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１．平成２３年度改正法の概要 

2011年6月8日に公布。公布の日から１年以内に施行。 
 

 ユーザーの利便性向上*1 

 現行制度においては、発明者自身が学会等で発明を
公にした場合でも、特許権等の取得が認められなくな
る場合がある。そこで、発明者が自ら公表した場合で
あれば、その公表態様を問わず、発明が公になった後
でも特許権等を取得し得るよう制度を整備する。  

 知的財産制度の利便性を向上させるため、中小企業
等に対する特許料減免期間の３年から１０年への延長、
１１年目以降の意匠登録料の見直し等を行う。  
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１．平成２３年度改正法の概要 

 ライセンス契約の保護の強化*1 

 ライセンスを受けた者は、ライセンスを特許庁
に登録しないと特許権等を譲り受けた者から
差止請求等を受け、事業継続が不可能になる
おそれがあるが、実務上、登録が困難となって
いる。そこで、登録をしなくても、このような差
止請求等に対抗できるよう制度を整備する。  
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１．平成２３年度改正法の概要 

 共同研究等の成果に関する発明者の適切な 
保護*1 

 共同研究・共同開発が一般化する中で、共同発
明者の一部によって特許権が取得されてしまう
ケースなどが発生しているが、発明者保護の手
段は特許権等を無効とする等に限られている。
そこで、このような場合に、発明者が特許権等を
取り戻すことができるよう制度を整備する。  
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１．平成２３年度改正法の概要 

 紛争の迅速･効率的な解決のための審判制度の見直し*1 

 無効審決の取消訴訟の提起後に、争いの対象となった特許
権の内容を訂正する審判が請求され、事件が特許庁に差し
戻されてしまうなど、紛争解決が非効率となる場合が生じて
いる。そこで、無効審判の段階で訂正の機会を確保すること
により、訴訟提起後は訂正審判の請求を禁止する等の見直
しを行う。  

 無効審判の確定審決については審判請求人以外の者でも
同一の事実及び証拠に基づいて争うことが認められない等
の審判制度の問題について、審判請求人以外の者による審
判請求を認める等の見直しを行う。  
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２．ユーザーの利便性向上  

2-1. 発明の新規性喪失の例外規定の見直し 

 

 改正の概要*2 

学会での発表など、発明者等により公表され
た場合であれば、その公表態様を問わず、発
明が公になった後でも特許権を取得し得ること
とする。 
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2-1. 発明の新規性喪失の例外規定の見直し 

改正の背景*3 

 

(1)限定列挙することでは十分に対応できな
い公表態様の多様化 
 

(2)発明の公表の仕方・メディアの違いによる
不均衡の顕在化 
 

(3)学術団体・博覧会の主催者の申請の有無
によって適用可否が左右される 
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2-1. 発明の新規性喪失の例外規定の見直し 

諸外国の制度 

   日本以外の主要諸外国・地域（米欧中韓）における制
度について、新規性喪失の例外事由となる公表態様、
及び猶予期間は以下の通り*3 
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例外となる公表態様 猶予期間 宣言（手続） 

米国 態様を問わない 12月 不要 

欧州 
本人の国際博覧会への出品
による発明の開示のみ 

6月 必要 

中国 
国際博覧会での展示、規定
の学術会議での発表に限定 

6月 必要 

韓国 
出願人本人の行為により公
知となる場合はすべて 

6月 必要 



2-1. 発明の新規性喪失の例外規定の見直し 

特許法 改正条文 

第三十条 

２ 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。 

 

第２項かっこ書きは、最判平元11.10（昭61（行ツ）160 第３
級環式アミン事件）の確認的な規定。 
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2-1. 発明の新規性喪失の例外規定の見直し 

 現行法の第１項が新第２項へ移動、第２項が新第１項、
第４項は新第３項となる。 

⇒現行の意匠法第４条とほぼ同じ規定ぶり。 
 

 実用新案法は第１１条で特許法第３０条を準用。意匠法
第４条も条文が改正。なお、商標法第９条も改正。 

※実務上は願書の記載に注意。 
 

 特許庁の運用は未定だが、現行の意匠法第４条と同様
の取り扱いになると予想される。 

 もっとも、欧州や中国では新規性喪失の例外が認められ
にくいので、公表前に出願を済ませておく必要性は現在
と変わらない。 
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2-1. 発明の新規性喪失の例外規定の見直し 

（参考）現行の意匠審査便覧１０．３７の取り扱い 
 

意匠法第４条第２項の「該当するに至った日」と意匠登録出願の間になされた
公開行為についての取扱い 

１．意匠登録を受ける権利を有する者が、意匠登録出願前に意匠法第３条第
１項第１号又は第２号の規定に該当するに至った意匠を複数回に亘って公開
した場合には、その意匠が最先の公開について意匠法第４条第２項の規定の
適用を受けるものであれば、第２回以降の公開によっても、その意匠は意匠
法第３条第１項第１号又は第２号に該当するに至らなかったものとする。 

２．意匠法第４条第２項の「該当するに至った日」と意匠登録出願の間に第三
者が「該当するに至った意匠」と同一の意匠を公開した場合には、その意匠は
第三者の公開によって意匠法第３条第１項第１号又は第２号に該当したものと
する。 

ただし、第三者の公開が「該当するに至った意匠」の公開に基づくことが明ら
かなときはこの限りでない。 
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2-1. 発明の新規性喪失の例外規定の見直し 

（参考）商標法 改正条文 

（出願時の特例） 

第九条 

政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会
であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟
国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内で
その政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、
又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約
の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはそ
の許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官の
定める基準に適合するものに出品した商品又は出展した役務について
使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又
は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商
品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、
その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。  
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2-2. 出願人救済手続の見直し 

改正の概要*2 

特許法条約（PLT）に準拠し、出願書類の翻訳文提出や特
許料等追納の期間徒過に対する救済要件を緩和する。 
 

 改正の背景*3 

ⅰ）外国語書面出願の翻訳文提出手続及び、 

ⅱ）外国語特許出願の翻訳文の提出手続については、手
続期間を徒過した場合の救済手続が設けられていない。 

ⅲ）特許料等の追納期間に関する救済についても、救済が
認められる要件が欧米と比べて非常に厳格であって、実質
的な救済が図られていない。 
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外国語書面出願及び外国語特許出願の翻訳文提出期限、
特許料の納付期限について、理由消滅から２月又は期間
経過から１年のいずれか早い期間まで、手続が可能な期間
を設ける。 
 

特許法 改正条文 

第三十六条の二 

４ 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、
第二項に規定する期間内に当該翻訳文を提出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ときは、その理由がなくなつた日から二月以内で同項に
規定する期間の経過後一年以内に限り、同項に規定する外国語書面及び外国
語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。 
５ 前項の規定により提出された翻訳文は、第二項に規定する期間が満了する
時に特許庁長官に提出されたものとみなす。 

2-2. 出願人救済手続の見直し 
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2-2. 出願人救済手続の見直し 

特許法 改正条文 
（外国語でされた国際特許出願の翻訳文） 

第百八十四条の四 

４ 前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人
は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出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ときは、その理由がなくなつた日から二月以
内で国内書面提出期間の経過後一年以内に限り、明細書等翻訳文並びに第
一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。 

５ 前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時
に特許庁長官に提出されたものとみなす。 
 

（特許料の追納による特許権の回復） 

第百十二条の二 前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみな
された特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみな
された特許権の原特許権者は、同条第一項の規定により特許料を追納するこ
とができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特
許料を納付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ときは、そ
の理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、そ
の特許料及び割増特許料を追納することができる。 
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2-2. 出願人救済手続の見直し 

正当な理由とは？ ⇒ 欧州の“Due Care” 
                             （相当な注意)に相当*4 

 

 欧米で救済が認められた例 (Due Care or Unintentional) 
ア．内部の組織再編及び移転に際し、官庁からの通知が間違って廃棄用のボール箱に

入れられてしまい、結果として担当部署に届かなかったことにより、期間を遵守できな
かった。この事実は、会社組織が標準的な注意をしていたにもかかわらず防ぐことが
できなかった『偶発的な誤り』によるものであることから回復が認められた。  

イ．会社の所有が複雑な移転をたどっている際に生じたエラーにより期限内に手続できな
かった。このような場合は、状況に応じたあらゆる相当な注意が払われていたとしても
『偶発的な誤り』を完全に避けることはできない例外的なものであることから回復が認
められた。  

ウ．従業員１５人程の小規模企業である出願人は、特許出願に係る一部の事業を他社に
譲渡する交渉中であった。その際、今までの代理人に代わり、譲渡先である他社の代
理人が新たに選任され、特許出願に係るリストが引き継がれた。しかしながら予測不
能な交渉決裂に加え、代理人の変更により、料金の納付が見過ごされてしまった。こ
の特殊な状況下における間違いは、出願人が状況に応じたあらゆる相当な注意を
もって行動していたにもかかわらず避けられない『偶発的な誤り』であることから回復
が認められた。  
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2-2. 出願人救済手続の見直し 

 欧米で救済が認められた例（続き） (Due Care or Unintentional) 
エ．システム上のエラーにより期限内に手続できなかったが、当該システムが問題の発生  

する時点までは長年効果的に機能していたことが証明できたことから、当該システム 
エラーは『偶発的な誤り』であったとして回復が認められた。  

オ．十分な訓練と経験を有しており、通常は信頼できる事務員による書類管理のミスによ 
り期間を遵守できなかった。通常は十分に信頼できる業務体制が確立されている場 
合でのエラーであったことから、避けることはできなかった事象として回復が認められ 
た。  

 

 欧米で救済が認められなかった例 

カ．出願人の条文の不知や誤った解釈により、期限内に手続できなかった。 

キ．郵便の遅延により期限内に手続できなかったが、特別な配送手段や適切な予防措置 
を取っていなかった。  

ク．出願人が住所を変更したが、官庁に対し、住所変更の届けを適時に行っていなかった 
ことが原因で、期限内に手続できなかった。  

ケ．期限管理システム移行の過程において、各事件が新旧どちらのシステムで管理され 
ているかを把握できていなかったことが原因で期限内に手続できなかった。 
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2-2. 出願人救済手続の見直し 

 Due Careの要件は結構厳しい！ 
 

なお、実用新案法第３３条の２、意匠法第４２条の２の登録
料納付も同様に改正。 
 

ただし、商標法の更新申請･登録は、理由がなくなった日か
ら２月以内でその期間の経過後６月以内。 

その理由*5 

 更新登録申請期間経過から１年にすると、一旦は消滅した商標権が現行よ
り長い期間経過後（現行より６月拡大）に再度回復することとなるが、その場
合、当該商標権に係る登録商標と同一又は類似の関係にある別の出願の
審査に多大な影響を与えるおそれがあり、審査処理の遅延となるおそれが
ある。 

 欧米主要国においては、いずれも更新登録申請期間経過から６月を超えて
権利の回復を認めている例は発見できない。 
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2-2. 出願人救済手続の見直し 

（参考）商標法 改正条文 

（商標権の回復) 

第二十一条 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標
権の原商標権者は、同条第三項の規定により更新登録の申請をするこ
とができる期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由
があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経
過後六月以内に限り、その申請をすることができる。 
 

（防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録） 

第六十五条の三 

３ 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者
は、前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にそ
の出願ができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理
由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内に限り、
その出願をすることができる。 
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2-3. 料金の見直し 

 改正の概要*2 
 

 特許料等の減免制度の拡充、意匠登録料の引下げ 

  中小企業や大学等に対する特許料の減免期間を３年
から１０年へ延長するとともに、対象となる中小企業の
範囲を拡大する。 

 国際出願手数料の引下げ 

  中小企業等の国際展開を支援するため、国際出願の
調査手数料を引き下げる（国際出願法第８条、第１２条、
第１８条）。 

 ※なお、出願審査請求手数料の２５％減額は、平成２３年 
度改正法とは別に実施される見込み。 
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2-3. 料金の見直し 

 改正の背景*3 

ⅰ）現行の減免制度の適用範囲が狭い。 

ⅱ）大学や他企業との共同研究開発や他者による
発明の活用などオープンイノベーションが重要とな
る中で、現在は他者の発明を活用した場合、減免
対象となっていない。 

ⅲ）減免対象者となった場合でも、特許料の減免
の対象期間は基本的に１－３年であり、この期間
に受けられる軽減額は平均で5,000円程度と効果
も小さい。 
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2-3. 料金の見直し 

特許法第１０９条第１項が改正。 
他に、産業技術力強化法や中小企業のものづくり
基盤技術の高度化に関する法律も同様に改正。 
 

   特許法第１０９条の改正概要*2 

 

 

 

 

 

 

  ※減免期間延長による効果（目安）：５千円→１１万円／特許権 
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対象者 減免期間 

資力に乏しい個人・法人 

１年－３年目 ⇒ １年－１０年目 研究開発型中小企業 

大学・独法等 



2-3. 料金の見直し 

意匠法第４２条第１項も改正。 
 

11年目以降の意匠登録料を、半減する。 

4年目以降の登録料は毎年16,900円の定額制へ。 
 

  意匠法第４２条第１項の改正概要*2 
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登録料 

1―3年目 毎年8,500円 

4－10年目 毎年16,900円 

11―20年目 毎年33,800円 ⇒ 16,900円 



2-3. 料金の見直し 

第１９５条の２の要件を緩和し、出願審査請求手数料の減
免対象を拡大。職務発明の使用者等以外にも、減免対象
者を拡充（現行法の第1号、第2号を削除）。 

他に、産業技術力強化法や中小企業のものづくり基盤技
術の高度化に関する法律も同様に改正。 
 

特許法 改正条文 

第百九十五条の二 特許庁長官は、自己の特許出願について出願審
査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当
する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認
めるときは、政令で定めるところにより、前条第二項の規定により納付
すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。 
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３．ライセンス契約の保護の強化 

3-1. 通常実施権の当然対抗制度 

 改正の目的*2 

ライセンス契約の保護強化。 

安定的な事業継続のため、実務上困難なライセンスの登
録をしなくても、第三者からの差止請求等に対抗できるこ
ととする。 

 改正の背景*3 

登録されていない通常実施権は第三者に対抗できないた
め、登録を備えていない通常実施権者は、特許権の譲受
人等の第三者から差止請求や損害賠償請求を受けるお
それがある。 
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3-1. 通常実施権の当然対抗制度 
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*2 



3-1. 通常実施権の当然対抗制度 

改正の背景（続き） 

① 登録制度を利用することの困難さ 

実務上、以下の理由から、通常実施権の登録は困難との指摘があり、
登録率も１％程度と極めて低い。 

 複数のライセンス契約に基づき多数の通常実施権が許諾されてい
ることも多く、全てを登録するには膨大な手間とコストがかかる 

 ライセンス契約においては実施の範囲に係る条件を詳細に定める
ことが多いが、過不足なく第三者に対抗するには、すべてを登録す
る必要がある 

 登録は共同申請主義であるが、特許権者の協力が得られない場合
がある 

② 主要諸外国との制度不調和 

 ライセンスの対抗制度として登録対抗制度が採用されている国は
稀であり、主要諸外国との制度的な調和が図られていない。 
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3-1. 通常実施権の当然対抗制度 

民法の原則では、「売買は賃貸借を破る」 
 

（参考）民法（不動産賃貸借の対抗力）  

第六百五条  不動産の賃貸借は、これを登記したときは、
その後その不動産について物権を取得した者に対しても、
その効力を生ずる。 
 

しかし、海外での特許権のライセンス制度は、 

• 米国、ドイツ：当然対抗制度 

• フランス、英国：悪意者対抗制度 

⇒民法の原則は、経済取引の実態や無体財産権に関
する評価を十分に踏まえたものとは言えない。*6 
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3-1. 通常実施権の当然対抗制度 

民法の一般原則との関係*7 

 有体物を前提にする民法は、無体物に関する一般法とは必ずしも
言えない。無体物は有体物と違って重複利用が可能。 

 不動産に関する権利について例外が認められおり、無体物に関す
る通常実施権に民法の例外を設けることも不可能ではない。 

 通行地役権については、民法上、登記が第三者対抗要件とされて
いるが、最高裁判例により当然対抗に近い形で第三者対抗が認め
られている。 

 特許権の取引は制度に精通する業者間で行われていること、実務
においてデュー・デリジェンスが実施されていること、デュー・デリジ
ェンスの回答真実性は契約責任によって担保でき、取引の安全を
害するとは考えづらい。 

 特許権の取引後、不測の通常実施権者が存在したという場合の手
当ては契約で対処しておくというのが実務の常識。 
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特許権の譲受人の取引の安全について*3 

 破産手続等を通じて特許権を取得する場合には、
取得する特許権に様々な制約が存在するリスクを
織り込んでいると考えられる。 

 破産による任意売却の場面では、特許権を譲り受
けようとする者は破産管財人を通じて、通常実施権
の存否や内容等の情報を事前に得ることが可能。 

 特許権が執行手続の対象となる場面は実務ではほ
とんど見られない。 
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3-1. 通常実施権の当然対抗制度 



3-1. 通常実施権の当然対抗制度 

特許法 改正条文 

（通常実施権の対抗力） 
第九十九条 通常実施権は、その発生後にその特許権若
しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権
を取得した者に対しても、その効力を有する。 
 

現行法の第９９条第２項、第３項は削除。 

実用新案法第１９条と、意匠法第２８条で、特許法第９９条を準
用。 

通常実施権の登録制度廃止に伴い、特許法第８０条（中用権）、
第８２条（意匠権満了後の実施権）、第６７条の３（延長登録拒絶
理由）、第１２５条の２（延長登録無効理由）、第８４条、第９２条
第７項及び第９３条第３項（裁定）等も改正。 
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3-1. 通常実施権の当然対抗制度 

仮通常実施権についても、第９９条と同様の改正あり。 

特許法 改正条文 

（仮通常実施権の対抗力） 

第三十四条の五 仮通常実施権は、その許諾後に当該仮
通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施
権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関す
る仮専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有す
る。 
 

他に、第３４条の３第２項（仮通常実施権）にも、当然対抗制度
が導入。 

また、出願変更を考慮して、実用新案法第４条の２と意匠法第５
条の２に、仮通常実施権制度が新設。 
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3-1. 通常実施権の当然対抗制度 

※当然対抗制度は、施行時に現に存する通常実
施権、仮通常実施権についても適用される 

（附則第２条第３項、第１１項）。 
 

⇒改正法施行前に、通常実施権の契約書を証明
力を備えたものにしておく。例えば公証役場での
確定日付取得など。 
 

施行後、特許権の譲受人は、特許権譲渡時に譲
渡人から追加債務がない旨の表明保証を得てお
く。 
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3-1. 通常実施権の当然対抗制度 

 確定日付の取得が対抗要件とはされていない理由*3 

 

ⅰ）ライセンス契約締結過程の通信記録等他の手段に
よる立証が可能な場合であっても通常実施権の対抗
が認められなくなる。 

ⅱ）中小企業等をはじめ産業界に対して、国際的にも
類を見ず、現在の実務慣行にはない手続を強いる。 

ⅲ）確定日付を取得すべき契約書が多岐にわたる等、
通常実施権者の手間とコストを相当程度増加させる可
能性もある。 
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3-1. 通常実施権の当然対抗制度 

特許法第９９条第３項の廃止により、通常実施権や
通常実施権を目的とする質権の二重譲渡について
は、民法第４６７条第２項により、債権譲渡の対抗要
件に基づいて判断される。 

 

（参考） 民法 

（指名債権の譲渡の対抗要件）  

第四百六十七条  指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、
又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗する 
ことができない。  

２ 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、
債務者以外の第三者に対抗することができない。  
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3-1. 通常実施権の当然対抗制度 

２００８年１０月に施行された、特定通常実施権
登録制度は廃止。 

（産業活力の再生及び産業活動の革新に関する
特別措置法の第５８条から第７７条は削除） 
 

 特定通常実施権登録制度とは 

通常実施権の許諾対象となる特許権等の特許番号又は実用新案登
録番号を特定しない通常実施権許諾契約（いわゆる包括ライセンス契
約）に基づく通常実施権者の事業活動を保護するためのものであり、
法の定める「特定通常実施権許諾契約」（産活法2条20項）による通常
実施権を特定通常実施権登録簿に登録することにより、第三者対抗
力を具備することができるもの 
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3-2. 通常使用権の対抗制度 

商標法に関しては、当然対抗制度の導入は見送られた。 

 その理由*8 

 特許と異なり、実務上、一つの製品について多数の商標ライ
センス契約が締結されている複雑な状況は考えられない。 

 譲受人が意に反して通常使用権が付いた商標権を取得して
しまった場合、譲受人の商品と通常使用権者の商品の両方
に同一の商標が付されると、商品の出所や品質の同一性が
確保できなくなり、当該商標がその機能を発揮できなくなるお
それがある。 

 譲受人のコントロールが及ばない対抗力を有する通常使用
権者が存在した場合、不正使用取消審判（第５３条）によって
商標登録が取り消されるリスクや、商標が普通名称化するリ
スクがある。 
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3-2. 通常使用権の対抗制度 

（参考）商標法 新設条文 

（通常使用権） 

第三十一条 

４ 通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは
専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に
取得した者に対しても、その効力を生ずる。 

５ 通常使用権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録し
なければ、第三者に対抗することができない。 

（質権） 

第三十四条 

２ 通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は
処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができ
ない。 
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４．共同研究等の成果に関する発明者の適切な保護 

4-1. 冒認出願・共同出願違反に関する救済措置の整備 
 

改正の概要*2 

共同研究・共同開発の成果の適切な保護 

研究開発の成果を適切に保護するため、共同発明者の
一部によって特許権が取得されてしまった場合などに、
発明者等が特許権を自らに返還請求できる制度を導入
する。 

40 

共同研究・共同開発をした経験がある 約９５％ 

企業・大学共同で出願すべき発明を単独で
出願されてしまった経験がある企業・大学 

約４０％ 



4-1. 冒認出願・共同出願違反に関する救済措置の整備 

改正の背景*2 

 近年、複数の企業や大学等が共同して技術
開発や製品開発をすることが一般化し、他人
の発明を知得する機会を得た者がその発明
を盗んで出願するという場合に限らず、当該
発明が、共同開発プロジェクトの成果として
の発明なのか、プロジェクト外の発明なのか
をめぐって誤解が生じ、結果として冒認等が
生じやすい状況にある。 
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冒認に対する措置*3 

（１）無効審判請求 

（２）損害賠償請求（民法第７０９条） 

（３）新規性喪失の例外を利用した新たな特許出願 

（４）出願人名義の変更・特許権の移転 

真の権利者による特許権の取得という観点からは、救済
が十分ではない。 
 

 不当利得返還請求権に基づき、移転を認めた判例（最
判平13.6.12（平９（オ）1918号） 生ゴミ処理装置事件）も
あるが、特許を受ける権利と特許権の間に連続性のあ
る場合に限られる*9 
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4-1. 冒認出願・共同出願違反に関する救済措置の整備 



なお、東京地判平14.7.17（平13（ワ）13678 ブラジャー
事件）では、自らは特許出願をしていなかった真の権
利者の移転請求を棄却。 
 

「最終的に発生した特許権の特許発明が、真の権利
者の発明と同一であれば、真の権利者の特許を受け
る権利と連続性を肯定すべきである。特許出願手続
に精通している冒認者なら、真の権利者からの追求を
免れることができるような法理論には、まず疑問を持
つべきではないか」*10 

（特許判例百選 第三版 ２４ 君嶋） 
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4-1. 冒認出願・共同出願違反に関する救済措置の整備 



諸外国の制度*3 

諸外国には、以下のとおり、真の権利者救済のため、
真の権利者が自ら出願していなかった場合でも、特許
権設定登録の前後を問わずに特許権の取得を可能と
する制度が存在する。 

（１）移転請求制度： ドイツ、英国、フランス 

（２）出願日遡及制度：ドイツ、英国 
 

⇒我が国でも、真の権利者への特許権の移転請求を
認める。出願日の遡及効あり（第７４条）。 

ただし、施行日以降の出願に適用（附則第２条第９項） 
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4-1. 冒認出願・共同出願違反に関する救済措置の整備 



特許法 新設条文 

（特許権の移転の特例） 

第七十四条 特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に
該当するとき（その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに
限る。）又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許
に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令
で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請
求することができる。 
２ 前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき
は、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたもの
とみなす。当該特許権に係る発明についての第六十五条第一項又は
第百八十四条の十第一項の規定による請求権についても、同様とす
る。 
３ 共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその
持分を移転する場合においては、前条第一項の規定は、適用しない。 
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4-1. 冒認出願・共同出願違反に関する救済措置の整備 



冒認や共同出願違反の特許権者から、善意で特許権を譲
り受けた者等については、移転前の実施等を条件に、有償
の法定通常実施権が発生（第７９条の２）。 

一方、冒認出願や共同出願違反は、拒絶理由・無効理由と
して残す。 

 その理由*3 

 真の権利者が冒認出願等の拒絶や、特許権消滅を望む
場合があり、拒絶理由・無効理由として維持。 
なお、冒認等を理由とする無効審判の請求人適格は真
の権利者に限定（第１２３条第２項ただし書き）。 

 ただし、冒認等を理由とする無効の抗弁については、真
の権利者以外も可能とする（第１０４条の３第３項）。 
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4-1. 冒認出願・共同出願違反に関する救済措置の整備 



特許法 新設条文 

（特許権の移転の登録前の実施による通常実施権） 

第七十九条の二 第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許
権の移転の登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実
施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有
していた者であつて、その特許権の移転の登録前に、特許が第百二
十三条第一項第二号に規定する要件に該当すること（その特許が第
三十八条の規定に違反してされたときに限る。）又は同項第六号に規
定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明
の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているもの
は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内にお
いて、その特許権について通常実施権を有する。 
２ 当該特許権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相
当の対価を受ける権利を有する。 
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4-1. 冒認出願・共同出願違反に関する救済措置の整備 



4-1. 冒認出願・共同出願違反に関する救済措置の整備 

特許法 改正条文 

(特許無効審判） 

第百二十三条 
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。）。 

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。）。 

２ 特許無効審判は、何人も請求することができる。ただし、特許が前項
第二号に該当すること（その特許が第三十八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するものは、当
該特許に係る発明について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。 
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4-1. 冒認出願・共同出願違反に関する救済措置の整備 

特許法 改正条文 

（特許権者等の権利行使の制限） 

第百四条の三 

３ 第百二十三条第二項ただし書の規定は、当該特許に係る発明につ
いて特許を受ける権利を有する者以外の者が第一項の規定による攻
撃又は防御の方法を提出することを妨げない。 

 

なお、特許法第７４条及び第７９条の２と同様の規定が、実用新
案法（第１７条の２、第２６条（準用規定））と意匠法（第２６条の２、
第２９条の３）にも新設される。 

特許法第１０４条の３は、実用新案法第３０条及び意匠法第４２条
で準用。 
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4-1. 冒認出願・共同出願違反に関する救済措置の整備 

第４９条第７号及び第１２３条第１項第６号は、「発明者でない場
合」という要件を削除。今後は、特許を受ける権利を会社等へ譲
渡した発明者の出願も、冒認出願として取り扱われる。 
 

特許法 改正条文 

（拒絶の査定） 

第四十九条 

七 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有してい
ないとき 
 

※現行法についても、以下のような見解がある（高林他）。*11 

「発明者と権利の譲受人は譲渡契約の当事者であって対抗関係に立つ
わけではなく、発明者は特許を受ける権利を他へ譲渡することによって
失っているのであるから、このような出願は特許を受ける権利を有しな
い者による冒認出願として拒絶あるいは無効とされるべきである。」 
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4-2. 冒認出願・共同出願違反に関する意匠法の改正 

（参考）意匠法 新設条文 

（意匠権の移転の特例） 

第二十六条の二 意匠登録が第四十八条第一項第一号に規定する
要件に該当するとき（その意匠登録が第十五条第一項において準用
する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。）又は第
四十八条第一項第三号に規定する要件に該当するときは、当該意匠
登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者は、経済
産業省令で定めるところにより、その意匠権者に対し、当該意匠権の
移転を請求することができる。 

２ 本意匠又は関連意匠の意匠権についての前項の規定による請求
は、本意匠又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後は、当該消
滅した意匠権が第四十九条の規定により初めから存在しなかつたも
のとみなされたときを除き、することができない。 

３ （省略） 

４ （省略） 
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冒認者が補正や分割、国内優先権主張等を行
い、真の権利者とは異なる発明を創作していた
場合 ⇒移転請求を認めて良いのか？ 

 

共同出願で、請求項ごとに発明者が異なる場合 

⇒特許権に係る請求項すべての持分移転を認め
て良いのか？ 
 

本意匠と関連意匠のうち、一部が冒認出願であ
る場合 

⇒分離移転はできない。どのように解決？ 
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4-3. 冒認出願・共同出願違反に関する改正の問題点 



4-3. 冒認出願・共同出願違反に関する改正の問題点 

 特許法第３９条６項、実用新案法第９条６項、意匠法第９
条４項（冒認出願は出願でないものとみなす）は削除さ
れ、冒認出願が設定登録されると先願の地位は残る。 

 したがって、先願の地位が残った場合、真の権利者が同
一の発明（考案/意匠）を後から出願していても、特許(登
録）は受けられない。 

 Aの実施例が少なく、Ｘの権利が狭い（弱い）場合は？ 

 Ｘが本意匠、Y/Zが関連意匠の場合は？ 
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甲(冒認） 乙（真の権利者）

出願A 出願B 

発明X 発明X,Y,Z
× 



５．紛争の迅速･効率的な解決のための 
  審判制度の見直し 

5-1. 審決取消訴訟提起後の訂正審判請求の禁止 

改正の概要*2 

紛争処理の迅速化のため、出訴後に特許権の内容が変
更されることにより、事件が無駄に裁判から審判に差し戻
されることを防ぐ。 

 改正の背景*2 

 審決取消訴訟提起後に、裁判所の実体的な判断が示されることな
く、裁判所と特許庁との間で事件が往復することは非効率。 

 実体的な判断を得ることのない訴訟に関して、手続上及び金銭上
の負担が生じている。 

 審決取消訴訟を二度、三度提起するとともにその都度訂正審判を
請求できることから、審理が遅延し、争いがなかなか決着しない。 
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訂正制度の改正概要*3 



5-1. 審決取消訴訟提起後の訂正審判請求の禁止 

改正の詳細*2 

 審理の遅延や無駄を解消するために、審判合議体に
よる特許の有効性の判断を踏まえて訂正ができると
いう現行制度利点を確保した上で、訴訟提起後の訂
正審判請求を禁止し、キャッチボール現象が発生しな
い制度を導入。 

 審判請求から口頭審理までは現行制度と同様に審理
を進め、「審決をするのに熟した」と判断されるときに、
判断を当事者に開示する手続「審決予告」を行う。 

 差戻し決定に関する特許法第１３４条の３第２項ない
し第５項、特許法第１８１条第２項は削除。 
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5-1. 審決取消訴訟提起後の訂正審判請求の禁止 

 「審決予告」は現行制度の審決と同内容として、特許
権者が「審決予告」中に示された審判合議体の判断
を踏まえて訂正請求をすることができるようにする。 

 上記訂正機会は現行制度における審判合議体の判
断が示される一次審決を踏まえての訂正機会に対
応するもの。 

 審決取消訴訟が提起され、裁判所で審決が取り消さ
れて特許庁に再係属した場合は、それまでの手続や
審理を見直してやり直すこととし、「審決をするのに
熟した」と判断されるときに原則審決予告を行う。 
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5-1. 審決取消訴訟提起後の訂正審判請求の禁止 

特許法 新設条文  審決予告制度 

（特許無効審判における特則） 

第百六十四条の二 審判長は、特許無効審判の事件が審
決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由が
あると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、
審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。 
２ 審判長は、前項の審決の予告をするときは、被請求人
に対し、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ための相当の期間を指定しなければ
ならない。 

３ 第百五十七条第二項の規定は、第一項の審決の予告
に準用する。 
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5-1. 審決取消訴訟提起後の訂正審判請求の禁止 

特許法 改正条文 

（審理の終結の通知） 

第百五十六条 審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審
決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなけれ
ばならない。 
２ 審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合
であつて第百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき、又は同項の
審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に
被請求人が第百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは第十七条の四
第一項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなけ
ればならない。 

（訂正審判） 

第百二十六条 

２ 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決（請求項
ごとに請求がされた場合にあつては、その全ての審決）が確定するまでの間
は、請求することができない。 
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5-2. 再審の訴え等における主張の制限 

改正の概要*2 

安定的な事業活動のため、特許権侵害訴訟の判決確定後
に特許の無効審決が確定した場合等の再審を制限し、紛
争の蒸し返しを防ぐ。 
 

改正の背景*3 

 特許権侵害訴訟の判決が確定した後に、無効審判や訂
正審判において特許権侵害訴訟の判決が基礎とした内
容とは異なる内容の審決が確定すれば、侵害訴訟の確
定判決が再審により取り消される可能性がある。 

 （民事訴訟法第３３８条第１項第８号の再審事由） 
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5-2. 再審の訴え等における主張の制限 

改正の背景（続き） 

 特許権侵害訴訟において、当事者は特許の有効性及び
その範囲について、互いに攻撃防御を尽くす十分な機会
と権能が与えられているにもかかわらず、後の無効審判
や訂正審判の結果によって、損害賠償金の返還や、損害
賠償金を支払うこととなる事態が発生することは紛争の
蒸し返しであり、以下の観点から問題がある。 

 
ⅰ）特許権侵害訴訟の紛争解決機能 
 

ⅱ）企業経営の安定性等 
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5-2. 再審の訴え等における主張の制限 

（１）認容判決確定後の無効審決の確定 

侵害訴訟において、特許が有効であることを前提として特
許権者の請求を認容する判決が確定後、当該特許権につ
いて無効審決が確定した場合は、再審事由となる。 
（知財高判平20.7.14（平成18（ム）10002/平成19（ム）10003 
生海苔の異物分離除去装置事件） 
 

（参考）民事訴訟法 

（再審の事由）  

第三百三十八条 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、
再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若
しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかった
ときは、この限りでない。  

八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分
が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。  
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生海苔の異物分離除去装置事件 

１．甲は乙に対し、自己の特許権に基づいて侵害訴訟を提起した。均等
論が適用された結果、甲は勝訴した。 

２．乙は控訴したが、高裁でも甲が勝訴した。 

３．乙は最高裁へ上告受理の申立てを行ったが不受理となり、甲勝訴
の高裁判決が確定した。 

４．乙および訴外丙は、甲の特許権に係る請求項１及び２について、無
効審判を計７回請求した。 

５．その結果、甲の特許に係る請求項１及び２は無効となり、その特許
権は遡及的に消滅した。 

６．甲乙間の侵害訴訟の基礎となった行政処分が、後の行政処分によ
り変更されたため、その侵害訴訟確定判決には、再審事由があることと
なった。 

７．乙は再審の訴えを知財高裁へ提起した。甲は訴訟上の信義則に反
する旨主張したが、原判決は取り消された。 
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5-2. 再審の訴え等における主張の制限 

（２）認容判決確定後の訂正認容審決の確定 

侵害訴訟において、特許権者の請求を認容する判決が確定後、
当該特許権についての訂正を認める審決が確定した場合も、再
審事由に該当する可能性がある。 
（最判平20.4.24（平18（受）1772） ナイフの加工装置事件） 
 

（３）棄却判決確定後の訂正認容審決の確定 

特許権侵害訴訟において、無効抗弁が認容され、特許権者の請
求を棄却する判決が確定した後に、当該特許権についての訂正
を認める審決が確定した場合も、再審事由に該当する可能性が
ある。 

（最判平20.4.24（平18（受）1772） ナイフの加工装置事件） 
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5-2. 再審の訴え等における主張の制限 

前述の（１）ないし（３）は特殊な事案ではあるが、海外
では侵害訴訟の判決確定後、再審の訴えを認めてい
ない国が多い。*3 

①再審の訴えが認められる国：ドイツ 

②再審の訴えが認められない国：米国、英国、中国、オ
ランダ 

また、侵害訴訟の判決確定後、再審の訴えを認めるの
は信義則に反するという見解もある。*12 

 

⇒我が国でも、侵害訴訟の判決確定後は、再審の訴え
を制限する。ただし、刑事訴訟の再審は制限しない。 
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5-2. 再審の訴え等における主張の制限 

特許法 新設条文 

（主張の制限） 
第百四条の四 特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第
一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請
求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決が確定した
ときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審
の訴え（当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害
賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令
事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とす
る訴えを含む。）において、当該審決が確定したことを主張することがで
きない。 
一 当該特許を無効にすべき旨の審決 
二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決 
三 当該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
訂正をすべき旨の審決であつて政令で定めるもの 
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5-2. 再審の訴え等における主張の制限 

延長登録の無効審決についても、第１０４条の４
で再審の訴えが制限されるため、第１０４条の３で
延長登録に関する無効の抗弁も明文化。 
 

特許法 改正条文 

（特許権者等の権利行使の制限） 

第百四条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟にお
いて、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続
期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべき
ものと認られるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方
に対しその権利を行使することができない。 
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5-2. 再審の訴え等における主張の制限 

新設の第１０４条の４は、実用新案法第３０条、意匠法第４
１条でも準用。商標法第３８条の２にも無効審決と登録異
議申立て取消決定に対し、同様の規定が新設される。 
 

商標法 新設条文 

（主張の制限） 

第三十八条の二 商標権若しくは専用使用権の侵害又は第十三条の二第一項（第六十
八条第一項において準用する場合を含む。）に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟
の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決又は決定が確定したときは、当該訴訟の
当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え（当該訴訟を本案とする仮差
押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本
案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的
とする訴えを含む。）においては、当該審決又は決定が確定したことを主張することがで
きない。 

一 当該商標登録を無効にすべき旨の審決 

二 当該商標登録を取り消すべき旨の決定 
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5-2. 再審の訴え等における主張の制限 

 上告受理申立て中に、無効審決や訂正審決が確定した
場合 ⇒上告は制限されない。 

 

その理由*3 

 判決が確定した場合には、既判力が生じるため、敗訴者はそ
の結果について自己責任を負い、再び自己の実体的地位を
主張して争うことを失権させられることとなる一方で、勝訴者
はこの結果を信頼することが認められ、その法的地位の安定
性が尊重されなければならない。 

 事実審口頭弁論が終結したとしても判決が確定するまでの間
は何ら既判力が生じるわけではなく、例え事実審において勝
訴したからといって保護すべき法的地位の安定性までがある
とは言えない。 
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5-3. 審決の確定の範囲等に係る規定の整備 

改正の概要*2 

権利内容の迅速な確定等のため、特許権の有効性の
判断等を特許権の一部（請求項）ごとに行うための規
定を整備する。 
 

改正の背景*3 

 平成２０年最高裁判決（最判20.7.11（平19（行ヒ）318） 
発光ダイオード事件）では、攻撃防御の均衡を図る観点
から、特許異議の申立て（無効審判の請求も同旨）に対
する防御手段としての実質を有する「特許請求の範囲の
減縮を目的とする訂正」については、訂正の対象となっ
ている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきと判
示（請求項基準説）。 
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 近時の知財高裁決定等では、無効審決は請求項ごとに可分な
行政処分であって、請求項ごとに部分的に確定すると判示。 

 審決の確定及び訂正の許否判断については、明文の規定が
なく、裁判例の解釈に基づいた制度運用が行われているが、 

① 無効審判が請求されていない請求項についての訂正請求
における訂正の許否判断 

② 複数の請求項に関連する明細書についての訂正請求にお
ける訂正の許否判断 

③ 訂正審判における訂正の許否判断 

に関しては、近時裁判例解釈の射程外であったり、下級審で
解釈が分かれたりしており、これを請求項ごとに扱うのか、一
体不可分で扱う（一体不可分説）のかが不明確。 
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5-3. 審決の確定の範囲等に係る規定の整備 



 最判20.7.11（平19（行ヒ）318）では、訂正審判については
一体不可分として取扱うことが予定されていると、傍論で
示した。 

 訂正の許否判断及び審決の確定について請求項ごとの
扱いをする部分が生じたが、以下の①、②の場合、特許
登録原簿の審決確定経緯を追いつつ、訂正前後の複数
の明細書等を参照しなければならず、権利範囲の把握
のための負担が増える。 

 

① 訂正が認められた複数の請求項間で確定の時期が異なっ
た場合 

② 訂正の許否判断が複数の請求項間で異なった場合 

72 

5-3. 審決の確定の範囲等に係る規定の整備 



 以下の③、④では、明細書等の組み替えを行ったとして
も、同じ請求項や明細書の段落について、複数の明細書
等を読み分けなければならない。 

③ 被従属項と従属項とが確定時期の異なる別の明細書等に
それぞれ記載されている場合。 

④ 明細書の束が発生する場合。 
 

 明細書等の一覧性の確保といったわかりやすい公示に
一定の配慮をしたうえで、特許無効審判における訂正の
許否判断及び審決の確定を、請求項ごとに行うことを前
提とする制度を整備する。 

 訂正に係る制度の一貫性を図るため、訂正審判につい
ても請求項ごとの扱いを行う。 
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被従属項と従属項
とが確定時期の異
なる別の明細書等
にそれぞれ記載さ
れている場合 

 

 

明細書の束が発生
する場合 
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明細書等の一覧性が欠如している例*3 



特許法 改正条文 

（訂正審判） 

第百二十六条 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。 

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 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時から
その審決（請求項ごとに請求がされた場合にあつては、そ
の全ての審決）が確定するまでの間は、請求することがで
きない。 
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第百二十六条 

３ 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。 

４ 願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、
請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当
該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て（前項後段の規
定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場 
合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む
一群の請求項の全て）について行わなければならない。 
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一群の請求項とは？ 

典型的には独立項とその従属項。 
 

カテゴリの異なる請求項どうしは、おそらく一群
の請求項に該当しないと思われる。 

⇒物の請求項については減縮して権利を維持し
たいが、方法の請求項は無効になっても構わない
ケースが考えられるため。 
 

疑問点 

請求項ごとに訂正請求した場合、手数料はどうなるのか？ 
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（特許無効審判における訂正の請求） 

第百三十四条の二 特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しく
は第二項、次条、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二
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。 

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 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、特許無効審判が請求項ごとに請求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。 
３ 前項の場合において、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。 
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第百三十四条の二 

７ 第一項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正し
た明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の四第一項の
補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この
場合において、第一項の訂正の請求を第二項又は第三項の規定によ
り請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求
を取り下げなければならない。 
８ 第百五十五条第三項の規定により特許無効審判の請求が請求項
ごとに取り下げられたときは、第一項の訂正の請求は、当該請求項ご
とに取り下げられたものとみなし、特許無効審判の審判事件に係る全
ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に係る同項の訂正
の請求は、全て取り下げられたものとみなす。 
 

 訂正請求の取り下げについても、明文の規定が設けられ
た。第１５５条第４項で、訂正審判にも同様の規定あり。 
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特許法 新設条文 

（審決の確定範囲） 
第百六十七条の二 審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、次の
各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定
する。 
一 請求項ごとに特許無効審判の請求がされた場合であつて、一群
の請求項ごとに第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた場
合当該一群の請求項ごと 
二 一群の請求項ごとに訂正審判の請求がされた場合当該一群の請
求項ごと 
三 請求項ごとに審判の請求がされた場合であつて、第一号に掲げる
場合以外の場合当該請求項ごと 
 

⇒一群の請求項ごとに、訂正・訂正審判の請求がされた
場合、審決も一群の請求項ごとに確定する。 
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（参考）商標法 新設条文 

（決定の確定範囲） 
第四十三条の十四 登録異議の申立てについての決定 
は、登録異議申立事件ごとに確定する。ただし、指定商
品又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議の申立
てについての決定は、指定商品又は指定役務ごとに確
定する。 
 

（審決の確定範囲） 
第五十五条の三 審決は、審判事件ごとに確定する。た
だし、指定商品又は指定役務ごとに請求された第四十六
条第一項の審判の審決は、指定商品又は指定役務ごと
に確定する。 
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改正の概要*2 

紛争処理の適正化のため、確定審決の当事者等以外の
者による同一事実・同一証拠に基づく無効審判請求を認
める。 

改正の背景*3 

 無効審判は職権で審理するものであるが、請求人の主
張の巧拙により審決の結論が変わる可能性が否定しき
れない。 

 特許有効の審決が既に確定したことのみを理由に、当
該審判に関与していなかった第三者に対しても、同一の
事実及び同一の証拠に基づいて、特許の有効性につい
て審判や裁判で争う権利が制限されるのは不合理。 
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改正の背景（続き） 

 民事訴訟の判決の効果は当事者のみに及ぶことが原
則であるが、特許法については審決確定の効果を第三
者に及ぼすことの必要性は必ずしも強くない。 

 審判の手続保障も、「職権主義の採用」は認められる
が、「当事者適格の限定」、「第三者の訴訟参加」、「第
三者による再審」の点で必ずしも十分ではない。 

 特許権侵害訴訟において無効の抗弁が認められた後
でも、特許有効審決が確定登録されれば、同一の事実
及び同一の証拠によっては何人も無効審判請求がで
ないため、実質的に利用できない特許を対世的に無効
にできず、公益上の問題が生じる。 
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 現行法の第１６７条はオーストリア特許法旧第１４６条の
規定を導入したものであるが、オーストリアにおいては
裁判を受ける権利を定めた憲法に違反するとの判決を
受けて、当該規定は１９７０年に廃止されている。*7 

 

「瑕疵ある特許処分がされなければ何人も自由に利用で
きる技術を特許権の存続期間中独占させる弊害の重大性
に鑑みれば、無効審判請求をする第三者の固有の利益・
裁判を受ける権利の尊重こそ憲法の精神に合致するもの
というべきである。」 

（特許判例百選 第三版 ４８ 牧野）*10 
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特許法 改正条文 

（審決の効力）  

第百六十七条 特許無効審判又は延長登録無効審
判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、
同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を
請求することができない。 
 

当事者等へ公示は不要のため、「審決の確定登録」とい
う要件は削除。民事訴訟法の既判力と似た規定に改正。 

第１６７条は実用新案法第５２条、意匠法第５６条でも準
用。商標法では、無効審判と取消審判で準用（第５６条）。 
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（参考）民事訴訟法 既判力と参加的効力 

（確定判決等の効力が及ぶ者の範囲） 

第百十五条 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。 
一 当事者 
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人 
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人 
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者 
２ 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。 
 

（補助参加人に対する裁判の効力） 

第四十六条 補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対
してもその効力を有する。 
一 前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかった
とき。 
二 前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。 
三 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。 
四 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしな
かったとき。 
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ただし、現行法第１６７条の規定は、実務上それほ
ど問題とはならない。 
 

（１）請求人甲  証拠：文献X＋文献Y 

  ⇒無効審判請求不成立、審決確定登録 
 

 

（２）請求人乙 証拠：文献X＋文献Y＋周知技術α 
  ⇒無効審判請求可能 

※同一の事実、同一の証拠ではない！ 

  信義則にも反しない。 
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６．その他の改正事項 

特許法第１７８条第１項の改正 

• 訂正の請求書却下決定も、審決等取消訴訟の対象
に。 

 

商標法第４条第１項の改正 

• 第１３号は廃止（第１３号は欠号） 

ただし、周知・著名商標と類似関係にある商標登録出
願は、第１３号が廃止されても、第１０号等で拒絶され
る。 

• 第９号は商標法第９条と同様の改正 

⇒「特許庁長官の定める基準に適合するもの」 

88 



今後改正が予想される事項 

○無効審判と無効の抗弁（ダブルトラック） 

◎特許を受ける権利の質権設定 

◎外国語書面出願の言語拡張（PLT準拠) 

△職務発明訴訟における秘密保持命令 

△専用実施権制度の見直し 

△差止請求権の制限 

○裁定制度の改正 

○音響商標（サウンドマーク） 

△匂いの商標 

△アミカスブリーフ制度 
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ご清聴ありがとうございました。 
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