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審決の概要、引用発明１、引用発明２及び周知事項に基づいて当業者が容易に想到することができた。 

本願の【請求項１】（符号は削除） 
引用発明１との対比 

相違点に関する判断 
一致点 相違点 

固定側の型を形成するための固定側型形成

体と前記固定側型形成体に対して相対的に

可動である可動側の型を形成するための可

動側型形成体とからなる型形成体と， 

固定側の型を形成するための固定側型形成

体と前記固定側型形成体に対して相対的に

可動である可動側の型を形成するための可

動側型形成体とからなる型形成体と， 

    

前記可動側型形成体を１軸方向に案内する

ための案内体とからなり， 

前記可動側型形成体を１軸方向に案内する

ための案内体とからなり， 

前記案内体に対して可動な前記固定側型形

成体又は前記可動側型形成体に案内用孔が

形成され，前記案内体と前記案内用孔とは

案内面を介して滑動し， 

前記案内体に対して可動な前記固定側型形

成体又は前記可動側型形成体に案内用孔が

形成され，前記案内体と前記案内用孔とは

案内面を介して滑動し， 

前記案内面は平面を備え，前記平面は前記

案内体の軸心線と前記固定側型形成体又は

前記可動側型形成体が，前記案内体から張

り出す部分の重心を含む張出し面に概ね直

交しているダイセットにおいて， 

前記案内面は平面を備え 

 

 

 

   るダイセットにおいて， 

相違点２, P.5 

「本願発明は，『案内面の平面は案内体の軸

心線と固定側型形成体又は可動側型形成体

が，前記案内体から張り出す部分の重心を含

む張出し面に概ね直交し（相違点２Ｂ），前

記可動側型形成体は，一端部が前記案内体に

支持され他端部は支持されない片持ち梁に

なって（相違点２Ａ）』いるものであるのに

対して，引用例発明１においては，ベースと

ガイドポストの平面の位置関係がそのよう

なものであるのか不明な点。」（審決書８頁３

行～８行） 

 

 

p.5 

「下側のベースプレ

ートに垂直に立設さ

れたガイドポストに，

片持ち梁状に支持さ

れる上側のベースプ

レートを縦方向に案

内するダイセット。」

（審決書６頁３５行，

３６行） 

 「引用例発明２において，

ガイドポストを『ベースプ

レートに垂直に立設』する

点は，相違点２における『案

内面の平面は案内体の軸心

線と固定側型形成体又は可

動側型形成体が，前記案内

体から張り出す部分の重心

を含む張出し面に概ね直

交』する点に相当する」（審

決書８頁２６行～２９行） 

前記可動側型形成体は，一端部が１本の前

記案内体に支持され他端部は支持されない

片持ち梁になっており，前記案内面は前記

案内体の側面に形成され，前記案内面の前

記平面は互いに直交する４平面で形成され

ており， 

 

 

           前記案内面は前記

案内体の側面に形成され，前記案内面の前

記平面は互いに直交する４平面で形成され

ており， 

相違点１, p.5 

「本願発明は，互いに直交する４平面で形成

された案内面を側面に形成された案内体が

１本で用いられるものであるのに対して，引

用例発明１においては，案内体に相当するガ

イドポストについて，１本で用いられるもの

であるとは記載されていない点。」（審決書７

頁３４行～８頁１行） 

 p.6 

「互いに直交する４平面で形

成された案内面を側面に形成

した案内体を１本で用い，縦

方向の摺動案内をすること

は，ダイセットに限らず，一

般的に周知事項である。」（審

決書８頁１０行～１２行） 

 

前記４平面の各前記案内面と前記案内孔の

間に介設されているガイドブッシュと， 

前記ガイドブッシュと前記案内面との間に

介設されているガイドローラリテーナと， 

前記ガイドローラリテーナは複数のガイド

ローラを備え，前記ガイドローラは前記案

内面上を転動する 

ことを特徴とするダイセット。 

前記４平面の各前記案内面と前記案内孔の

間に介設されているガイドブッシュと， 

前記ガイドブッシュと前記案内面との間に

介設されているガイドローラリテーナと， 

前記ガイドローラリテーナは複数のガイド

ローラを備え，前記ガイドローラは前記案

内面上を転動する 

ことを特徴とするダイセット。 

    

  
 

 

 

ダイセットの周知な構造に関することが記載されている部分 

固定ダイプレート及び可動ダイプレート、と、これらを繋ぐガイドポスト 

いずれかのダイプレートの案内用孔にガイドポストが入って摺動する。 

引用発明１に充分記載されている部分 

ガイドポストにそって動く可動ダイプレートの摺動部分付近の構造 

・可動ダイプレートの孔中のガイドブッシュがガイドローラリテーナを介してガイドポストと接触する 

・・ガイドローラリテーナ；ローラーを保持したタイプのリテーナのこと 

引用発明２の内容 

周知例１～４ 

発表者のコメントや理解をこのようなフォントで記載します。 
「本願の請求項１にかかる発明と引用発明１との対比において、一致点について争いはないようである。 
相違点については争いがある。」 
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審決取消訴の概要、当事者の主張に関する部分 

 第３ 当事者の主張 

取消事由 原告（出願人） 被告（特許庁） 

(1) 取消理由１ 

相違点１についてのつぎの容易想到性の判断の誤り 

「互いに直交する４平面で形成された案内面を側面

に形成した案内体を１本で用い，縦方向の摺動案内を

することは，ダイセットに限らず，一般的に周知事項

である。」（審決書８頁１０行～１２行） 

ア 周知例１ないし４に対し 

精密打抜き加工等のプレス加工を行うためのダイセットとは，技術的，課題的

に共通性はなく，引用例発明１に示されたガイドポストの形態のものを用いて，

１本のガイドポストを備えたダイセットとすることを想起するための根拠にはな

り得ない。 

イ 取消訴訟提起後に，新たに提出された周知例５ないし８に対しても反論 p.6 

(1) p.12 

引用例１（甲２）には，ガイドポスト（案内体）の軸廻りの回転を許容せず

に，縦方向の摺動案内を行う必要性が示唆されている。 

周知例は，広範な技術分野において，軸廻りの回転を許容せずに，四角柱で

摺動案内することが周知を示すから容易に想到できた。p.13 

プレス加工で案内体１本は周知 14 

補正明細書では共通のダイベッドで一体化しているから結局のところ案内

体は複数本だから、各ダイセットの案内体を１本とするのは設計的事項 14 

(2) 取消理由２ 

相違点２についての容易想到性の判断の誤り 

ア 相違点２に関する審決の説示 p.7 

(ア)案内体の本数について 

審決は，「引用例発明２における，『片持ち梁状に支

持される上側のベースプレート』は，相違点２におけ

る『可動側型形成体は，一端部が前記案内体に支持さ

れ他端部は支持されない片持ち梁になって』いる点に

相当する。」（審決書８頁３０行～３３行。以下，相違

点２のこの部分を「相違点２Ａ」といい，この部分に

ついての審決の判断を「相違点２Ａ（案内体の本数）

についての審決の判断」という。）と説示した。 

 

イ相違点２Ａ（案内体の本数）についての審決の判断の誤り 

(ア)本願発明の案内体に関する構成 p.8 

審決が，相違点２に係る本願発明の案内体に関する構成について，「前記可動側

型形成体は，一端部が前記案内体に支持され」（審決書８頁５行）としているのは，

「前記可動側型形成体は，一端部が１本の前記案内体に支持され」とされるべき

であり，これを前提として相違点２Ａについて判断されるべきである。 

(ア) 本願発明の案内体の本数 p.14 

引用例発明２における，「片持ち梁状に支持される上側のベースプレート」

が，相違点２における「可動側型形成体は，一端部が前記案内体に支持され他

端部は支持されない片持ち梁になって」いる点に相当することは明かである。 

相違点１の検討により，片持ち梁になっているとの支持形態は検討済みとい

うことができるから、相違点２の認定において一端部が１本の前記案内体に支

持されとまで認定する必要は無い。 

(イ)引用例発明２のガイドポストに関する構成 p.9 

審決が，相違点２Ａに関する引用例発明２の案内体に関する構成について，「下

側のベースプレートに垂直に立設されたガイドポストに，片持ち梁状に支持され

る上側のベースプレート」（審決６頁３５行，３６行）としているのは，「下側の

ベースプレートに垂直に立設された少なくとも２本のガイドポストに，片持ち梁

状に支持される上側のベースプレート」とされるべきであり，これを前提として

相違点２Ａについて判断されるべきである。 

(イ) 引用例発明２のガイドポストの本数 p.15 

案内体の本数については，既に相違点１で検討されているのであるから，引

用例発明２のガイドポストの本数も相違点２において認定する必要はない。 

(ウ) 相違点２Ａについての判断 p.9 

引用例発明２は，案内体（ガイドポスト）の本数において，本願発明とは構成

を異にするのであり，相違点２Ａに係る本願発明の案内体に関する構成は引用例

発明２に示されているとする審決の判断は誤りである。 

(ウ) 小括 p.15 

以上によれば，相違点２において，案内体（ガイドポスト）の本数の相違を

相違点として取り上げる必要はない。 

(イ) 直交について 

審決は，「引用例発明２において，ガイドポストを『ベ

ースプレートに垂直に立設』する点は，相違点２にお

ける『案内面の平面は案内体の軸心線と固定側型形成

体又は可動側型形成体が，前記案内体から張り出す部

分の重心を含む張出し面に概ね直交』する点に相当す

る。」（審決書８頁２６行～２９行。以下，相違点２の

この部分を「相違点２Ｂ」といい，この部分について

の審決の判断を「相違点２Ｂ（直交）についての審決

の判断」という。）と説示した。 

ウ 相違点２Ｂ（直交）についての審決の判断の誤り 10 

（ア）本願発明の案内体の平面と張出し面との直交に関する構成は、張出し面に概

ね直交 

（イ）引用例発明２の案内面と張出し面との関係に関する構成 10 

２本の円柱体のガイドポストの案内面は円筒面であり，平面ではない。 

（ウ） 相違点２Ｂについての判断 10 

張出し面と概ね直交するという観念を生じ得ない。 

∵「案内面」の「２本のガイドポストを結ぶ平面」への置換は，審決におい

て全く読み取れない。２つの円筒面を結ぶ平面は無数。 

引用例発明２においてガイドポストの案内面が円筒面でなく平面になるこ

とはあり得ない。 

イ 「相違点２Ｂ（直交）についての審決の判断の誤り」に対し 15 

（ア）認める 

（イ）ガイドポストは張出し面に概ね直交する方向に並んでおり，この２本の

ガイドポストの案内面を結ぶ平面は，張出し面に概ね直交するものである

(審決に誤り無し)。仮に誤りとしても張出し面に概ね直交は周知（周知例１

～４）。プレス加工の分野でも周知(周知例 8-10)で結論に影響する誤りなし 

単に「発明の対象がプレス金型用ダイセットの点で

も，引用例発明１と引用例発明２は共通しているから，

これらを組み合わせるにあたっての阻害要因があると

することもできない」（審決書８頁３５行～９頁１行）

としているのは誤り 

エ 引用例発明１と引用例発明２との組合せが容易であるとした判断の誤り p.10 

引用発明１及び２は，ガイドポストによる支持，案内の形態，設置の形態とし

ても全く異なり，課題，構成ともに相容れない性格を有し，格段に異なる。技術

的意味を考慮することを放棄している。p.11 

仮に適用しても１本の丸ガイドポストは回転するから阻害要因が存在する。11 

ウ 「引用例発明１と引用例発明２の組合せが容易であるとした判断の誤り」に

対し 18 

発明の対象がプレス金型用ダイセットの点で共通,かつ 引用発明１を片持

ち梁状にする阻害要因無い。 

  片持ち梁状に支持する形態には用いられないとの理由にはならない。18 

  引用発明２のガイドポストを１本にすることを検討しているのではない。19 

(3)取消理由３、相違点１，２を総合した顕著な作用効果

を看過して判断した誤り 11 

審決は，本願発明と引用例発明１との相違点１，２は，

それぞれ容易に想到し得ることであるから，本願発明は

引用例発明１，引用例発明２及び周知事項から当業者が

容易に発明をすることができたものであると判断した。 

本願発明の案内体が１本であることと，可動側型形成体は一端部が１本の案内体

に支持され他端部は支持されない片持ち梁になっていることとは相互に関連した

技術的意義を有するから，相違点１と相違点２とを切り離して論じるだけでは不十

分である。p.11 

 相違点１と相違点２は、共に片持ち梁状に支持されることに関連付けられて

検討されているから、相違点を相違点１と相違点２とに分けて検討したとして

両者の関連を無視することにはならない。19 

取消理由２：相違点、それ自体に争いがある。 

被告は片持ち梁を支持する本数を無視し

て判断しているが、原告は支持本数を考慮し

て判断すべきと主張している。 

被告の認定は案内面を大まかにつかんでいるだ

けで、案内面の平面が張出し面に概ね直交すること

の技術的意義が考慮されていないように感じる。 

相違点１及び相違点２を切り離すことの是非が争点 

取消理由１；相違点自体は争いが無く、相違点の容易想到性部分に争いがある。 
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審決取消訴の概要、「第４ 裁判所の判断」より 

１ 審決に理由記載が要求される趣旨について 

進歩性無しの審決は，客観的な証拠に基づかない認定や論理性を欠いた判断をする危険性が常に伴うものであるから，結論を導く過程の客観的説示が必要。本件審決について、検討する。p.20 

（１）本願発明と引用発明１の各特徴 

ア 本願発明の特徴は、以下の３つの特徴的な構成からなる。 

①案内面は平面を備え，平面は前記案内体の軸心線と固定側型形成体又は可動側型形成体が，案内体から張り出す部分の重心を含む張出し面に概ね直交しているダイセットであること， 

[張出し面に直交する案内面（相違点２Ｂ）] 

②可動側型形成体は，一端部が１本の案内体に支持され他端部は支持されない片持ち梁であること，[１本の案内体(相違点１)、片持ち梁（相違点２Ａ）] 

③案内面は案内体の側面に形成され，案内面の平面は互いに直交する４平面で形成されていること，[四角柱（一致点）] 

 

従来技術（円柱ガイドポスト）の課題は、局所的応力で摩耗促進され曲げ変形が起きること。本願発明は、局所的応力を発生しないようにしたこと。 

本願発明は、前記課題を解決するため 

①ガイドポストの側面に形成される案内面は，互いに直交する４平面で形成され，案内面はガイドローラリテーナを介して案内用孔を摺動すること， 

②案内面は，案内体から張り出す型形成体の重心と案内体の軸心線を含む面である張出し面と直交し，偏荷重がかかっても局所的応力が組型に発生しないようにさせた 

というものである。 

 

イ 引用発明１［四角ガイドポスト］の特徴 

従来技術の課題は、①ボールベアリングに大きな圧力、②衝撃力に弱い、③に並進運動をするだけでなく，共通軸の回りに回転運動も行うこと等 

引用発明１には、ダイセットの全体構成については，何らの開示はされていない。［例えば，何本で使うとか、案内面の向きをどうするかとか］ 

 

（２）審決に記載された理由の概要 p.22 

① 本願発明と引用例発明１とは，前記(1)のアの③において一致する。ガイドポストが[四角柱（一致点）]であること 

② 他方，本願発明と引用例発明１とは，前記(1)のアの①，②において相違する，[張出し面に直交する案内面（相違点２Ｂ）] [１本の案内体(相違点１)、片持ち梁（相違点２Ａ）] 

③ 相違点の中の，前記(1)のアの②の「案内体が１本であること(相違点１)」に関しては，周知例１ないし４に開示されている，[１本の案内体］は周知例１～４ 

④ 相違点の中の，前記(1)のアの②の「片持ち梁であること（相違点２Ａ）」及び前記(1)のアの①の「直交（相違点２Ｂ）」については，引用例発明２に開示されている， 

⑤ 引用例発明１と引用例発明２とは，発明の対象が共通しているから，組み合わせることが容易である，技術分野の共通性 

 

（３）判断 p.22-24 

本願発明は，前記(1)のアの①，②，③の各構成のすべてを備えた，一つのまとまった技術的思想からなる発明である。これに対し，引用例発明１は，その中の一つの構成である③[四角柱]のみを共通にする発明にす

ぎず，①及び②（「直交」，「案内体の本数」，「片持ち梁」）の３点については，構成を有しない。 

審決は，本願発明中の各相違点に係る構成は，周知例や引用例発明２に示されている技術であると説示している。しかし，審決では，本願発明と一つの技術的構成においてのみ一致し，複数の技術的構成において，

実質的相違が存在し，その課題解決も異なる引用例発明１を基礎として，本願発明に到達することが容易であるとする判断を客観的に裏付けるだけの説示は，審決書に記載されているとはいえない。 

とりわけ，審決は，相違点１（前記(1)のアの②の「案内体が１本であること」）に関する判断においては，「身長計」，「自動車リフトの支柱」，「燭台」等を挙げているのに対して，相違点２（前記(1)のアの②の「片持

ち梁であること」，及び前記(1)のアの①の「直交」）に関する判断においては，引用例発明２を挙げているが，引用例発明２は，「２本の円柱体のガイドポスト」を必須の構成要件とするものであって，相違点１に関して

容易であるとする判断の基礎として用いた周知例と相反するものであるため，周知例と引用例の相互の矛盾を説示することが求められるが，審決では，その点の矛盾に対する合理的な説明は，されていない。 

以上のとおり，本件における審決書に記載された具体的な理由は，特許法１５７条２項が審決書に理由記載を求めた趣旨，すなわち，審決における判断の合理性等を担保して恣意を抑制すること，客観的な証拠（技

術資料）に基づかない認定や論理性を欠いた判断をする危険性を排除するとの趣旨に照らして，十分な説示がされているとはいえない。 

したがって，審決の取消事由に関する原告の主張（とりわけ，取消事由２に係る主張[片持ち梁に関して支持体の本数の考慮の有無]）は，理由がある。 

 

２ 原告の主張に係る取消事由について p.24 

念のためとして，相違点２Ｂについての審決の判断が誤りであることを説明している。 

本願発明において、張り出し面に直交する案内面の構成は，ガイドローラが線接触するから点接触する場合よりも衝撃力が分散し，作用効果において優れていることが示されている（図１７，１８,段落【0039】）。 
引用例発明２では，ガイドポストの軸心線が２本存在するから，２本の軸心線と張出し面の重心を含む単一平面を観念できない。 

そうすると，引用例発明２を引用例発明１と組み合わせてみても，案内面との直交による衝撃力の分散という技術的意義をもった本願発明の相違点２（相違点２Ｂ）に係る構成を想到することが当業者にとって容易

であったということはできない。 

なお、被告の予備的主張は，審決にいっていないから、本件取消の対象とすることはできない。採用できない。P.29 

 

３ 結論 

審決取消す。 

 

（発表者感想） 

一見してシンプルな構造を、従来技術と対比しながら技術的意義を丁寧に説明して仕上げている明細書に感心しました。結局最初に発明品を見てから判断する特許庁がおかしやすいミスの事例と

思います。どうやったら、裁判所があげているような「３つの特徴」のように、ずばっと、本願発明の特徴を抜き出すことができるか、議論できればと思います。 

 

４つのＫＷ 

相違点１ ；１本の案内体 

相違点２Ａ；片持ち梁 

相違点２Ｂ；張出し面に直交する案内面 

共  通  点；四角柱 


