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2015 年 4月 25 日

特許異議申立制度の勉強会
～実務の視点から～

発表者 芝田 美香

《本日のテーマ》

・改正条文の確認

・手続フロー

・作成書類 ・・・申立書、訂正請求、証拠説明書

・事例紹介

・関連事項 ・・・ＰＰＨ、包括委任状

※特許異議申立制度は、

「平成 27 年 4 月 1 日以降に特許掲載公報が発行された特許」について適用。

→審理は、原則、申立期間（6 月）の経過
．．

を待ってから行われる。例外、特許権者による上申

「特許掲載公報」の発行

平成 27 年 4 月から運用変更。早いもので設定登録から 3
．
週間
．．

で公報発行される。a

（早期に特許査定になったケースでは、特許公報が発明内容の公開時期になる。）b

※情報の入手（特許庁ホームページ） ⇒参照資料 P.1

「特許異議申立制度の実務の手引き」

「特許異議の申立てＱ＆Ａ」

「特許異議の申立てに係る様式作成見本について」

チェックポイント

手続き・時期（期間）

１つの特許に複数申立した場合の取扱い

異議申立人について

ＰＰＨを希望する場合の対策

包括委任状の確認

a特許庁 HP「特許公報の発行に関わる運用の変更について」：特許公報は特許番号順に発行していたが、人手の修正が必要

な案件は飛び番にする運用変更あり。→具体的な発行時期は「公報発行予定表」で確認可能。
b早期に特許査定、かつ、優先期間経過後に追加事項の発生したケースでは、特許公報の発行が出願期限になる。

最近は、特許庁 HP「PCT 国際出願における調査手数料の一部返還について」の利用で、早期登録のケースも多い。
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改正条文の確認

※条文番号横の（ ）内は芝田が追記したもの。

申立
．．

の関連条文

・113 柱書→特許公報発行から６月以内に、何人も申立可能。請求項ごとに申立て可能。

115①一 →匿名の申し立てはできない
．．．．

。

・113 各号→申立理由は、公益的事由に限られる（×形式的事由、権利帰属）

・115②（異議申立書の補正）

本文→いつでも補正できるが、要旨変更できない
．．．．

。

但書→申立理由・証拠については、要旨変更できる
．．．

。ただし、時期的制限※あり。

※原則、申立期間が経過する時（例外、申立期間中に取消理由通知があれば、その時まで）

・120 の 4①→取消理由通知まで、異議申立の取下げ可能。

・ ②→請求項ごとに取下げ可能（準 155③）

・193②六→（異議申立があった旨）特許公報に掲載←第三者の知る機会

審理
．．

方式の関連条文

※本案審理は、原則として、異議申立期間 6 月（特§113 柱書）の経過
．．

を待って行われる。

・114①→合議体審理

・118①→書面審理

・120 の 2（職権審理の限界）

理由・証拠→申立てない内容
．．

も審理。 ※証拠の組合せ変更、新たな証拠採用、適用条文変更等

請求項→申立てされた請求項
．．．

のみ審理。 ※例外：複数の異議申立の併合審理（便覧 67-05）。

・120 の 3①→原則は併合審理（複数の異議申立がされたとき） ※併合審理する旨は通知されない。

・120 の 5①、②→取消理由通知、意見書の提出及び訂正の機会（相当の期間：60 日、在外者 90 日）

・120 の 5⑤→申立人の意見書提出機会が与えられるのは、適法な訂正請求があった場合に限られる。

・120 の 5⑦→複数回
．．．

の訂正請求がされたときは、先にされた訂正請求がみなし取下げ。

・120 の 5⑧→訂正請求は、所定期間内に取下げできる。

・120 の 5⑨→異議申立されていない
．．．

請求項についても訂正できる
．．．

（準用 126⑦）

・126②→原則、訂正審判
．．

の請求は不可。

・28①→訂正認容した決定が確定した場合、特許証が交付される。
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手続きフロー
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補足事項

（申立番号）

申立てがあったとき、特許権者に「異議番号通知」を送付。

複数の申立て→「同一
．．

の事件番号」がつき、「申立番号
．．．．

」が付される（便覧 67-03）。

特許権１ 申立人甲 →異議２０１５－７００００１ 申立番号０１

特許権１ 申立人乙 →異議２０１５－７００００１ 申立番号０２

（副本送付）

異議申立書の副本は、特許権者又はその代理人に送付される（特§115③）。

複数の申立てがあったとき→申立てごとに送付（まとめて送られるのではない）

共有特許権への申立て→原則、共有者全員に副本送付。例外、共通の代理人が選任されている場合。

（訂正請求）

「請求項ごと又は一群の
．．．

請求項ごと」に訂正可能。

（訂正拒絶理由通知）

訂正請求が訂正要件に適合しない
．．．

ときに通知される（120 の５⑥）

意見書提出、訂正明細書等の補正が可能（120 の５⑥、17 の５①）

（決定の予告（取消理由通知））

キャッチボール現象の防止のため。意見書、訂正請求の機会。

訂正認容
．．

→「決定の結論」に訂正を認める理由を記載

訂正不許可
．．．

→「決定の理由」に訂正を認めない理由を記載（結論には記載されない
．．．．

）

（面接）

面接の希望は、上申書等の書面により、合議体、部門長又は審判書記官に要請する。

面接を要請した場合、原則、審理期間中少なくとも一度は面接が行われる。

特許異議申立人との面接は行われない。

（情報の入手方法）

異議申立書の提出・進捗情報は、J-PlatPat の「経過情報」で確認可能

包袋（提出書類の内容）について、通常は「閲覧請求（特許庁窓口）」が可能

（他の審判との関係）

異議申立と無効審判が同時係属→原則、無効審判の審理が優先

訂正審判→原則、異議申立の事件係属から決定確定までは、請求できない
．．．．

。

料金

異議申立：16,500 円＋（2,400 円×請求項数）a

訂正請求：49,500 円＋（請求項の数※×5,500 円） ←無効審判等と同額

※「特許登録原簿
．．

に記録されている請求項数」に応じた手数料が必要である。

（ 請求項の数を減縮した場合も、訂正前
．
の請求項の数が基準）

a 異議申立と無効審判の料金差：Δ42,300 円／請求項数３（異議 23,700 円、無効 66,000 円）

Δ48,500 円／請求項数５（異議 28,500 円、無効 77,000 円）
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書類の作成

異議申立書 ⇒参照資料 P.2､3

・「紙
．
」で提出

（オンライン不可、特許印紙、押印（×識別ラベル））

・「特許権者の数＋審理用１通」の副本を提出する。

（意見書、訂正請求書も同様）

※コピー（印鑑部分を含む）は不可。

「写し」のため副本と認められない。

・申立ての理由

申立人の主張・立証を具体的かつ明確に記載する（項分け記載推奨）。

「申立ての理由の要約」

・請求項に係る特許発明と証拠及び理由の要点を整理する。

・請求項ごと、かつ、理由ごとに作成する。→記載例では「表形式」

「申立ての根拠」

申立ての対象請求項を、取消しの根拠条文、証拠の表示とともに記載

「具体的理由」

本件特許発明、引用発明の説明、対比説明、（記載不備の理由）、（補正が不適法である理由）

・提出する証拠

原則、該当箇所を枠で囲むか、下線を付す

外国語の文書は、該当箇所の翻訳を添付する。

甲、乙又は丙を頭に付け、第何号証と番号を付す。→「甲第１号証」等

証拠説明書 ⇒参照資料 P.4

文書のタイトル、作成者、立証趣旨（根拠条文等）を示す（原則、任意提出）。記載例は「表形式」

訂正請求書 ⇒参照資料 P.5,6

「請求項の数」→請求項の数を削除するときも、削除前の特許登録原簿に記載の請求項数を記載する。

「請求の趣旨」→請求の単位（請求項ごと、一群の
．．．

請求項ごと、特許全体に対する請求）を記載する。

「請求の理由」→項分けする（「設定登録の経緯」、「訂正の理由」、「訂正事項」、「訂正の原因」）

「訂正の理由」は、訂正事項ごとに訂正の目的（特許請求の範囲の減縮等）を特定して記載する。

「訂正事項」「訂正の原因」は、請求項又は一群の請求項ごとに項分けする。

「訂正事項」は、項分けして訂正の内容を具体的かつ明確に記載

・「てにをは」等の比較的軽減な訂正であっても省略できない
．．．．

。

・請求項数が増減する場合は、訂正前後の請求項の対応表を作成することが望ましい。

「訂正の原因」は、訂正事項ごとに、訂正要件の全てに適合している事実を説明する。

いずれの請求項が「一群の請求項」を構成しているか、を説明する。

１．特許の表示

２．異議申立人

３．代理人

４．申立ての理由

５．意見書提出の希望の有無

６．証拠方法

７．添付書類又は添付物件の目録
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事例紹介

・包袋閲覧（１件 1500 円。コピー代は別途（高い！）。）ab ⇒参照資料 P.7

・訂正の可否がポイント！？ ※補正に比べ、「訂正拒絶理由通知」は出やすい？

ケース１：異議 2001-72839 ※申立ては２件

特許第 3155924「非 PVC 多層フィルム」

→（異議審判）訂正拒絶。取消決定（記載要件違反）。

⇒（取消訴訟＋訂正審判）訂正拒絶。棄却判決（権利消滅）。

ケース２：異議 2003-73022

特許第 3416527「衛生用伸縮性不織布及びその製造方法」

→（異議・原審）訂正拒絶？。取消決定（記載要件違反）。

⇒（取消訴訟＋訂正審判）訂正認容。取消判決。

→（異議・再審理）維持決定（権利維持）。

・引用例の選定→同じ出願日（優先日）でも、国によって公開日が前後する。

証拠の公開日が特許の出願日よりやや遅い
．．．．

（おしい！）

⇒対応外国の公開時期もチェックするべし！

※ちなみに、外国語の証拠提出は引用箇所の翻訳文が必要になるが、本件では…

ケース３：異議 2003-72339

発明の名称「ポリエチレン系樹脂組成物及び該組成物からなるフィルム」

→訂正認容。取消決定（進歩性無し）。

※日本の公開よりも、EP 等の方が公開時期が早かった。

本件特許 日付 日付説明 公開日の後れ（＋何日？）

1992.6.16 証拠の最先の優先日 公開の起算日

(1993.12.16) (最先の優先日＋１年６月)

1993.12.17 CA 公開日 １年６月＋１日 (^_^)v

1993.12.22 EP 公開日 １年６月＋６日 (^_^)v

出願日 1993.12.24

1994.3.15 日本の公開日 １年６月＋８９日 遅い！

a紙の包袋は、古いと捨てられていることもある。申込後、早くて翌日 15時半過ぎから閲覧可能。
b日本特許情報機構（Japio）：「出願書類等の複写サービス」 ※自分で閲覧しても基本料金は同じ。



2015/4/25 芝田 発表資料

7

関連事項

特許審査ハイウェイ(PPH) ⇒参照資料 P.7-10

《情報入手》

「関連バナー」が便利

最新情報
．．．．

を「Portal Web Site（英語）」で確認

《制度（用語）の確認》

PPH（通常）→簡便に、対応外国出願の早期審査を受けるための制度。

先に出願
．．．．

した国（第一庁／日本等）の特許査定が必要。

PCT-PPH→国際調査見解書（予備審査見解書）の結果を利用できる。

MOTTAINAI→出願順序を問わず
．．．

、先に特許可能とされた審査結果を利用できる。

（第一庁以外
．．

の国で先に特許許可されたケース。利用可能な国
．
は限定的。）a

グローバル PPH→PPH の種類を共通化（全部の PPH を使える国がある）。10 数国・地域が参加。b

包括委任状 ⇒参照資料 P.10

《権利者
．．．

側の代理》

以下の記載があれば、「代理人選任届」に包括委任状番号を記載して援用可能。

「すべての特許権、実用新案権、意匠権及び商標権並びにこれらに関する権利に関する手続並びにこ

れらの権利の放棄並びにこれらの手続の取下げ」

《申立
．．

人
．
側の代理》

以下の記載があれば、「異議申立書」又は「代理人選任届」に包括委任状番号を記載して援用可能。

「すべての他人の特許（又は商標）に関する特許異議の申立て及びこれらの取下げ」

Ｑ. 旧異議申立制度（平成 15 年改正）廃止前の包括委任状（上記記載あり）を、新異議申立制度に

おいて、申立人代理人の証明書面として、援用できるか？

a Portal Web Site の「Procedures」で、矢印（赤色・斜め線あり）の有無から確認できる。
b Portal Web Site の「Global PPH」で、参加国を確認できる。


