
 
平 成 ２ ６ 年 （ 行 コ ） 第 １ ０ ０ ０ ４ 号 ， 同 第 １ ０ ０ ０ ５ 号  

 行 政 処 分 取 消 義 務 付 け 等 請 求 控 訴 事 件 ， 同 附 帯 控 訴 事 件  
（ 原 審  東 京 地 方 裁 判 所 平 成 ２ ４ 年 （ 行 ウ ） 第 ５ ９ １ 号 ）  

 
花 田 特 許 事 務 所  

弁 理 士  花 田  健 史  
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事案の概要  

1.  Ｘ１及びＸ２（原告ら・被控訴人ら。以下単に「Ｘ」という。）は、名称を「１－［（６，７－置換－アルコキシキノキサリニル）アミノカル
ボニル］－４－（ヘテロ）アリールピペラジン誘導体」とする発明について共同で特許出願をし、審査において拒絶査定を受けたので、拒絶査定
不服審判の請求をし、これと同日付けで特許請求の範囲について補正をしたところ、前置審査において特許査定を受けた。 

2.  Ｘは、特許査定を取り消すことについて特許庁長官に対して行政不服審査法による異議申立てをしたところ、特許庁長官は、Ｘの異議申立てを
却下する決定をした。 

3.  Ｘは、国（被告・控訴人）を被告として、東京地方裁判所に対し、特許査定の取消しの訴え、特許査定の無効確認の訴え、異議申立て却下決定
の取消し等を求めて、抗告訴訟を提起した。 

4.  東京地方裁判所はＸの請求の一部を認める判決をしたところ、国は東京高等裁判所（知的財産高等裁判所）に控訴し、Ｘも附帯控訴した。 

5.  知的財産高等裁判所は、国の控訴を認めて原判決を取り消し、Ｘの附帯控訴のいずれも却下ないし棄却する判決をした。 
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特許庁（行政）に対する手続  

審査（特願2007-542886） 

平成17年10月18日 外国語特許出願（PCT/KR2005/003463) 

平成19年05月17日 国内書面 

平成19年07月17日 国際出願翻訳文提出書 

平成19年08月07日 手続補正書（第１次補正。請求項11～19追加） 

平成19年08月07日 出願審査請求書 

平成20年03月25日 手続補正書（第２次補正。請求項１変更） 

平成20年06月19日 国内公表（特表2008-520653） 

平成22年07月20日 拒絶理由通知書（29条１項３号及び29条２項） 

平成23年01月20日 意見書＋手続補正書（第３次補正。請求項１変更） 

平成23年02月14日 拒絶査定(29条２項) 

平成23年02月21日 拒絶査定謄本送達 

 

平成23年06月08日 電話面接（記録なし） 

 

拒絶査定不服審判（不服2011-013053） 

平成23年06月20日 審判請求書＋手続補正書（本件補正。請求項１変更） 

平成23年08月04日 審査前置移管 

平成23年10月31日 特許査定（本件特許査定。前置登録）［処分］ 

平成23年11月07日 特許査定謄本送達（出訴期間起算日） 

 

平成23年12月07日 期間延長請求書 

平成24年01月06日 上申書 

 

行政不服審査法に基づく異議申立て（20120329行服特許第2号） 

平成24年01月06日 異議申立て 

平成24年04月26日 異議申立て却下決定［裁決］ 

平成24年04月27日 異議申立て却下決定謄本送達（出訴期間起算日） 
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裁判所（司法）に対する手続～その後  

第一審（平成24年(行ウ)第591号。原審） 

平成24年08月27日 行政事件訴訟法による抗告訴訟の提起（東京地裁） 

平成26年03月07日 判決言渡［一部認容（処分等取消）］（原判決） 

 

第二審（平成26年(行コ)第10004号・同第10005号。本件） 

平成26年03日 ？日 控訴（原告）（知財高裁） 

平成27年06月10日 判決言渡［却下・棄却］（本判決） 

 

第三審（平成27年(行サ)第10020号・平成27年(行ノ)第10030号） 

平成27年07月21日 上告・上告受理申立 

平成29年01月24日 上告棄却決定・上告不受理決定（本判決確定） 

 

平成29年01月25日 特許料納付書 

平成29年03月03日 特許権設定登録（特許第6097946号） 

 

 

 

訂正審判（訂正2017-390124） 

平成29年07月10日 審判請求書 

平成30年01月10日 訂正拒絶理由通知書 

平成30年03月02日 意見書 

平成30年04月19日 審理終結通知書 

平成30年05月16日 審決［請求不成立］ 

 

訂正請求不成立審決に対する取消しの訴え（平成30年（行ケ）第10133号） 

平成30年09月12日 審決に対する訴え提起  

 

～ 現在係属中 

 

4 



本願発明（第二次補正）と引用発明  

本願発明（第二次補正後の請求項１に係る発明） 

  下記化学式１で表される１－［（６，７－置換－アルコキシキノキ
サリニル）アミノカルボニル］－４－（ヘテロ）アリールピペラジン誘
導体又は薬剤学的に許容可能なそれらの塩。 

 

 

 

前記化学式１において、Ｘ及びＹは各々ＮまたはＣ－Ｒ7であり、Ｒ1及
びＲ2は各々水素原子、Ｃ1－Ｃ3アルコキシ、Ｃ1－Ｃ3アルキルまたは
ハロゲンであり、Ｒ3はＣ1－Ｃ3アルキルであり、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6及びＲ
7は各々水素、Ｃ1－Ｃ3アルコキシ、Ｃ1－Ｃ3アルキル、Ｃ1－Ｃ3ハロ
アルキル、Ｃ1－Ｃ3アルキルカルボニル、ハロゲン、シアノまたはニト
ロである。 
「癌を含む過剰増殖性疾患の治療に有効である。」（本願明細書の段落
【０２６０】） 

 

 

引用発明（引用文献３：特表2002-538153号公報に記載の実施例36） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
本願発明にいう「R1」及び「R2」が水素（置換されていない） 

キノキサリン環 
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拒絶理由通知書  

理由１（請求項１：29条1項3号：特表2002-538153号公報）の概要 

 本願発明は、特表２００２－５３８１５３号公報（「引用文献３」）
に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、
特許を受けることができない。 

備考）引用文献３には、本願の化学式１に該当する化合物が記載され、
さらに該化合物が抗腫瘍活性を示すことも記載されている（化合物：実
施例３６等、抗腫瘍活性：段落【０３３２】～【０３３４】）。 

 

理由２（請求項１：29条2項：特表2002-538153号公報）の概要 
 本願発明は、引用文献３に記載された発明に基いて、その出願前にそ
の発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明
をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定によ
り特許を受けることができない。 

 

 

  

 

備考）請求項１・・・に係る発明と引用文献３に記載された発明を対比
すると、同項に係る発明はキノキサリン環の６位、７位の置換基として
アルコキシ、アルキル、ハロゲンといった水素原子以外の官能基を有す
る化合物が含まれる点で、引用文献３に記載された発明と相違する。 
 しかしながら、創薬化学の技術分野において、活性向上を期待して、
中心骨格構造を固定し、その周辺の置換基を種々改変した化合物を創製
することは、当業者が一般的に行う技術的事項に過ぎないから、引用文
献３記載のキノキサリン化合物において、キノキサリン環の６位、７位
にアルコキシ、アルキル、ハロゲンといった創薬化学で汎用される置換
基を導入した化合物を創製し、その抗腫瘍活性を確認することは、当業
者が容易に想到するものである。また、明細書の記載をみても、本願発
明の奏する効果が当業者にとって進歩性を推認するに足る格別顕著なも
のとは認められない。 
 
 審査官は、相違点に係る構成の容易想到性を判断した上で、更に効果
の顕著性について判断しているように伺われる。 
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第３次補正、及び、意見書  

理由１（請求項１：29条1項3号：特表2002-538153号公報）に対して 

 第３次補正により末尾に以下の事項を追加した上で、相違点を主張。 

ただし、Ｒ1及びＲ2が同時に水素原子であることはない。 

↓ 

 引用文献３に記載された化合物のいくつかのものは、キノキサリン環
を有していますが、・・・Ｒ1とＲ2とが融合してCH=CH-CH=CH等の
Ｃ3～Ｃ4不飽和環を形成しており、本願発明で規定するような置換基を
有するものではありません。・・・ 

  

 

  

 

理由２（請求項１：29条2項：特表2002-538153号公報）に対して 

 試験結果に基づいて、効果の顕著性を主張。 

・・・キノキサリン環の６位、７位にアルコキシ、アルキル、ハロゲン
等の置換基を導入した本願発明の化合物は当業者が予測し得ない程度の
優れた抗腫瘍効果を奏するものです。 
 
 

キノキサリン環 

構造 
癌細胞 

成長抑制 

化合物10 
（本願明細書） 0.023 

実施例42 
（引用文献３） 0.050 

実施例36(引用文献3) 
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拒絶査定  

 拒絶査定は、理由１又は理由２のうち理由２を引用し、理由２が解消
されていない根拠として、以下の認定判断を示した。 

 確かに意見書中の比較試験結果に使用される本願発明の化合物１０は、
引用文献３の化合物４２に比して優れた抗腫瘍活性を示すものと認めら
れる。 
 しかしながら、本願明細書の表２に記載される薬理試験結果をみると、
引用文献３の化合物４２と同程度の活性又は劣る活性を示す化合物も存
在する（例えば化合物５２，７３，１１５，１３６，１５７，１７２，
１９３など）ことから、化学式１で表される化合物全体についてまで格
別顕著な効果を奏するものと認めることができない。 

 「Ｒ1及びＲ2が同時に水素原子であることはない。」、すなわち、単
にＲ1又はＲ2のいずれかが置換されているに過ぎない場合には、顕著な
効果を奏しないものも含まれてしまう。 
 さらに、仮に「R1はフッ素であり」とした場合であっても、化合物
172が含まれてしまうことに変わりない。  

    
  ヒトの癌細胞 

成長抑制実験 
化合物中の置換基 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 X Y 

化合物10 0.023 F H Me Me H Me C-H C-H 

実施例42 0.050 H H Me Me H Me C-H C-H 

化合物52 0.050 Me H Me Me H Me C-H C-H 

化合物73 0.057 MeO H Me Me H Me C-H C-H 

化合物115 0.13 H Cl Me Me H Me C-H C-H 

化合物136 0.045 H Me Me Me H Me C-H C-H 

化合物157 0.41 H Meo Me Me H Me C-H C-H 

化合物172 0.70 F F Me Me H Me C-H C-H 

化合物193 0.65 MeO MeO Me Me H Me C-H C-H 
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本件補正、及び、審判請求書  

本願発明（本件補正後の請求項１に係る発明） 
  下記化学式１で表される１－［（６，７－置換－アルコキシキノキ
サリニル）アミノカルボニル］－４－（ヘテロ）アリールピペラジン誘
導体又は薬剤学的に許容可能なそれらの塩。 
 
 
 
 
前記化学式１において、 
Ｘ及びＹは各々ＮまたはＣ－Ｒ7であり、 
Ｒ1はフッ素であり、 
Ｒ2は塩素であり、 
Ｒ3はＣ1－Ｃ3アルキルであり、 
Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6及びＲ7は各々水素、Ｃ1－Ｃ3アルコキシ、Ｃ1－Ｃ3ア
ルキル、Ｃ1－Ｃ3ハロアルキル、Ｃ1－Ｃ3アルキルカルボニル、ハロゲ
ン、シアノまたはニトロである。ただし、Ｒ1及びＲ2が同時に水素原子
であることはない。 

 

審判請求書 
・・・補正により、本願発明の化合物は、本願明細書の表２に記載され
る薬理試験結果において、当業者が予測し得ない程度の優れた抗腫瘍活
性を奏するもの及びこれらと同視される化合物に限定され、審査官殿が
指摘された、「引用文献３の化合物４２と同程度の活性又は劣る活性を
示す化合物（例えば化合物５２，７３，１１５，１３６，１５７，１７
２，１９３など）」は明確に排除されています。 
 

参考図 

 

 
 
 
  

 なお、R1がフッ素、R2が塩素である化合物は、化合物10を含むもの
でもなく、また、本願明細書の実施例に記載されたものでもなかった。 
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特許査定  

特許査定（本件特許査定。前置登録） 

［前置審査］ 
 原査定を取消す。 
 この出願については、拒絶の理由を発見しないから、特許査定をします。 

  なお、本件特許査定に係る特許査定書には、同査定について審査請求を
することができる旨の教示は記載されていなかった。 
 また、J-platpatの記録をみる限り、審判請求から特許査定までの間に
手続補正書の取下げや撤回が上申されたとの事情も存在しなかったよう
である。 
  
 

（参考）上申書 

・・・本件特許査定につきましては、その審査過程における審査上の瑕
疵が存在していたため、本件特許査定の取消・撤回を求める＜行政不服
審査法による異議申立書＞を、平成２４年１月６日に提出いたしました。 
 つきましては、本件特許査定に基づく特許設定登録料の納付期限を、
上記＜行政不服審査法による異議申立書＞についての決定がなされるま
で、保留して、本件特許出願についての却下処分をなされないよう上申
する次第です。 
・・・ここで、特許設定登録料を納付してしまうと、特許が付与され、
特許査定が確定してしまい、その撤回を求めることがあたわざるものと
なってしまい、出願人の適正な権利取得が阻害されてしまうことになり
ますので、上申の趣旨通りのご猶予をお願い申し、上申する次第であり
ます。 
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行政不服審査法による異議申立て、及び、その却下決定  

異議申立人が主張した異議申立ての理由（原判決摘示） 

 審査官は，実際にされた補正の内容が真実は出願人と合意に至ったも
のではなく，審査官自らがその進歩性を認めた本願発明１０の化合物が
包含されない記載内容であるにもかかわらず，出願人と合意した内容の
ものであると誤信し，特許査定したものである・・・ 

 

特許庁長官が異議申立てを却下した理由（原判決摘示） 

 特許査定について行服法により異議申立てをすることは，特許法１９
５条の４（平成２３年法律第６３号による改正前のもの。）及び行服法
４条１項に違背し不適法である・・・。 

 

なぜ、原告は、行政不服審査法による異議申立てしたのだろうか？ 

特許法（平成23年6月8日法律第63号による改正前のもの） 

（行政不服審査法による不服申立ての制限） 
第百九十五条の四 査定又は審決及び審判又は再審の請求書の却下の決
定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないことと
されている処分については、行政不服審査法による不服申立てをするこ
とができない。 
 

旧・行政不服審査法（昭和37年9月15日法律第160号)  

第四条 行政庁の処分（この法律に基づく処分を除く。）に不服がある
者は、次条及び第六条の定めるところにより、審査請求又は異議申立て
をすることができる。ただし、次の各号に掲げる処分及び他の法律に審
査請求又は異議申立てをすることができない旨の定めがある処分につい
ては、この限りでない。  
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本件に適用される法律  

本件に関係する法律及び手続の一覧 

平成17年04月01日 特許法：平成16年12月1日法律第147号〔民法の一部を改正する法律〕施行 

平成17年04月01日 行政事件訴訟法：平成16年法律第84号［行政事件訴訟法の一部を改正する法律］施行 

平成17年10月18日 本件特許出願の「特許出願の日」 

平成17年11月01日 特許法：平成17年6月29日法律第75号〔不正競争防止法等の一部を改正する法律〕施行 

平成19年04月01日 特許法：平成18年6月7日法律第55号〔意匠法等の一部を改正する法律〕施行 
          （特許出願の分割）に関する規定の改正。特許法44条1項が改正され、特に同項2号及び3号が追加された。 

平成23年10月31日 本件特許査定［処分］の「査定の日」 

平成24年04月26日 異議申立て却下決定［裁決］の「決定の日」 

平成28年04月01日 行政不服審査法（平成26年6月13日法律第68号）施行 

平成28年04月01日 特許法：平成26年6月13日法律第69号〔行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律〕施行 
          （不服申立てと訴訟との関係）に関する規定の改正。特許法184条の２の削除。 
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特許出願の分割に関する規定  

手続の経緯（抜粋） 

平成17年10月18日 外国語特許出願（PCT/KR2005/003463) 

平成19年04月01日 平成18年6月7日法律第55号改正法の施行 

平成23年10月31日 特許査定（前置登録） 

平成23年11月07日 特許査定謄本送達 

本件は、特許出願の分割をすることができない事案であった。 

― (特許出願の分割）に関する規定の変遷 ― 

特許法（平成18年6月7日法律第55号による改正前のもの） 

第四十四条 特許出願人は、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期間内に限り、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。 

 

特許法（平成18年6月7日法律第55号による改正後のもの） 

第四十四条 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・三（略） 
 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・・・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。  

平成18年6月7日法律第55号附則 

（特許法の改正に伴う経過措置） 
第三条  第二条の規定による改正後の特許法（以下「新特許法」とい
う。）・・・、第四十四条・・・の規定は、この法律の施行後にする特
許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、
なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 



行政事件訴訟法・行政不服審査法の規定  

行政事件訴訟法 

（処分の取消しの訴えと審査請求との関係） 
第八条 処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査
請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げな
い。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後
でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあ
るときは、この限りでない。 
２・３ (略) 

・・・ 
（取消しの理由の制限） 
第十条 (略) 
２ 処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決
の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴
えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。 
 
 

行政不服審査法（平成26年6月13日法律第69号による改正前のもの） 

（処分についての不服申立てに関する一般概括主義） 
第四条 行政庁の処分（この法律に基づく処分を除く。）に不服がある
者は、次条及び第六条の定めるところにより、審査請求又は異議申立て
をすることができる。ただし、次の各号に掲げる処分及び他の法律に審
査請求又は異議申立てをすることができない旨の定めがある処分につい
ては、この限りでない。 
 一 ～ 十一 (略) 
２ 前項ただし書の規定は、同項ただし書の規定により審査請求又は異
議申立てをすることができない処分につき、別に法令で当該処分の性質
に応じた不服申立ての制度を設けることを妨げない。 
 
 例えば、特許法は、「査定」につき行政不服審査法による不服申立て
をすることができないとしながらも（特195条の4）、別の不服申立ての
制度として、拒絶査定不服審判（特121条）を設けている。 
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自由選択主義・不服申立前置・裁決主義（一般）  

裁決主義 

自由選択主義（原則） 処分  

処分に対する審査請求 

処分の取消しの訴え 

裁決  

裁決の取消しの訴え 

処分の取消しの訴え 

不服申立前置（例外） 処分  

処分に対する審査請求 

処分の取消しの訴え 

裁決  

裁決の取消しの訴え 

処分の取消しの訴え 

 裁決主義（例外） 処分  

処分に対する審査請求 

処分の取消しの訴え 

裁決  

裁決の取消しの訴え 

処分の取消しの訴え 

×  

×  

×  

原処分主義（行訴10条2項） 

原処分主義（行訴10条2項） 
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特許法の規定  

特許法 

（拒絶査定不服審判） 
第百二十一条 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。 
２ (略) 

（審決等に対する訴え） 
第百七十八条 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。 
２～５ （略） 
６ 審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するも
のでなければ、提起することができない 

特許法（平成26年6月13日法律第69号による改正前のもの） 

（不服申立てと訴訟との関係） 
第百八十四条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処
分（第百九十五条の四に規定する処分を除く。）の取消しの訴えは、当
該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た
後でなければ、提起することができない。 

 なお、同条は、平成26年6月13日法律第69号による改正で削除された。 

特許法（平成23年6月8日法律第63号による改正前のもの） 

（行政不服審査法による不服申立ての制限） 
第百九十五条の四 査定又は審決及び審判又は再審の請求書の却下の決
定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないことと
されている処分については、行政不服審査法による不服申立てをするこ
とができない。 
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自由選択主義・不服申立前置・裁決主義（特許）  

拒絶査定  拒絶査定に対する審査請求 

拒絶査定の取消しの訴え 

審決  

審決の取消しの訴え 

×  

×  

処分が「特許出願却下」（「特許法195条の４に規定する処分」以外の処分）である場合 

処分が「拒絶査定」（「特許法195条の4に規定する処分」）である場合 

特許出願却下  
特許出願却下に対する審査請求 

特許出願却下の取消しの訴え 

裁決  

裁決の取消しの訴え 

特許出願却下の取消しの訴え 

特184条の2 

拒絶査定査定不服審判請求 

×  

拒絶査定の取消しの訴え ×  
特195条の4 

特178条6項 
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自由選択主義・不服申立前置・裁決主義（本件）  

特許査定  
特許査定に対する審査請求 

特許査定の取消しの訴え 

特許査定  
特許査定に対する審査請求 

特許査定の取消しの訴え 

裁決  

裁決の取消しの訴え 

特許査定の取消しの訴え 

×  

×  

（１）特許査定が「特許法195条の4に規定する処分」である場合 

（２）特許査定が「特許法195条の4に規定する処分」でない場合 

特195条の4 

特184条の2 
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自由選択主義・不服申立前置・裁決主義（本件）  

（１）特許査定が「特許法195条の4に規定する処分」である場合 
 特許査定の取消しの訴えについて、184条の２の規定は適用されない。 

↓ 
 特許査定の取消しの訴えを直ちに提起することができる（行訴８条１
項本文）。これに対し、行政不服審査法による不服申立てをすることは
できない（特195条の４）。 

↓ 
 特許査定についての異議申立て又は審査請求をすることなく、直ちに
特許査定の取消しの訴えを提起する。 
 
＊なお、この場合、自由選択主義、不服申立前置又は裁決主義のいずれ
にも該当しない類型となる。 
 

（２）特許査定が「特許法195条の4に規定する処分」でない場合 
 特許査定の取消しの訴えについて、184条の２の規定が適用される。 

 ↓ 
 特許査定の取消しの訴えは、特許査定についての異議申立て又は審査
請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができな
い（行訴8条1項ただし書）。 

 ↓ 
 特許査定についての異議申立て又は審査請求をし、その決定又は裁決
を経た後に、 
（２－１）特許査定の取消しの訴えを提起する。 

及び／又は、 
（２－２）決定又は裁決の取消しの訴えを提起する。なお、このとき、
裁決の取消しの訴えにおいて、裁決の違法のみを主張することができる
（行訴10条2項）。 

 特許査定が「特許法195条の4に規定する処分」であるか否かにかかわらず、 

特許査定の取り消しの訴えを提起できるものの、出訴期間が問題となり得る。  

19 



出訴期間に関する規定  

行政事件訴訟法 

（処分の取消しの訴えと審査請求との関係） 
第八条 処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査
請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げな
い。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後
でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあ
るときは、この限りでない。 
２ 前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、
裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。 
 一  審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないとき。 
 二 ・三 （略） 
３ （略）  

行政事件訴訟法 

（出訴期間） 
第十四条 取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇
月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由が
あるときは、この限りでない。 
２ （略） 
３ 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合・・・におい
て、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審
査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する
裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき・・・は、提起
することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでな
い。 
 

本件にあっては、処分（特許査定）の取消し訴訟の出訴期間の起算日は、本件が、 
（１）「処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合」に該当すれば、「裁決があったことを知った日」となり（行訴14条3項）、 
（２）「処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合」に該当しなければ、「処分があったことを知った日」となる（行訴14条１項）。 
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出訴期間に関する事実と規定  

前提となる事実 

平成23年11月07日 特許査定謄本送達 

平成24年04月27日 異議申立て却下決定謄本送達 

平成23年05月07日 行訴14条１項による出訴期限  

平成24年08月27日 行政事件訴訟法による抗告訴訟の提起 

平成23年10月27日 行訴14条3項による出訴期限 

 特許査定（処分）の取消しの訴えは、特許査定謄本送達日（処分が
あったことを知った日）から６箇月以内に提起しなければならない 
（行訴14条1項）。 
 ただし、特許査定（処分）につき異議申立て等をすることができると
した場合には、原告は、異議申立てをした者として、特許査定（処分）
の取消しの訴を、異議申立て却下決定（裁決があったことを知つた日）
から６箇月以内に提起すればよいことになる（行訴14条3項）。 

  

 

特許査定について 
異議申立てをすることができない 

特許査定の取消しの訴えの 
出訴期限を遵守していない 

行訴14条３項の規定は 
適用されない 

特許査定は特195条の4に規定する処分か 

特許査定について 
異議申立てをすることができる 

行訴14条３項の規定は 
適用される 

特許査定の取消しの訴えの 
出訴期限を遵守している 

はい いいえ 
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 特許査定が「特許法195条の4に規定する処分」であるか
否かにかかわらず、特許査定の取消し訴訟を提起すること

ができたであろう期間  

60日 
 

H23.11.07 
 特許査定 

謄本送達 

H24.01.06 
 

H24.04.27 
 異議申立て 

却下決定謄本送達 

H24.5.07 H24.08.27 

 

６箇月 

？ 
 

H24.10.27 
 異議申立て 

６箇月 

本件訴訟提起 
処分取消訴訟 
出訴期限日 

裁決取消訴訟 
出訴期限日 

処分取消訴訟 
出訴期限日 ＝ 

異議申立てに対する決定を経た後で、 
かつ、 

処分があったことを知った日から 
６箇月が経過していない期間 

  

＝ 

行訴14条1項 

行訴14条1項 

行訴14条3項 
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出訴期間と手続の関係   



請求の趣旨と、裁判所の判断  

 

  

請求の趣旨 訴訟類型 
裁判所の判断 

地裁 高裁 

主
位
的
主
張 

1 
 特許庁審査官が原告らに対し特許出願２００７－５４２８８６につき平成２３年１０月３１
日付け（平成２３年１１月７日発送）でした「原査定を取り消す。この出願については，拒絶
の理由を発見しないから，特許査定をする。」旨の特許査定が無効であることを確認する。 

処分の無効確認の訴え 棄却 棄却 

2  特許庁長官が，原告らに対し平成２４年４月２６日付けでした行政不服審査法による異議申
立て（２０１２０３２９行服特許第２号）を却下する旨の決定を取り消す。 裁決の取消しの訴え 棄却 棄却 

3 
 特許庁審査官（特許庁長官）は，特許庁審査官が原告らに対し特許出願２００７－５４２８
８６につき平成２３年１０月３１日付け（平成２３年１１月７日発送）でした「原査定を取り
消す。この出願については，拒絶の理由を発見しないから，特許査定をする。」旨の特許査定
を取り消さなければならない。（なお、控訴審において訴えの変更があった。） 

義務付けの訴え 
（申請型） 却下 却下 

予
備
的
主
張 

1 
 特許庁審査官が原告らに対し特許出願２００７－５４２８８６につき平成２３年１０月３１
日付け（平成２３年１１月７日発送）でした「原査定を取り消す。この出願については，拒絶
の理由を発見しないから，特許査定をする。」旨の特許査定を取り消す。 

処分の取消しの訴え 
認容  

［処分取消］ 
原判決取消 
却下 

2  特許庁長官が，原告らに対し平成２４年４月２６日付けでした行政不服審査法による異議申
立て（２０１２０３２９行服特許第２号）を却下する旨の決定を取り消す。 裁決の取消しの訴え 

認容 
［裁決取消］ 

原判決取消 
棄却 

3 
 特許庁審査官（特許庁長官）は，特許庁審査官が原告らに対し特許出願２００７－５４２８
８６につき平成２３年１０月３１日付け（平成２３年１１月７日発送）でした「原査定を取り
消す。この出願については，拒絶の理由を発見しないから，特許査定をする。」旨の特許査定
を取り消さなければならない。（なお、控訴審において訴えの変更があった。） 

義務付けの訴え 
（申請型） 却下 却下 
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行政訴訟の類型  

行政事件訴訟法 

（行政事件訴訟） 
第二条 この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴
訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。 

（抗告訴訟） 
第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に
関する不服の訴訟をいう。 
２ この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その
他公権力の行使に当たる行為（次項に規定する裁決、決定その他の行為
を除く。以下単に「処分」という。）の取消しを求める訴訟をいう。 
３ この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求、異議申
立てその他の不服申立て（以下単に「審査請求」という。）に対する行
政庁の裁決、決定その他の行為（以下単に「裁決」という。）の取消し
を求める訴訟をいう。 
４ この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の
存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。 
 

５ この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令
に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきで
あるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴
訟をいう。 
６ この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合におい
て、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟を
いう。 

一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされない
とき（次号に掲げる場合を除く。）。 
二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請
又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決
をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。 

７ この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は
裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合におい
て、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求め
る訴訟をいう。 
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行政訴訟の類型  

行政事件訴訟法 

（当事者訴訟） 
第四条 この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を
確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその
法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関す
る確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。 

（民衆訴訟） 
第五条 この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の
法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自
己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。 

（機関訴訟） 
第六条 この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相
互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をい
う。 

「行政事件訴訟」 

 抗告訴訟（行訴3条1項） 
 処分の取消しの訴え（行訴3条2項）  
 裁決の取消しの訴え（行訴3条3項） 
 無効等確認の訴え（行訴3条4項） 
 不作為の違法確認の訴え（行訴3条5項） 
 義務付けの訴え（行訴3条6項） 

• 非申請型（行訴3条6項１号） 
• 申請型（行訴3条6項2号） 

 差止めの訴え（行訴3条7項） 
 当事者訴訟（行訴4条） 

  実質的当事者訴訟  
  形式的当事者訴訟  

 民衆訴訟（行訴5条） 
 機関訴訟（行訴6条） 

25 



本案前の争点  

 

  

訴訟類型 本案前の主な争点 地裁 高裁 

主
位
的
主
張 

1 処分の無効確認の訴え 争いなし 本案へ 本案へ 

2 裁決の取消しの訴え 争いなし 本案へ 本案へ 

3 義務付けの訴え 
（申請型） 

訴訟要件を
満たすか 

法令に基づく申請等があったか 
（行訴3条6項2号） 

× 

却下 

判断 
なし 

却下 
補充性 

（行訴37条の3第7項） 

処分取消訴訟を提起することができないか × 
判断 
なし 

無効確認訴訟を提起することができないか × × 

予
備
的
主
張 

1 処分の取消しの訴え 
行訴14条3項の規定の適用により出訴期間を遵守したか 
(本件特許査定は特許法195条の4に規定する処分か） 

〇 本案へ × 却下 

2 裁決の取消しの訴え 争いなし 本案へ 本案へ 

3 義務付けの訴え 
（申請型） (主位的主張)請求の趣旨第３項と同様 同左 同左 

26 



本案の争点  

 

  

訴訟類型 本案の主な争点 地裁 高裁 

主
位
的
主
張 

1 処分の無効確認の訴え 本件特許査定に重大かつ明白な違法があるか 
重大であるか 〇 

棄却 × 棄却 
明白であるか × 

2 裁決の取消しの訴え 
本件特許査定について行政不服審査法の異議申立てをすることができるか 〇 

棄却 × 棄却 
（本件特許査定は無効とされるべきものか） × 

3 義務付けの訴え 
（申請型） ― 

判断なし 
（却下のため） 

判断なし 
（却下のため） 

予
備
的
主
張 

1 処分の取消しの訴え 本件特許査定に瑕疵があるか 〇 
認容 

［処分取消］ 
判断なし 

（却下のため） 

2 裁決の取消しの訴え 
本件特許査定について行政不服審査法の異議申立てをすることができるか 〇 認容 

［裁決取消］ 
× 

原判決取消 
棄却 （本件特許査定は取り消されるべきものか） 〇 

3 義務付けの訴え 
（申請型） (主位的主張)請求の趣旨第３項と同様 同左 同左 
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原判決における争点間の関係  

本件特許査定は 
特195条の4に規定する処分か 

はい 

いいえ 

採決の 
取消し 
の訴え 

行政不服審査法の 
不服申立てできない 

出訴できない 
(行訴14条1項） 却下 

行政不服審査法の 
不服申立てできる 

出訴できる 
(行訴14条3項) 

本件拒絶査定に 
瑕疵はあるか 

処分の 
取消し 
の訴え 

処分 
無効確認 
の訴え 

義務付け
の訴え 

提起できる 

棄却 

認容 はい 

いいえ 

はい 

いいえ 

本件拒絶査定に 
重大かつ明白な違法はあるか 

却下 

法令に基づく 
申請をしたか 

はい 

いいえ 

棄却 

認容 

棄却 

認容 

本案の争点 

28 



本判決における争点間の関係  

本件特許査定は 
特195条の4に規定する処分か 

はい 

いいえ 

採決の 
取消し 
の訴え 

行政不服審査法の 
不服申立てできない 

出訴できない 
(行訴14条1項） 却下 

行政不服審査法の 
不服申立てできる 

出訴できる 
(行訴14条3項) 

本件拒絶査定に 
瑕疵はあるか 

処分の 
取消し 
の訴え 

処分 
無効確認 
の訴え 

義務付け
の訴え 

提起できる 

棄却 

認容 はい 

いいえ 

はい 

いいえ 

本件拒絶査定に 
重大かつ明白な違法はあるか 

却下 

法令に基づく 
申請をしたか 

はい 

いいえ 

棄却 

認容 

棄却 

認容 

本案の争点 

取消 

取消 
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義務付け訴訟（申請型）の要件  

行政事件訴訟法 

（抗告訴訟） 
第三条 １～5 （略） 
６ この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合におい
て、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟を
いう。 
 一  （略） 
 二  行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申

請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又
は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。 

７ （略） 

（義務付けの訴えの要件等） 
第三十七条の三 第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付け
の訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提 
起することができる。 

  

 一  （略） 
 二  当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の

処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消
されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。 

２ (略) 
３ 第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分
に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合し 
て提起しなければならない。・・・。 
 一  （略） 
 二  第一項第二号に掲げる要件に該当する場合  同号に規定する

処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え 
４ ～ ６ （略） 
７ 第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を
命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合にお
いて、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起
することができないときに限り、提起することができる。 
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義務付け訴訟の要件を満たさないこと（地裁／高裁）  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 争点となった要件 要件の概要 地裁（原審） 高裁（本件） 

行訴3条6項2号 法令に基づく申請又は審査請求がされたこと × 第４,1(1)ア～ウ 判断なし ― 

行訴37条の3第1項2号 当該処分又は裁決が取り消されるべきものであること 判断なし ― 判断なし ― 

行訴37条の3第3項2号 当該処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴えが併合提起されていること 判断なし ― 判断なし ― 

行訴37条の3第7項 当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないこと × 第4,1(1)エ × 第3,4 

「特許庁長官」が特許査定の取消し裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟                   

取消訴訟又は無効確認訴訟を提起可能   

「特許庁長官」に対し特許査定の取り消すべき旨を命ずる法令に基づく申請等 

「審査官」に対し特許査定の取り消すべき旨を命ずる法令に基づく申請等 
○ 

○ 

× 

○ 
× 

× 
「審査官」が特許査定の取消し処分をすべき旨を命ずることを求める訴訟 

× 

請求の趣旨（ただし、控訴審にて「審査官」を「特許庁長官」に変更） 
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特許法195条の４に規定する処分一覧  

特許法195条の4に規定する処分 
不服申立の可否 

趣旨 
行政不服審査法 行政事件訴訟法 他の不服申立制度 

（拒絶）査定 × × 特178条6項 ○ 拒絶査定不服審判 特121条1項 ② 

（拒絶）審決 × ○ 特178条1項 × ― ― ① 

審判請求書却下決定 × ○ 特178条1項 × ― ― ① 

再審請求書却下決定 × ○ 特178条1項 × ― ― ① 

訂正請求書却下決定 × ○ 特178条1項 × ― ― ① 

この法律の規定
により不服を申
し立てることが
できないことと
されている処分 

特許請求の範囲等の補正却下決定 × × 特53条3項本文 ○ 拒絶査定不服審判 特53条3項但書 ② 

審判請求書の補正却下決定 × × 特131条の2第4項 ○ 特許無効審判 (特167条) ② 

除斥・忌避申立てについての決定 × × 特143条第4項 ○ 審決取消訴訟 明文規定なし ② 

参加申請についての決定 × × 特149条5項 ○ 審決取消訴訟 特178条2項 ② 

（参考）特許法195条の4に規定する処分以外の処分 

特許出願却下 ○ ○ 行訴3条2項 × ― ― ― 

不実施による通常実施権の裁定 ○ ○ 行訴3条2項 × ― ― ― 

特許法195条の４に規定する処分には、①一審代替性（高裁提訴）を有するものと、②他の不服申立制度があるものと、が混在している。 
同処分において、行政不服審査法による不服申立と、行政事件訴訟法による不服申立てとの自由選択主義は、採用されていない。 
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「特許法195条の4に規定する処分」についての解釈（地裁）  

特195条の4に規定する処分 他の不服申立手続 特195条の4が行服法による不服申立ての対象外とした趣旨 

審決 
審決等取消訴訟 

判断が二重に成立することにより齟齬が生じることを避けること（第4,2(2)ア） 審判・再審・訂正請求書却下決定 

拒絶査定 
拒絶査定不服審判 

特許請求の範囲等の補正却下決定 
 特許法上，当該処分に対する不服を審理すべき手続が別に存在し，かつ，当該手続によって当該
処分の不服を審理することが必要かつ適切であると認められること（第4,2(2)ア） 除斥・忌避申立てについての決定 

審決取消訴訟 
参加申請についての決定 

判断基準 

 特許法195条の4の「査定」の中に特許査定を含めて考えるべきかを検討するに当たり，これらの訴訟（行訴法3条2項に基づく特許査定取消しの訴え又は同
法3条4項に基づく無効確認の訴え）による救済によって，不服申立手続として十分であり，特許査定に対する不服はこれらの手続によるとすることが必要かつ
適切であるかについて検討する（第4,2(2)イ）。 

特許査定 他の不服申立手続 あてはめ 

実体的理由に基づく不服 特許無効審判  特許法上の救済手段が設けられており，他の手段によることが必要かつ適切かを問うまでもない。 

手続的理由に基づく不服 
処分取消訴訟 

処分無効確認訴訟 

 行服法は，行政機関の専門的知識を活用し，簡易迅速な手続により，行政庁の違法（手続的違法
を含む）又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し，国民に対し広く行政庁に対する
不服申立ての途を開くことを目的として制定されたものであるところ，特許査定について，特許法
上，特段，審査官側の手続違背についての定めがないことに照らせば，審査官の手続違背による違
法について，行服法上の不服申立手続（行服法１条１項）を排除し，行訴法上の訴えのみをその救
済手段とすることが必要であり，又は適切であるとみるべき事情は見出せない（第4,2(2)イ） 

33 



「特許法195条の4に規定する処分」についての解釈（高裁）  
特許法における「査定」の用法について 

単に「査定」のみの 
語で用いているもの 規定の位置 「査定」との語の意味 

22条１項 第１章 総則 

拒絶査定及び特許査定 
41条1項4号 第２章 特許及び特許出願 

42条1項 第２章 特許及び特許出願 
52条 第３章 審査 

54条2項 第３章 審査 
139条6号 

第６章 審判 拒絶査定 
 

159条2項 
160条1項 
163条2項 

164条3項 

195条9項柱書及び4号 第１０章 雑則 拒絶査定及び特許査定 
↓ 

195条の4 第１０章 雑則 

「上記のような法の用法に照らすと，法１９５条の４の規定についても，法「第１０章 雑則」に
置かれているという規定の位置や，前後の条文から，明らかに拒絶査定や特許査定を特定して指す
ものと解されるものではないから，同条の「査定」には，特許査定，拒絶査定のいずれも含むもの
と解するのが自然であるということができる。」(「第３,3(1)ア」本判決23頁) 
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「特許法195条の4に規定する処分」についての解釈（高裁）  

査定又ハ審判ノ審決ヲ受ケタル者不服アルト
キハ其ノ査定又ハ審決ノ送達ヲ受ケタル日ヨ
リ三十日以内ニ抗告審判ヲ請求スルコトヲ得 

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
達があつた日から三十日以内に審判を請求す
ることができる。 

この法律又はこの法律に基く命令の規定により行政庁がした処分（補正の却下の
決定，査定，審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定を除く。）に不服があ
る者は，通商産業大臣に訴願することができる。ただし，この法律の規定により
不服を申し立てることができないこととされているときは，この限りでない。 

補正の却下の決定，査定，審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこ
の法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分につ
いては，行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 

特許法（昭和34年法律第121号） 

特許法（大正10年法律第96号）109条 

177条 121条 

195条の2[昭和37年法律第161号] 

特許法195条の4の制定経過等について 

訴願法の廃止 

「このような制定の経緯に照らせば，法は，特許査定を含めて，
「査定」を，行政上の不服申立ての対象から除外する趣旨であった
と解するのが相当というべきである。」 
（「第３,3(1)イ(イ)」本判決25頁) 
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本件特許査定に瑕疵があるかの判断（地裁／高裁）  
論点 地裁 高裁 

審査を全く又は実質的にする
ことなく特許査定がされたか 

「本件特許査定に当たり，担当審査官による審査が全く行わ
れず，又は実質的に行われなかったものと認めることはでき
（ない）。」(「第4,3(3)オ」原判決55頁) 

「担当審査官が，審査を全くすることなく，あるいは実質的に審査
をしなかったのと同視すべき場合において本件特許査定を行ったと
認めることはできない。」(「第3,3(3)エ」本判決56頁) 

手続上の義務違反があるか 

「・・・，本件において，担当審査官は，本件特許査定に先
立つ審査に当たり，特許出願人である原告らに対し，本件補
正の内容が原告らの真意に沿うものであるかどうかを確認す
べき手続上の義務があったところ，上記義務を怠ったもので
あり，担当審査官には手続上の義務違背があったものと認め
られる。」(「第4,3(5)エ」原判決64頁) 

判断なし 

重大な瑕疵であるか 
「特許査定制度において制度が適正に運営されるために必要
な重大な手続上の義務の違背であると解される。」 

（「第4,3(6)」原判決66頁） 

「本件特許査定が無効であるということはでき（ない）。」 
（審査を全く又は実質的にしなかったとはいえない。） 

(「第3,3(6)」本判決59頁) 

明白な瑕疵であるか 
「本件特許査定成立の当初から外形的，客観的に明白である
ものとは認められない。」（「第4,3(7)」原判決66頁） 

判断なし 

取り消されるべきか 取り消されるべきである。 判断なし 

無効であるといえるか 無効であるとはいえない。 無効であるとはいえない。 
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本件特許査定には瑕疵があること（原告・被控訴人）  

補正の経緯 
特許請求の範囲の記載 

審査官の心証 
R1 R2 末尾 

拒絶査定時の記載 
水素原子、Ｃ1－Ｃ3
アルコキシ、Ｃ1－
Ｃ3アルキルまたは
ハロゲン 

水素原子、Ｃ1－Ｃ3
アルコキシ、Ｃ1－
Ｃ3アルキルまたは 

ハロゲン 
ただし，Ｒ１及びＲ
２が同時に水素原子
であることはない。 

化合物４２と同程度の活性又は劣る
活性を示す化合物が含まれる。 

電
話
面
接 

原告による補正案 フッ素 言及なし 言及なし 言及なし 化合物172が含まれる。 

審査官による補正の示唆 言及なし 言及なし 塩素 言及なし 化合物172が除かれる。 

本件補正 フッ素 削除 塩素 
ただし，Ｒ１及びＲ
２が同時に水素原子
であることはない。 

特許をすることができる。 

原告の真意 フッ素 
水素原子、Ｃ1－Ｃ3
アルコキシ、Ｃ1－
Ｃ3アルキルまたは 

塩素 （削除） 

注：「前記ハロゲンはフッ素、塩素、臭素またはヨー素を意味する。」(本願明細書の段落【0009】) 

その他の事情 
・本件補正に係る化合物は、化合物10を包含しないものであること 
・本件補正に係る化合物は、本願明細書の実施例に記載されていないこと。 
・本件補正は、実施可能要件、サポート要件、明確性要件、補正要件（新規事項）を満たさないこと。 
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本件特許査定に瑕疵があるかの判断（地裁）  

一般論 あてはめ 

「審査官は，特段の事情がない限り，出願人の出願に係る特許請求
の範囲に記載された発明が特許要件を充たすか否かを判断すれば足
り，これを超えて出願人の出願内容がその真意に沿うものであるか
否かを確認する義務はない。 

 （略） 
・・・拒絶理由通知又は拒絶査定に記載された拒絶理由と意見書又
は補正書（・・・）の内容が全くかみ合っておらず，当該補正書が，
出願人の真意に基づき作成されたものとはおよそ考え難い場合で
あって，そのことが審査の経緯及び補正の内容等からみて審査官に
明白であるため，審査官において補正の正確な趣旨を理解して審査
を行うことが困難であるような場合には，・・・，審査官は，特許
出願人の手続的利益を確保し，自らの審査内容の適正と発明の適正
な保護を確保するため，補正の趣旨・真意について特許出願人に対
し確認すべき手続上の義務を負うものというべきである。」 

(「第4,3(5)イ(エ)」原判決58,59頁） 

本
件
に
お
け
る
事
情 

 本件補正に係る化合物は、化合物10を含むものでないばかりか、引用文献３の
化合物42と同等又は劣る活性を示す例として挙げられた化合物の範囲よりも著し
く広い範囲の化合物を除外したものであったこと（「第4,3(5)ウ(ウ)a」) 

 本件補正に係る化合物は実施例に記載がないものであり、さらに、本件補正に
係る請求項には、「ただし，Ｒ１とＲ２は同時に水素原子であることはない。」
が残存していたこと（「第4,3(5)ウ(ウ)b」） 

「以上の事情を考慮すれば，本件補正書の内容は，拒絶査定に記載された拒絶理由と
全くかみ合っておらず，本件補正書による補正は，原告らの真意に基づき作成された
ものとはおよそ考え難いものであった。そして，担当審査官が，一連の経過に接し，
かつ，原告ら代理人との間で電話面接を行ってその補正の意図を認識していたもので
ある以上，このような審査の経緯及び本件補正の内容からみて，本件補正書に係る補
正が，上記のとおり，拒絶理由に対応しないものであり，原告らの真意に基づき作成
されたものとおよそ考え難いことは，担当審査官に明白であったと認められる。そし
て，その結果として，審査官は補正の正確な趣旨を理解して審査を行うことが困難で
あったと認められる。」         （「第4,3(5)ウ(ウ)c」原判決62,63頁） 
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本件特許査定に重大かつ明白な違法があるかの判断（高裁）  

一般論 本件へのあてはめ 

「行政処分は，それが国家機関の権限に属する処分としての外観的
形式を具有する限り，仮にその処分に関し違法の点があったとして
も，その違法が重大かつ明白である場合のほかは，これを法律上当
然無効というべきではない（最高裁昭和２５年(オ)第２０６号昭和
３１年７月１８日大法廷判決・民集１０巻７号８９０頁）。」 

 （略） 
 被控訴人らが主張するように，審査官が，特許出願に対する審査
を全くすることがなかったか，あるいは実質的にこれと同視すべき
場合には，これによる査定には，法の予定する審査を欠く重大な違
法があるというべきである。もっとも，法が特許無効審判の制度を
設けていることからすれば，特許要件の判断等について審査官がし
た審査の内容に誤りがあるとされるにとどまる場合には，同審判に
おける無効理由として，同審判による是正が検討されるべきことに
なるものと解される。」  （「第3,3（3）」本判決39,40頁） 

本
件
に
お
け
る
事
情 

 担当審査官の供述の内容は合理的に理解することができ，担当審査官は，本件
補正後の本願発明について，その供述に沿う審査を行った上，進歩性についての
拒絶理由は解消したと判断したものと認められること（「第3,3(3)イ(ア)」） 

 担当審査官は，本件補正が新規事項の追加に当たり，特許法17条の2第3項違反
という新たな拒絶理由が生じることを看過して，本件特許査定に至ったものと認
められること（「第3,3(3)ウ(ウ)」） 

「このような担当審査官による審査の内容を全体としてみれば，それが，およそ審査の
体を成すものではなかったとか，あるいは審査していないに等しいものであったと評価
することはできないものというべきである。そして，担当審査官が新規事項の追加の点
を看過したことによって，本件特許査定に係る特許が無効理由を含むこととなったとし
ても，その点は，無効審判請求における判断対象となるにとどまり，これによって直ち
に，担当審査官が全く審査をせず，あるいは実質的に審査をしなかったのと同視すべき
場合において本件特許査定をしたことが裏付けられるということはできない。」 

（「第3,3(3)エ」本判決55,56頁） 

39 



以上のほか、本判決で注目した部分  

１．「第3,1(2)ウ(ア)」における判示(本判決26頁） 

 現行法の下では，行服法による不服申立てが認められないとしても，
行訴法に基づく抗告訴訟を提起することにより司法的救済を求めること
ができることはいうまでもないから，特許査定に対する不服申立ての途
が閉ざされるものではない。そして，ある処分に対する不服について，
司法的救済以外に救済ルートを設けるかについては，立法政策に属する
問題であり，立法府の合理的裁量に委ねられたものというべきである。 

（私見） 
 原判決は、「特許査定について，特許法上，特段，審査官側の手続違
背についての定めがない」から、特許査定についても行政不服審査法に
よる不服申立てを認めてもよいのではないかとの立場であるのに対し、 
 本判決は、明文の規定がない限り、特許査定について行政不服審査法
による不服申立てを認めることはできないとの立場であると考えられる。 

 

２．「第3,1(3)」における判示（本判決28,29頁） 

（なお，本件却下決定がされたのは，上記６か月が経過する前であり，
同決定（・・・）において，法１９５条の４の「査定」に特許査定が含
まれる旨の説示もされていた。）。 

３．「第3,4(3)」における判示（本判決60,61頁） 
 被控訴人[原告]らは，法１８４条の２の規定の解釈に照らして，行訴
法３７条の３第７項の要件を充足すると主張するが，法１８４条の２の
規定は，異議申立てないし審査請求前置を定めるものであって，いわゆ
る裁決主義を定めるものではないし，そもそも同条は，明文で法１９５
条の４に規定する処分をその対象から除いているから，同規定の解釈を
根拠とする被控訴人らの前記主張は，失当である。 
(私見) 
 裁判所は、平成24年4月27日から同年5月7日までの間であれば、処分
の取消しの訴えを提起することができたことを指摘している。 
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ご清聴ありがとうございました  

ご質問等がございましたら、下記までご連絡下さい。 

tkshnd@ae.auone-net.jp 

tkshnd22@gmail.com 

41 


	�平成２６年（行コ）第１０００４号，同第１０００５号� 行政処分取消義務付け等請求控訴事件，同附帯控訴事件�（原審 東京地方裁判所平成２４年（行ウ）第５９１号）
	事案の概要
	特許庁（行政）に対する手続
	裁判所（司法）に対する手続～その後
	本願発明（第二次補正）と引用発明
	拒絶理由通知書
	第３次補正、及び、意見書
	拒絶査定
	本件補正、及び、審判請求書
	特許査定
	行政不服審査法による異議申立て、及び、その却下決定
	本件に適用される法律
	特許出願の分割に関する規定
	行政事件訴訟法・行政不服審査法の規定
	自由選択主義・不服申立前置・裁決主義（一般）
	特許法の規定
	自由選択主義・不服申立前置・裁決主義（特許）
	自由選択主義・不服申立前置・裁決主義（本件）
	自由選択主義・不服申立前置・裁決主義（本件）
	出訴期間に関する規定
	出訴期間に関する事実と規定
	出訴期間と手続の関係 
	請求の趣旨と、裁判所の判断
	行政訴訟の類型
	行政訴訟の類型
	本案前の争点
	本案の争点
	原判決における争点間の関係
	本判決における争点間の関係
	義務付け訴訟（申請型）の要件
	義務付け訴訟の要件を満たさないこと（地裁／高裁）
	特許法195条の４に規定する処分一覧
	「特許法195条の4に規定する処分」についての解釈（地裁）
	「特許法195条の4に規定する処分」についての解釈（高裁）
	「特許法195条の4に規定する処分」についての解釈（高裁）
	本件特許査定に瑕疵があるかの判断（地裁／高裁）
	本件特許査定には瑕疵があること（原告・被控訴人）
	本件特許査定に瑕疵があるかの判断（地裁）
	本件特許査定に重大かつ明白な違法があるかの判断（高裁）
	以上のほか、本判決で注目した部分
	ご清聴ありがとうございました

