
第�版 はしがき

平成24年に第�版を上梓してから�年余り経過したが、この間に特許法は�回

の改正が行われ、特許異議申立制度の復活、救済措置の拡充、職務発明制度の改

正等が行われた。またこの間に重要判例も出現し、多くの新しい学説も公表され

ているので、ここに第�版を出版することにした。

特許法は完結した�つの法典ではあるが、社会的には単独で存在するものでは

なく、社会の歯車の�つに過ぎない。特許法は、契約、M&A、独禁事件、租

税事件等において問題となるケースもあり、その解釈においては、民法は勿論の

こと、憲法、独禁法、税法、商法等も視野に入れておかねばならない。また特許

制度が果たす役割も、時代とともに変化し、特許制度を取り巻く諸状況にも大き

な変化が見られる。たとえば環境問題、南北問題、人権問題、生命倫理問題等は、

従来は特許制度とは縁が遠いと考えられていたが、現在ではそれらを睨んだ立法

や解釈が必要となる。

また特許制度の存在意義については経済学者を中心に議論されてはいるが、法

学者の間では未だそれほど議論が進んでいない。法学的観点からすれば、特許法

はパリ条約やWTOの TRIPS 協定等により義務づけられている所与の存在であ

り、それを如何にして社会の実態にあった合理的な解釈をするか、あるいは改正

をするか、という点に精力を集中することになる。しかし今後はミクロ経済学、

行動経済学、統計学、社会心理学等とのコラボも必要となるであろう。

近年の若い学者の活躍には目覚しいものがあり、新しい方法論や学説も多々現

れつつあり、従来型の解釈論だけではなく、新たな研究も盛んになり、将来の特

許法学の発展が楽しみである。このようなことを考えながら改訂作業を行ったが、

本書は特許法の体系書であるので、解釈論を中心として執筆せざるを得ないもの

の、解釈論の背後には特許制度の存在意義についての深い洞察がなければならな

いと考えている。
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本書は第�版からかなりの時間が掛かってしまったが、その間、暖かく見守っ

てくださった弘文堂の鯉渕友南社長、鯉渕年祐会長には心から感謝するとととも

に、綿密な校正をして下さった清水千香さんには心から御礼申し上げる。また面

倒な校正をして頂いた秘書の武内宏美さんにも心からの感謝を申し上げる。

2015年10月

中 山 信 弘
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なければ、拒絶査定さ
�)

れる。

拒絶査定に対する行政不服審査法による不服申立てはできず、不服ある場合は、

拒絶査定謄本送達後�月以内に拒絶査定に対する不服審判を請求しうる（121条）。

特許査定または審決の謄本の送達の日から30日以内に、第�年から第�年まで

の各年分の特許料（107条）の納付またはその納付の免除もしくは猶予があったと

きは、特許権設定登録がなされ（66条�項）、特許原簿に記載されるとともに、特

許公報に掲載される。設定登録を受ける者は特許料を納付しなければならないが、

その納付期間経過後であっても、�月以内は特許料と同額の割増料を支払って追

納ができる（112条�項・�項）。その期間内に納付がないと、その出願はq及して

消滅する（同条�項）。また第�年以降の各年分の特許料は、前年以前に納付しな

ければならないが（108条�項）、平成23年改正で、納付できなかったことに正当

な理由があるときは、その理由のなくなった時から�月以内でその期間経過後�

年以内に限り追納し、消滅した特許権を回復させることができるようになった

（112条の�）。その回復した特許権の効力を制限する規定も設けられている（112条

の�）。

資力に乏しい者については減免措置がある（109条）。利害関係人は、納付義務

者の意に反しても納付でき、納付義務者が現に利益を受ける限度で、納付すべき

人に費用の償還を請求することができる（110条）。実施権者や質権者が、納付で

きる人の例である。

�つ以上の請求項に係る特許は原則として�つの特許として扱われるが、無効

審判や訂正審判等のように185条で特別の規定のある場合には、請求項ごとに扱

われる。
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�） 東京高判平14年�月31日判時1804号108頁（複合軸受モータ事件）では、大量の出願の迅速な審

査をする要請から、�つの請求項に拒絶理由があればその出願全体を拒絶査定することを認めたう

えで、その他の請求項に係る発明については、拒絶理由通知の制度並びにその前後の所定の期間内

における補正や分割出願の制度により適切な対応をすることが可能であり十分な手続的担保がなさ

れている、と述べている。



第�節 異議・審判・再審・判定

第�款 異議申立制度

第�項 従来の異議制度

大正10年法で特許付与前異議申立制度が設けられ、それが昭和34年改正に引き

継がれて、出願公告から�月以内であれば何人も異議を申し立てることができ

（平成�年改正前57条）、審査官はその異議を参照して最終的な判断を下すことがで

きた。特許付与前異議制度においては、広く一般から情報を集めることができる

ため、無効理由を含んだ瑕疵ある特許の登録を少なくすることができ、法的安定

性に資するものであった。ただこの制度の最大の短所は、異議申立てがあると審

査が遅延し、登録までに長時間かかる場合が多いという点である。多数の異議が

申し立てられると、審査が著しく遅延する例も稀ではなく、審査期間を引き延ば

すための濫用的なものも少なくなかったといわれていた。諸外国において特許付

与前異議制度のある国は少ないため、わが国の付与前異議制度は、審査遅延の原

因となっているとの国際的批判にも晒されていた。

平成�年改正法のための工業所有権審議会答申には「異議申立制度と無効審判

制度との関係を明確にしつつ、両者を併存させる必要がある」と記載されており、

平成�年改正で特許付与前異議制度を廃し、無効審判は維持したまま、特許付与

後異議制度が導入された。無効審判は主として当事者の紛争解決のために利用さ

れる制度であるために当事者主義が採用されている。それに対し異議申立制度は、

一般からの申立てを待って行われるものではあるが、特許権の信頼性を確保する

ために特許庁自らが特許付与の適否を再度判断するものであり、両者の審理構造

は異なるために併合はできなかった。そのため異議申立てを行った後に無効審判

が請求されることもあり、特許権者としてはその双方に対応せざるをえず、事件

の解決までに長期間を要し、紛争の一回的解決の妨げにもなっていた。

しかしこの特許付与後異議制度は、一度成立した特許を消滅させるという点に

おいて事実上無効審判と重複するものであり、平成15年にこの特許付与後異議制

度も廃止され、それと同時に無効審判の改革も行われた。その結果異議事件のか
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なりの部分は無効審判に流れると予測されていたが、無効審判請求は一時的な増

加はみられたものの、結果的に無効審判請求の数は増えなかった。つまり事前の

予想に反し、それまでの付与後異議申立てが無効審判に吸収されることなく、従

来であれば付与後異議により消滅したはずの特許出願がそのまま無効理由を含ん

だ瑕疵ある特許権として生き残り、特許権の信頼性が下がることとになり、無用

な特許紛争を招く原因にもなっていたといわれて
�)

いた。異議申立制度は基本的に

は特許庁自らが行う手続であるため、異議申立人の負担が軽く済んでいたが、無

効審判制度に一本化されたために、特に中小企業や大学にとっては無効審判にか

かる費用負担が大きい。

第�項 平成26年改正の異議申立制度

現在では先行技術文献、特に外国語文献が飛躍的に増加しているために、特許

庁だけで正確な審査を行うことが難しくなっており、第三者の有する情報を活用

する必要性がある。付与後異議申立制度廃止後は、特許付与前情報提供制度（特

施規13条の�）の利用が増え、それが質の高い審査の一助となっているが、近年審

査の早期化により出願公開前に特許となる数が増え（年間5,000件超）、それらにつ

いて特許付与前情報提供制度は機能しない。以上のような情況の変化を背景に、

平成26年改正により、平成�年の付与後異議申立制度を改善し、「特許異議の申

立て制度」（付与後レヴュー制度）が創設された（第�章113条〜120条の�）。

付与後異議制度は特許権設定後の見直し手続であるから、審査のやり直しでは

ないが、審判合議体が審理手続として行う（114条�項）。瑕疵ある特許権を生み

出さないという観点から、異議申立ては何人でも請求できるとされているが、そ
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�） ちなみに、従前の特許付与後の異議申立制度における審理の結果をみると2003年に結論が出され

たもの3,055件のうち、特許が維持されたものは671件（22％）、訂正が認められた上で特許が維持

されたものは1,186件（39％）、特許が取り消されたものは1,136件（37％）であり、かなりの部分

が取り消し、または訂正した上で維持されており、これらが瑕疵あるまま存続していると推測され

る（産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会報告書「強く安定した権利の早期設定及びユ

ーザーの利便性向上に向けて」〔平成25年�月〕�頁）。ちなみに平成16年改正で特許無効の抗弁が

認められるようになったので（104条の�）、第三者（被疑侵害者）としては、異議申立てにより事

前に特許権を潰しておく必要性は、以前よりは低くなった。



の異議理由は公益的事由のみであり、113条�号から�号に限定列挙されている

（たとえば新規性・進歩性欠如、違法な補正等）。裏から見れば、権利の帰属に関する事

由（冒認出願や共同出願違反）は異議理由とはならない。他人の権利の帰属問題に

つき、第三者による異議申立てを認めることは妥当でないからである。

平成26年改正法では、特許掲載公報の発行の日から�月以内に
�)

限り、特許庁長

官に対し、何人も特許異議の申立てをすることができるとされた（113条柱書第�

文）。この場合、�以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに異議の申

立てができ（同条柱書第�文）、原則として異議申立事件ごとに確定する（120条の

	）。無効審判は原則として口頭審理であるのに対し（145条）、異議申立ての審理

は書面審理による（118条�項）。特許権についての利害関係者は参加することが

できる（119条）。異議申立書の補正は、原則として要旨変更をするものであって

はならない（115条�項）。

審判長は、特許の取消決定をしようとするときは、特許権者および参加人に対

し、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（120条の�第�項）。その期間に特許権者は明細書・特許請求

の範囲・図面につき、一定の範囲（同条�項�号から
号）で訂正の請求ができる。

また、特許権者から訂正の請求があったときは、特許異議申立人に対し意見書を

提出する機会を与えなければならない（同条�項）。訂正審判は、特許異議の申立

てが特許庁に係属した時からその決定確定するまでの間は、請求することができ

ない（126条�項）。

審判官は、異議理由に該当すると認めるときは当該特許を取り消すべき旨の決

定（取消決定）を（114条�項）、認めないときは当該特許を維持する旨の決定をし

なければならない（同条
項）。取消決定については行政不服審査法による不服申

立てはできず（195条の
）、不服ある場合には東京高等裁判所（知的財産高等裁判

所）に出訴することになる（178条�項）。取消決定が確定すると、当該特許権は最
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�） 国際的には�月以内としている例が多い（欧州特許条約の付与後異議、米国の付与後レヴュー、

ドイツの付与後異議改正案における申立期間）。産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会

報告書「強く安定した権利の早期設定及びユーザーの利便性向上に向けて」〔平成25年�月〕16頁

は、「当事者の書面による主張を審判合議体による職権審理により補い得ることで申立人の負担が

軽減されていることを踏まえ、特許権者の負担軽減、権利の早期安定化の観点から、�か月とする

ことが適切である」と述べている。


