、ニューラルネットワークモデルを利用し

て過去の一定期間内の金融商品の価格データと未来の価格データとの間の内在

関連関係をマイニングしている。しかしながら、金融商品の価格動向は経済学

規則に従い、履歴価格の高低は必ずしも未来の価格動向を決定することはでき

ないため、それゆえ、金融商品の履歴価格データと未来の価格データとの間に

は、自然法則に符合する内在関連関係が存在せず、該方案が解決すべきものは

如何に金融商品価格を予測するかを課題としており、技術課題を構成せず、獲

得する相応の効果も技術効果ではない。それゆえ、該発明申請の解決方案は、

専利法第 条第 項に規定する技術方案ではなく、専利法の保護客体に属さな

い。

 例 は、技術三要素の要件（課題、解決手段、効果）のすべてを満たさない例であ

るが、例 の場合で述べたとおり、いずれかを満たさない場合には、発明該当性を満た

さないと判断されると考えられる。例えば、金融商品の履歴価格データから未来の価

格データを求めるに際して、コンピュータの演算効率を高める技術的手段を採用した

発明であったとしても、課題や効果が金融商品価格の予測に向けられたものと解され

る場合（そのように解される詳細な説明の記載となっている場合）には、依然として、

専利法第 条第 項で規定する「発明」には該当しないと判断される可能性がある。

３ 関連発明の新規性・創造性

 上述のとおり、新規性及び創造性については、専利法第 条に規定されている。そ

の審査の基準については、専利審査指南第二部分第九章第 節「 新規性と創造性

の審査」に、以下のとおり、規定されている。

新規性と創造性の審査

 アルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特徴を含む発明専利出願について

新規性の審査を行う際には、請求項に記載するあらゆる特徴を考慮しなければ

ならない。前記あらゆる特徴には、技術的特徴だけでなく、アルゴリズムの特

徴又は商業規則・方法の特徴も含まれている。

 技術的特徴も、アルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特徴も含む発明専

利出願について、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

記技術的特徴とを一つの全体として考慮しなければならない。「機能上支持し

合い、相互作用関係にある」とは、アルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の

特徴が、技術的特徴と密接に結合し、ある技術的課題を解決するための技術的

手段を共同で構成し、かつしかるべき技術的効果を獲得可能であることを指

す。

 例えば、請求項のアルゴリズムを具体的な技術分野に応用し、具体的な技術

的課題を解決できるならば、当該アルゴリズムの特徴が、技術的特徴と機能上

支持し合い、相互作用関係にあると認めることができる。当該アルゴリズムの

特徴は、採用される技術的手段の構成部分であって、創造性の審査にあたって

は、前記アルゴリズムの特徴の、技術的解決手段への貢献を考慮しなければな

らない。



 更に例示すると、請求項の商業規則・方法の特徴の実施が、技術的手段の調

整又は改善を必要とする場合、当該商業規則・方法の特徴が、技術的特徴と機

能上支持し合い、相互作用関係にあると認めることができる。創造性の審査に

あたっては、前記商業規則・方法の特徴の、技術的解決手段への貢献を考慮し

なければならない。

 下線を付した記載からみて、中国の新規性の審査においては、請求項に記載された

あらゆる特徴が考慮され、また、あらゆる特徴には、技術的特徴だけでなく、アルゴ

リズムの特徴又は商業規則・方法の特徴のような非技術的特徴も含まれると考えられ

る。そして、中国の創造性の審査においては、アルゴリズムの特徴又は商業規則・方

法の特徴が、技術的特徴と機能上支持し合い、相互作用関係にある場合には、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とが、一つの全体として考

慮されると考えられる。換言すると、中国では、新規性の審査においては請求項に記

載されたあらゆる特徴が考慮されるが、創造性の審査においては、アルゴリズムの特

徴又は商業規則・方法の特徴のうち、技術的特徴と機能上支持し合い、相互作用関係

にあるといえないものは、考慮されるとは限らない。

 アルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特徴が、技術的特徴と「機能上支持し合

い、相互作用関係にある」と判断される場合について、上記では「請求項の商業規

則・方法の特徴の実施が、技術的手段の調整又は改善を必要とする場合」が挙げられ

ている。また、専利審査指南では、アルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特徴が、

技術的特徴と機能上支持し合い、相互作用関係にあると判断される、さらに具体例な

例として、以下に述べる例 及び例 が挙げられる。

 専利審査指南第二部分第九章第 節「  審査例」には、以下のとおり、創造性が

あると判断される場合と、ないと判断される場合の事例が記載されている。

(1) 創造性があると判断される場合

 例 は、創造性があると判断される例である。

専利審査指南第二部分第九章第 節「 審査例」で創造性ありの事例

（ ）創造性の審査を行うに当たっては、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・方法の特徴の、技術的解決

手段への貢献を考慮しなければならない。

【例 】

マルチセンサ情報に基づいたヒューマノイドロボットの転倒状態の検出方法

出願内容の概要

 ヒューマノイドロボットの歩行時の転倒状態に関する既存の判定では、姿勢

情報又は 位置情報を中心に利用しているが、このような判断は全面的で

はない。本発明専利出願では、マルチセンサに基づいてヒューマノイドロボッ

ト転倒状態を検出する方法が提供されている。ロボット歩行段階情報、姿勢情

報と 位置情報をリアルタイムに融合し、ファジー決定システムを利用

し、ロボットの現在の安定性と制御可能性を判定し、ロボットの次の動作のた

めの参考を提供する。



出願の請求項

 マルチセンサ情報に基づいたヒューマノイドロボットの転倒状態の検出方法

であって、

姿勢センサ情報、ゼロモーメントポイント センサ情報とロボット歩行

階段情報を融合することで、階層構造のセンサ情報融合モデルを構成し、した

がってヒューマノイドロボットの安定性判定を実現するステップと、

前後のファジー決定システムと左右のファジー決定システムをそれぞれ利用

し、ロボットの前後方向・左右方向での安定性を判定するステップと、を含

み、具体的には、

①ロボットの支持脚と地面との間の接触状況及びオフライン歩容計画により、

ロボットの歩行段階を決定するステップと、

②ファジー推論アルゴリズムを利用して 位置情報をファジー化するステ

ップと、

③ファジー推論アルゴリズムを利用してロボットのピッチ角又はロール角をフ

ァジー化するステップと、

④メンバーシップ関数を出力するステップと

⑤ステップ①～ステップ④により、ファジー推論のルールを決めるステップ

と、

⑥非ファジー化するステップと、を含むことを特徴とする方法。

分析及び結論

 引用文献 では、ヒューマノイドロボットの歩容計画とセンサ情報に基づい

たフィードバック制御が公開され、関連融合情報に基づいてロボット安定性が

判断される。その中には、複数のセンサ情報に基づいたヒューマノイドロボッ

トの安定状態評価が含まれる。即ち、引用文献 では、本発明専利出願の解決

案の中のステップ が公開されている。当該解決案と引用文献 との区別は、

ステップ の具体的アルゴリズムのファジー決定方法の採用にある。

 出願書類に基づいて、当該解決案は、ロボットの安定状態及びその可能な転

倒方向の判読に関する信頼性と正解率を効果的に向上させることがわかる。姿

勢情報、 位置情報及び歩行段階情報を入力パラメータとし、ファジーアル

ゴリズムを通じてヒューマノイドロボットの安定状態を判定するための情報を

出力し、更に正確な姿勢調整命令を出すための根拠を提供する。したがって、

上記アルゴリズムの特徴は、技術的特徴と機能上支持し合い、相互作用関係に

ある。引用文献 と比較して特定した本発明が実際に解決しようとする技術的

課題は、ロボットの安定状態を如何に判断するか、及びその可能な転倒方向を

如何に正確に予測するかである。上記ファジー決定を実現するアルゴリズム

も、これをロボット安定状態の判断に応用することも、その他引用文献に公開

されておらず、当分野で公知となった常識でもなく、既存技術は全体として、

当業者が引用文献 を改善することにより発明の保護を求める啓発が存在して

おらず、保護を求める発明の技術的解決手段は、最も近い先行技術との関連が

明らかなものではないため、創造性を具備する。



 例 は、解決手段としてアルゴリズムを含むものである。しかしながら、例 では、

アルゴリズムの特徴が技術的特徴と機能上支持し合い、相互作用関係にある（姿勢情

報、 位置情報及び歩行段階情報を入力パラメータとし、ファジーアルゴリズムを

通じてヒューマノイドロボットの安定状態を判定するための情報を出力し、更に正確

な姿勢調整命令を出す）と判断された。そして、例 では、アルゴリズムの特徴と技術

的特徴とが一つの全体として考慮された結果、アルゴリズム及びこれをロボット安定

状態の判断に応用することが引用文献等に開示されていないとして、創造性があると

判断された。

(2) 創造性がないと判断される場合

 例 は、創造性がないと判断される例である。

専利審査指南第二部分第九章第 節「 審査例」で創造性ありの事例

（ ）創造性の審査を行うに当たっては、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・方法の特徴の、技術的解決

手段への貢献を考慮しなければならない。

【例 】

協調共進化と多集団遺伝的アルゴリズムに基づいた複数台ロボット経路計画シ

ステム

出願内容の概要

 既存の複数台移動ロボット運動計画の制御構造としては、通常の場合、集中

的計画方法が採用される。この方法では、複数台ロボットシステムを、複数の

自由度を持つ複雑なロボットと見なし、システム中の一つのプランナーが統一

してすべてのロボットの運動計画を実行する。その欠点は、計算時間が比較的

長く、実用性が低いことにある。本発明専利出願では、協調共進化・多集団遺

伝的アルゴリズムに基づいた複数台ロボット経路計画システムが提供される。

ロボットのそれぞれの経路を 本の染色体で表し、最短距離、滑らかさ、安全

距離を経路の適合度関数を設計する上での三つの目標とし、 遺伝的アル

ゴリズムを通じ、それぞれのロボットの経路を最適化し、最適経路を得る。

出願の請求項

 協調共進化と多集団遺伝的アルゴリズムに基づいた複数台ロボット経路計画

システムであって、

 （ ）ロボットの 本の経路を 本の染色体で表し、染色体をノードの連結リ

スト形式で示し、即ち、 、 ∈ であり、 はロボットの

位置座標を示し、 は前のノードから本ノードへの移動にかかる時間消費を

示し、起点ノードの は とし、それぞれのロボット単体の染色体は、初期

ノードの初期位置、終点ノードの目標位置が固定しており、それ以外の中間ノ

ードとノード個数が可変的であり、

 （ ）それぞれのロボット の経路 の適合度関数は と表

され、

 ＝



 式中、 は、距離、滑らかさと時間消費の線形結合で、 は滑らかさ

加重係数で、 は時間加重係数であり、 は経路長さで、

は経路の滑らかさで、 は経路 の時間消費をそれぞれ

表し、それぞれのロボットは、前記適合度関数を採用し、 遺伝的アルゴ

リズムの最適化を通じて最適経路を得ることを特徴とするシステム。

分析及び結論

 引用文献 では、協調共進化に基づいた複数台ロボット経路計画方法が公開

されている。その中で適合度関数を採用して制約遺伝的アルゴリズム（ ）

により最適経路を得る。本発明専利出願の解決案と引用文献 との区別は、

遺伝的アルゴリズムを通じて複数台ロボットの経路計画を実現すること

にある。

 当該解決案では、遺伝的アルゴリズムによる最適化を経て、ロボットの前進

経路を得る。当該解決案のアルゴリズムの特徴は、技術的特徴と機能上支持し

合い、相互作用関係にあり、ロボット前進経路の最適化を実現する。引用文献

と比較して特定した、本発明が実際に解決しようとする技術的課題は、特定

のアルゴリズムに基づいて、どのようにしてロボットに最適経路を前進させる

かである。カオスアルゴリズムを含む、引用文献 で、上記の を含めた

複数種の遺伝的アルゴリズムはいずれも経路最適化に用いることが可能であ

り、 遺伝的アルゴリズムを採用すれば、他のアルゴリズムの欠陥を解消

することができ、したがってより合理的な最適化結果が得られることが公開さ

れた。引用文献 に示された啓発に基づき、当業者は、引用文献 と引用文献

とを結合させ、本発明専利出願の技術的解決手段を得る動機がある。したが

って、保護を求める発明の技術的解決手段は、引用文献 と引用文献 との結

合に比較して、明らかであり、進歩性
マ マ

を具備しない。

 例 の「分析及び結論」のうち、「引用文献 では、協調共進化に基づいた複数台ロ

ボット経路計画方法が公開されている。その中で適合度関数を採用して制約遺伝的ア

ルゴリズム（ ）により最適経路を得る。」の部分は、創造性の判断手法における

「（ ）最も近似した現有技術を確定する」ステップに対応する記載と考えられる。ま

た、「本発明専利出願の解決案と引用文献 との区別は、 遺伝的アルゴリズムを

通じて複数台ロボットの経路計画を実現することにある。」から「引用文献 と比較し

て特定した、本発明が実際に解決しようとする技術的課題は、特定のアルゴリズムに

基づいて、どのようにしてロボットに最適経路を前進させるかである。」までの記載は、

創造性の判断手法における「（ ）発明の区別される特徴及び発明で実際に解決する技

術的問題を確定する」ステップに対応する記載と考えられる。そして、その後の記載

は、創造性の判断手法における「（ ）保護を請求する発明がその分野の技術者にとっ

て自明的であるかどうかを判断する」ステップに相当すると考えられる。

 例 からみて、 関連発明における創造性の判断は、通常の発明と同様に、突出し

た実質的特徴の有無を、専利審査しない第二部分第 章 に記載された つの手

順に沿って判断することにより行われると考えられる。また、上記下線部の記載から

明らかなとおり、例 においても、アルゴリズムの特徴と技術的特徴が一つの全体とし



て考慮されている。ただし、例 では、この一つの全体として考慮された構成が引用文

献 に開示されていたこと等を理由として、創造性が否定されている。

 なお、例 は、「突出した実質的特徴」がないとの理由により創造性が否定された例

であるが、中国では、仮に、「突出的な実質的特徴」があると判断されたとしても、

「顕著な進歩」もある（発明に有益な技術的効果を有している）と判断されなければ、

創造性が否定される可能性がある。

４ 関連発明の記載要件

(1) 実施可能要件

 記載要件のうち、実施可能要件に関して、専利審査指南第二部分「第九章 コンピ

ュータプログラムに係わる発明専利出願の審査に関する若干の規定」「  コンピュー

タプログラムに係わる発明専利出願の説明書及び権利要求書の書き方」「  説明書の

書き方」では、 関連発明を含むと考えられる「コンピュータプログラムに関する発

明」の実施可能要件について、次のとおり記載されている。

 説明書の書き方 

 コンピュータプログラムに係わる発明専利出願の説明書は、全体的に当該発

明の技術方案を記載しなければならないことに加えて、当該コンピュータプロ

グラムの設計思想、その技術的特徴及びその技術的効果を達成するための実施

形態を明確、完全に記述しなければならない。当該コンピュータプログラムの

主要な技術的特徴を明確、完全に記述するために、当該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。

説明書は、提供されたコンピュータプログラムのフローチャートに基づき、当

該フローチャートの時間順に沿って、自然言語で当該コンピュータプログラム

の各ステップを記載しなければならない。当該コンピュータプログラムの主な

技術的特徴に対する説明書の記載は、その分野の技術者が説明書に記載された

フローチャートとその説明に基づいて、記載された技術的効果を達成できるコ

ンピュータプログラムを作成することができる程度でなければならない。明確

にするために、必要に応じて、出願人は慣用の有標性プログラミング言語で鍵

となる部分を簡略的に抽出したソースプログラムを参考として提示することが

できるが、但し、全部のソースプログラムを提供する必要はない。

 コンピュータプログラムに係わる発明専利出願に、コンピュータ装置のハー

ドウェア構造に変更を施すような発明の内容が含まれる場合、当該コンピュー

タ装置ハードウェアの実体構造図を説明書に添付される図面で提供しなければ

ならない。説明書は当該ハードウェアの実体構造図に基づき、当該コンピュー

タ装置の各ハードウェア構成部及びその相互関係を明確かつ完全に記述し、そ

の分野の技術者が実現できることを基準とする。

 下線部の記載からみて、 関連発明がコンピュータプログラムに関するものである

場合には、中国ではフローチャートを図面として提供しないと、実施可能要件違反と

判断される可能性がある。



 また、専利審査指南第二部分第九章第 節「 明細書及び特許請求の範囲の作成」

「 明細書の作成」では、アルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特徴を含む発

明専利出願の実施可能要件について、次のとおり記載されている。

明細書の作成 

 アルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特徴を含む発明専利出願の明細書

は、その発明が技術的課題を解決するために採用する解決案を明確かつ完全に

記載しなければならない。前記解決案は、技術的特徴を含めた上で、更に技術

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・方法の特徴を含めることができる。

 明細書の中では、技術的特徴と、これ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・方法の特徴がどのように共同作用し、

かつ有益な効果を発生するかを明記しなければならない。例えば、アルゴリズ

ムの特徴を含める際に、抽象的アルゴリズムと具体的技術分野とを結合させな

ければならない。少なくとも一つの入力パラメータ及びその関連出力結果の定

義を技術分野の中での具体的データと対応・関連させなければならない。商業

規則・方法の特徴を含める際に、技術的課題を解決する全過程を詳しく記載・

説明し、当業者が明細書の記載内容に従って、その発明の解決案を実現できる

ようにする。

 明細書は、質、精度又は効率の向上、システム内部性能の改善等、先行技術

と比べて発明が有する有益な効果を明確かつ客観的に明記しなければならな

い。ユーザの視点からすれば、客観的にユーザ体験が向上することも、明細書

の中で説明することができ、この際に、このようなユーザ体験の向上が、発明

を構成する技術的特徴、及びこれ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・方法の特徴により、どのように共同でもたら

されたか、又は発生したかについても同時に説明しなければならない。

 下線部の記載からみて、中国では、技術的課題を解決するために採用される解決策

の中に、「アルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特徴」を含めることができると考

えられる。ただし、この「アルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特徴」は、「技術

的特徴」と「機能上支持し合い、相互作用関係にある」必要があり、また、解決策の

中には、少なくとも技術的特徴 が含まれている必要があると考えられる。

(2) サポート要件・明確性要件

 記載要件のうち、サポート要件及び明確性要件に関して、専利審査指南第二部分

「第九章 コンピュータプログラムに係わる発明専利出願の審査に関する若干の規定」

「  コンピュータプログラムに係わる発明専利出願の説明書及び権利要求書の書き方」

「 権利要求書の書き方」では、 関連発明を含むと考えられる「コンピュータプロ

グラムに関する発明」のサポート要件について、次のとおり記載されている。

権利要求書の書き方

専利審査指南第二部分第一章の ．の記載からみて、「技術的特徴」は、解決しようとする技術的問題に対

して採用する自然法則を利用した技術的手段を表すものと理解される。



 コンピュータプログラムに係わる発明専利出願の権利要求書は、方法クレー

ムに書いても、当該方法を実現させる装置である製品クレームに書いてもかま

わない。どの形式の請求項に書いても、説明書にサポートされ、そして、全体

的に当該発明の技術方案を反映し、技術的課題を解決するのに必要な技術的特

徴を記載してあるものでなければならない。当該コンピュータプログラムに備

わる機能及びその機能で達成する効果を総括的に記述しただけのものであって

はならない。方法クレームとして書く場合には、方法プロセスのステップに沿

って、当該コンピュータプログラムで実行する各機能、及びこれらの機能が如

何に果たされるかについて、詳細に記述しなければならない。装置クレームと

して書く場合には、当該装置の各構成部及び各構成部の間の関係を具体的に記

述し、当該コンピュータプログラムの各機能がどの構成部で如何に果たされる

かについて詳細に記述しなければならない。

 すべてコンピュータプログラムのフローチャートを根拠にして、当該コンピ

ュータプログラムのフローチャートの各ステップと完全に対応して一致する方

式により、若しくは当該コンピュータプログラムのフローチャートを反映する

方法クレームと完全に対応して一致する方式により、装置クレームを記載する

場合、即ちこの装置クレームの各構成部と当該コンピュータプログラムのフロ

ーチャートの各ステップ、或いは当該方法クレームの各ステップと完全に対応

して一致するような場合には、この装置クレームの各構成部は、当該プログラ

ムのフローチャートの各ステップ、或いは当該方法の各ステップを実現するに

は構築しなければならない機能モジュールであると理解すべきである。このよ

うな機能モジュールにより限定される装置クレームは、主に説明書に記載して

あるコンピュータプログラムを介して当該解決方案を実現するための機能モジ

ュール化枠組みであると理解すべきであり、主にハードウェア的方式により当

該解決方案を実現するための実体装置として理解すべきではない。

（以下省略）

 下線部の記載からみて、 関連発明がコンピュータプログラムに関する方法の発明

である場合には、中国ではコンピュータプログラムで実行する各機能等について詳細

に記載しないと、サポート要件違反と判断される可能性がある。

 また、専利審査指南第二部分第九章第 節「 明細書及び特許請求の範囲の作成」

「 特許請求の範囲の作成」では、アルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特徴

を含む発明専利出願のサポート要件及び明確性要件について、次のとおり記載されて

いる。

特許請求の範囲の作成

 アルゴリズムの特徴又は商業規則・方法の特徴を含む発明専利出願の請求項

は、明細書をもとに、専利保護の請求範囲を明確かつ簡潔に限定しなければな

らない。請求項には、技術的特徴、及び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・方法の特徴を記載しなけれ

ばならない。

 なお、上記記載のうち、下線を付した「明細書をもとに」の部分がサポート要件に

対応する記載と考えられる。



５ 生成発明

 中国では、願書に発明者の氏名を記載することが規定されており（専利法第 条）、

また、専利法実施細則第 条には、「専利法に言う発明者又は考案者とは、発明創造の

実質的特徴に対して創造的な貢献をした者を指す。」と規定されている。

 これら記載からみて、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、現時点では、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 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」における中国国家知識産権局（以下「 」という。）

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 のプレゼンテーション資料によると、「知的

活動の規則及び方法」を含む請求項に対する中国の審査官による判断は、以下の手順

により行われる。

ステップ ：「請求項は何かしらの技術的特徴を有するか」の問いに対する答えが な

らば、請求項に記載された発明の対象は、専利法第 条第 項第 号における知的活

動の規則及び方法に該当し、特許を受けることができない。

ステップ ：ステップ の問いに対する答えが ならば、「技術的課題を解決するため

に技術的手段を採用し、それによって自然法則に従った技術的効果を達成しているか」

について検討され、この問いに対する答えが ならば、請求項に記載された発明の対

象は、専利法第 条第 項における技術方案に該当せず、特許を受けることができな

い。

ステップ ：ステップ の問いに対する答えが ならば、請求項に記載された発明は、

発明該当性の要件を満たすものと判断され、新規性及び創造性の判断が行われる。

 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、モデルがテキストデータをどのように処理しているか、す

なわち、どのように入力データを学習及び最終結果の計算に適用しているのかを明ら

かにしておらず、評価結果からの星の数（評判）の決定に自然法則が反映されていな

いことから、専利法第 条第 項に従っていないと判断されることが記載されている。

(2) 事例 （進歩性）

 シンポジウムのために用意された のプレゼンテーション資料によると、中国

の審査官による創造性の判断は、以下の手順により行われる。

最も密接な先行技術を決定する

その発明によって実際に解決される技術的課題と発明の区別される特徴を決定する



請求項に係る発明がその分野の技術者にとって容易に思いつくものであるかどうか

を決定する

 そして、事例 （水力発電量推定システム）について、プレゼンテーション資料には、

以下のとおり記載されている 。

請求項 の分析

その分野の技術者にとって、学習済みのニューラルネットワークを用いて、過

去の時刻の連続的データの入力に基づいて、未来の出力量を推定する処理が実

現されることが良く知られているならば、引用文献 から、進歩性は認められ

ないだろう。

 そうでなければ、請求項 に係る発明は進歩性を有する。

請求項 の分析

考慮すべき事項：

・その分野の技術者は、推定量の精度が著しく改善されると考えるかどうか

・先行技術において、気温パラメータを選択することの技術的示唆があるかど

うか

 事例 では、その判断の前提として、「機械学習の技術分野において、過去の時系列

の入力データと将来の一の出力データからなる教師データを用いてニューラルネット

ワークを学習させ、当該学習させたニューラルネットワークを用いて過去の時系列の

入力に対する将来の一の出力の推定処理を行うこと。」は周知技術であるとされ、また、

「水力発電量の推定に上流域の気温を用いることを開示する先行技術は発見されてお

らず、両者の間に相関関係があることは、出願時の技術常識でもない。」とされている。

 したがって、中国の審査官による判断結果は、請求項 については創造性なし（進歩

性なし）、請求項 については創造性あり（進歩性あり）になると考えられる。

７ その他

(1) 関連発明のカテゴリー

 中国では、日本で認められている「プログラム」の請求項は認められていない。そ

のため実務上、「プログラム」の請求項は「記録媒体」の請求項に補正されて中国に出

願される 。なお、「学習済みモデル」の請求項は、中国において認められるか否か見

解が分かれるところ、「ニューラルネットワークシステム」、「分類器」又は「生成器」

等の「物」として請求項を記載するのであれば、法上の発明として保護され得る 。

日本国特許庁が作成した仮訳による。

「記録媒体」にすれば、専利法第 条第 項第 号の規定（「知的活動の規則及び方法」には専利権を付

与しないとする規定）を回避することができる。ただし、専利法第 条第 項の、発明該当性の要件を満た

すことができるとは限らない。

河野英仁，「 技術の特許による保護」，パテント， ， 頁



(2) パブコメ： 年 月 日及び 年 月 日

 中国国家知識産権局は 年 月 日、専利審査指南改正案（第 回意見募集稿）

を公表した 。さらに、中国国家知識産権局は、 年 月 日に専利審査指南改正案

（第 回意見募集稿）を公表した 。

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) 専利復審委員会第 号復審決定

ア 審決日

 年 月 日

イ 発明の名称

 モデルに依存しない適応コントローラー

ウ 発明の内容

 本件発明は、ニューラルネットワークで構成されたコントローラーに関する発明で

あり、具体的には、「モデルに依存しない適応コントローラーは、直列接続されたネッ

トワークコントローラー とネットワークシミュレーター の つのフォワー

ドニューラルネットワークで構成されており、ネットワークコントローラーの出力は

ネットワークシミュレータと制御対象の入力として使用され、制御対象の出力とネッ

トワークコントローラーの入力との間には、閉ループの負のフィードバックがあり、

ネットワークシミュレータ制御対象の出力と制御対象の出力は減算関係として設定さ

れ、両者はネットワークシミュレータ の再トレーニングプロセスで使用される。」

を内容とする発明である。

エ 争点

 審査では、本件発明は数学的モデルと数学的アルゴリズムを構築するだけであり、

産業用制御プロセスに貢献する特徴を有しておらず、中国専利法第 条第 項 項の

専利権を付与しない客体に該当するとして拒絶査定がなされた。その後、出願人は再

審査請求を行い、再審査において専利法第 条第 項違反の再審査決定がなされた。こ

れに対して出願人は、拒絶査定不服審判を請求した。本審判では、本件発明が発明該

当性を有するか否かが争われた。

オ 結論

 本件発明は発明該当性を有さないとして、中国専利法第 条第 項に基づいて拒絶審

決がなされた。

カ 概要

 本審判では、「本件発明は、特定の物を制御するものであり、請求項では制御対象に

も言及しているものの、この請求項の記載では何が制御対象であるか判断できない。

河野英仁，「中国改正審査指南意見募集稿の解説」，河野特許事務所， 年 月 日，

最終アクセス日： 年 月 日

河野英仁，「中国ソフトウェア改正審査指南意見募集稿の解説」，河野特許事務所， 年 月 日，

最終アクセス日： 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://knpt.com/contents/china_news/2021.03.12.pdf
https://knpt.com/contents/china_news/2021.09.02.pdf
http://36.112.95.124/reexam_out2020New/searchdoc/decidedetail.jsp?jdh=43664&lx=fs


換言すれば、制御対象は実際には数値であり、特定の内容や意味を持たず、抽象化さ

れた物に過ぎず、技術的な意味はない。本件発明の解決策は、数学的モデルと数学的

アルゴリズムを構築するだけであり、特定の技術分野に属さず、特定の技術分野にお

ける特定の物理的量と関係がない。したがって、本件発明は、技術的手段を使用して

おらず、特定の技術分野の技術的問題を解決せず、技術的効果も得られないため、発

明該当性を有さない。」という理由で発明該当性が否定された。

２ 記載要件に関する判断

(1) 最高法行再 号判決

ア 判決日

 年 月 日

イ 発明の名称

 チャットロボットシステム

ウ 発明の内容

 本件発明は、チャットボットシステムの発明であり、具体的には、ユーザの問いか

けに応じて検索サーバ又はゲームサーバを選択する技術に関する発明である。具体的

には、当該技術は、ユーザの問いかけが、格式化語句であれば、当該問いかけを検索

サーバ又はゲームサーバに転送し、自然語句であれば、当該問いかけを人工知能サー

バに転送する発明である。本件裁判で争点となった請求項１は次のものである。

「 チャットボットシステムにおいて、

 少なくとも、ユーザ及びチャットボットを含み、

 該チャットボットは人工知能及び情報サービス機能を有する人工知能サーバ及びそ

の対応するデータベースを備え、該チャットボットはさらに通信モジュールを備え、

前記ユーザはインスタント通信プラットフォーム又は プラットフォームを通じて

チャットボットと各種対話を行い、

 該チャットボットはさらに検索サーバとその対応するデータベース及びゲームサー

バを有し、かつ該チャットボットはフィルターを備え、前記通信モジュールが受け取

ったユーザ語句が格式化語句か或いは自然言語かを区別し、かつ区分結果に基づき該

ユーザ語句を対応するサーバに転送し、該対応するサーバは人工知能サーバ、検索サ

ーバ又はゲームサーバを含む。」

エ 争点

 原審では、本件発明が専利法第 条第 項に規定する実施可能要件を満たさないと

して特許を無効とする判決を下した。これに対して特許権者は、当該判決を不服とし

て最高人民法院に再審請求を行った。

オ 結論

 本件特許は有効と判断され、原審の判決が取り消された。

最高人民法院 年 月 日判決（ ）最高法行再 号

次の記事から転載した。

河野英仁，「中国における 特許訴訟 ～請求項中の文言に対する実施可能要件～」，河野特許事務所，

年 月 日，

最終アクセス日： 年 月 日

https://knpt.com/contents/china/2021.07.09.pdf


カ 概要

 本件において当事者間で最大の争点となったのが、請求項に記載された「ゲームサ

ーバ」という技術方案に関し、専利法第 条第 項の実施可能要件の規定を満たして

いるかという点である。専利法第 条に関して、専利審査指南第二部分「第二章 説

明書と権利要求書」「  説明書の記載方法と順番」「 具体的な実施の形態」では

「具体的な実施形態の部分において、最も近似した現有技術、若しくは発明又は実用

新案と最も近似した現有技術との共通した技術的特徴について、一般的には詳細に記

載しなくても良いが、発明又は実用新案が現有技術と区別される技術的特徴及び従属

請求項の中の付属的な技術的特徴については、属する技術分野の技術者が当該技術方

案を実現できる程度になることを基準に、充分に詳細な記述をしなければならない。」

と記載されている。

 本裁判では、「明細書の開示が充分か否かを判断する際、当業者の角度に立つべきで

ある。当業者とは一種の仮定の“人”を指し、この“人”が申請日又は優先日前に発

明領域の普通の技術知識を知っていると仮定し、該領域中にある現有技術を知ること

ができ、かつ該日前の常識的な実験手段能力を用いて応用することができるが、創造

能力を備えないものである。本特許申請日前に、チャットサービスシステム中にゲー

ムサーバを設置することは本領域で常識的なことであり、米国特許を含めた現有技術

は既にチャットサービスシステム中ゲームサーバを設置する技術内容を公開している。

当業者は、本領域の現有技術を把握する能力を有し、すなわち現有技術を検索してチ

ャットボットシステムにおいてゲームサーバを接続しゲームを行うことを実現するこ

とができるため、明細書を通じてどのようにしてゲームサーバを接続してゲームを行

うかの具体的なガイドを示す必要はない。本特許対象ゲームサーバの技術方案は、専

利法第 条第 項規定の規定に適合し、 社が提出した証拠は本特許が充分にゲ

ーム機能を開示していないという主張を証明するのには足りない。」という理由で特許

を無効とする原審の判決を取り消した。

３ 進歩性に関する判断

(1) 専利復審委員会第 号復審決定

ア 審決日

 年 月 日

イ 発明の名称

 機械学習装置

ウ 発明の内容

 本件発明は、 フラッシュメモリの寿命を予測する機械学習装置に関する発明

であり、具体的には、 フラッシュメモリの書き換え回数、書き換え間隔、読み

出し回数、使用環境における温度、エラー率、製造メーカに関する情報及び製造ロッ

ドに関する情報、並びに、 フラッシュメモリに対して誤り訂正符号化（ ）

処理を行うメモリコントローラの、 性能に関する情報、製造メーカに関する情報

最終

アクセス日： 年 月 日、接続に失敗する場合がある

http://reexam-app.cnipa.gov.cn/reexam_out2020New/searchdoc/decidedetail.jsp?jdh=260508&lx=fs


及び製造ロッドに関する情報のうちの少なくとも１つに基づいて得られる状態変数を

観測し、この状態変数を用いて フラッシュメモリの予測寿命を学習する機械学

習装置の発明である。

エ 争点

 審査では、本件発明が ストレージデバイスにおいて寿命末期検査を実行する

ための装置を開示した引用文献 （米国公開特許公報 ）に基づいて容

易に発明できるため、専利法第 条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。

オ 結論

 本件発明は進歩性を有するとして、拒絶査定が取り消された。

カ 概要

 本審判では、「本件発明は、状態観測部からの出力と フラッシュの寿命に関す

るデータから得られる訓練データと教師データに基づいて フラッシュメモリの

寿命予測を学習した後、モデルを構築・更新する。一方、引用文献 の構成では、訓練

データ、教師データが含まれず、寿命予測モデルも含まれない。機械学習は、人工知

能技術の中核として、機械が独立して学習できるようにするプロセスであり、既存の

データのトレーニングを通じて一連のモデルを構築し、新しい入力データの予測を容

易にする。このプロセスでは、コンピュータを使用して人間の学習行動をシミュレー

トし、履歴データの学習を通じて対応する予測モデルを確立する。学習プロセスが進

むにつれてコンピュータは継続的に更新し、自身のパフォーマンスを向上させる。本

件発明は、工作機械の数値制御装置における フラッシュメモリの寿命を機械学

習によって把握する問題を解決し、連続入力に基づく寿命予測モデルを改善し、より

正確な予測結果を得る。引用文献 の構成は、現在 過去のエラー修正データを

使用して デバイスの寿命の終わりを計算する、つまり非機械学習を通じてのみ

ストレージデバイスの寿命関連の結果を取得しており、引用文献 に開示され

た内容に基づいて当業者が本件発明を得る動機はない。したがって、本件発明は進歩

性を有する。」という理由で進歩性が肯定され、拒絶査定が取り消された。
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