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対象ページ P17

該当箇所 03　特許要件［2］

変更内容
特許法30条3項　改正

特許法30条4項　追加

2　新規性喪失の例外

条文
特許法 30条　特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれ
かに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特
許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一
項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。

2項　特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに
該当するに至つた発明（発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことによ
り同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。）も、その該当するに至つた日から
六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の
適用については、前項と同様とする。

3項　前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時
に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発
明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面（次項にお
いて「証明書」という。）を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければ
ならない。

４項　証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する
期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由
がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、二月）以内でその期間の経過後六月以内
にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

対象ページ P27

該当箇所 05　特許要件［4］

変更内容 特許法39条4項　改正

1　同一の発明が先に出願されていないこと

条文
特許法 39条　同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先
の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。

2項　同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議に
より定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が
成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を
受けることができない。

3項　特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、
その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願
人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受け
ることができる。

4項　特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合（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（第四十四条第二項（第四十六条第六項
において準用する場合を含む。）の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。）に
係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。）において、その特許出
願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた
一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は
協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けること
ができない。

5項　特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下され
たとき、又は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は、
その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、
初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後
段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この
限りでない。
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対象ページ P34～P35

該当箇所 06　特許調査と出願戦略

変更内容 本文　改変

1　特許調査の必要性

特許制度では、全く同じ発明が特許出願された場合には、先に特許出願をした
者のみが特許を受けることができます（特39条１項）。したがって、他人がすで
に特許出願した発明と同じ発明について出願しても、せっかくの費用が無駄に
なってしまいます。

一方、新しく研究開発や製品販売、サービスを開始する際には、他人の特許権
を侵害していないかを確認しておく必要があります。知らずに事業に参入してし
まった後で他人から特許権を行使されると（差止請求されたり、損害賠償請求さ
れたりすること）、多額の賠償金を支払わなければならなくなったり、場合によっ
ては事業から撤退せざるをえなくなるおそれもあるからです。

研究開発を進めた後でも、特許出願前の調査によって、似たような発明につい
て特許出願や特許登録がされていることを発見できれば、異なる技術に変更して
権利行使等を免れることができます。また、先の特許出願を避けた内容で自らの
特許出願ができるため、すでに出願されている発明を知らずに特許出願して拒絶
され、出願費用が無駄になる、という事態を防げます。

あるいは、先の特許出願に新規性や進歩性がないことを発見したときには、特
許庁長官に対して書面による情報提供を行えます（特施規13条の２）。

さらに、先の特許出願を確認しておくことにより、新しい研究開発テーマのヒ
ントを得られるケースもあります。特許権は先人の創意工夫の成果です。これを
さらに磨き、よりよい発明に発展させられる可能性があります。

なお、特許に関する情報は技術分野ごとに整理され、工業所有権情報・研修館
の「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」などでデータベース化されています。

ただし、完璧な特許調査は不可能です。J-PlatPat や民間の特許データベース
を用いて特許調査をしても、出願公開前の特許出願に係る発明（出願されてから
１年６カ月を経過していない発明）は検索対象から外れますし、検索に用いる
キーワードによっては、その検索結果から漏れてしまうからです。

そのため、例えば、他者の特許権を侵害していないことの保証を求められた販
売契約時の調査等においては、これらの点に十分注意する必要があります。

注：本ページ以降、特許電子図書館（IPDL）は、特許情報サービスブラット
フォーム（J-Patpat）と読み替えてください。 

特許調査を行う必要性とは……
①　重複研究やそれに伴う投資および、重複した内容で出願することを防ぐ
②　他人の特許権を侵害する可能性に気付く
③　先願の出願内容を避けて、特許出願できる
④　先願の特許発明を土台にし、自社の発明の開発に生かせる
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対象ページ P44

該当箇所 07　特許を受けることができる者

変更内容 特許法3８条の２　削除

2　発明者が複数人の場合

条文
特許法 33条 3項　特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同
意を得なければ、その持分を譲渡することができない。

4項　特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なけれ
ば、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定
し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。

特許法 38条　特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同で
なければ、特許出願をすることができない。

特許法 38条の 2　特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者がある
ときは、その者の承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げること
ができる。

複数の人が共同で発明をしたときは、「特許を受ける権利」を、発明者全員が
共同で有します。このような発明を「共同発明」といい、これらの者を「共同発
明者」といいます。ただし、一般的な助言をしただけの者（管理者等）や、単に
データをまとめただけの補助者、資金を提供しただけの後援者等は、実質的に発
明の完成に寄与したとはいえず、共同発明者ではないと考えられます。

特許を受ける権利が共有の場合、各共有者は他の共有者の同意を得なければ、
その持分を譲渡できず（特33条３項）、他の共有者と共同でなければ、特許出願
することもできません（特38条）。同様に、他の共有者の同意を得なければ、仮
専用実施権の設定や、仮通常実施権の許諾もすることができません（特33条４
項）。ただし、自己の持分を放棄するときは、他の共有者の同意は不要です（仮
専用実施権を有する者がいるときは、その者の承諾が必要です（特38条の２））。
同様に、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることもできません（特38
条）。

したがって、他社と共同研究開発を行ったときなど、自社だけで勝手に特許出
願をすることができない場合があるので、契約において誰が特許出願ができるの
かを、決めておくことが重要です。

また、共同で特許出願をした場合、代表者を定めて特許庁に届け出ない限り、
出願公開の請求や拒絶査定不服審判の請求は、共同で行わなければなりません

（特14条、132条３項）。

対象ページ P44～P45

該当箇所 07　特許を受けることができる者

変更内容 本文　削除、改変
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対象ページ P76

該当箇所 11　特許出願の手続き［４］

変更内容
特許法44条2項、４項　改正、　特許法44条3項　追加

特許法50条の2　改正

1　特許出願の分割

条文
特許法 44条　特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願
の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
一　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補正をすることができる
時又は期間内にするとき。
二　特許をすべき旨の査定（第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による
特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての
特許をすべき旨の査定を除く。）の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。

三　拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。

2項　前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただ
し、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の
二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項
の規定の適用については、この限りでない。

３項　第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項（第四十三
条の二第二項（前条第三項において準用する場合を含む。）及び前条第三項において準用する場合を
含む。）の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」
とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い
日まで」とする。

4項　第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出さ
れた書面又は書類であつて、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第四
項又は第四十三条第一項及び第二項（これらの規定を第四十三条の二第二項（前条第三項にお
いて準用する場合を含む。）及び前条第三項において準用する場合を含む。）の規定により提出し
なければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものと
みなす。

特許法 50条の 2　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
七十四条第二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。

対象ページ P79

該当箇所 11　特許出願の手続き［４］

変更内容 実用新案法10条　改正

2　出願の変更

条文

特許法 46条　実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更すること
ができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。

2項　意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、
その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三
月を経過した後又はその意匠登録出願の日から三年を経過した後（その意匠登録出願につ
いて拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内の期間を除く。）は、こ
の限りでない。

4項　第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下
げたものとみなす。

特許法 46条の 2　実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるとこ
ろにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合にお
いては、その実用新案権を放棄しなければならない。

実用新案法 10条　特許出願人は、その特許出願（特許法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（同法第四十四条第二項（同法第四十六条第六項において準用する場合
を含む。）の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。）を除く。）を実用新案
登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最
初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその特許出願の日から九年
六月を経過した後は、この限りでない。

2項　意匠登録出願人は、その意匠登録出願（意匠法第十三条第六項において準用する同法第
十条の二第二項の規定により特許法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
特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願（意匠法第十条の二第二項の規定により当該意匠
登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。）を除く。）を実用新案登録出願に変更するこ
とができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の
送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から九年六月を経過し
た後は、この限りでない。
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対象ページ P80

該当箇所 11　特許出願の手続き［４］

変更内容 特許法41条1項1号　改正

3　国内優先権

条文
特許法 41条　特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る
発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用
新案登録出願であつて先にされたもの（以下「先の出願」という。）の願書に最初に添付
した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（先の出願が外
国語書面出願である場合にあつては、外国語書面）に記載された発明に基づいて優先権を主
張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、
その特許出願の際に、その者の承諾を得ている場合に限る。
一　その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合（その特許出願
を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合
であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除
く。）

二　先の出願が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若しくは第
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又は実用新案法第十
一条第一項において準用するこの法律第四十四条第一項の規定による実用新案登録出
願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第十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実用新案登録出願である場合
三　先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている
場合
四　先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合

対象ページ P81

該当箇所 11　特許出願の手続き［４］

変更内容 特許法41条2項、3項、4項　改正

五　先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項に規定する設
定の登録がされている場合

2項　前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主
張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実
用新案登録請求の範囲又は図面（当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外
国語書面）に記載された発明（当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定に
よる優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項（第四十三条の三第三項において
準用する場合を含む。）若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項（これらの規定を同法第十一
条第一項において準用する場合を含む。）の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当
該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類（明細書、特許請
求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。）に記載された発明を除く。）
についての第二十九条、第二十九条の二本文、第三十条第一項及び第二項、第三十九条
第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一
条、第八十二条第一項、第百四条（第六十五条第六項（第百八十四条の十第二項において準用す
る場合を含む。）において準用する場合を含む。）並びに第百二十六条第七項（第十七条の二第
六項、第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。）、同
法第七条第三項及び第十七条、意匠法第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並
びに商標法（昭和三十四年法律第百二十七号）第二十九条並びに第三十三条の二第一項及び第
三十三条の三第一項（これらの規定を同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。）の
規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。

3項　第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、
特許請求の範囲又は図面（外国語書面出願にあつては、外国語書面）に記載された発明の
うち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許
請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（当該先の出願が外国語書面出願で
ある場合にあつては、外国語書面）に記載された発明（当該先の出願が同項若しくは実用新案
法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項（第四
十三条の三第三項において準用する場合を含む。）若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項（こ
れらの規定を同法第十一条第一項において準用する場合を含む。）の規定による優先権の主張を伴う出
願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際
の書類（明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。）に
記載された発明を除く。）については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出
願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされ
たものとみなして、第二十九条の二本文又は同法第三条の二本文の規定を適用する。

4項　第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を
記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
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特許法 42条　前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出
願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、
当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願
について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法第十
四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優
先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。

2項　前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日か
ら経済産業省令で定める期間を経過した後は、その主張を取り下げることができない。

3項　前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から経済産業
省令で定める期間内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられ
たものとみなす。

対象ページ P81～P82

該当箇所 11　特許出願の手続き［４］

変更内容 特許法42条１項、２項、3項　改正

対象ページ P84

該当箇所 11　特許出願の手続き［４］

変更内容 本文　改変

国内優先権の要件をまとめた審査基準は、前記の通りです。
国内優先権の主張を伴う出願をする場合には、その旨（国内優先権を主張する

意思表示）と、先の出願を記載した書面（先の出願を特定するため、願書に出願
番号を記載）とを、経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出します（特
41条４項）。

国内優先権の主張を伴う出願は、先の出願日から１年６カ月を経過したときに
出願公開されます（特36条の２第２項かっこ書）。また、出願審査請求は、後の
出願日から３年以内に行うことが必要です（特48条の３第１項）。

先の出願は、その出願日から経済産業省令で定める期間を経過したときに、取
り下げたものとみなされます（特42条１項）。そのため、先の出願日から経済産
業省令で定める期間が経過した後は、優先権の主張を取り下げることができなく
なります（特42条２項）。

一方、優先権の主張を伴う特許出願が先の出願日から経済産業省令で定める期
間内に取り下げられた場合は、同時にその優先権の主張も取り下げられたものと
みなされます（特42条３項）。

なお、国内優先権の主張を伴う特許出願に係る特許権の存続期間は、後の出願
日から20年です（特41条２項反対解釈）。
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Answer解答11

Ⅰ
１．複数の発明が含まれている１つの出願は分割することができる。分割は、
明細書等について（①補正）が認められた期間に可能である。なお、分割
する際は、同時に（②手続補正書）を提出し、元の出願から分割する発明
を（③削除）する（①補正）を行う必要がある。

２．出願を分割する場合は、元になる原出願と分割出願の（④出願）人が同
一であり、原出願が特許庁に（⑤係属）していなければならない。

3.（省略）

4.（省略）

5.（省略）

６．（⑬国内優先権）の主張を伴う出願は、（⑮先）の出願日から１年６カ月
経過すると（⑯公開）され、先の出願はその出願日から経済産業省令で定
める期間を経過した時に取り下げたとみなされる。また、（⑰後）の出願
日から３年以内に（⑱出願審査請求）を行わなければならない。

６．（⑬）の主張を伴う出願は、（⑮）の出願日から１年６カ月経過すると（⑯）
され、先の出願はその出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取
り下げたとみなされる。また、（⑰）の出願日から３年以内に（⑱）を行わな
ければならない。

対象ページ P86

該当箇所 11　特許出願の手続き［４］

変更内容 本文　改変

1　出願公開

条文
特許法 64条　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項　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並びに図面の内容
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項　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。

特許法 64条の 2　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、第四十三条の二第一項（第四十三条の三第三項に
おいて準用する場合を含む。）又は第四十三条の三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（第四十三条の二第二項（第
四十三条の三第三項において準用する場合を含む。）及び第四十三条の三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（第四十三条の二第二項（第四十三
条の三第三項において準用する場合を含む。）及び第四十三条の三第三項において準
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

対象ページ P87

該当箇所 12　特許出願後の手続き［1］

変更内容 特許法64条の2第1項2号　改正
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2　補償金請求権

特許法 65条　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項　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項　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項　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項　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。）、第百十
四条第二項の取消決定が確定したとき、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項　第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条、第百五条の二、第百五条の
四から第百五条の七まで及び第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法（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「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」
とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。

民法 724 条　不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及
び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の
時から二十年を経過したときも、同様とする。

条文

対象ページ P89

該当箇所 12　特許出願後の手続き［1］

変更内容 特許法65条5項　改正

対象ページ P90

該当箇所 12　特許出願後の手続き［1］

変更内容 本文　改変

（3）補償金請求権の行使

実際に補償金請求権を行使できるのは、特許権の設定登録後です（特65条２
項）。なぜなら、出願段階で補償金請求権の行使を認めてしまうと、後に出願が
取り下げられたり、拒絶査定になったりして権利化に至らなかった場合に、処理
が複雑となるからです。

さらに、実施者が、特許権の設定登録後も継続して実施しているときには、す
でに設定登録前の実施に対する補償金を支払っていたとしても、設定登録後の実
施に対して差止請求や損害賠償請求をすることができます（特65条４項）。

ただし、出願公開後にその特許出願が放棄、取り下げ、却下された場合や、拒
絶査定または審決が確定した場合、特許異議の申立てに係る取消決定の確定や特
許無効審決確定等により特許権が初めから存在しなかったものとみなされたとき
は、補償金請求権は初めから生じなかったものとみなされます（特65条５項）。
なお、仮専用実施権者や仮通常実施権者に対して、特許出願人は補償金を請求す
ることはできません（特65条３項）。
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対象ページ P96

該当箇所 13　特許出願後の手続き［2］

変更内容 本文　削除、改変

特許出願するということは、特許付与を求める意思表示であることは前述しま
した。では、なぜ改めて出願審査請求が必要なのでしょうか。

とりあえず出願したものの、後になってその発明を自社製品に使用しないこと
になり、特許がいらなくなった、という場合があります。そこで、特許法では、
本当に権利化が必要と思われる出願、すなわち出願審査請求のあった出願のみを
実体審査する制度を採用しています（特48条の２）。この出願審査請求は、原則
として出願日から３年以内にしなければなりません（特48条の３第１項）。裏を
返せば、この３年の間に、出願に係る発明について権利化が必要なのかを考える
ことができます。出願日から３年以内ですから、出願と同時に請求することも可
能です。

また、特許出願について、誰でも（何人も）出願審査請求を行うことができま
す。例えば、自社の事業戦略に大きな影響を与える可能性のある他社の特許出願
を発見した場合、その出願が特許されるか否かを早期に決着させるために、その
会社が他社の特許出願に対して、出願審査を請求することも可能です。

出願の日から３年以内に出願審査請求がなければ、権利化の意思がなくなり、
その特許出願を取り下げたとみなされるので、注意が必要です（特48条の３第４
項）。出願審査請求の期間を延長することはできません。また、いったん請求す
ると、その請求を取り下げることはできません（特48条の３第３項）。

なお、特許出願の分割（特44条）や特許出願へ出願変更（特46条）を行った場
合には、元の出願の出願日から３年が経過していても、分割や出願変更の日から
30日以内に出願審査請求をすることができます（特48条の３第２項）。

現在は、審査請求後、特許庁からの応答（例えば、最初の拒絶理由通知）があ
るまでの期間は、平均で11カ月弱といわれています。

対象ページ P95

該当箇所 13　特許出願後の手続き［2］

変更内容 特許法48条の3第4項　改正

1　実体審査

条文
特許法 48条の 2　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。

特許法 48条の 3　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項　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項　出願審査の請求は、取り下げることができない。

4項　第一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。

特許法 48条の 4　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
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対象ページ P9７～P98

該当箇所 13　特許出願後の手続き［2］

変更内容 本文・関連事項　改変

2　早期審査・優先審査

　条文　省略

特許出願の審査は、原則として、出願審査請求がなされた順に行われますが、
一定の条件に該当する場合には、優先的に審査を受けることができます。

優先的に審査を行う制度として、早期審査制度と優先審査制度とがあります。
早期審査制度は、特許庁の運用として（法律としてではなく）開始されたもの

です。出願人自身または出願人から実施許諾を受けた者が、特許出願に係る発明
を実施しているか、または早期審査の申請から２年以内に実施する予定であるこ
とが、この早期審査の対象となる要件です＊1。「早期審査に関する事情説明書」
を提出して、早期審査を申し立てることができます。

なお、早期審査の申請ができるのは、出願人本人およびその手続きをする代理
人に限られます（第三者が他人の出願に対して申請を行うことはできません）。
複数の出願人が存在する場合は、原則そのうちの一人でも手続きが可能ですが、
代表者を選定している場合は例外となります＊2。

一方、優先審査制度（特48条の６）の対象となる出願は、出願公開後、第三者
がその特許出願に係る発明を業として実施しており、出願人と実施者の間で生じ
ている紛争を早期に決着する必要のあることが要件となります。この場合も、特
許出願人は、「優先審査に関する事情説明書」を提出しなければなりません（特
施規31条の３）。

なお、早期審査または優先審査を請求する特許出願は、出願審査請求がされて
いなければなりません。また、早期審査・優先審査の請求に係る手数料は不要です。

＊ 1　そのほか、中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願や、日本国特許庁以外の特許庁または政府間機関
へも申請された特許出願（国際出願を含む）、グリーン発明（省エネ、CO2 削減等の効果を有する発明）に関す
る特許出願、震災復興支援関連出願等が、早期審査の対象となります。
＊ 2　特許出願の早期審査・早期審理ガイドライン　
　https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/v3souki/guideline.pdf

出願審査請求と出願公開の比較

出願審査請求（特48条の2） 出願公開（特64条）

時期 出願の日から3年以内 出願の日から1年6カ月後

請求人 誰でも可能だが、早期審査・優先審査を
請求する場合は出願人のみ 出願人のみ

国内優先権を伴う出願 後の出願日から3年以内 先の出願日から1年6カ月後

分割・変更出願 元の出願日から3年経過後でも、分割・
変更出願の日から30日以内なら可能 元の出願日から1年6カ月後

請求の取下げ 不可 不可

まとめ

・特許出願は、出願審査請求をしないと審査官による実体審査が行われない
・出願審査請求は、原則として特許出願の日から3年以内に行われなければなら
ず、その期間を過ぎると当該特許出願は取り下げられたものとみなされる

・優先的に審査を受ける制度として、早期審査制度と優先審査制度がある

特許審査ハイウェイ制度関連事項

特許審査ハイウェイは、各特許庁間の取り決めに基づき、外国での特許出願の早期権利
化を容易にするために作られた制度です。また、第１庁の先行技術調査と審査結果の利用
性を上げ、審査の負担を軽減して質の向上を図ることも目的としています。
特許審査ハイウェイを利用すると、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きで早期審査が受けられるよう
になります。特に米国で早期審査を申請する場合には、通常の厳しい早期審査の要件を回
避できます。次に、審査コストが軽減できるというメリットが挙げられます。
2006年７月に日米間で試行プログラムが開始されたばかりの新しい制度であり、特
許審査ハイウェイ（試行）プログラムの実施国は、2015年４月時点で、米国、韓国、
英国、ドイツ等、31の国・機関です。
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対象ページ P108

該当箇所 15　特許出願後の手続き［4］

変更内容 特許法17条1項　改正

1　手続きの補正

条文
特許法 17条　手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をす
ることができる。ただし、次条から第十七条の五までの規定により補正をすることがで
きる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第四
十一条第四項若しくは第四十三条第一項（第四十三条の二第二項（第四十三条の三第三項にお
いて準用する場合を含む。）及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。）に規定す
る書面又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正
審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正を
することができない。

4項　手続の補正（手数料の納付を除く。）をするには、次条第二項に規定する場合を除き、
手続補正書を提出しなければならない。

2　明細書、特許請求の範囲、図面の補正

条文

特許法 17条の 2　特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、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補正をすることができる。ただ
し、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすること
ができる。
一　第五十条（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。以下この項において同じ。）の規定による通
知（以下この条において「拒絶理由通知」という。）を最初に受けた場合において、第五
十条の規定により指定された期間内にするとき。
二　拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、
同条の規定により指定された期間内にするとき。
三　拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒
絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
四　拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。

2項　第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前
項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由
を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。

3項　第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、
誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲
又は図面（第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第六項の規定により明細書、
特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文（誤訳訂正書を
提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の
明細書、特許請求の範囲若しくは図面）。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において
同じ。）に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

4項　（省略）

5項　（省略）

対象ページ P109

該当箇所 15　特許出願後の手続き［4］

変更内容 特許法17条の2第1項1号　改正
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3　要約書の補正

要約書とは、出願公開の際に、発明の内容とともに公開されるもので、特許情
報へのアクセスを容易にするという目的のもと、提出を義務づけられています。
よって、権利関係には何ら影響を与えません。

そのため、要約書の内容は、経済産業省令で定める期間内であれば、補正する
ことができます（特17条の３）。

まとめ

・明細書、特許請求の範囲、図面についての補正は、拒絶理由通知を受けるまでは
いつでも行うことができるが、拒絶理由通知後は時期的・内容的に制限を受ける

・出願当初の明細書等に記載した範囲を超えて、補正することはできない
・最後の拒絶理由通知を受けた後に行う特許請求の範囲の補正には、厳しい制限が
設けられている

特許法 17条の 3　特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付した
要約書について補正をすることができる。

対象ページ P114

該当箇所 15　特許出願後の手続き［4］

変更内容 特許法17条の3第1項　改正

本文　改変

条文

対象ページ P119

該当箇所 16　特許査定と拒絶査定

変更内容 特許法178条1項、2項　改正

3　拒絶査定不服審判

条文
特許法 121条　拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その
査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。

特許法 159 条 3項　第五十一条及び第六十七条の三第二項の規定は、拒絶査定不服審判
の請求を理由があるとする場合に準用する。

特許法 160 条　拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべ
き旨の審決をすることができる。

特許法 162 条　特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その請
求と同時にその請求に係る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
について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。

特許法 178 条　取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審
の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の
却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

２項　前項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議の申立てについての審理、審判若
しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。

３項　第一項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、
提起することができない。
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実体審査を経て、晴れて特許査定となっても、これだけでは特許権は発生しま
せん。特許査定の謄本が送達された日から30日以内に、第１年から第３年分の
特許料を納付することで、特許権の設定登録がされ、その設定登録によって特許
権が発生します（特108条１項、66条１項、２項）。このとき、特許権が存続可能
な期間すべての特許料を、まとめて支払うこともできます。

なお、謄本送達日から30日以内に特許料を納付しないと、特許出願は却下され
てしまうので、注意が必要です（特18条１項）。ただし、特許料を納付すべき者
の請求により、30日だけ納付期間を延長することが可能です（特108条３項）。

例外的に、３年分の特許料を納付しなくても、特許権の設定登録がされる場合
もあります（特66条２項）。例えば、その特許発明の発明者が資力に乏しいときは、
特許料が免除されて納付なしで特許権の設定登録がされたり、特許料が軽減され
たり、納付が猶予されたりすることがあります（特109条）。

特許権の設定登録がされると、特許権者の氏名、願書に添付した明細書、特許
請求の範囲に記載した事項等が、特許公報（特許掲載公報）に掲載されます（特
66条３項、４項）。

なお、特許掲載公報の発行の日から６カ月以内は、何人も、その特許が新規性
や進歩性を有していないことなどを理由として、特許異議の申立てをすることが
できます（特113条）。審理の結果、特許を取り消すべきという決定が確定すると、
その特許権は初めから存在しなかったものとみなされます（特114条３項）。

特許異議の申立ては、特許権の早期安定化を目的として、平成26年特許法改正
により創設されました。詳しくは、「22　特許権の侵害と救済［３］」にて後述し
ます。

対象ページ P124

該当箇所 17　特許権の管理と活用［1］

変更内容 本文　追加

対象ページ P139

該当箇所 19　特許権の管理と活用［3］

変更内容 本文　改変

また、仮専用実施権または仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設
定登録があったとき、またはその特許出願が放棄、取り下げ、却下されたとき、
もしくはその特許出願について拒絶すべき旨の査定または審決が確定したとき
は、消滅します（特34条の２第６項、34条の３第10項）。

さらに、国内優先権の基礎出願（先の出願）に係る特許権に仮通常実施権を有
する者は、その仮通常実施権の設定範囲内において、当該優先権主張を伴う出願

（後の出願）についても仮通常実施権が許諾されたものとみなされます（特34条
の３第５項）。

これは、国内優先権を主張した出願の場合、先の出願は出願日から経済産業省
令で定める期間を経過した時に取り下げられたものとみなされ（特42条１項）、
先の出願の仮通常実施権も消滅してしまう一方、優先権主張を伴う後の出願は
残っているためです。先の出願の仮通常実施権者が実施したときに、後の出願の
特許権者から差止請求等の権利行使を受けないように、この規定が制定されまし
た。
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5　特許権が共有の場合

特許権が共有に係る場合、他の共有者の同意を得なければ、専用実施権を設
定することも、通常実施権を許諾することもできません（特73条３項）。同じよ
うに、他の共有者の同意を得ずに、仮専用実施権の設定や、仮通常実施権の許
諾もできません（特33条４項）。実施権の設定や許諾を受けた者の資本や技術次
第で、共有者の権利が有名無実となってしまうおそれがあるからです（例えば、
圧倒的な生産能力によって、他の特許品より非常に低価格で特許品を販売する
ような場合）。

また、自己の持分であっても、他の共有者の同意を得ることなく、譲渡したり、
その持分を目的として質権を設定したりすることは認められません（特73条１

　条文
特許法 73条　特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、
その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。

2項　特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の
共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。

3項　特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特
許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

対象ページ P141

該当箇所 19　特許権の管理と活用［3］

変更内容 本文　削除

対象ページ P142

該当箇所 19　特許権の管理と活用［3］

変更内容 表　差替え

なお、当該特許権に関する特許発明の実施については、契約で別段の定めがあ
る場合を除き、他の共有者の同意を得る必要はありません（特73条２項）。

特許権が共有の場合に、共有者の同意が必要な行為

他の共有者の同意が必要 他の共有者の同意は必要なし

自己の持分の譲渡
自己の持分の放棄

専用実施権の設定または通常実施権の許諾

持分を目的とした質権の設定 実施
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対象ページ P146～P147

該当箇所 19　特許権の管理と活用［3］

変更内容 確認問題19・解答19　改変

Ⅰ  空欄に適切な語句を入れなさい。　　　　　　　※同じ数字には同じ語句が入ります
１．特許権のライセンスの方法には、（①）権の設定と、（②）権の許諾がある。

２．（①）権を設定すると、その範囲内では、特許権者でも発明を実施できない。
（①）権者は、自己の（①）権を侵害する者に対し、（③）請求や損害賠償請求
が（④）。

３．（以下省略）

Question確認問題 19

Answer解答19

Ⅰ
１．特許権のライセンスの方法には、（①専用実施）権の設定と、（②通常実
施）権の許諾がある。

２．（①専用実施）権を設定すると、その範囲内では、特許権者でも発明を
実施できない。（①専用実施）権者は、自己の（①専用実施）権を侵害す
る者に対し、（③差止）請求や損害賠償請求が（④できる）。

３．（以下省略）

警告書の内容が正しいと判断した場合であっても、すぐにその実施を中止した
り、特許権者にライセンスを求めたりするのではなく、自己の実施に正当な権原
があるか、その特許に異議の申立ての理由や無効理由があるかなどを、確認する
必要があります。このようなケースに該当すれば、実施を継続できるからです。

①　自己に正当な実施権原があるか
警告の根拠となっている特許発明を知らずに自ら同じ発明をし、その特許が出
願される前から特許発明に係る製品を販売目的で製造していたり、その準備をし
ていた場合には、「先使用権」という権利が発生します（特79条）。先使用権を有
していると、引き続きその実施を継続することができます＊1。

なお、先使用権は特許法79条に定める要件を満たせば、自動的に発生する法定
通常実施権ですので、登録は必要ありません。また、特許権者と公平に認められ
る権利と考えられており、特許権者に対価を支払う必要もありません。

②　その特許に異議申立ての理由や無効理由があるか
新規性などの要件を満たさないにもかかわらず特許権が付与されたと考えられ

る場合、その特許付与の見直しを求める「特許異議の申立て」（特113条）やその
特許を無効にすることを求める「特許無効審判＊2」の請求（特123条）をするこ
とができます。特許異議の申立てにおいて特許を取り消すべきという決定が確定
した場合や、特許無効審判において特許を無効にすべきという審決が確定した場
合は、その特許権は初めから存在しなかったものとみなされるので（特114条３
項、125条）、結果として侵害警告を免れることができます。

なお、実際に特許権等の侵害訴訟が提起された場合には、訴訟において、その
特許には無効理由があるため権利行使は認められないとの主張をすることもでき
ます（特104条の３）。よって、無効審判を別途請求することなく、権利行使を避
けることができる可能性もあります。

対象ページ P168

該当箇所 22　特許権の侵害と救済［3］

変更内容 本文　改変
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対象ページ P169

該当箇所 22　特許権の侵害と救済［3］

変更内容 ３　特許異議の申立て　新規項目・条文・本文追加

　

3　特許異議の申立て

条文
特許法 113 条　何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、
特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることが
できる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許
異議の申立てをすることができる。
一　その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出
願（外国語書面出願を除く。）に対してされたこと。

二　その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条
第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
三　その特許が条約に違反してされたこと。
四　その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項（第四号を除く。）に規定する要件を
満たしていない特許出願に対してされたこと。
五　外国語書面出願に係る特許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こと。

特許法 114 条　特許異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の
合議体が行う。

２項　審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認める
ときは、その特許を取り消すべき旨の決定（以下「取消決定」という。）をしなければな
らない。

３項　取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
４項　審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めな
いときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。

５項　前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

特許法 118条　特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。

拒絶理由があるにもかかわらず、見過ごされて特許されたなど、所定の特許異
議の申立ての理由（特113条各号）を有する特許に対しては、特許掲載公報の発
行の日から６カ月以内であれば、その特許付与の見直しを求めて特許異議の申立
てをすることができます（特113条）＊1。特許に２以上の請求項があるときは、
請求項ごとに特許異議の申立てをすることができます（特113条１項）。その請求
項が、独立形式か引用形式かは問題になりません。

特許異議の申立ての審理の結果、その特許について取消決定が確定すれば、そ
の特許権は初めから存在しなかったものとみなされます（114条３項）。

なお、本来、特許異議の申立ては、当事者間の具体的紛争の解決を主たる目的
とするものではなく、特許庁自ら特許処分の適否を審理し、瑕疵ある場合にはそ
の是正を図ることによって特許に対する信頼性を高めるという公益的な目的を達
成するための制度であるため、特許異議の申立ての理由は公益的事由のみに限ら
れます。権利帰属に関する事由（共同出願違反やいわゆる冒認出願）については、
後述する「特許無効審判」で争うことになります。

また、特許異議の申立ての審理は全件書面審理によるとされており（特118条
１項）、口頭審理を原則とする特許無効審判（特145条１項）よりも、当事者の対
応負担が軽いものになっています。

特許法 120 条の５　審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に
対し、特許の取消しの理由を通知し、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。

２項　特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、
特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲
げる事項を目的とするものに限る。
一　特許請求の範囲の減縮
二　誤記又は誤訳の訂正
三　明瞭でない記載の釈明
四　他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないも
のとすること。

３項　二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求
項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許異議の申立てが請求項ご
とにされた場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。

４項　前項の場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する
関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項（以下「一群の他の請求項」
という。）があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
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＊ 1　特許異議の申立て制度は、平成26年の特許法改正により創設されました。
＊ 2　一群の請求項とは、一の請求項の記載を、他の請求項が引用するような引用関係等があるものをいいます。

取消決定がなされようとするとき、特許権者等に取消理由が通知され、事前に
意見書を提出する機会が与えられます（特120条の５第１項）。この取消理由通知
に対する意見書提出期間において、特許権者は、明細書、特許請求の範囲、図面
の訂正を請求することができます。ただし、その訂正は、特許請求の範囲の減縮、
誤記又は誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明、他の請求項の記載を引用する請求
項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること、に限られていま
す（特120条の５第２項各号）。

また、２以上の請求項に係る特許請求の範囲を訂正する場合には、請求項単位
での訂正請求が可能です（特120条の５第３項）。ただし、一群の請求項＊2がある
ときは、当該一群の請求項ごとに訂正を請求する必要があります（特120条の５
第４項）。

特許異議の申立てでは、特許権者側の利害関係人は、特許権者を補助するため、
その審理に参加することができます（特119条１項）。

4　特許無効審判

　条文
特許法 113 条　何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、
特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることが
できる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許
異議の申立てをすることができる。
一　その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出
願（外国語書面出願を除く。）に対してされたこと。

二　その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条
第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
三　その特許が条約に違反してされたこと。
四　その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項（第四号を除く。）に規定する要件を
満たしていない特許出願に対してされたこと。
五　外国語書面出願に係る特許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こと。

対象ページ P169

該当箇所 22　特許権の侵害と救済［3］

変更内容 項目番号変更

特許法123条1項8号、２項　改正

4　特許無効審判

　

特許法 123 条　特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にするこ
とについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項
に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
一　その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出
願（外国語書面出願を除く。）に対してされたとき。

二　その特許が第二十五条、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違反してされたとき（その特許が第三十
八条の規定に違反してされた場合にあつては、第七十四条第一項の規定による請求に基づき、
その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。）。

三　その特許が条約に違反してされたとき。
四　その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項（第四号を除く。）に規定する要件を
満たしていない特許出願に対してされたとき。
五　外国語書面出願に係る特許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。
六　その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してさ
れたとき（第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登
録があつたときを除く。）。

七　特許がされた後において、その特許権者が第二十五条の規定により特許権を享有す
ることができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。
八　その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第百二十六条
第一項ただし書若しくは第五項から第七項まで（第百二十条の五第九項又は第百三十四
条の二第九項において準用する場合を含む。）、第百二十条の五第二項ただし書又は第百
三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。

2項　特許無効審判は、利害関係人（前項第二号（特許が第三十条の規定に違反してされたときに
限る。）又は同項第六号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては、
特許を受ける権利を有する者）に限り請求することができる。

条文
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対象ページ P170

該当箇所 22　特許権の侵害と救済［3］

変更内容 本文　改変

特許法 145 条　特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。ただし、審判
長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとするこ
とができる。

所定の無効理由（特123条１項各号）を有する特許に対しては、その特許を無
効にすることについて審判を請求できます（特123条）。この審判を「特許無効審
判」といいます。この審判で特許権を無効にすべきという審決が確定すれば、そ
の特許権は原則として初めから存在しなかったものとみなされます（特125条）。

前述の「特許異議の申立て」と似た制度ですが、「特許無効審判」では、特許
異議の申立ての事由とはならない共同出願違反（特38条）やいわゆる冒認出願

（特許を受ける権利を有しない者による特許出願）、後発的事由を理由として請求
することもできます。

また、「特許異議の申立て」は特許掲載公報の発行の日から６カ月以内でなけ
ればすることができませんので、この期間を経過した場合は、特許無効審判を請
求することができます。

さらに、「特許異議の申立て」で維持決定となった場合（申立てが認められな
かった場合）、当該決定に対して不服を申し立てることはできませんが（特114条
５項）、別途、特許無効審判を請求することができます。

なお、「特許異議申立て」が何人もすることができるのに対し、「特許無効審判」
は利害関係人でなければ請求することができません（123条２項）。利害関係人と
は、共同出願違反やいわゆる冒認出願の場合における「特許を受ける権利を有す
る者」の他、「実際に特許権侵害で訴えられている者」等が該当すると考えられ
ます。

対象ページ P171～P172

該当箇所 22　特許権の侵害と救済［3］

変更内容 本文　削除

特許無効審判は、特許権の設定登録後であればいつでも請求でき、存続期間が
終了し特許権が消滅した後であっても、請求可能です（特123条３項）。損害賠償
請求は、過去の侵害行為によって生じた損害について請求する制度なので、時効
により消滅していない限りは、特許権の存続期間の満了後でも、存続期間中の侵
害行為により生じた損害に対し賠償請求ができます。そこで、これに対抗できる
ようにするため、特許権の消滅後でも特許無効審判の請求が認められています。

なお、特許無効審判は、原則として何人（自然人、法人は問わない）も請求で
きますが、共同出願違反（特38条）と冒認出願については、利害関係人しか請求
できません（特123条２項）。これらの無効理由は、発明の特許性ではなく権利の
帰属を問題としているので、その権利に関して利害関係を有する者のみに請求人
適格を認めればよいからです。また、複数の者が共同して、特許無効審判を請求
することも可能です（特132条１項）。

特許無効審判が特許庁に係属している間は、訂正審判を請求することはできま
せんが、所定の期間において、明細書、特許請求の範囲、図面の訂正を請求でき
ます。ただし、その訂正は、特許請求の範囲の減縮、誤記または誤訳の訂正、明
瞭でない記載の釈明、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を、当該他の請
求項の記載を引用しないものとすること、に限られています（特134条の２第１
項各号）。

また、２以上の請求項に係る特許請求の範囲を訂正する場合は、請求項単位で
の訂正が請求可能です（特134条の２第２項）。ただし、一群の請求項＊があると
きは、当該一群の請求項ごとに訂正を請求する必要があります（特134条の２第
３項）。

拒絶査定不服審判に利害関係人は参加できませんが、特許無効審判では、当事
者の一方を補助するため、審判に参加できる場合があります（特148条３項）。

＊　一群の請求項とは、一の請求項の記載を、他の請求項が引用するような引用関係等があるものをいいます。
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対象ページ P172

該当箇所 22　特許権の侵害と救済［3］

変更内容 関連事項　差替え

関連事項

他人の特許出願の設定登録を阻止したい場合等に有効なのが、「情報提供」制度です（特
施規13条の２、13条の３）。
特許庁では、審査の迅速性および的確性の向上のため、特許出願に係る発明が新規性・
進歩性を有していない等の拒絶理由に関する情報の提供を広く受け付けています（特施規
13条の２）。何人も（匿名も可）特許出願であって特許庁に係属しているものについて
情報提供をすることができ、情報提供があった事実は特許出願人に通知されます。審査官
は、提供された情報については、原則、その内容を確認し、審査において有効活用を図り
ます。
一方、特許付与後においても、何人も（匿名も可）特定の無効理由に限って、当該特許
がその無効理由に該当する旨の情報を提供することができます（特施規１３条の３）。情
報提供があった旨は、特許庁から特許権者等に対して通知されます。特許権者は、必要に
応じて特許の瑕疵を訂正審判により治癒することができるため、不要な紛争を事前に防止
することができます。また、無効審判を請求しようとする者は、それまでに提供された情
報を参考にして無効審判請求をすることができるため、より充実した無効理由・証拠を提
示することができ、特許付与の見直し機能を補完することができます。更に、無効審判ま
たは訂正審判が請求された際、情報提供の内容は、審判官が確認できるとともに、職権審
理（当事者が申し立てない理由も審理すること）の対象とすることもできるため、より迅
速・的確な審理が期待できます。

近年、情報提供件数は、年間7000件前後で推移しており、情報提供を受けた案件の
73%において、情報提供された文献等が拒絶理由通知中で引用文献等として利用されて
います（平成25年12月に拒絶理由通知書が起案された案件についての調査）。

情報提供制度

対象ページ P173

該当箇所 22　特許権の侵害と救済［3］

変更内容 項目番号変更

特許法126条2項、3項、8項　改正

5　訂正審判

　条文
特許法 126 条　特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を
することについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる
事項を目的とするものに限る。
一　特許請求の範囲の減縮
二　誤記又は誤訳の訂正
三　明瞭でない記載の釈明
四　他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないも
のとすること。

2項　訂正審判は、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決
定又は審決（請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては、その全ての決定又
は審決）が確定するまでの間は、請求することができない。

3項　二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求
項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項
の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければなら
ない。

4項　（省略）

5項　（省略）

6項　（省略）

7項　（省略）

8項　訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が
取消決定により取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、この限りでな
い。

特許法 128 条　願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審
決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許
出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたもの
とみなす。
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対象ページ P174

該当箇所 22　特許権の侵害と救済［3］

変更内容 本文　改変

特許権が設定登録された後の特許請求の範囲は、権利書としての役割を有して
いるので、第三者への影響や法的安定性の見地から、原則としてその内容の訂正
は安易に認められるべきではありません。しかし、有効な部分を持ちつつ、特許
の一部に異議理由や無効理由がある場合など、特許権者に何ら訂正の機会もない
とすると酷であるため、第三者に不測の損害を加えない範囲で、訂正する機会

（訂正審判）が与えられています（特126条）。また、訂正することにより、争い
を事前に防止できることもあります。

前述の通り、訂正により他人に損害を与えないようにするため、訂正できる内
容は限定されています（特126条１項各号、３～７項）。特許権の消滅後でも特許
無効審判が請求される可能性があることから、訂正審判の請求も、特許権消滅後
に行うことができます。ただし、特許が特許異議の申立てにより取り消された後、
または特許無効審判により無効とされた後は、訂正する意味がないので認められ
ません（特126条８項）。

また、特許異議の申立てまたは特許無効審判が特許庁に係属してからその決定
または審決（請求項ごとに申立てまたは請求がされた場合にあっては、そのすべ
ての決定または審決）が確定するまでの間は、訂正審判を請求することができま
せん（特126条２項）。特許異議の申立ておよび特許無効審判においては、所定の
期間に訂正の請求を行うことができ（特120条の５、134条の２）、特許異議の申
立ておよび無効審判の審理のなかであわせて訂正の可否を判断するからです。

ここで、２以上の請求項に係る特許請求の範囲を訂正する場合は、請求項単位
で訂正審判の請求ができます（特126条３項前段）。また、一群の請求項があると
きは、当該一群の請求項ごとに訂正を請求する必要があります（特126条３項後
段）。

なお、明細書または図面を訂正する場合であって、請求項単位で訂正しようと
するときは、当該明細書または図面の訂正と関係する請求項のすべてについて、
請求しなければなりません。

訂正すべき旨の審決が確定すると、その訂正後における明細書、特許請求の範
囲または図面により、特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定または審決、
および特許権の設定登録がされたものとみなされます（特128条）。

対象ページ P174～P175

該当箇所 22　特許権の侵害と救済［3］

変更内容 項目番号変更

特許法178条1項、2項　改正

本文　改変

条文

特許法 178 条　取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審
の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の
却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

2項　前項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議の申立てについての審理、審判若
しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。

3項　（省略）

4項　（省略）

5項　（省略）

6項　（省略）

特許法 179条　（省略）

特許法 181 条　裁判所は、第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において、当
該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。

6　審決に対する訴訟

　

特許異議の申立て等についての決定や拒絶査定不服審判や特許無効審判など、
審判の審決に対して不服がある者（当事者、参加人等）は、その決定または審決
の取消しを求めて、審決または決定の謄本送達日から30日以内に、専属管轄で
ある東京高等裁判所（知的財産高等裁判所）＊1に訴えることができます（特178
条１～３項、６項）＊2。この訴えの期間は不変期間＊3と決められていますが、審
判長の職権により附加期間が定められる場合があります（特178条４項、５項）。
被告は、特許異議の申立ての取消決定および拒絶査定不服審判の審決に対しては
特許庁長官とし、特許無効審判の審決に対しては審判の請求人または被請求人と
しなければなりません（特179条１項）。
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7　警告書が誤りであると判断した場合

例えば、実施品は特許発明の技術的範囲に属さず、特許権侵害に該当しないと
判断した場合、警告は不当である、と回答することが考えられます。実務的には、

「実施品は特許発明の技術的範囲に属さず、特許権侵害に該当しない」との専門
家による鑑定を添えて、返答するのが一般的です。

対象ページ P176～P177

該当箇所 22　特許権の侵害と救済［3］

変更内容 項目番号変更

確認問題２２、解答２２　改変

まとめ

・警告書の内容確認は、特許原簿により行う
・先使用権等の正当な権原があれば、特許権侵害は免れることができる
・特許に特許異議の申立ての理由や無効理由があるときは、特許異議の申立てをす
るか、または特許無効審判を請求するか、侵害訴訟でその旨を主張するという対
応が取れる

・審決に不服がある場合は、審決の取消を求めて東京高等裁判所（知的財産高等裁
判所）に訴訟を提起できる

Ⅰ  空欄に適切な語句を入れなさい。　　　　　　　※同じ数字には同じ語句が入ります
１．（省略）

２．何人も（⑤）理由がある特許に対しては、（⑤）をすることができる。また、
（⑥）理由がある特許に対しては、利害関係人は（⑦）を請求できる。その特
許について（⑧）決定や（⑥）審決が確定すると、その特許権は（⑨）から存
在しなかったものとみなされる。（⑤）および（⑦）の請求は、（⑩）ごとにも
することができる。また、（⑦）は、特許権が（⑪）した後でも請求すること
ができる。

Question確認問題 22

３．第三者に不測の損害を与えない範囲で、訂正審判が請求できる。その訂正は、
特許請求の範囲の（⑫）や、誤記または誤訳の（⑬）、明瞭でない記載の（⑭）
などに限られる。

４．審判の（⑮）に不服がある場合は、（⑮）の謄本送達日から（⑯）以内に、（⑰）
に対し取消しを訴えることができる。

Answer解答22

Ⅰ
１．（省略）

２．何人も（⑤特許異議の申立て）理由がある特許に対しては、（⑤特許異
議の申立て）をすることができる。また、（⑥無効）理由がある特許に対
しては、利害関係人は（⑦特許無効審判）を請求できる。その特許につい
て（⑧取消）決定や（⑥無効）審決が確定すると、その特許権は（⑨初め）
から存在しなかったものとみなされる。（⑤特許異議の申立て）および（⑦
特許無効審判）の請求は、（⑩請求項）ごとにもすることができる。また、
（⑦特許無効審判）は、特許権が（⑪消滅）した後でも請求することがで
きる。

３．第三者に不測の損害を与えない範囲で、訂正審判が請求できる。その訂
正は、特許請求の範囲の（⑫減縮）や、誤記または誤訳の（⑬訂正）、明
瞭でない記載の（⑭釈明）などに限られる。

４．審判の（⑮審決）に不服がある場合は、（⑮審決）の謄本送達日から（⑯
30日）以内に、（⑰東京高等裁判所／知的財産高等裁判所）に対し取消し
を訴えることができる。


