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第１章 総則(第１条～第２８条)
第２章 特許及び特許出願(第２９条～第４６条の２)
第３章 審査(第４７条～第６３条)
第３章の２ 出願公開(第６４条～第６５条)
第４章 特許権
第１節 特許権(第６８条～第９９条)
第２節 権利侵害(第１００条～第１０６条)
第３節 特許料(第１０７条～第１１２条の３)
第５章 削除
第６章 審判(第１２１条～第１７０条)
第７章 再審(第１７１条～第１７７条)
第８章 訴訟(第１７８条～第１８４条の２)
第９章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第１８４条の３～第
１８４条の２０)
第１０章 雑則(第１８５条～第１９５条の４)
第１１章 罰則(第１９６条～第２０４条)
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審査請求制度

・ 全ての出願を一律に審査しない

・ 出願後、一定期間内に審査請求があったものだけを審査する。

・ 審査請求がなかった出願は「取り下げたもの」とする。

・ 審査対象が減るので「審査遅延を防げる」。
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出願公開制度

・ 特許出願の日から１年６ヶ月経過後に、特許出願の明細書等を掲載した
公開特許公報を発行し、出願内容を一般に公表すること

・ 全ての出願を審査 → 出願件数の増大と技術内容の高度化により審査
に遅れ

→ 公開の遅れ

・ 重複研究、重複出願 → 研究開発の無駄、審査の無駄

・ 審査状況に拘わらず、一定期間経過後に全ての出願内容を公開

・ 昭和４５年 「出願公開制度」

・ 平成１２年１月 「早期出願公開制度」（早期出願公開の請求６４の２）

・ 補償金請求権（６５条）
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出願公開制度（６４条） 権利化前に公開されるのは出願人にとって不利益

↓

出願公開に基づく補償金請求権（６５条）

↓

優先審査（４８条の６）

↓

出願人の請求による早期公開（６４条の２）
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第３章 審査（４７～５４条）

条文 位置付け

４７条 審査官による審査 主体

４８条 審査官の除斥

４８条の２ 特許出願の審査

審査請求制度

４８条の３ 出願審査の請求

４８条の４ 同前

４８条の５ 同前

４８条の６ 優先審査

４８条の７ 事前通知

内容
・事前通知の必要性の有無
・拒絶理由の有無
・有…拒絶理由通知（最初・最後）、

意見書・補正書、拒絶査定
・無…特許査定
・中止される場合

４９条 拒絶の査定

５０条 拒絶理由の通知

５０条の２ 同一の拒絶理由である旨の通知

５１条 特許査定

５２条 査定の方式

５３条 補正の却下

５４条 訴訟との関係
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「審査主義」「審査官による審査」「除斥」
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（１項）
・審査させなければならない。→ ≪審査主義≫

（参考） 無審査登録主義（実用新案）
基礎的要件のみ審査し、実質的要件は審査しないで、権利を付与する。
→ 権利の濫用を防止するため、「技術評価書制度」「権利者の責任」について規定。
（長所）権利化・公表が早い （実２９条の２、２９条の３）
（短所）権利の安定性・信頼度が低い

→審査主義は、反対の長所・短所を有している。

・「特許庁長官→審査を行わせる主体」「審査官→審査を行う主体」
特許庁長官に出願する→ 長官は、審査官に審査をさせる（長官と審査官の職務分担）

・特許出願→審査の客体
・延長登録出願も審査する(67条の4)。

・審査：…実質的要件の審査

第四十七条（審査官による審査）

１ 特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。

２ 審査官の資格は、政令で定める。 （特許法施行令１２条）

審査 具体的要件 主体 要件充足されない場合

形式的要件 17条③各号 特許庁長官 補正命令(17③)→手続却下(18)

実質的要件 49条各号 審査官 拒絶理由通知(50)→拒絶査定(49)
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参考

• ＊審査における審査官の地位 － 審査官は行政庁かという問題（昭和５１年８月３０日東
京地裁判決）

• 審査官のなす査定（一種の行政処分）は審査官の名においてなされる → 独立した行政庁

• しかし、拒絶の査定は特許庁長官の送達という行為があって初めて成立 → この意味からは、審査ｋん
特許庁長官とによる合成的な行政処分とも考えられる。

• 審査官審査の対象 「特許出願」（特許出願は行政手続法２条３項の「申請」の一形態）

• 審査官審査と行政手続法

• 特１９５条の３ ・・・ 行政手続法第２章および第３章は適用除外 → 第１章、第４章および第５章の規
定は査定の手続に適用される点に注意！

行政手続法

第１章（１条～４条） 総則 ・・・・ 特許法にも適用

第２章（５条～１１条） 申請に対する処分

第３章（１２条～３１条） 不利益処分

第４章（３２条～３６条） 行政指導 ・・・・ 特許法にも適用

第５章（３７条） 届出 ・・・・ 特許法にも適用

→特許法２章（特許および特許出願）・３章（審査）・３章の２（出願公開）の諸規定は、行
政手続法２章に対する特別法として機能
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参考

• 行政手続法１① （理念）

• この法律は、処分、行政指導および届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事
項を定めることによって、「行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り」（中間目的）、「もって国
民の権利利益の保護に資すること」（終局目的）を目的とする。

• ＝＞ この理念は査定に関する手続をも支配

• =＞ 事案の審理が合理的理由もなく遅れるということは行政手続法１条にいう公正に反することになる。
審査促進は、あまりにも拙速に陥らないかぎり、国民の権利利益の保護に資し、その意味では、行政手
続法１条１項にいう「公正の確保と透明性の向上」の理念に合致するものであるから審査官としてもこれ
に努めるべきことになる。

• 特許庁の行政指導と行政手続法４章

• 行政手続法第４章行政指導の諸規定は特許庁行政に適用があり、審査官審査の行政指導もこれによっ

• て規制される。

• 『行政指導』 ・・・ 一定の作為または不作為を求める行為であって、「処分」に該当しないもの（２条６号）

• 出願の審査についての審査ガイドラインの一環として面接ガイドライン

• ①面接 ｅ．ｇ．「本願発明と先行技術との対比面接」「明細書等の補正案説明のための面接」

• ②準面接 ｅ．ｇ．「拒絶理由通知書の手交」「電話、ファクシミリ等による連絡」
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（２項）
審査官の資格は、政令（特許法施行令１２条）で定める。

• 法が審査官の資格を法定するとともに、裁判官や審判官に準じて職務からの除斥に関する規定（４８条）
を設けているのは、審査官が、高度の専門知識のもとに、独占権の許否を掌るべき職責を有するもので
あるため、いたずらに他の干渉を受けることなく、独立して許否の判断を公正に行うことが要求されるか
ら（吉藤・熊谷４１６）。
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審査官の除斥（４８条）

審判（１３９条～１４４条） 審査（４８条）

除斥 忌避 除斥

申立 → 審判による決定

審判（１３９条） 審査（４８条において１３９条を準用）

１号 当事者または参加人 →

２号 血族ｅｔｃ． →

３号 後見人ｅｔｃ． →

４号 証人または鑑定人 →

５号 代理人 →

６号 前審関与

７号 利害関係 →

第四十八条（審査官の除斥）

１ 第百三十九条第一号から第五号まで及び第七号の規定は、審査官に準用する。



13

≪除斥（１３９条）≫

審査官などが事件と特殊な関係にあり、
その公正について客観的疑念を生じさせる事由（除斥原因）がある場合に、
その事件についての職務執行から排除されること。

「審査官の職務の重要性」＆「公正を担保」

≪忌避（１４１条）≫

審査の公正を妨げるべき事情がある場合に、
その事件についての職務執行から排除されること。

「審査官の職務の重要性」＆「公正を担保」

≪民訴２３条（裁判官の除斥）≫
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第百三十九条（審判官の除斥）

審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者若しくは参加人であるとき又はあつた

とき。
二 審判官が事件の当事者若しくは参加人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であると

き又はあつたとき。
三 審判官が事件の当事者又は参加人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

であるとき。
四 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
五 審判官が事件について当事者若しくは参加人の代理人であるとき又はあつたとき。
六 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。
七 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。
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１号： ≪配偶者≫ 正式に婚姻手続した者。内縁・婚約関係は含まず。
≪事件≫ 拒絶審判と無効審判とは別事件

２号： 四親等内の血族、三親等内の姻族、同居の親族

３号： 後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人
≪あるとき≫ 現在該当しなければよい。

４号： 証人、鑑定人
≪なったとき≫ 現実に尋問された場合

単に尋問の申立があったにすぎない場合は含まず。

５号： 代理人

６号： 前審関与は準用せず

７号： ≪利害関係≫ 法律上の影響を受ける地位にあること。
単なる経済的利害関係は含まず。 （ｃｆ．忌避）

１３９条各号
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（１） 除斥原因のある審査官がした拒絶査定は違法である。
↓

これを理由に、拒絶査定不服審判（１２１条）によって査定の取消を求めることができる。

（ｃｆ．除斥原因のある審査官が特許査定をした場合は無効理由とはされていない）

（２） 忌避は、審査官には適用されない。
∵手続が複雑になる。必要性に乏しい。

（３） 前審関与(139条6)は準用されていない。
∵審査官にはあり得ない。
→ 拒絶査定不服審判で査定が取り消され審査に差し戻された場合、

拒絶査定に関与した審査官が再び審査に関与できる。

（４） 除斥の申立、それに対する決定については規定せず(１４０条、１４２条は準用され
ていない)。忌避の申立権も認められていない（１４１条の準用もない）。

∵いたずらに手続を複雑にする。

＊特許法が民訴２３条（裁判官の除斥）を参考にして審判手続にのみ除斥の申立を認
めたのは、審判手続が紛争を解決する機能を果たす点で裁判手続と類似することに着目
したから。紛争解決の手段というより財産権の形成を目的とする行政手続たる審査手続
においては、民訴法との関連を考慮せず。



17

「出願審査請求制度」
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審査主義の動向

• （１）無審査主義

• 長所 ＝ 迅速に権利付与

• 弊害 ＝ 特許要件を具備しない発明についても権利付与

• → 無効にするための手続、訴訟事件の増大、裁判所・当事者の過大な負担

• （２）審査主義

• 無審査主義の弊害にかんがみ、特許権の付与前に特許要件を満たさない出願を拒絶し、訴訟手続の煩
を避けるとともに、特許権の安定性を確保

• （３）厳格な審査主義の弊害

• 技術の進歩、情報の激増 → 審査負担

• «対処» 繰り延べ審査制度（早期公開制度および審査請求制度）の導入

アメリカ特許法（１８３６年）が嚆矢

英国特許法（１８５２年） ・・・ 出願公告・異議申立制度（調査範囲は出願前５０年までに限る；進歩性

の要件は異議申立を待って行う）

ドイツ特許法（１８７７年） ・・・ アメリカの審査主義とイギリスの出願公告制度を結合した厳格な審査

主義

フランス法 １９５８年に審査主義への傾斜



19

特許法における審査主義

• 我が国

• 厳格な審査

• 補正の審査も特許出願手続きの審査の一環として行われる

• ［問題点］

• 審査主義は、審査の質が高いとともに、適正な期間内に審査が終了していることが前提となる。

• →現行は、熟練審査官の不足、審査資料の累増による審査処理効率の低下、出願の激増等の結果、審
査未処理出願の堆積 → 審査主義の弊害が露呈 → 出願人による先行技術開示義務制度etc.

明示１８年（１８８５年） 専売特許条例 審査主義

大正１０年（１９２５年） 出願公告制度

昭和４５年（１９７０年） 審査請求制度 ＋ 出願公開制度 （２９条の２）

平成６年（１９９４年） 出願公告制度・付与前異議申立制度を廃止、付与後の異議申立制度を導入

平成１１年（１９９９年） 審査請求期間の短縮 （７年 → ３年）

平成１５年（２００３年） 特許異議申立制度の廃止と新しい特許無効審判制度の創設 訂正請求

審査請求手数料の一部返還
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制度趣旨（出願審査請求、出願公開、29条の２）

すべての出願を審査 → 登録要件を満たしたものだけを出願公告

「出願件数の増大」 「出願内容の高度化」 → 審査の遅れ。

①出願審査請求制度（４８条の２） ②出願公開制度（６４条）

・補償金請求権（６５条）

・優先審査（４８条の６）

・請求による出願公開（６４条の２）

・先願の範囲の拡大（２９条の２）

問題点

解決策
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第四十八条の二（特許出願の審査）

特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。

＊審査請求制度の原則を規定

審査請求があって、初めて審査を行う趣旨。
審査請求のない出願を審査しても、その審査は重大な前提要件を欠くものとして無効

（１）審査請求制度と審査主義

・従来は出願の順序に従い無差別に審査 → 必ずしも審査を要しない出願について審査、審査
を急がない出願を審査、急ぐ出願の審査を後まわし
・そこで、現実に審査の必要のある出願についてのみ審査し、審査を要しない出願の審査を省くこ
とで、審査の促進はかる

（２）審査請求制度と特許出願

・特許出願と審査の開始とは直接結びつかない
・審査の開始における職権主義を当事者主義に変更
・出願審査の請求がなされていない出願といえども、審査の開始が留保されている点て従来の出
願と異なるだけで、特許出願としての本質が代わるものではない。

（３）審査請求制度と出願公開制度

・審査請求制度のもとでは出願公開制度は不可欠
・適当な時期に出願公開しないと、出願人の意思によって出願内容の公表の時期が左右されるば
かりでなく、審査請求の時期を遅らすことにより出願内容の公表を遅らせることが可能となる

第四十八条の二（特許出願の審査）

特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。
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＊審査請求制度は、特許出願のうち真に審査をする価値のあるものについてのみ審査をし、審査
を必要としない出願の審査を省略することにより、全体としての促進を図ろうとするもの

＊出願人または第三者が関心を有する出願をより出す方法として案出されたのが審査請求制度
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第四十八条の三（出願審査の請求）

１ 特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の
請求をすることができる。

２ 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の
規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願に
ついては、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出
願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。

３ 出願審査の請求は、取り下げることができない。

４ 第一項又は第二項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたとき
は、この特許出願は、取り下げたものとみなす。

（１）出願審査の請求（１項）

（ａ）出願審査の請求のできる者
（ｂ）出願審査の請求の期間
（ｃ）出願審査の請求の効果

（２）出願審査の請求の期間の特約（２項）

（３）出願審査の請求の取り下げの禁止（３項）

（４）出願審査の請求のなかった場合の効果（４項）
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出願審査の請求のできる者

≪何人も≫ ←主体的要件 ある出願について審査をする価値があるかどうかの選別をする適
格者は誰かという問題

（１）出願人
・出願審査の請求をすることができる地位は、出願人たる地位に付随する
・出願人の１人による請求（１４条）
・代理人（９条、８条、１２条）

（２）第三者
・第三者に出願審査の請求をすることができる資格を与えるかどうかは政策問題
・発明を実施したいと思う第三者、出願人から警告を受けた第三者に認めるのは合理的
・第三者に出願審査の請求をする地位を認めても出願人に甚だしい不利益ない
・一方、理論的には、第三者が関心をもっているというだけで審査を開始するのは不合理
ｅ．ｘ．オーストラリア（審査の請求ができる者は出願人だけ）
・法人でない社団等も一定の場合は可（6条①1） 利害関係も不要
・出願公開前でも可（出願人からの事実上の警告などにより知る場合がある）

＊出願審査の請求をした第三者に手続上どのような地位を与えるか
・審査請求料との関係で何らかの手続上の権利を認めるべき？ → ×審査請求制度の趣旨
・当事者として参加 → 手続が煩雑・最初の請求人にのみ認めることになり不合理
・そこで、第三者は審査の単なる「火付け役」とするに止める → 審査の結果等何らの通知なし

（１項）
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出願審査の請求の期間

「その日から３年以内」 （平成１３年９月３０日までの出願にあっては７年）

・出願人や第三者が出願について審査すべきものかどうかの選別するための時間的余裕

・従来はオランダおよび西ドイツの法制に合わせて７年としていた

［平成１１年法改正］により７年→３年に短縮
∵
(1) 欧米における権利取得の時期は我が国より数年早い → 欧米の審査結果を中心に特許の
国際相場が確立されてしまう

(2) 大量の不安定な出願が存在することによる第三者の不利益
①審査請求前は自由に補正可 → 特許権侵害のおそれ
②特許侵害をおそれ、製品の設計変更や代替手段の準備を強いられる
③研究開発への支障
④防衛目的の出願から、権利の活用・研究開発投資の回収・更なる研究開発促進の知的創
造サイクルへと変わってきている

・外国語書面出願 ・・・・ 日本語の翻訳文の提出前は審査請求不可

・審査請求期間は手続そのものとは無関係 → 中断や中止になじまない、延長不可、追完不可

≪その日≫
・実際に出願された日

①国内優先権主張出願→後の出願日
②パリ優先権主張出願→我が国への出願日
③「分割」「変更出願」「実案登録に基づく出願」→原出願日

（１項）
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出願審査の請求がなかった場合の効果 出願取下擬制
・権利化の意思なしとみなせるから。
・出願取下とみなされても、既に出願公開されているので、２９条の２の先願の地位
は残る。

（２項）

（３項）

（４項）

出願審査の請求の期間の例外

出願日が遡及するので、既に３年経過したことになる場合。
→ その場合に審査請求できないとするのは不合理。

「分割」「変更」「実案登録に基づく出願」

出願審査の請求の取下げの禁止

（理由） ・審査の開始条件にすぎない。
・開始条件だから確定させる必要がある。
・請求手続自体が係属するものではない。
・取下を認めると既に行った審査が無駄となる。
・出願の取下はできるので、認める実益がない。
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第四十八条の四

出願審査の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 出願審査の請求に係る特許出願の表示

＊手続的要件を規定 →施規様式４４

・出願審査の請求は特許出願とは別個の手続

・出願人との関係も記載（１号）

第四十八条の五

１ 特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求があつたときは出願公開の際又はその後遅滞なく、出願公開後に出願審査
の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない。

２ 特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならな
い。

（１項） 請求があった旨を公報に掲載する。 請求時 掲載時

公開前 出願公開の際／その後遅滞なく

公開後 その後遅滞なく

（２項） 第三者から審査請求があったときはその旨を出願人に通知する。
↓
出願人は自分で審査請求する必要がなくなったことを知る。
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審査順序についての例外
審査請求順に審査するという原則を、出願公開された事件にも徹底すると、弊害が生じる。
→ それを防止するための例外規定。

－－弊害－－
・補償金請求権のみではカバーできない不利益を蒙る。
・特許の蓋然性が低いのに、出願人が警告を乱発し、第三者の利益が害される。

要件： ①第三者が公開された出願に係る発明を実施（実施の準備では不可）； ②出願公開されているが特
許はされていない； ③出願審査の請求がされていること；④優先審査をする必要があること

≪出願公開後であること≫ 「公開」→「補償権請求権」→「優先審査」

≪特許出願に係る発明≫ 特許請求の範囲に記載された発明 ｃｆ．発明の詳細な説明の欄には記載
されているが、特許請求の範囲に記載されていない発明は含まれない

≪必要があるとき≫ 緊急に審査をする必要がある場合

≪できる≫ 特許庁長官の裁量行為

≪優先審査に関する事情説明書：施行規則３１条の３、様式４６≫
提出できるのは
①特許出願人
②実施している他人

第四十八条の六（優先審査）

特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必
要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。
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早期審査（運用）
-特許庁HP（特許庁の取り組み）-

 一定の事情がある場合に、出願人からの要請により、 通常よりも早期に審査に着手す
る。

※「中小企業、個人、大学、公的研究機関等」「外国出願関連」「実施関連」「グリーン関

連」

 早期審査の事情説明書を提出する （先行技術を開示して、対比説明する）。

 選定結果→ ダメな場合にのみ通知される。

 選定されると、審査着手待ち期間が短縮される。

「平均：２６月」 → 「早期審査：２～３月」

（特許庁ＨＰ → 「特許について」 → 「審査に関すること」 → ）
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第四十八条の七（文献公知発明に係る情報の記載についての通知）

審査官は、特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、
その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。

＊出願が先行技術文献情報開示要件（３６条４項２号）を満たしていない場合、
審査官はその旨を通知し、出願人はそれに対して意見を述べることができる。

・拒絶理由通知の前段階である「事前通知」の性格を有する。

・開示要件を満たさないことをもって直ちに拒絶理由とすると、
他に拒絶理由がない出願に対しても、必ず本要件違反の拒絶理由を通知しなければならない。

↓

迅速な審査を実現しようとする本制度の趣旨に反する。 従って、審査官が必要と認めた場合のみ通知する。

・出願人の対応

関連する技術情報を知っている → その文献名等を明細書に追加補正

関連する技術情報が存在しない → その旨を意見書によって説明
または知らない



31

≪通知に対する出願人の対応≫
・関連する文献公知発明に関する情報を、補正により、明細書に追加する。
・関連する文献公知発明を知らない旨を意見書で主張する。

≪具体例≫ 先行技術文献情報が適切に記載されているか否かの観点から判断する。

（１）情報が記載されておらず、その理由も記載されていない場合。

（２）情報が記載されておらず、その理由は記載されているが、情報を出願人が知っていた蓋然性が高い場合。
ex) 出願人による関連技術の公開出願が多数ある。

（３）先行技術自体の記載はあるが、所在が記載されておらず、その理由も記載されていない場合。

（４）不適切な情報のみが記載されており、適切な情報を出願人が知っていた蓋然性が高い場合
ex) ・技術分野や課題が異なった関連しない技術に関する情報のみが記載されており、

技術分野及び課題が同じ文献公知発明が広く一般に知られている。
・関連性の高い新しい文献公知発明が広く一般に知られているのに、
関連性の薄い古い文献公知発明に関する情報のみが記載されている。

審査基準 第１部 第３章 ４． 先行技術文献情報開示要件の判断

先行技術文献情報及び当該文献に記載された内容を発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に追
加する補正は、新規事項の追加には該当しない。
しかし、出願に係る発明との対比等、発明の評価に関する情報や発明の実施に関する情報を付
加したり、先行技術文献に記載された内容を追加して特許法第36条第４項第１号の不備を解消す
る補正については、新規事項の追加に該当し許されない。≪第１部 第３章 ３．３≫
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「拒絶理由」「拒絶理由の通知」「補正却下」
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第四十九条（拒絶の査定）

審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなけれ
ばならない。
一 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項又は第四
項に規定する要件を満たしていないとき。
二 その特許出願に係る発明が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第
一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
三 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
四 その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条に規定する要件を満たしていないとき。
五 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもな
お第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
六 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は
図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
七 その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。
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４９条（拒絶の査定）

・ 審査官が審査請求のあった特許出願について拒絶をすべき旨の査定（拒絶査定）をすべき場合を列挙

・ 昭和３４年法において新設

・ 拒絶すべき場合を制限的に列挙

・ 特許出願が本条各号の一に該当するときは、拒絶査定をするかどうかの自由裁量の余地はなく、必ず拒絶査
定をする

・ その出願に本条の規定に該当しない部分が存在するかどうかを問うことなく拒絶査定がなされる
→ 複数の請求項のうち一つの請求項について拒絶理由があるときは当該出願は拒絶査定される

・ 拒絶査定は、特許出願自体を否認するものではなく、特許を受けることの否認
ｃｆ． 出願却下の処分（出願自体の否認）

・ 拒絶査定の確定 ・・・・
①法定期間内に審判請求なし
②法定期間内に審判請求され、審決がされたが、法定期間内に訴えの提起なし
③法定期間内に審判請求され、審決がされ、法定期間内に訴えの提起がなされたが、不利な終局判決がされ、
その不服申立ての方法が尽きたとき

≪先行技術開示要件違反の拒絶理由≫
・ 事前通知（48条の7）をしたが、補正書又は意見書によっても要件が満たされない場合にのみ、拒絶理由とな
る（→ 事前通知なしでの拒絶理由通知は、あり得ない）。
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• （１）実体的な特許性（patentability）があるかどうかの理由 ｅ．
ｇ．２９条（特許要件）、２９条の２（先願の範囲）、３２条（不特許事由）、３９条（先願）

• （２）出願書類の作成に瑕疵があるかどうかの理由
ｅ．ｇ．３６条（明細書／特許請求の範囲）、３７条（発明の単一性）、１７条の２（補正）

• （３）出願人に関する理由
ｅ．ｇ．２５条（外国人）、３８条（共同出願人）、本条７号（正当承継人）

• 実務上は（１）と（２）が殆ど 特に２９条・３６条（拒絶理由通知全体の約９５％？）

• （１）および（２）に関しては、他の国でも同様に発明および出願について審査がされている

• （３）については問題
→ 特に、特許を受ける権利の帰属は出願の審査と切り離して決定されている国もある
（EPC）
→ 冒認出願については、真の権利者と冒認者との間における権利の帰属をめぐる争いに

すぎない ∴ 審査の対象から切り離し、私権をめぐる争いとして別個にすべきとの見解
あり（中山）

拒絶の査定の理由
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• （１）実体的な特許性（patentability）があるかどうかの理由
• いわゆる特許要件 （新規性・進歩性・産業上の利用性）

• 「請求項に係る発明」が対象

• 先行文献（引用例）に記載の発明について
→ ２条１項に定める発明の定義を字義どおりに厳格に解釈すべきでない
∵ 特許要件を具備しないとして拒絶された発明も２条１項の「発明」に含まれると解（２条１項とは別個
に２条２項に「特許発明」を定義）
→ 対比される技術が少なくとも当該技術分野における通常の知識を有する者（当業者）が理解し得るよ
うに自然法則を利用した技術的思想が具体的に開示されていると一応認められれば足り、それが仮に
当業者間において周知慣用技術であっても差し支えない

• 発明未完成 ・・・・ ２９条１項柱書にいう発明に該当しないとして拒絶
→ 「産業上利用できる発明」（柱書） ここで「発明」・・・２条１項にいう「発明」の意義に理解すべき

• （３）出願人に関する理由

• ＊発明者である限り、たとえ特許を受ける権利を他に譲渡した後、譲受人が出願する前に発明者自らが
出願をした場合、その発明者による出願は拒絶されない。

• （４）条約の規定 （３号）

• 特許出願に係る発明が特許を受けることができるかどうかを定めた規定は、パリ条約には存在しないし、
特許協力条約（PCT）にも存在しない。

拒絶の査定の理由（補足）
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拒絶理由（４９） 無効理由（１２３）

①新規事項（１７条の２③） →
(除く。外国語書面、PCT外国語)

①シフト補正の禁止（１７条の２④）

②外国人（２５） ②不特許事由（３２）
→

②特許要件（２９） ②共同出願（３８）

②拡大先願（２９の２） ②先願（３９①～④）

③条約違反 →

④記載不備（３６④１or⑥） →
（除く。３６⑥4）

④単一性違反（３７）

⑤先行技術開示要件違反（３６④2）

⑥外国語書面、PCT外国語における原文新規事項 →

⑦冒人出願 →

後発的な ２５違反
条約違反

訂正違反

＊拒絶理由を限定列挙： ・いずれかに該当する場合、必ず拒絶査定。
・それ以外の理由で拒絶査定は不可。

４９条柱書の拒絶理由と無効理由との対比
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≪翻訳文新規は無効理由でない≫

誤訳訂正書で行うべき手続を手続補正書で行ったものとみることができ、
手続を行うべき書面の選択を誤ったという形式的瑕疵にすぎない。

拒絶理由であるが、無効理由ではないもの

（１）１７条の２④：シフト補正の禁止
国際調和
単一性の趣旨
審査促進のための規定、実体的瑕疵でない。

（２）３６条⑥4：請求項の記載形式
特許請求の範囲の記載形式に違反したにすぎず、
特許された発明に実体的瑕疵があるわけではない。

（３）３６条④2：先行技術開示要件違反
審査促進のための規定、実体的瑕疵でない。
開示要件違反を理由とする無効審判の多発を防止するため。

（４）３７条：単一性違反
２以上の出願にすべきであったという手続上の瑕疵にすぎず、
特許された発明に実体的瑕疵があるわけではない。

拒絶理由ではないが、無効理由であるもの

（１）１２３条３号７号「後発的な２５条または条約違反」「訂正違反」
瑕疵ある特許の存続させておくと、第三者に不測の不利益を与える。
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補正①
・手続補正書でやると拒絶理由
・誤訳訂正書でやると○？

↓

原文新規事項には該当しない。
（拒絶にも無効にもならない）

補正②
・手続補正書でやると拒絶理由
・誤訳訂正書でやると○？

↓

原文新規事項に該当。
「拒絶理由」＆「無効理由」

検討事項

・１７条の２③：新規事項の禁止

・４９条6：原文新規事項
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第五十条（拒絶理由の通知）

審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定
して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合（１
号→ ５０条の２の通知があったときだけ）において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限
りでない。

≪拒絶査定する前に、拒絶理由を通知する≫ → 特許出願人の意見を基に再考慮する機会
・弁明の機会を与えずに直ちに拒絶査定するのは出願人に酷である。
・審査官に全く過誤がないことはあり得ない。
・特許庁長官ではなく、審査官が拒絶理由を通知
・①拒絶理由を通知せずに拒絶査定、②拒絶理由を通知しても、拒絶理由に対する意見書提出の機会
を与えることなく（意見書提出期間経過前）拒絶査定（審決）、③拒絶理由は通知されていても拒絶査
定の理由とは異なるものであって、拒絶査定の理由となった拒絶理由については意見書提出の機会
を与えず → いずれも拒絶査定は違法
・拒絶理由通知書を誤って代理人でない同姓の弁理士に送付した場合も、拒絶理由の通知を欠いたこ
とになるから同様
・拒絶査定という処分の客観性および公平性を担保するための規定

≪相当の期間≫
・実質上期間を与えないような不当に短い期間であるときは、そのような通知は無効
・国内居住者に対しては６０日 → 対比実験が必要な場合、１月の延長可能。
・在外者に対しては３月 → 翻訳が必要な場合、３月の延長可能。
・指定期間内に手続補正が可能（１７条の２①：一旦拒絶理由通知を受けると、補正時期が制限される）

≪但し書≫ →５３条参照
「最後の拒絶理由」または「５０条の２の通知」の場合、拒絶理由を通知するのではなく、
補正却下（５３条）を優先適用することを明記。
審査の繰り返しを避けるため
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理由の通知

・４９条各号のいずれの理由に該当するのかを通知 →これだけでは不十分

・その該当する理由を開示することが必要
∴ 拒絶理由の通知の適用条文と同一の条文を適用して拒絶査定がされた場合であっても、その

根拠となる引用例が異なる場合には、拒絶理由を通知することなく拒絶査定をしたと解される

・２９条１項と２項との関係
２９条２項の理由が拒絶理由通知書に示されておれば、２９条１項３号の理由の通知は要しない場
合もある

・拒絶査定に当たっては、審査官の発見した拒絶理由のすべてをすべての請求項について通知する
（審査経済）

・拒絶理由通知書に引用文献がある場合
その文献の一部分の記載だけが拒絶理由なのかすべての記載が拒絶理由なのかが問題となるこ
とがある

・特許文献が引用される場合
特許請求の範囲に記載された発明に限らず、発明の詳細な説明の欄に示された関連する先行発明
や比較例等についての記載も引用される
∵その記載全体において開示された技術的思想を問題
特許明細書は権利書であるとともに技術文献でもあるから、引用明細書は公知の技術文献として
引用されたのであり、引用の対象となる技術的内容は必ずしもその発明が直接目的とした部分に
限られる理由はなく、その特許明細書全体に開示された技術的内容が引用の対象となりうる。
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拒絶理由通知の時期

＊査定がされる前はいつでも
＊１回に限られず、２回以上通知されることも多い
＊拒絶理由通知の手交
＊分割出願の要件不具備 → 出願日の遡及が認められない旨の拒絶理由
優先権の効果が認められない旨の拒絶理由

審査基準 第９部 第２節 ４．拒絶理由通知

≪最初の拒絶理由通知≫
出願人に初めて指摘する拒絶理由を通知するもの

≪最後の拒絶理由通知≫
最初の拒絶理由に対する補正によって通知することが必要となった拒絶理由のみを通知するもの

①：第１回目の拒絶理由通知は当然に最初の拒絶理由通知である。
②：最初の拒絶理由に対する補正によっても当該拒絶理由が解消しない場合は、拒絶査定される。
③：最初の拒絶理由に対する補正によって当該拒絶理由は解消したが、

補正事項に基づいて審査して、新たな拒絶理由を発見した場合は、最後の拒絶理由通知となる。
④：最後の拒絶理由に対する補正によって当該拒絶理由は解消したが、

新たな拒絶理由を発見した場合は、拒絶理由を通知する。
その場合、当該拒絶理由が補正によって必要となったものであれば「最後」となり、
そうでなければ「最初」となる。
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拒絶理由通知に対し出願人のとる措置

拒絶理由の通知を受けたとき、その指定期間内に、意見書を提出することができ、明細書等について補
正をすることができ（１７条の２第１項２号３号）、分割出願をすることもでき（４４条１項１号）、実用新案登
録出願に変更することもできる（実１０条１項）。

（１）拒絶理由に承服したとき

・特別の措置をとることなく出願を放置 → 拒絶査定

・積極的に出願の取り下げ、放棄

・承服しないが、出願人が手続を続行する意思を失ったときも同様

（２）拒絶理由に承服できないとき

（２－１）意見書の提出

・「意見書」 出願人の意見を開陳（拒絶理由に承服できない理由、記載不備が補正によって解消した
旨）

・拒絶理由に示された具体的事実、引用された文献等の開示内容やその出願の発明との関連性、出願
発明の説明、適用された条文の解釈等について意見を述べ、拒絶査定すべきでないことを主張

・拒絶理由に即して主張すべき

・書面主義 → 第三者にも納得できるように作成すべき（公開後は公衆の閲覧（１９５条））

・「最後の拒絶理由通知」である場合 最後の拒絶理由通知とすることが正当でないことの主張可

（２－２）補正書（１７条の２第１項２号３号）の提出

・２９条１項柱書、３号、２項、２９条の２、３２条、３６条４項１号、６項、３７条による拒絶に対する対処

・意見書とともに、あるいは意見書に代えて提出
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第50条の２
（既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知）

（前提知識）

分割出願は、親出願とは別個の出願だから、独立に審査。

原則として、拒絶理由通知は、最大２回（最初＆最後）。

出願人が知っている「拒絶理由」であっても、「最初」となる。

原出願に通知された拒絶理由が解消していない分割出願には、厳しい補正制限が課され
る（５０条の２、１７条の２⑤）

（従来の問題）

・ 拒絶理由があることが分かっていても、同一クレームでそのまま分割。

・ 「先送り」を目的として、「別の審査官による別判断」を期待して、

同一クレームで分割する。（分割制度の濫用）

結局のところ、既に通知された「拒絶理由」を出願人が十分に精査する仕組みになっていない。

「分割時期の緩和」により、濫用がさらに助長されるおそれ。

→ そこで 「５０条の２」

第五十条の二（既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知）

審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の
特許出願（当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことによ
り当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。）についての前条（第百五十九条第二項（第百七十四条第
一項において準用する場合を含む。）及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定による通知（当該
特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。）に係
る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。
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第50条の２

50条の規定により、拒絶理由を通知する場合

（カッコ②：「前置審査」「審判」「再審」も含む）

当該拒絶理由が

「他の特許出願についての拒絶理由通知」

と同じである。 （カッコ①：分割に限る）

審査官は、

その旨を併せて通知しなければならない。

（カッコ③：審査請求時の事情を考慮）
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第50条の２
（既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知）

５０条の２が通知されると、出願人は、たとえそれが１回目の拒絶理由通知であっても、最後の拒絶理
由通知に対する補正と同様の補正制限が課されることになる。特許請求の範囲についての補正は、以
下のものに限られる。

・請求項の削除

・請求項の限定的減縮（補正後の発明は独立特許要件を具備）

・誤記の訂正

・明瞭でない記載の釈明（拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてのものに限られる）

５０条の２の通知の要件

①本願と他の特許出願とが４４条②の規定により同時にされたこととなっていること（分割の実体的要
件を満たしていること）

②本願の拒絶の理由が、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶の理由と同一＊であること

③他の特許出願の拒絶理由通知が、本願の出願審査の請求前に本願の出願人が知り得る状態に
あったものであること

＊「拒絶の理由と同一」 ・・・ 根拠条文が同一

具体的な内容が実質的に同一
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第50条の２
（既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知）

「５０条の２の通知」が行われる出願

①ある出願について分割出願が行われた場合における「分割出願」

②ある出願について分割出願が行われた場合における「親出願」

③ある出願について分割出願が行われた場合における「孫出願（分割出願が更に分割出
願されたもの）」

→ 同じ特許出願に由来する一連の分割出願および親出願は、 「５０条の２の通知」の対
象となり得る
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親出願 分割出願

親出願

分割出願

拒絶理由通知

審査請求審査請求

適用× 適用○
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第五十一条（特許査定）

審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。

審査官が特許査定しなければならない場合を規定

・「拒絶の理由を発見できないとき」・・・審査官が特許出願について通常払うべき努力を
もって審査したけれども、拒絶の理由が発見できなかった場合
（一応の心証として特許すべきものと考えるとき）

・拒絶査定に対する審判において取り消され、審査に差し戻された場合も含む

・「特許査定」・・・審査官の権限に基づき行う査定であって、行政処分

・謄本の送達（送信）をもって確定
謄本の送達（送信）後は、当該査定を取り消すことはできない
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第五十二条（査定の方式）

１ 査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

２ 特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。

≪査定の方式≫

・４９条の拒絶査定（拒絶をすべき旨の査定） または ５１条の特許査定（特許をすべき旨の査定）
上記のいずれか 審査官が行う

・「文書をもつて行う」 → 手続上確実にする趣旨

・「理由を付す」 拒絶査定不服審判を請求する場合の便宜のため
理由記載の方法、程度は一応特許庁に委ねられているものと解されている

［記載事項］
①特許出願の番号 ②発明の名称 ③請求項の数 ④特許出願人および代理人の氏名（名称）
⑤査定の結論および理由
結論：
特許査定・・・『この出願の発明は特許をすべきものと認める』
拒絶査定・・・『この出願は拒絶すべきものと認める』
理由：
「年月日付拒絶理由通知書に記載した理由によって」
いわゆる追って書で争点についての判断理由が説示（拒絶理由通知書に示された理由を補足）
∵（i）審査官の判断の慎重・合理性を担保、恣意を抑制して公正を保証 （ii）出願人が不服審判
を請求する際の便宜 （iii）査定の適否に関する審判の審理の対象を明確にする

査定に記載すべき理由としては特段の事由がない限り、審査における最終的な判断として、その判
断の根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に開示することが求められている。
⑥査定の年月日
－審査官が記名押印－

（１項）
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（２項） ≪送達≫ 査定を効果あらしめるため。
送達があったときに査定はその効力を生ずる

原則として民訴法の送達方法を準用

参考：１９０条で準用する民事訴訟法１０７条１項、３項
（１項） 審査に関する書類を送達すべき場合は、

特許庁長官の指定する職員は、書留郵便に付して発送することができる。

（３項） 発送の時に送達があったものとみなす。
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第五十三条（補正の却下）

１ 第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合（１号→ ５０条の２の通知があったときだけ）において、願書に添
付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が同条第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許を
すべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。

２ 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

３ 第一項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、拒絶査定不服審判を請求した
場合における審判においては、この限りでない。

制度の趣旨

・昭和３４年法で新設

・平成５年改正 補正の基準が「要旨変更」から「新規事項の追加禁止」へ

＜廃止＞

・出願公告制度 公告前 ・・・ 補正却下

公告後 ・・・ 出願日の繰り下げ

・補正却下の決定に対する審判

・補正後の発明についての新出願

・いわゆる前置審査（１６１条の３）および拒絶査定に対する審判（１５９条）にも準用

→ 拒絶査定後にされた補正にのみ適用
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①最後の拒絶理由通知 （１７条の２第１項３号）

②最初の拒絶理由通知 （５０条の２の通知のときのみ）（１７条の２第１項１号）

１７条の２第３項～第６項に違反

第３項： 新規事項または翻訳文新規事項が追加された補正

拒絶理由通知書で指摘された新規事項または翻訳文新規事項を削除せずに補正後も

維持している補正

第４項； シフト補正

第５項： 請求項の削除、特許請求の範囲の限定的減縮、誤記の訂正または明瞭でない記載の

釈明のいずれかを目的としない補正

第６項： １２６条５項の準用

補正後の発明が独立して特許を受けられない場合

＊補正後の発明が独立して特許を受けられるか受けられないかの判断 →

２９条、２９条の２、３２条、３６条４項１号または６項（４号を除く）、３９条１～４項が適用

・補正によっても拒絶理由通知で指摘された発明の特許可能性がない旨の拒絶理由が未解消

・補正前の請求項に係る発明に対して指摘された拒絶理由は請求項の限定的減縮によって解消

されたが、補正後の発明について発明の特許可能性がないことの新たな拒絶査定が発見され

た場合

（１項）
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出願の流れ 時期的制限
（補正可能時期）

内容的制限
（補正可能範囲）

内容的制限に
違反した場合

出願 いつでも (ａ)新規事項の追加禁止 審査中に発見
…拒絶理由

特許後に発見
…無効理由

最初の拒絶理由通知
（without50条の2）

拒絶理由通知の
指定期間内

(a)新規事項の追加禁止
(b)シフト補正の禁止

審査中に発見
…拒絶理由

特許後に発見
(a)のみ無効理由

最後
ｏｒ
最初
（with50条の2）

拒絶理由通知の
指定期間内

(a)新規事項の追加禁止
(b)シフト補正の禁止
(ｃ)クレーム補正制限
（独立特許要件含）

審査中に発見
…補正却下 （53条①）

特許後に発見
(a)のみ無効理由。

特許査定 特許又は拒絶査定

・補正却下の対象となる補正： 「最後の拒絶理由通知」or「最初with５０条の２」に対する補正

・１７条の２第３，４，５，６項
「③：新規事項追加」「④：シフト補正の禁止」「⑤：クレーム補正制限違反」「⑥：独立特許要件違反」

・看過された場合、３項のみが無効理由となる（４～６項は審査促進の規定）。
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出願人の対応

補正却下の決定に対しては独立して不服申立不可
→ 決定のみに対して独立して争う途は開かれていない
審判において決定における違法を主張 → 決定に基づいてされた査定の違法を主張
審決の場合の取消請求の訴訟においても同様
（判断の対象とすべき出願に係る発明の認定の誤り）

決定の手続

≪文書をもつて行う≫ 手続上確実ならしめる趣旨

≪理由を付す≫ 拒絶査定不服審判を請求する場合の便宜のため

［記載事項］
・特許出願の番号
・発明の名称
・特許出願人および代理人の氏名（名称）
・決定の結論および理由
・決定の年月日
－決定をした審査官の記名押印－

手続補正書（１７条４項）単位でされる ＝＞ 許容されない補正事項を含む補正書は一体として却下

補正却下の決定にあたっては、決定に先立ってその旨の理由の通知をする必要は法律上要求され
ていない

（２項）

（３項）
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５３条：補正却下
・ １７条の２③［新規事項禁止］
・ １７条の２④［シフト補正禁止］

「最後」or「最初with５０条の２」

４９条：拒絶理由
・１７条の２③［新規事項禁止］
・１７条の２④［シフト補正禁止］

５０条

４９条の拒絶理由があるときは、通知する。

ただし、５３条で補正却下する場合は、通知しない。（却下する）

５０条ただし書の意味

→ ４９条と５３条がバッティングするとき、５３条を優先適用する

（拒絶理由とはせずに、補正却下とする理由）
拒絶理由とすると、当該補正が不適法である場合に、拒絶理由を再度通知し、
それに対する補正を更に審査する必要が生じ、審査が遅延する。
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出願審査の請求（４８の２）

拒絶理由はあるか？

拒絶査定（４９）特許査定（５１）

長官が査定謄本を出願人へ送達（５２②）

特許料の納付（１０８）

設定登録により特許権が発生（６６①）

拒絶査定不服審判（１２１）

出願審査請求から権利化までのフロー

事前通知
（４８の７）

第６章審判

拒絶理由通
知

（５０）
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参考

特許審査ハイウェイ

・2010年7月1日から日－フィンランド間でPCT出願の国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイ
の試行を開始

・2010年10月1日から日－スペイン間で特許審査ハイウェイ・PCT出願の国際段階成果物を利用した
特許審査ハイウェイの試行を開始

・現行・・・・ 日米・日韓・日英

・試行プログラム・・・・ 日独・日デンマーク・日フィンランド・日露・日オーストリア・日シンガポール・日
ハンガリー・日カナダ・日欧・日スペイン

・出願人の海外での早期権利化を容易・各国特許庁にとっては第1庁の先行技術調査と審査結果の利
用性を向上 → 審査の負担を軽減し質の向上を図る

・第1庁で特許可能と判断された発明を有する出願について、出願人の申請により、第2庁において簡
易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組み

ｃｆ． 特許庁ＨＰ 特許＞審査・審判の取り組み＞特許審査ハイウェイについて
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参考

特許・実用新案審査基準

目次

第Ｉ部 明細書及び特許請求の範囲

第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件 第2章 発明の単一性の要件 (参考)出願の単一性の要件 ※平成15年12月31日以前の
出願に適用 第3章 先行技術文献情報開示要件

第ＩＩ部 特許要件

第1章 産業上利用することができる発明 第2章 新規性・進歩性 第3章 特許法第29条の２ 第4章 特許法第39条 第5章 インターネット等
の情報の先行技術としての取扱い 第6章 特許を受けることができない発明

第ＩＩＩ部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

第IV部 優先権

第1章 パリ条約による優先権 第2章 国内優先権

第V部 特殊な出願

第1章 出願の分割 第2章 出願の変更 第3章 実用新案登録に基づく特許出願

第VI部 特許権の存続期間の延長

第VII部 特定技術分野の審査基準

第1章 コンピュータ・ソフトウエア関連発明 第2章 生物関連発明

[付録1]分類学的性質の記載要領 [付録2]国際寄託当局一覧・国際寄託当局が寄託を認めている微生物の種類一覧 [付録3]塩基配列又はア
ミノ酸配列を含む明細書の作成のためのガイドライン

第3章 医薬発明

第VIII部 外国語書面出願

第IX部 審査の進め方

第X部 実用新案

第1章 実用新案技術評価書の作成 第2章 実用新案登録の基礎的要件
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参考

第Ⅸ部 審査の進め方

1. 審査の基本方針

審査官は、特許出願について、特許権が付与されるべきものかどうかに関する実体的な審査を行う。
審査官には、高度な専門知識のもとに、公正な判断を行うことが求められる。

審査にあたっては、特に以下の点に留意する。

(1)迅速性、的確性、公平性及び透明性を確保することに留意し、審査基準等の指針に則って、統一
のとれた審査をする。

(2)先行技術調査及び特許性の判断に関し、審査の質の維持と一層の向上に努める。技術の複合
化・高度化を踏まえ、各審査官の知見を相互に活用しながら、先行技術調査及び特許性の判断を行
う。

(3)出願人（代理人を含む）との意思疎通の確保に留意しつつ、効率的な審査をする。
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参考

第Ⅸ部 審査の進め方

2. 審査手順の概要

審査手順の概要を示す。それぞれの手順の詳細については、「第2節 各論」を参照のこと。特許の
実体審査の流れを図1に示す。

(1)本願発明の理解と認定

審査は、本願の請求項に係る発明を認定するところから始まる。最初に明細書等を精読し、発明の
内容を十分に理解したうえで、特許請求の範囲（請求項）の記載に基づき、請求項に係る発明を認定
する。

(2)調査対象の決定

発明の認定に続いて、発明の単一性の要件について検討する（第37条）。同時に、明細書及び特許
請求の範囲の記載要件について検討し（第36条）、先行技術調査の対象とする発明を決定する。

(3)先行技術調査（新規性・進歩性及び先後願に関する調査）

調査対象とした請求項に係る発明について、新規性・進歩性及び先後願（第29条、第29条の2、第39

条）に関する先行技術調査を行う。明細書中に出願人によって先行技術文献の情報が開示されてい
る場合、又は調査機関（外国特許庁を含む）が作成した調査報告書に先行技術文献が示されている
場合には、まず、これらの文献の内容を検討する。
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参考

第Ⅸ部 審査の進め方

2. 審査手順の概要

(4)新規性・進歩性等の特許要件の検討

先行技術調査の結果を踏まえて、(2)で調査対象として決定した請求項に係る発明の新規性・進歩性
等について検討する。

(5)拒絶理由通知

検討の結果、拒絶の理由を発見した場合には、拒絶理由を通知する（第50条）。拒絶理由は、できる
だけ簡潔かつ平明な文章で、要点をわかりやすく記載する。その際、請求項ごとの判断が明確に示さ
れるようにする。

(6)意見書・補正書が提出されたとき

補正書が提出された場合は、当該補正書による補正が適法なものか否か（出願当初の明細書、特許
請求の範囲又は図面の記載内容と照合し、新規事項が追加されていないか、特別な技術的特徴が
変更された発明が含まれていないか）を確認する（「第Ⅲ部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補
正」参照）。そのうえで、意見書・補正書の内容を十分に検討し、先に示した拒絶理由が解消されたか
否かを判断する。

拒絶理由が解消されたが、他に拒絶理由を発見した場合には、「最後の拒絶理由通知」とすべきか
否かを検討したうえで、拒絶理由を通知する。
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参考

第Ⅸ部 審査の進め方

2. 審査手順の概要

(7)査定

拒絶理由を発見しない場合は、特許査定をする（第51条）。

また、意見書・補正書の内容を検討しても、通知した拒絶理由が解消されていないと判断したときは、
必要な場合は補正の却下の決定とともに、拒絶査定をする（第49条）。拒絶査定に際しては、解消さ
れていないすべての拒絶理由を示すとともに、その拒絶理由がどの請求項に対して解消されていな
いのかがわかるように、簡潔かつ平明な文章で記載する。

(8)前置審査

審判請求時に補正があり、前置審査に付されたときは、審査官は、その出願について前置審査をす
る（第162条）。

前置審査においては、まず、審判請求時の補正が第17条の2第3項から第6項に規定される補正の
制限に違反していないかどうかの判断をしたうえで、原査定の理由が解消されたかどうかを検討する。

検討の結果、原査定の理由が解消され、他に拒絶理由が発見されない場合は、原査定を取り消して
特許査定をする。特許査定をすることができない場合は、審査の結果を特許庁長官に報告する。
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参考

第１章 コンピュータ・ソフトウエア関連発明

・情報処理…………使用目的に応じた情報の演算又は加工

・ソフトウエア…………コンピュータの動作に関するプログラム

・プログラム…………コンピュータによる処理に適した命令の順番付けられた列からなるもの。ただし、
プログラムリスト（以下に説明のもの）を除く

・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…………プログラムのインストール、 実
行、プログラムの流通などのために用いられる、プログラムが記録されたコンピュータで読み取り可能
な記録媒体

・ハードウエア資源…………処理、操作、又は機能実現に用いられる物理的装置又は物理的要素
例えば、物理的装置（金物）としてのコンピュータ、その構成要素であるＣＰＵ、メモリ、入力装置、出力
装置、又はコンピュータに接続された物理的装置

＊請求項に係る発明が特許法上の「発明」であるためには、その発明は「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ことが必要

（１） 「ソフトウエアによる情報処理が、ハードウエア資源を用いて具体的に実現されている」場合、当
該ソフトウエアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」

（２） 当該ソフトウエアが上記（１）を満たす場合、当該ソフトウエアと協働して動作する情報処理装置
（機械）及びその動作方法、当該ソフトウエアを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体もまた、
「自然法則を利用した技術的思想の創作」
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参考

第2章 生物関連発明

「生物」 ・・・ 微生物、植物又は動物 （増殖可能な動植物の細胞も含まれる）

１．遺伝子工学

・「遺伝子工学」 ・・・ 遺伝子組換え、細胞融合等により人為的に遺伝子を操作する技術
・遺伝子、ベクター、組換えベクター、形質転換体、融合細胞、形質転換技術により得られたタンパク
質(以下「組換えタンパク質」) 、モノクローナル抗体等に関する発明

２．微生物

・微生物自体の発明、微生物の利用に関する発明
・微生物の利用に関する発明 ・・・ 新規な微生物の利用に限らず、公知微生物の利用方法を発見
したことに基づく発明(例えば、公知微生物による物質の製造方法の発明、公知微生物による物の処
理方法（例：水処理、土壌改善)の発明、公知微生物からなる処理剤(例：水処理剤、土壌改善剤)の発
明)も含まれる）
・「微生物」 ・・・ 酵母、カビ、キノコ、細菌、放線菌、単細胞藻類、ウイルス、原生動物など（動物又
は植物の分化していない細胞及び組織培養物も含まれる）
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参考

第2章 生物関連発明

3. 植物

・植物自体の発明、植物の部分(例：果実)に関する発明、植物の作出方法の発明、植物の利用に関
する発明
・「植物」 ・・・ 生物を微生物、植物及び動物の三つに分類した場合の植物
・分化していない植物の細胞及び組織培養物は、微生物として取り扱う

4. 動物

・動物自体の発明、動物の部分に関する発明、動物の作出方法の発明、動物の利用に関する発明
・「動物」 ・・・ 生物を、微生物、植物及び動物の三つに分類した場合の動物(人を除く)
・分化していない動物の細胞及び組織培養物は、微生物として取り扱う

5. 寄託

微生物、植物、動物など寄託を必要とする発明

5.1 微生物の寄託及び分譲

微生物自体の発明又は新規微生物の利用に関する発明において、発明の詳細な説明に当業者がそ
の微生物を製造することができるようにその創製手段を記載することができない場合には、特許法施
行規則第27条の2の規定に従って、微生物を寄託する必要がある(詳細は以下を参照。(参考)微生物
寄託範囲の拡大に伴う運用の変更についても参照。)。
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参考
第3章 医薬発明

「医薬発明」 ・・・ ある物（注１）の未知の属性の発見に基づき、当該物の新たな医薬用途（注２）を
提供しようとする「物の発明」

（注１）「物」とは、有効成分として用いられるものを意味し、化合物、細胞、組織、及び、天然物からの
抽出物のような化学構造が特定されていない化学物質（群）、並びに、それらを組み合わせたものが
含まれる。以下、当該物を「化合物等」という。

（注２）「医薬用途」とは、（ｉ）特定の疾病への適用、又は、（ⅱ）投与時間・投与手順・投与量・投与部
位等の用法又は用量（以下、「用法又は用量」という。）が特定された、特定の疾病への適用、を意味
する。

医薬発明は、「物の発明」として、下記のように、請求項に記載することができる。

例1: 有効成分Ａを含有することを特徴とする疾病Ｚ治療剤。
例2: 有効成分Ｂを含有することを特徴とする疾病Ｙ治療用組成物。
例3: 有効成分Ｃと有効成分Ｄとを組み合わせたことを特徴とする疾病Ｗ治療薬。
例4: 有効成分Ｅを含有する注射剤、及び、有効成分Ｆを含有する経口剤とからなる疾病Ｖ治療用
キット。

薬理試験結果の記載がない場合・・・・化合物等の構造・名称だけから特定の医薬用途に使用し得る
かどうかを予測することは困難であることから、当初明細書に有効量、投与方法、製剤化方法が記載
されていても、薬理試験結果の記載のない場合には、当該化合物等が実際にその医薬用途に使用
し得るかどうかについて、当業者が予測することはなお困難である。したがって、このような場合には、
原則として、拒絶理由を通知する。なお、薬理試験結果を後で提出しても、拒絶理由は解消しない。
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第五十四条（訴訟との関係）

１ 審査において必要があると認めるときは、審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。

２ 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、
裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。

＊審査と訴訟との関係を規定 → １６８条（審判と訴訟との関係）

（１項）

中止手続 中止期限

審査
（５４条①）

審判
（１６８条①）

（他の）審決確定まで

訴訟手続完結まで

（２項）

中止手続 中止期限

訴訟
手続

訴え

査定確定まで
（５４条②）

審決確定まで
（１６８条②）

仮差押命令

仮処分命令

審査手続の中止

審査手続との関連で訴訟手続を中止する場合
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第３章の２ 出願公開
（６４～６５条）

条文 内容

６４条 出願公開

６４条の２ 出願公開の請求

６４条の３ 同上

６５条 出願公開の効果等



70

出願公開制度

内容
出願後一定期間経過時に、審査の段階のいかんに拘らず、出願内容を公衆に知らせる制度

主体
特許庁長官

時期
原則：出願日から１年６月経過した時
例外：出願公開の請求があった場合（→ すぐに公開準備）

対象

・公開時に特許庁に係属している出願
・特許掲載公報が発行されていない出願
・国際特許出願は、出願公開しない （日本語→国際公開、外国語→国内公表）

方法
所定事項を公報に掲載して行う

効果

・補償金請求権（65条）
・拡大された先願の地位（29条の2）
・優先審査（48条の6）
・情報提供（施規13条の2）
・調査依頼（194条②）
・閲覧、交付（186条）
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出願公開制度

出願後一定期間を経過したときは、審査手続の進行状況のいかんに拘らず、一般公衆に特許出願
の内容を知ることができるようにする制度 （昭和４５年改正）

特許制度本来の要請に応えるもの ∵特許制度は一般への公表を不可欠とする （特許Patentラテ
ン語のPatentesに由来し、openの意）

法１条： 発明の「保護」と「利用」 → 「発明の奨励」 → 「産業の発達に寄与」
特許制度に対し技術情報源としての要請

（１） 審査の遅延による弊害の除去

（２） 特許制度の国際性との調和

（３） 審査請求制度との関係

（４） 秘密状態の解除等による審査の適格化
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出願公開制度

（１） 審査の遅延による弊害の除去

科学技術の進歩 → 技術の多様化・複雑化 技術文献の増大
出願の増加と出願内容の高度化・複雑化

→ 審査の長期化
審査の終了後に出願発明を公開する制度では特許制度の趣旨が没却
公表の遅れにより、第三者の事業の推考が妨げられる 重複研究

（２） 特許制度の国際性との調和

出願公開制度は世界的趨勢（ＡＵ、ＥＰ、ＰＣＴ、ＵＳ等）
パリ条約による優先権主張により、日本で秘密状態を保持する機能を失う
内外人平等の原則

（３） 審査請求制度との関係

出願公開制度は審査請求制度の下では不可欠
∵ 出願人の意思によって出願内容の公表の時期が左右
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出願公開制度

（４） 秘密状態の解除等による審査の適格化

・一般公衆に対し特許出願書類についての秘密状態の解除（１８６条）

・特許公報の発行

・情報提供制度 （何人も審査の的確性および迅速性を向上させることを目的として出願公開
があった出願に関する情報を特許庁長官に提供できる（特施規１３条の２・３８条の１２））
公知事実に関する情報は考慮されない
∵ 証人尋問等の証拠調べは行われない・証拠保全の規定（特１５０）も適用されない

→ 事実を確認することが困難

・調査の依頼 （１９４条２項）
関係行政機関または学校、その他団体
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第六十四条（出願公開）

１ 特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、そ
の特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、
同様とする。

２ 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲
げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると
特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号及び年月日
三 発明者の氏名及び住所又は居所
四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項及び図面の内容
五 願書に添付した要約書に記載した事項
六 外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項
七 出願公開の番号及び年月日
八 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

３ 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があ
ると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載するこ
とができる。
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（１項） 出願公開は特許庁長官が行うこと、出願公開の時期および出願公開の対象

・特許庁長官に自由裁量の余地なし

（１） 出願公開の時期 ≪原則：出願日から１年６月経過した時≫

・特許制度の趣旨からはできるだけ早く出願公開することが望ましい
しかし、①出願人の準備 ②優先権の主張出願 ③出願公開の準備期間を考慮

・１年６月 優先権証明書提出期間（１年４月）＋出願公開準備期間
早期公開制度を採用する諸外国との調和

・期間計算は３条の規定による

・出願日 ①パリ優先権主張出願 → 第１国出願日
（優先権出張を伴う出願とそうでない出願とを平等に扱うため）
②国内優先権主張出願 → 先の出願日
③「分割」「変更」「実案登録に基づく出願」 → 原出願日
（→ 既に１年６月経過している場合は、遅滞なく公開する）

（注）分割出願の要件を欠き（同一性を欠く）出願日遡及の効果を享受できない場合でも、遡及したも
のとしてすでにした出願公開が無効となるわけではない。パリ条約による優先権主張の場合も同様（対象物
の同一性を欠くため第１国の出願日を基準として審査される利益を享受できない場合）

≪例外：出願公開の請求があった場合（早期出願公開制度）≫
１年６月よりも早く公開されるだけで出願公開の本質に差異はない
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（２）出願公開の対象

≪特許掲載公報が発行されたものを除く≫発行されていれば、出願内容は既に公表さ
れているから。

≪特許庁に係属していること≫出願公開前に特許出願が取り下げ、放棄、却下、拒絶
査定確定していない

（参考） 国際特許出願は、「６４条の出願公開」の対象ではない。（184の9/4）
（ 公開しないという意味ではない。 「日本語→国際公開」「外国語→国内公表」 ）
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出願公開の方法

（i）リ スト公開方式 （ii） 要部公開方式 （iii） 全文公開方式

・出願公開は、特許公報に以下を掲載することにより行う

①特許出願人の氏名または名称および住所または居所 ②出願の番号および年月日 ③発明者の氏名
および住所 ④明細書・特許請求の範囲・図面の内容 ⑤要約書 ⑥出願公開の番号および年月日 ⑦そ
の他必要な事項（分類、優先権主張、分割出願、変更出願等）
→ 法人の代表者の氏名なし ∵特許庁の手続上の負担を考慮

・外国語書面・外国語要約書面 原文の明細書・特許請求の範囲・図面・要約書
特許掲載公報では不掲載

・公序良俗を害するおそれがあると認められる場合 → 掲載せず （伏せ字）
∵出願公開の段階では内容が未審査であるため、公序良俗違反か否かが未チェックの状態にある

・要約書の記載に不備がある場合に、職権で修正
（∵技術情報として有効に機能させるべく、記載事項の質を一定水準以上に高める）

・36-7に不適合 → 施行規則25の2：【選択図】

・その他必要があると認める場合

（２項）

（３項）

特許掲載公報の場合にも準用（66-4）
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第六十四条の二（出願公開の請求）

１ 特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をするこ
とができる。

一 その特許出願が出願公開されている場合
二 その特許出願が第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張

を伴う特許出願であつて、第四十三条第二項（第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。）
に規定する書類及び第四十三条第五項（第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。）に規定
する書面が特許庁長官に提出されていないものである場合

三 その特許出願が外国語書面出願であつて第三十六条の二第二項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁
長官に提出されていないものである場合

２ 出願公開の請求は、取り下げることができない。

≪制度趣旨≫ 出願直後に第三者が発明を実施した場合の抑止策として、
早期の補償金請求権の発生を可能とすること。

（従来の「１年６月公開」だけでは、公開前の第三者実施に対する法的対抗手段が存在しなかった）

①審査処理期間の短縮
早期審査の進展による公開前審査 → 出願公開前に拒絶査定

②特許協力条約における早期国際公開制度
（ＰＣＴ２１条（２）（ｂ））

③諸外国の状況
ＥＰ、ドイツ、英国、イタリア、スウェーデン、中国、韓国
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≪請求できる主体≫ 出願人のみ（∵早期公開には不利益な面もある）
共同出願人は全員共同して請求（１４条）

≪公開請求できない場合≫

①既に出願公開されている場合 （∵再度公開する必要なし）

②パリ優先権主張出願であるのに、「優先権証明書」も「代用書面」も未提出の場合

∵優先権を主張の有無が確定しないまま出願公開を行うのは、第三者にとって不利益。
「補償金請求権に対抗できる地位」
「将来的に先使用権（79条）を取得できる者」
「７９条における“出願の際”」

③「外国語書面」の翻訳文未提出の場合 （∵翻訳文がないと、公開できない）
※「外国語要約書面」の翻訳文未提出の場合
→ 要約書の職権修正（64-3）

≪出願公開の請求は、取下不可≫
（理由）
・請求があると直ぐに公報発行準備が始まるが、取下できるとすると、それまでの準備作業が無駄となる。
・実際問題として発行を止めるのが間に合わず、公開公報が発行されてしまうおそれ。
・１年６月後には、公開しないといけない。

（１項）

（２項）

（参考）
公開請求があると、その後で出願が取り下げ等されても、出願公開を行う。

∵「出願人が公開を求める意思表示をしている」 「“出願公開の請求は取下不可”との均衡」
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第六十四条の三

出願公開の請求をしようとする特許出願人は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければ
ならない。

一 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 出願公開の請求に係る特許出願の表示

≪公開請求の方法≫ 出願公開請求書を提出する。 → 施規３８（様式５０）
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第六十五条（出願公開の効果等）

１ 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたと
きは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明
である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。
当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の
設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。

２ 前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。

３ 特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該特
許出願に係る発明を実施した場合については、第一項に規定する補償金の支払を請求することができな
い。

４ 第一項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。

５ 出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をす
べき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しな
かつたものとみなされたとき（更に第百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していた
ものとみなされたときを除く。）、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審
決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。

６ 第百一条及び第百四条から第百五条の二まで並びに民法（明治二十九年法律第八十九号）第七百十九条及
び第七百二十四条（不法行為）の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この
場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実
及びその実施をした者を知つたときは、同条中「被害者又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル
時」とあるのは、「特許権ノ設定ノ登録ノ日」と読み替えるものとする。

＊出願公開の場合の仮保護（補償金請求権）を規定
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内容
出願公開等がされた特許出願に係る発明を設定登録前に業として実施した者に対し、
出願人が実施料相当額の補償金の支払いを請求し得る権利

権利主体 出願人。承継人も含む。

発生要件

(1)出願公開されたこと
(2)警告したこと（ただし、警告不要の場合あり）
(3)警告後設定登録前にその者が業として当該発明を実施したこと

権利客体 特許請求の範囲に記載された発明

効力

(1)実施料相当額の補償金の支払いを請求できる
(2)特許権設定登録後でないと行使不可
(3)本権利の行使は特許権の行使を妨げない
(4)一定の規定を準用している

消滅
(1)一定の場合は初めから生じなかったものとみなされる
(2)時効消滅

補償金請求権

※ ≪H20年法改正：「仮専用実施権」「仮通常実施権」≫ 34条の２、３

仮専用実施権者、仮通常実施権者に対して、

補償金請求権は行使できない。 （65条③）
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特許出願が出願公開（６４条）されたときの特許出願人の権利保護を規定

大正１０年法 出願公告があれば特許権と同じ効力

昭和３４年法 特許権に基づく差止請求権の規定を出願公告に準用せず

→ 出願公告による差止請求権の行使は否定

損害賠償請求権の行使は特許権の設定登録後

昭和４５年法 出願公開制度

平成６年法 特許付与前の出願公告制度の廃止

平成１１年法 早期出願公開制度

出願中の権利保護について、特許制度全体に影響する重要な意味をもつ

＊出願人と第三者公衆との間の利益衡量を計り、その調和として見出された
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補償金請求権の本質

（１）立法政策上、特許法の規定によって創設された特殊の権利 （通説）

・本条の規定が設けられる以前には出願公告前の出願中の発明に基づいて何らの請求権

も認められていなかった

・補償金請求権の行使の時期、手段、成立要件、額の算定、行使の効果など、すべて本条

の規定しているところによる

（２）不法行為責任の一態様

・出願人のもつ特許を受ける権利の保護という視点

・出願人が出願公開から出願公告（特許権の設定登録）にいたる過程でもつ権利に対する

侵害保護の効力

（３）不当利得返還請求権

＊補償金請求権の存在 → 他の請求権の成立は否定
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補償金請求権の発生要件

（１）出願公開されたこと

・公開公報（６４条②）の発行

（２）第三者が同一発明を業として実施

（３）業として実施する第三者に対して発明の内容を記載した書面を提示して警告

・善意で（知らないで）実施することは適法行為

・「特許出願に係る発明の内容を記載した書面」 内容証明郵便

「発明の内容」・・・・出願番号、出願公開番号、発明の名称だけでは足りない

特許請求の範囲をそのまま記載することを要しないが、公開に係る発

明の同一性が認識できる程度の記載であることを要する

・補正によって特許請求の範囲が変更された場合の再度の警告

（最高裁判決「アースベルト事件」昭６３・７・１９判時１２９１号１３２）

拡張・変更 → 警告要 ∵第三者に対して突然の補償金請求権という不意打ち

減縮 → 警告不要

・権利行使そのものではなく、単に相手方を悪意に陥れるための通知、将来の補償金請求

権行使の際の悪意の証明方法
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補償金請求権の発生要件

（３）業として実施する第三者に対して発明の内容を記載した書面を提示して警告（続き）

・警告のない場合、特許法１０３条（過失の推定）は準用されないので、悪意の証明困難

・補償金額の算定 「その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の

額に相当する額の補償金」

＊平成１０年法改正により「通常」の文言削除

法１０３条③（「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭」）

をそのまま補償金として定めた

→ ロイアリティー相当額

（４）特許権の設定の登録

・対立説 「請求権の発生要件」 ｖｓ 「行使の要件」
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（１項） 出願公開があった後で、出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告した

↓

特許出願人は、

「その警告後、特許権の設定登録前」に、「業としてその発明を実施した者」に対して、

「補償金」の支払を請求できる。

その発明が特許発明である場合に、その実施に対して受けるべき金銭

の額に相当する額の補償金 （実施料相当額の補償金）

≪実施料相当額≫ ←未登録であることを理由に不当に低額となるのを防ぐため。

警告が不要な場合

出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知って、

特許権の設定登録前に業としてその発明を実施した者
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（理由）
公開公報に載っただけでは「第三者が出願発明を知っている」と推定されない。
（∵未審査で多量であるので、読むことを第三者に義務づけるのは不適当）

相手が出願発明を知って実施していた場合は、警告不要。
（ただし、出願人側に立証責任）

≪原則として、警告が必要≫

警告の方法

「特許請求の範囲に記載した発明（公開後に補正した場合は補正後の発明）」を記載した書面を提示する。
→ 具体的に相手を特定して行う。業界紙等に掲載するだけではダメ。
→ 通常は、内容証明郵便で送る。図面は配達証明郵便で別送する。
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① 出願の「放棄」「取下げ」「却下」

② 拒絶査定・審決の確定

③ １～３年分の特許料猶予→不納 （除く。追納で回復した場合）

④ 無効審決確定 （除く。後発的無効理由）

（２項） 特許権の設定登録後でなければ、「補償金請求権」は行使できない。

公開後に約半分が拒絶される現実。
↓

そのような不安定な段階で権利行使を認めると、後に拒絶された場合の利害関係の調整が面倒。

＊特許権の設定の登録前においても、補償金請求権に基づく将来の給付の訴え、仮差押、証拠保
全等は許容されると解される。

（３項） 「補償金請求権の行使」は、「特許権の行使」を妨げない。

補償金請求権 ← 「出願公開から特許権設定登録までの間における実施」が対象
特許権 ← 「設定登録後の実施」が対象 （両者は独立）

（４項） 「補償金請求権は最初から生じなかった」とみなされる場合 → 登録後に無効とならないことが必要

Ａが出願公開から設定登録までの間に補償金を支払って「物の発明」の物を製造。
→ Ｂがその物を買い受けて特許後に使用。

この場合、Ｂは、特許権の行使を免れることはできない。
免れるためには、出願人とＡとの間で、その旨の特約を結ぶ必要がある。
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特許法 （権利行使に関する規定の準用）

１００条 × （差止請求権）

１０１条 間接侵害

１０２条 × （損害額の推定等）

１０３条 × （過失の推定）

１０４条 生産方法の推定

１０４条の２ 具体的態様の明示義務

１０４条の３ 権利行使の制限

１０５条 書類の提出

１０５条の２ 損害計算のための鑑定

１０５条の３ × （相当な損害額の認定）

１０５条の４ 秘密保持命令

１０５条の５ 秘密保持命令の取消し

１０５条の６ 訴訟記録の閲覧等の請求の通知等

１０５条の７ 当事者尋問等の公開停止

１０６条 × （信用回復措置）

１６８条③～⑥ 裁判所と特許庁の相互通知

＊ 先使用権（特７９条）、職務発明の使用者の実施権（特３５条）も当然に準用

民法

７１９条 共同不法行為

７２４条 時効消滅 （読み替えに注意）

（５項） 準用規定 ＝ 補償金請求権の行使をできるだけ特許権の行使と同様なものとする
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補償金請求権

出願 出願公開 設定登録

警告

補償金請求権

※警告不要の場合あり

（悪意の場合）

※読み替え規定

行使できる期間

（時効消滅あり）

知った

↓

読み替え×

知った

↓

読み替え○

特許権
「差止請求」 「損害賠償」
「不当利得の返還」 「謝罪広告」
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民法

７０９条（不法行為による損害賠償責任）
故意または過失により、他人の権利を侵害

↓

その者は、権利侵害により生じた損害を賠償する責任を負う

７１９条（共同不法行為の場合の損害賠償責任）
（１） 数人が共同して不法行為を行い、他人に損害を与えた

↓

全員が連帯して責任を負い、損害賠償をしなければならない

「誰が損害を与えたのか分からない」 → その場合も同じ

（２）「そそのかした者」「援助した者」も共同行為者とみなす

７２４条（損害賠償請求権の消滅時効）
「不法行為による損害賠償請求権」は、３年間行使しないと、時効消滅する。

被害者（または法定代理人）が知った時から
①損害の発生
②加害者

不法行為が行われた時から２０年を経過したときも、時効消滅する。

①故意or過失
②権利侵害
③因果関係のある損害
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ｰＴＨＥ ENDｰ

ご清聴
ありがとうございました。
２０１０年１１月４日・１１日


