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台湾の特許制度紹介 2021 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 

2 発明該当性及び産業上の利用可能性及び拒絶理由の対応要点と事例 

3 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 

4 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 

5 記載要件の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 

6 不服審判の手続 

7 無効審判 

8 注目の判決 

9 関連統計 
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台湾の特許制度紹介 2021 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
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台湾の特許制度紹介 2021 

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
 
 

台湾における国別特許出願件数トップ 5 
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台湾の特許制度紹介 2021 

台湾の最近三年における特許出願人別出願件数の分析 

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
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台湾の特許制度紹介 2021 

2020年専利トップ100ランキング(第1位～第20位) 

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
 
 

（※専利は特許、実用新案、意匠を含む） 
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台湾の特許制度紹介 2021 

2020年専利トップ100ランキング(第21位～第40位) 

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
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台湾の特許制度紹介 2021 

2020年専利トップ100ランキング(第41位～第60位) 

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
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台湾の特許制度紹介 2021 

2020年専利トップ100ランキング(第61位～第80位) 

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
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台湾の特許制度紹介 2021 

2020年専利トップ100ランキング(第81位～第100位) 

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
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台湾の特許制度紹介 2021 

順位 
国際特許
分類 

分類内容の概要 比率 

1 H01L 
半導体装置 ; 他のカテゴリに含まれて
いない電気固体デバイス 

10.69% 

2 G06F 電子デジタルデータ処理 5.45% 
3 A61K 医療、歯科、または化粧用の配合品 3.05% 
4 G02B 光学部品、システム、または機器 2.60% 

5 G06Q 

行政、商業、金融、管理、監督、また
は予測の目的を専門に適用とするデー
タ処理システムまたは方法；その他行
政、商業、金融、管理、監督、または
予測の目的を専門に適用としないする
データ処理システムまたは方法 

2.20% 

6 A61P 化学物質または医薬製品の特定効果 2.13% 

7 B32B 
層状製品、扁平または非扁平の薄層、
例えば発泡状、ハニカム状の薄層から
なる製品 

1.97% 

8 H05K 
プリント回路 ; 電気機器のハウジング
または構造部品 ; 電気素子モジュール
の製造 

1.91% 

9 H04W 無線通信ネットワーク 1.76% 

10 G02F 

光の強度、色、位相、偏光、または方
向を制御するためのデバイスまたは装
置、例えば変換、選別、変調又は復調、
上記のデバイスまたは装置の光学的動
作は、デバイスまたは装置の媒体の光
学的特性の変化を利用して変更するも
の；上記の操作に使用される技術また
は工芸；周波数変換、非線形光学、光
学論理素子；光学アナログ/デジタルコ
ンバーター 

1.74% 

順位 
国際特許
分類 

分類内容の概要 比率 

11 G03F 

パターン面の写真製版プロセス、例え
ば印刷プロセス、半導体装置の加工プ
ロセス；それに使用される材料；それ
に使用される原版；それに使用される
専用設備 

1.73% 

12 H04L デジタル情報の送信、例えば電信通信 1.72% 

13 C08L 高分子化合物の組成物 1.63% 

14 C09K 
その他のカテゴリ、各種の応用材料に
含まないもの；その他のカテゴリ、含
まない材料の各種の応用 

1.45% 

15 G01N 
材料の化学的または物理的特性を測定
を借りて、材料をテストまたは分析す
ることに用いるもの 

1.37% 

16 C08G 
炭素-炭素不飽和結合以外の反応により
得られた高分子化合物 

1.33% 

17 C07D 複素環化合物 1.30% 

18 C08J 
加工 ;一般的な混合方法;C08B、C、F、
GまたはHサブ分類に含まれない後処理 

1.26% 

19 H04N 画像通信、例えばテレビ 1.20% 

20 C23C 

他の項目(例えば、B05、B44、C03C、
C23D、C25D、F27B)に属さない被覆金属、
または他の材料に金属で被覆された装
置および製法 

1.19% 

2019年特許公開案件数の国際特許分類ランキング（トップ20） 

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
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台湾の特許制度紹介 2021 

順位 
国際特許

分類 
分類内容の概要 比率 

1 H01L 
半導体装置 ; 他のカテゴリに含まれて
いない電気固体デバイス 

10.63% 

2 G06F 電子デジタルデータ処理 5.67% 
3 A61K 医療、歯科、または化粧用の配合品 3.34% 
4 G02B 光学部品、システム、または機器 2.60% 

5 A61P 

行政、商業、金融、管理、監督、また
は予測の目的を専門に適用とするデー
タ処理システムまたは方法；その他行
政、商業、金融、管理、監督、または
予測の目的を専門に適用としないする
データ処理システムまたは方法 

2.48% 

6 G06Q 化学物質または医薬製品の特定効果 2.25% 

7 H05K 
プリント回路 ; 電気機器のハウジング
または構造部品 ; 電気素子モジュール
の製造 

1.91% 

8 B32B 
層状製品、扁平または非扁平の薄層、
例えば発泡状、ハニカム状の薄層から
なる製品 

1.75% 

9 G02F 

光の強度、色、位相、偏光、または方
向を制御するためのデバイスまたは装
置、例えば変換、選別、変調又は復調、
上記のデバイスまたは装置の光学的動
作は、デバイスまたは装置の媒体の光
学的特性の変化を利用して変更するも
の；上記の操作に使用される技術また
は工芸；周波数変換、非線形光学、光
学論理素子；光学アナログ/デジタルコ
ンバーター 

1.73% 

10 H04L デジタル情報の送信、例えば電信通信 1.69% 

順位 
国際特許
分類 

分類内容の概要 比率 

11 G03F 

パターン面の写真製版プロセス、例え
ば印刷プロセス、半導体装置の加工プ
ロセス；それに使用される材料；それ
に使用される原版；それに使用される
専用設備 

1.67% 

12 H04N 画像通信、例えばテレビ 1.59% 

13 H04W 無線通信ネットワーク 1.45% 

14 C07D 複素環化合物 1.38% 

15 C09K 
その他のカテゴリ、各種の応用材料に
含まないもの；その他のカテゴリ、含
まない材料の各種の応用 

1.35% 

16 G01N 
材料の化学的または物理的特性を測定
を借りて、材料をテストまたは分析す
ることに用いるもの 

1.34% 

17 C23C 

金属材料のめっき;金属材料による材料
のめっき;表面拡散法、化学転化または
置換法による金属材料の表面処理;真空
蒸着法、スパッタリング法、イオン注
入法または化学気相成長法の一般的な
めっき 

1.33% 

18 C08L 高分子化合物の組成物 1.29% 

19 C08G 
炭素-炭素不飽和結合以外の反応により
得られた高分子化合物 

1.16% 

20 C08J 
加工 ;一般的な混合方法;C08B、C、F、
GまたはHサブ分類に含まれない後処理 

1.08% 

2020年特許公開案件数の国際特許分類ランキング（トップ20） 

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
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台湾の特許制度紹介 2021 

特許出願審査の現況 

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
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台湾の特許制度紹介 2021 

 2020年特許案件審査期間については平均初回OA期間と平均審査終結期間
がそれぞれ9ヶ月と14ヶ月以内に短縮 

 質と量がともに優れた特許審査を目指し、審査品質のチェック体制を引
き続き強化 

特許出願初審査処理の概況 

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
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台湾の特許制度紹介 2021 

1-1 出願の審査及び行政救済に関するフロ－チャート  

- 特許 

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
 
 

注1：特許出願について、審査を経て、特許法に違反するものがなく、且つ公開しない事情がない場合、 

     出願日（優先権を伴う出願の場合は一番先の優先日の翌日）より18ヶ月を経過した後、公開されます。 

注2：特許出願について、出願日より3年以内、何者も実体審査を請求でき、それによって審査が始まります。 

 

特許権存在しない 

行政訴訟の 
上訴審 

 
棄却 
 
20日 

 

無効審判 
審査 

最高行政裁判所 

出願 

方式審査 

公開前の 
審査 

初審段階の
実体審査 

再審査段階
の実体審査 

上訴 
行政訴訟の 
第一審 

拒絶査定 
 

2ヶ月 

拒絶査定 
 

30日 

拒絶審決 
 

2ヶ月 

登録料納付 
無効審判 
請求 公開 

特許公報発行
及び特許証の

発行 

不服審判、30日 

 特許査定書の謄本の送達
日より3ヶ月以内 

特許査定書の謄本の送達
日より3ヶ月以内 

 

出願無効の処分、30日 

公開しない処分、 
30日 

 

経済産業省 知財裁判所 

未納付 

 

注1 

実体審査
を請求 

注2 

＊第三人情報提供 
(出願後可) 
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台湾の特許制度紹介 2021 

1-1 出願の審査及び行政救済に関するフロ－チャート  

- 実用新案 

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
 
 

経済産業省 
 

知財裁判所 最高行政裁判所 

未納付 
 

出願 

方式審査 形式審査 上訴 
行政訴訟の 
第一審 

 

行政訴訟の 
上訴審 

 

拒絶査定 
30日 

 

拒絶審決 
2ヶ月 

 

棄却 
20日 

 

登録料納付 無効審判請求 無効審判審査 
登録公報発行
及び登録証の

発行 

登録権存在 
しない 

不服審判、30日 

登録査定書の謄本の送
達日より3ヶ月以内 

 

実用新案登録出願の 
技術評価書 

注1 

注1：実用新案登録出願は登録公告された後、何者で技術評価書を申請することがてきる。 

査定 
（約出願日以後
6ヶ月以内） 
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台湾の特許制度紹介 2021 

1-1 出願の審査及び行政救済に関するフロ－チャート  

- 意匠 

不服審判、30日 

 

拒絶査定 
 

2ヶ月 
 

拒絶査定 
 

30日 

拒絶審決 
 

2ヶ月 
 

棄却 
 
20日 

 未納付 

登録査定書の謄本の送
達日より3ヶ月以内 

 

登録査定書の謄本の送
達日より3ヶ月以内 

 

出願を受理しない処分、
30日 

経済産業省 
 

知財裁判所 最高行政裁判所 

意匠権存在 
しない 

行政訴訟の 
上訴審 

登録料納付 

出願 

方式審査 
再審査の 
実体審査 

上訴 
行政訴訟の 
第一審 

無効審判 
請求 

無効審判 
審査 

登録公報発行
及び登録証の

発行 

 

初審の 
実体審査 

一般物品の意匠 

画像の意匠 

建築物の意匠 

内装の意匠 

組物の意匠 

部分意匠 

 

 

 

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
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台湾の特許制度紹介 2021 

必要書類 内容 補正可否 補正期限 
 

願書 
 

発明名称、出願人の名称 ○(しかし、少
なくとも
英語の表
記を先に
提出する) 

出願日より4ヶ月
以内 
 

出願人の代表者氏名、発明者の氏名、出願人及 
び発明者の国籍、出願人の住所 

○ 
 

出願日より4ヶ 
月以内 

優先権主張、優先権主張の基礎出願の出願番号、
出願日、出願国、優先権証明書又はアクセ
スコード 

○ 
 

最先の優先日 
より16ヶ月以 
内 

二重出願主張 ×  

明細書(原文) 
 

先に外国語明細書の提出可 ○ 中文翻訳文を出
願日より最長6ヶ
月以内に補完す
る 
 

特許請求の
範囲 

先に外国語明細書の提出可 

図面 図面がある場合、出願日に提出すべきで、補正
は不可 

×  

1-2  出願に必要な書類 

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
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台湾の特許制度紹介 2021 

知的財産裁判所103年度民専訴字第55号民事判決 

1-2  出願に必要な書類 

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
 
 

G  製薬会
社 

  

  

A  (ベルギー企業) 

X  製薬会社 

1999.04.21 譲渡登記 

B   (米企業..会社) 

C  (米企業..製薬会社) 

2005.04.19 社名変更登記 

D  (オランダ企業..製薬
会社) 

2005.04.19 譲渡登記 

E (アイルランド企業..製
薬会社) 

F (アイルランド企業..個人の
無限会社) 

2011.11.09 譲渡登記 

2012.01.01  
専用実施権登録  訴え 

譲渡不連続 

専用実施権を取得 
できない 

＊譲渡証明書等は特に出願の
際は必要ないか、後日第三者
より問題を提起され得る。 

18 



台湾の特許制度紹介 2021 

 WTO/パリ条約ルート 

     同一の発明について、台湾と優先権を相互に承認する国,又はWTO世界貿

易機関の加盟国において、法により新規出願するときは、新規出願をした

優先権日より12ヶ月以内に、台湾で特許、実用新案を出願、新規出願をし

た優先権日より六ヶ月以内に、台湾で意匠を出願する。 

 

                                                        

                                                     

                                                          

     甲 

  2018.2.1 (優先権日) 

  日本で特許出願 

甲 

2019.2.1 (出願日) 

台湾で特許出願 

 

12ヶ月 

1-3  出願ルート     

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
 
 

19 



台湾の特許制度紹介 2021 

      

         

         

U.S. 
(English) 

File PCT 

application 
(English) 

 
TW 
 (Traditional Chinese)  

      

        

         

 

      

      

         

 

      

 

 

              30 

                

 

(months) 

     0 

 

     12 

 

     18 

 Enter  

 national phase 

CN 
(Simplified  Chinese)  

 
 

  

 PCT出願を台湾へ移行するのは可能か？ 

 

  

 

 

 

 台湾はPCTに加盟していないので、PCT出願を台湾へ移行することができ

ない。 

 対策：1、PCT出願と同時に台湾へ出願する。 

        2、PCT出願に基づく優先権を主張して出願する。       

PCT出願に基づく優先権主張は認められるが、12ヶ月以内に台湾へ出願

しなければならない。 

 

1-3  出願ルート     

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
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台湾の特許制度紹介 2021 

 台湾に研究開発拠点を設け、台湾で開発した発明を台湾を第一国として出願し

た後、優先権を主張して中国へ出願可能か？ 

 台湾国籍でない出願人の場合、1年以内に台湾出願の優先権を主張して中

国へ出願する場合、その優先権主張は認められない。 

  

  対策：▲ 台湾特許法により台湾で開発された発明を台湾を第一国として 

            出願する必要があるという規定はない。 

   ▲ 台湾を第一国として出願せず、台湾以外の WTO加盟国を第一国と 

        して先に出願し、12個月以内に当該WTO加盟国出願に基づく優先 

        権を主張して台湾へ出願する。 

 

中国で開発された発明を中国を第一国として出願した場合、出願人の国

籍に関わらず、当該中国出願に基づく優先権を主張して台湾へ出願する

ことができる。 

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
 
 

1-3  出願ルート     
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台湾の特許制度紹介 2021 

1-4  外国語明細書による出願 

 外国語明細書にて出願し、出願日及び優先日を先に確保し、出願後中

国語翻訳文を提出することは可能である。 

 外国語明細書にて出願した日を出願日と認定される。 

 中国語翻訳文の提出期限 

 出願日より４ヶ月、 

 延期申請により更に２ヶ月、計出願日より６ヶ月 

 中国語翻訳文の内容は出願日を取得した外国語明細書の範囲を超えて

はいけない。 

 中国語翻訳作成の際、原文の誤植が見つかった場合、そのまま誤植の

意味を中国語にして提出した後、中国語明細書翻訳を訂正することと

なる。（これは誤訳訂正と異なる） 

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
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台湾の特許制度紹介 2021 

 外国語明細書の言語制限 

1-4  外国語明細書による出願 

認可の言語 

 

英語、日本語、韓国語、フランス語、ドイツ語、 

ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 

 上記の諸外国語明細書に基く誤訳訂正は可能。 

中国語簡体字明

細書による出願

は可能か？ 

 

 出願可能。 

 出願後、中国語繁体字明細書の提出は必要。 

 中国語繁体字明細書提出期限：最長６ヶ月 

 簡体字明細書に基く誤訳訂正は不可。 

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
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 出願後外国語明細書に対する補正（原文明細書出願の利点） 

    

 外国語明細書で出願した後、外国語明細書の補正は不可 

 出願後外国語明細書に対する補正を行う場合、出願日は補正を行った日に 

    繰り下げられる   補正は優先権主張期限後行った場合、優先権主張は 

                        無効となる 

 対策 

 

 

1-4  外国語明細書による出願 

優先権主張の出願期限

以前の場合 

 

補正版の外国語明細書を再提出する 

出願日は再提出日に繰り下げられ、優先権主張

は依然有効 

優先権主張の出願期限

後の場合 

 

外国語明細書に対する補正を行わず    

中国語翻訳文は出願時に提出した外国語明細書

内容のまま翻訳して提出し、提出後、中国語翻

訳文に対して補正を行う。 

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
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日本に願書提出 
(日本語版) 

 

 

台湾に願書提出 
   

      

        

         

 

      

      

         

 

      

 

 

              30 

                

 

   (月) 

     0 

 

     12 

 

     18 

  
 

  

 台湾及び中国で同時に提出した明細書の翻訳版 

 日本出願日後12ヶ月以内に、パリ条約に基づき優先権を主張し、台湾で出願し、

且つ出願後4ヶ月以内に中国語繁体字版を提出する。 

 日本出願日後30ヶ月以内にPCTルートを通じて中国で出願し、且つ出願と同時

に中国語簡体字版を提出する。 

中国で出願するとき、台湾の対応出願ですでに中国語版を提出
しているので、台湾の中国語繁体字版をもとに、簡体字版に修
正すると同時に、中国の関連用語を校正することができる。 

1-4  外国語明細書による出願 

台湾用の中国語繁体
字明細書を提出する 

中国に願書提出 

中国用の中国語簡体
字明細書を提出する 
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出願公開 

出願日 

明細書または図
面の自発補正 

実体審査の請求 

○ 

 
出願日（優先権主張
の場合、優先日）の翌
日より18ヶ月を経過し
た時。 
 
出願人の申請により
18ヵ月満了前に公開で
きる。 專37 

 新規出願：何人でも出願日の翌日

より3年以内に実体審査を請求する

ことができる。(專38-1) 

 分割出願または実用新案出願か

ら特許出願へ変更するもの：もし、

分割又は出願変更の際にすでに上

述期間を過ぎた場合、分割または

変更の手続を提起した日の翌日よ

り30日以内実体審査を請求するこ

とができる。(專38-2) 

 期間内に実体審査請求しなかっ

た場合、出願は取下げられたもの

と見なす。(專38-4)。 

優先権日 

1-5  審査手続き 
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 一般公開と早期公開制度 

 専利所管機関は、特許出願の願書を受理して審査した結果、法定書式に

合致し、且つ公開すべきではない事由に該当しないと認めたとき、出願

日(優先権日)より18ヶ月経過後、当該出願公開を行わなければならない。 

 

 出願人の請求により、早期にその出願公開をすることができる。 

     早期公開は出願語、中国語翻訳が提出されて方式審査完了の時点より実施さ

れます。 

 

 公開しない事由：  

         一、出願日より15ヶ月以内に取下げられた。 

         二、国家機密又は他国の安全機密にかかわる。 

         三、公の秩序又は善良の風俗を害する。 

1-5  審査手続き 
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 実体審査請求制度 

 特許の出願日より3年以内に、誰でも専利所管機関に実体審査を請求する

ことができる。 

 分割出願または特許出願への変更が期限を過ぎたとき、分割出願又は変

更の手続きをした30日以内に、実体審査を請求することができる。 

 実体審査の請求は、取下げることができない。 

 出願日より3年以内に実体審査を請求しなかったとき、当該発明の出願は

取下げられたものとみなす。 

  

1-5  審査手続き 
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 出願人による自発補正 

 

補正可能の時期 

 

 初審の段階において 

 出願から１回目の審査意見通知書が発行される前まで 

 審査意見通知書を受けた後、答弁期限内のみが補正可能 

 

 再審査の段階において 

 再審査請求してから1回目の審査意見通知書が発行される前まで 

 審査意見通知書を受けた後、答弁期限内のみが補正可能 

1-6  補正 
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 補正可能の時期 

A  審査請求から最初の拒絶理由が発行される前まで 

B  最初の拒絶理由通知の指定期間内 

C  最後の拒絶理由通知の指定期間内 

D  拒絶査定不服の再審査請求と同時 

E  最初の拒絶理由通知の指定期間内 

F  最後の拒絶理由通知の指定期間内  

1-6  補正 

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
 
 

出願 審査請求 拒絶理由 
(最初) 

拒絶理由 
(最後) 

拒絶査定 再審査
請求 

拒絶理由 
(最初) 

拒絶理由 
(最後) 

A B C D E F 
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 補正可能な範囲 
   

    一般の審査意見通知書を受けた後の補正： 

        出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面の範囲を超えてはいけない。 

 

最後の審査意見通知書を受けた後の補正： 

明細書、図面に対する補正は出願時の範囲を超えてはいけない。 

特許請求の範囲に対する補正が制限される。次の四つの状況に限って補

正が認められる： 

1) 請求項の削除 

2) 特許請求の範囲の減縮 

3) 誤記の訂正 

4) 不明瞭箇所の釈明 

初審の段階において最後の審査意見通知を受けた後に拒絶査定されて再

審査を請求した場合、特許請求の範囲の補正は依然として制限される。 

 
 

1-6  補正 
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 審査基準の規定 

 当業者が出願時の明細書、請求の範囲又は図面に記載された事項から、

直接的に且つ一義的に導き出せる…を示している。出願時の明細書、請

求の範囲又は図面に記載された文言の意味を逐字、逐語で解釈すること

にこだわらない。 

 当業者が、…補正後の明細書、請求の範囲又は図面に記載された固有の

特定事項(specific matter)が、出願時の明細書、請求の範囲又は図面

に記載された事項から単独で示唆されるもの（solely implies)、又は

全体として示唆されるもの(collectively imply)で、且つその他の事

項を示唆されていないと明確にわかる場合、その固有の特定事項…は直

接的且つ一義的に導き出せることとする。   

 補正後の事項が出願時の明細書、請求の範囲又は図面に記載された事項

の表現における相違のみであり、両者ともに同一事項を述べていると判

断できる場合、当該事項はやはり……直接的且つ一義的に導き出せるも

のと認める。 (基準第6章の2.） 

 

1-6  補正 
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1-6  補正 

 排除式(ディスクレーマー disclaimer)叙述の請求項補正 

 專利審査基準第二篇第六章第2-6-12頁： 

    「d.負のパフォーマンス固有の数値により修正を行う。出願時の明細書、特許出願の
範囲または図式の数値は新事項を開示しないことが新事項であるが、もし当該数字は先
行技術である場合、例外に排除（例えば、含まれていない）の記載方式により修正する
ことを許可する。例えば、もとの特許出願の範囲にある数値 X1=600～10000が記載さ
れており、先行技術の範囲は X2=240～1500であり、 X1=600～1500 は X2 と重ねて新
規性がない場合、数値1500は出願時の明細書、特許出願範囲または図式に開示されてい
ないので、当該数値を含み、特許出願の範囲をX1=1500～10000に変更することを許可し
ない。但し例外に重複部分排除の記載方式により、特許出願の範囲に記載される数値範
囲を「X1＞1500～10000」または「X1=600～10000であるが、600～1500を含まない」に
修正することを許可する。 

 知財局の2020.11.19付の公告によれば、下記のいくつかの情況に限り排除式(ディスク
レーマー disclaimer)叙述を用いて請求項を補正することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. 新規性がないことを克服するための引証書類。 
2. 擬制新規性喪失を克服するための引証書類。 
3. 先願主義の原則に該当しないことを克服するための引証書類であるが、 
 「同日出願」の引証書類は適用しない。 
4. 物の請求項の「人類」の部分を排除するため。 
5. 方法請求項の「生命がある人体動物体に実施する手順」を排除するため。 
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 事例（1）：請求範囲の縮減 
 

● 条件：出願当時の明細書の実施例に開示されたより好ましい反応条件が pH＝

6～8である場合。 

 

Ａ.補正内容：Claimに記載されている反応条件の「pH＝6～12」を「 pH＝6～9」

に 補正できるでしょうか。 

 ★ 補正は認められない。  

【理由】：出願当時の明細書に開示された反応条件に「pH＝6～9」との記載がな 

          いので、当該補正は「直接的に且つ一義的に導き出せること」に該当 

          しない。 

 

Ｂ.補正内容： Claimに記載されている反応条件の「pH＝6～12」を「pH＝8～12」

に補正できるでしょうか。 

 ★ 補正は認められる。  

【理由】：出願当時の明細書に開示された反応条件「pH＝6～8」と対応するため、 

          当該補正は「直接的に且つ一義的に導き出せること」に該当する。 

1-6  補正 
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 事例（2）：請求範囲の拡張 
 

● 条件：出願当時の明細書の実施例に開示された瞬間凝固接着剤のHLB値（親水
性一親油性平衡値）が7.5～11である場合。 

 補正内容： Claimに記載されている「HLB値＝9～11」を「HLB値＝7.5～11」
に補正できるでしょうか。 

★ 補正は認められる。 【理由】：出願当時の明細書に開示された実施例から
「直接的に且つ一義的に導き出せること」。 

 

 事例（3）：範囲の組合せ 

 

● 条件：出願当時の明細書に温度が20～90℃、実施例に温度がそれぞれ40℃、 
60℃、 80℃と開示されている場合。 

 補正内容： Claimに記載されている「温度が20～90℃ 」を「温度が40～
80℃ 」に補正できるでしょうか。 

★ 補正は認められる。 【理由】：出願当時の明細書に開示された内容から「直
接的に且つ一義的に導き出せること」。 

 

1-6  補正 
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 特許請求の範囲の補正方針 

  

1)  出願人から早く査定を受けられるよう明確に指示があって、具体的な特定

内容の縮減／補正を受け入れる場合を除き、技術特徴進歩性の範囲のため

に尽力し、始めから特許請求の範囲を過小な範囲に縮減するのは望ましく

ない。 

 

2) もし審査官が自発的に外国対応出願の補正内容/規定方法に言及しない場合

、範囲の過度な縮減を避けるため、自発的に言及するのは望ましくない。 

 

3)  面接手続きを通じて、審査官の心証を探り、且つ補正案を確定するために

、審査官に補正方法を記録させる。 

 

 

 

 
   

  

1-6  補正 
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 拒絶理由通知の種類：  （1）審査意見通知 

              （2）最後の審査意見通知 

 審査意見通知 

 拒絶理由を発見した場合、まず審査意見通知書を発行する。 

 拒絶査定を下す前に必ず拒絶理由を審査意見通知書に記載して出願

人に通知する。 

 

 最後の審査意見通知 

 審査意見通知を受けて補正を行った後、既に拒絶理由を全部解消し

たが、補正によって新たな拒絶理由が発生した場合、これ以上請求

範囲を大きく変更すると審査遅延をもたらすこととなり、請求範囲

の補正を制限する必要があるとき、最後の審査意見通知書を発行す

ることができる。 

1-7 拒絶理由通知 
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 最後の審査意見通知の発行具体例 

 

＜具体例1＞ 

 新規性、進歩性欠如の拒絶理由を出した後、特許請求の範囲の補正により全

ての拒絶理由が克服されたが、補正の請求項又は追加の請求項について審査官

が引例の検索を行って新たな引例を発見し、この新しい引例により新規性、進

歩性欠如の拒絶理由を通知するとき、最後の審査意見通知を発行できる。 

 

＜具体例2＞ 

 補正によって全ての拒絶理由が克服されたが、補正により新規事項が導入さ

れ、又は補正により記載不備を生じ、発明の単一性を満たさない拒絶理由を通

知するとき、最後の審査意見通知を発行できる。 

 

 

1-7 拒絶理由通知 
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＜具体例3＞ 

 一部の請求項は新規性、進歩性欠如で拒絶し、それ以外の請求項は発明の単

一性を満たさない理由で先行技術を検索せずに拒絶したが、補正により新規性、

進歩性欠如の請求項が削除され、残った請求項について新たな引例を見つけて

新規性、進歩性などの特許要件を満たさないとき、最後の審査意見通知を発行

できる。 

 

＜具体例4＞ 
 新規性、進歩性欠如の審査意見通知を出願人に通知したが、誤記、誤字又は
句読点の間違いなどの軽微な記載不備を発見せず、この記載不備のことを通知
しなかったとき、出願人は補正により全ての拒絶理由を克服したが、前記の記
載不備が依然して残っている場合、最後の審査意見通知を発行できる。 
 
 

1-7 拒絶理由通知 
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  拒絶事由  

条目 事由 

21 発明定義 

22 特許要件 

23 新規性喪失の擬制 

24 
疾病の診断、治療または外科手術方法、公序良俗の妨
害 

26 明細書に十分な開示がない 

31  先願主義：択一、協議 

32I、Ⅲ 二重出願について択一、実用新案の消滅または取消の通知 

33 単一性 

34Ⅳ 分割の範囲逸脱 

43Ⅱ 補正の範囲逸脱 

44Ⅱ、Ⅲ 補完の中国語書面が外国語書面の範囲を逸脱。誤訳の
訂正が外国語書面の範囲を逸脱 

108Ⅲ 出願の変更が範囲を逸脱 

1-7 拒絶理由通知 
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1-7 拒絶理由通知 
   

拒絶理由の回数および査定率の分野別統計 初審査段階および再審査段階において 

    初審査段階査定件数 初審査段階拒絶件数 再審段階査定件数 再審段階拒絶件数 

  A B C D E=B+C

+D 
F=E/A G H I=G+

H 
J=I/A K L M N O=L+M

+N 
P=O/K Q R S=Q+R T=S/K 

2016年 

審査交付件数 
全件数 
 

OA無し 

査定件
数 

一回OAの
みの査定
件数 

 

複数OA下
付後の査
定件数 

査定件数 特許 

査定率 

％ 

一回OAのみ
の拒絶件数 

複数OA

下付後
の拒絶
件数 

拒絶 

全件
數 

拒絶 

査定率 

％ 
 

再審査
提起 

件数 

OA無し
査定件
数 

一回OA

のみの査
定件数 

複数
OA下
付後の
査定件
数 

査定件数 特許 

査定率 

％ 
 

一回
OAのみ
の拒絶
件数 

複数OA

下付後の
拒絶件数 

拒絶 

全件數 
拒絶 

査定率 

％ 
 

K社 

化学・合金‘組成
物・素材・塗料・
（パラメーターク
レームも多数） 

46 9 31 2 42 91.30% 4   4 8.70% 3 3     3 100.00

% 
    0 0.00% 

S社 

電子・電路・電
機・メモリ・デス
プレー・LCD・カ
メラ・画像処理・
通信情報処理・
IOT・サービス提
供・５G関連規格 

32 7 15 4 26 81.25% 3 2 5 15.63% 4 3     3 75.00

% 
    0 0.00% 

A社 

電子取引・フィン
てく・ビジネスモデ
ル・クラウドサービ
ス・IOT関連 

 

79 3 41 9 53 67.09% 22 4 26 32.91% 11 4 5   9 81.82

% 
    0 0.00% 
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專利前件の検索は知財局が執行を專利検索センターに依頼 

知財局は「全球專利検索システム」を構築しており、台湾、米国、ヨーロッ

パ、日本、韓国、中国大陸及びWIPOの專利情報を調べることが可能 

URL : https://gpss.tipo.gov.tw 
 

1-7 拒絶理由通知 
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 微生物はその発明に属する技術分野における通常知識を有するものが容易に 

   入手できない場合：寄託が必要 

 出願前に台湾寄託機関に寄託が必要 

 出願前に台湾特許庁認可の外国寄託機関に寄託された場合、出願後の台湾寄 

   託機関への寄託が可 

 出願願書に寄託情報記載は不要 

 寄託証明書類の提出 

 出願前台湾寄託機関に寄託：台湾寄託機関発行の寄託証明書 

生存試験は肯定：寄託証明書が発行 

 出願後台湾寄託機関に寄託： 1）と（2）の両方が必要 

   （1）台湾寄託機関発行の寄託証明書 

   （2）外国寄託機関発行の寄託証明書 

 寄託証明書の提出期限 

 優先権主張有：最先の優先日より16ヶ月 

 優先権主張無：出願日より4ヶ月 

 台湾と相互承認の国に寄託の場合：台湾に寄託不要 

 

1-8 特許手続き上の微生物の寄託規定 
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 日本と台湾の間の特許手続き上の微生物寄託における相互承認 

   発効日：2015年6月18日 

   適用対象：2015年6月18日からの新規特許出願 

 

 発効前の手続き： 

 日本の国際寄託機関に寄託有る場合         

      台湾で出願する時に台湾での寄託は必要 

 

  発効後の手続き： 

  日本の国際寄託機関に寄託有る場合 

 台湾で出願する時に台湾での寄託は不要 

 日本の寄託証明書のみを提出すればよい。 

 寄託証明書：受託証 

           

           

1-8 特許手続き上の微生物の寄託規定 
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 日本の国際寄託機関 
 
独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）が運営している二つのセンター： 
 
 特許微生物寄託センター（NPMD） 
 
 NITE特許生物寄託センター（NITE-IPOD） 
 
 
 台湾の寄託機関 
 
 財団法人食品工業発展研究所（FIRDI） 

 
 
 

 

1-8 特許手続き上の微生物の寄託規定 
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日本の国際寄託
機関への寄託有
無？ 

台湾へ出願す
る前 

優先権
主張の
有無？ 

台湾出願前に台湾
寄託機関に寄託必
要 

台湾の寄託機関
への寄託は不要 

 NO YES 

台湾寄託機
関に寄託 

台湾で出願
する 

優先日より
16ヶ月 

出願日より
4ヶ月 

YES 

NO 

日本の国
際寄託機
関発行の
寄託証明
書を提出 

台湾で
出願 

優先権
主張の
有無？ 

優先日より
16ヶ月 

出願日より
4ヶ月 

YES 

NO 

台湾寄託
機関発行
の寄託証
明書を提
出 

寄託証明書を提出
するために 

寄託証明書を提
出するために 

1-8 特許手続き上の微生物の寄託規定 
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ケース 1 
審査中の分割 

＊ケース 2 
特許査定後の
分割 

査定 拒絶 

初審段階 再審査段階 

分割請求 

査定 

初審段階 3ケ月間 

分割請求 

1-9 分割制度 

再審査段階 

分割請求 

査定 

3ケ月間 
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初審査、再審査 

査定送達 公告日 

分 
割
出
願 

査定時の特許請求の範

囲及び図面により公告 

特許初審の査定後でも分割出願できる 

3 
ケ
月
以
内 

• 元の出願明細書に記載の技術内容に限り分割出願できる 

• 査定された元の出願の特許請求の範囲に記載の技術内容

から分割してはならない 

明細書にA.Bが含ま
れる 

特許請求の範囲A 

特許請求の範囲に
A.Bが含まれる 

特許請求の範囲B 

1-9 分割制度 
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 二重出願：同一出願人が同一発明を特許出願と実用新案出願の 

      両方に同日に出願すること 

 

2013年6月13日改正法の施行前 

 特許と実用新案のいずれか一方のみを選択すること。 

 特許権を選択した場合、実用新案権は最初から存在しないも 

 もとなる。 

 

2013年6月13日改正法の施行後 

 特許と実用新案のいずれか一方のみを選択すること。 

 特許権を選択した場合、特許権の発生日より実用新案権が消  

 滅し、実用新案権の消滅前の権利は依然として存在する。  

1-10  二重出願制度 
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 二重出願のメリット 
 

早期権利化 

 特許出願と同じクレームの実用新案出願は約3ヶ月で登録される。 

通常の特許出願は審査請求してから約23ヶ月で登録される。二重 

出願により特許出願と同じクレームの権利は二重出願の実用新案 

権により早期に権利化される。 

 製品に登録番号を早期に表記できる。 

 

二種類の権利による保護期間が長くなる 

 特許権の存続期間は出願日より20年をもって終了、実用新案権の 

存続期間は出願日より10年をもって終了し、早期に権利が発生す 

ると、権利を持っている全体の権利の期間が長くなることとなる。 

 

1-10  二重出願制度 
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 2013年6月13日改正法以降の二重出願 

特許出願 

登 
録 

実用新案出願 

特 
許 
選 
択 

査 
定 

登 
録 

権利発生 

権利発生 権利継続 

同 
日 
出 
願 

 
権 利 期 間 継 続  

 
登録前権利無し 

 
 

権利期間 
 
 

庁
指
令 

1-10  二重出願制度 
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特許出願 

実用新案出願 

登 

録 

査 

定 

 

登 

録 

 

 

権利発生 

 
放 

棄 

権利発生 

同
日
出
願 

権利期間 権利存続 最初から権利存在しない 

権利取消 

庁
指
令 

 2013年6月13日改正法以前の二重出願 

1-10  二重出願制度 

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
 
 

52 



台湾の特許制度紹介 2021 

 2013年6月13日改正法による二重出願制度 

 

 必要条件： 

 

1) 同一出願人、同一内容の発明、同日に特許と実用新案の両方に出

願する。 

2) 特許出願と実用新案出願の両方の願書に二重出願したことを明記

する（何れかの一方のみを記載、又は両方とも記載しない場合、特

許出願には拒絶査定を受ける）。 

3) 2013年6月13日以降の新規出願のみが適用される。 

4) 特許権を選んだ場合、特許出願の特許公報が発行されるまでに実

用新案権を存続させなければならない（実用新案権が存続していな

い場合、特許権が与えられない）。 

 

    

     

1-10  二重出願制度 
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 二重出願件数の推移 
 (2013年6月から2020年12月まで) 

1-10  二重出願制度 
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 2013年から2020年までの二重出願の特許出願の件数トップ4カ国 

1-10  二重出願制度 
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早期審査 

優先審査 

PPH 

AEP 

まとめ審査 

1-11 早期審査 
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 優先審査 

 2002年から導入された制度 

 優先審査の要件 

  1、公開公報が発行済み 

  2、審査請求済み 

  3、出願人以外の第三者による商業上の実施行為 

 申請できる人：出願人、第三者（実施者） 

 提出書類：商業上の実施行為を証明する書類（例えば、カタログ） 

 

1-11 早期審査 
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 特許審査ハイウェイ（Patent Prosecution  Highway  略称ＰＰＨ） 

 締結国：米国、日本、スペイン、韓国、ポーランド、カナダ 

 日台特許審査ハイウェイ試行プログラム  

2012年5月1日より2年間を試行期間としてＰＰＨ試行開始 

2014年5月1日より3年間を試行期間としてPPH MOTTAINAI試行プログラム開
始。 

2017年5月1日よりさらに3年間延長する 

 適用対象 

 特許出願     適用可能 

 実用新案出願、意匠出願     適用不可 

 請求できる時期 

審査着手通知受領後 

 ＰＰＨの請求可能期間     審査着手通知を受けてから 

                  1回目審査意見通知発行前まで。 

未公開の場合     2016年4月1日以前早期公開請求必要 

            2016年4月1日以後早期公開請求不要 

1-11 早期審査 
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申請要件 

（a）PPHを申請する台湾出願及び対応日本出願について優先日  

   又は出願日の内、最先の日付が同一であること。 

（b）対応日本出願のクレームの中に特許可能と判断された請求項を 

有すること。 

（c）台湾出願のクレームと対応日本出願の特許可能と判断された 

クレームとは完全に一致すること。 

 

提出書類 

 （1）対応日本出願の特許可能と判断されたクレーム。 

 （2）対応日本出願の全ての審査意見通知書。 

 （3）日本審査官に引用された全ての文献。 

 （4）台湾出願と対応日本出願のクレームの対応関係を示す書面。 

上記の1）、2）及び3）の中文訳又は英文訳を提出する。 

実務上:審査官はＪＰＯ ＡＩＰＮから入手でき、提出不要。 

審査官から要求された時提出しなければならない。 

特許庁手数料：無し 

1-11 早期審査 
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 PPH申請実例-1  

申請要件を満たしている：PCT日本国内移行出願の優先日  台湾出願の優先日 

日本出願 

PCT出願 

台湾出願 PPH申請 

日本国内移行出願 特許査定 

優先権主張 

優先権主張 

1-11 早期審査 
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J案 日本出願 

P案 PCT出願 日本国内移行出願 特許査定 

台湾出願 PPH申請 

J案を優先権
基礎出願と
してなされ
た出願 優先権 

 主張 

優先権主     
張無し 

PPH申請要件を満たさない：PCT日本国内移行出願の優先日   台湾出願の優先日 

 PPH申請実例-2  
1-11 早期審査 

P案を優先権
基礎出願と
してなされ
た出願 
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単位：件数 

特許審査ハイウェイ申請件数統計 

1-11 早期審査 

        
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 

米－台 39 252 271 321 327 343 542 457 455 602 

日－台 208 493 515 523 455 471 437 427 483 

韓ー台 6 20 14 18 37 20 

スペイン－台 0 1 0 0 0 1 0 0 

ポーランドー台 0 0 0 0 

カナダー台 2 0 0 

合計 39 460 764 837 856 818 1027 915 919 1105 
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1-11 早期審査 

39 

460 

764 
837 856 

818 

1027 

915 919 

1105 

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 

PPH申請の全体件数の推移 
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ＰＰＨ申請の案件 通常審査の案件 

特許査定率 92.6 ％ 74.4 ％ 

ＯＡ無の特許査定率 35.6 ％   6.77 ％ 

1回目のＯＡが発行する
までに要する平均期間 

1.73ヶ月  8.65ヶ月 

特許査定までに要する平
均期間 

4.40ヶ月  13.88ヶ月 

特許査定率＝（特許査定件数）/（特許査定件数＋拒絶査定件数） 
ＯＡ無の特許査定率＝（ＯＡ無特許査定件数）/（特許査定件数＋拒絶査定   
件数） 
2020年7月～12月までの統計 

特許審査ハイウェイ申請案件統計データ 

1-11 早期審査 
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 加速審査（Accelerated Patent Examination Program 略称AEP） 

 

２００９年１月１日より試行 

２０１０年１月１日より正式施行 

 

 請求できる時期 

 審査開始通知書（審査着手通知書）受領後 

 2016年4月1日以前 : 公開公報の発行が必要 

  2016年4月1日から : 公開公報の発行が不要  

 

 事由 

1・台湾出願の対応外国出願が特許された場合（特に締結関係不要） 

2・日本、米国、欧州の特許庁から審査意見通知書が発行された場合 

3・出願人による商業上の実施に必要な場合 

1-11 早期審査 
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事由4・グリーン技術に関連する出願 
（２０１４年１月１日から導入された事由） 

グリーン技術 

省エネルギー技術 

新エネルギー 

新エネルギーを利用した
車 

二酸化炭素排出削減 

資源節約 

1-11 早期審査 
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 ＡＥＰの提出書類 

事由1 事由2 事由3 事由4 

台湾出願の対応外国
出願が特許された場
合。 

日本、米国、欧州の
特許庁から審査意見
通知書が発行された
場合。 

出願人による商業上
の実施に必要な場合。 

グリーン特許 

1) クレームを含む
特許公報（又は
特許査定書とク
レーム） 

2) 拒絶理由通知書、
意見書、サーチ
レポート 

3) 両者のクレーム
の相違点の説明 

4) 特許公報以外の
引用文献 

 
特許庁手数料：無料 

1) 対応外国出願の
クレーム 

2) 拒絶理由通知書、
意見書、サーチ
レポート 

3) 両者のクレーム
の相違点の説明 

4) 特許公報以外の
引用文献 

 
特許庁手数料：無料  
 

1) 商業上の実施行
為を証明する書
類 

2) 契約書、カタロ
グ等 

 
特許庁手数料 
ＮＴ＄4,000を納付
する 
 

1) グリーン技術の
説明書 
 
特許庁手数料 
ＮＴ＄4,000を納付
する 
 

1-11 早期審査 
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 ＡＥＰの申請件数統計 

1-11 早期審査 

       年 

事由  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

事由1 1269 1166 831 670 489 388 227 209 175 154 294 

事由2 27 29 34 26 24 21 11 11 10 16 44 

事由3 141 181 176 206 168 145 155 110 120 128 131 

事由4 46 36 27 34 37 14 25 

合計 1437 1376 1041 902 727 590 420 364 342 312 494 

事由1・台湾出願の対応外国出願が特許された場合。 

事由2・日本、米国、欧州の特許庁から審査意見通知書が発行された場合。 

事由3・出願人による商業上の実施に必要な場合。 

事由4・グリーン特許 
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1-11 早期審査 

 1対応出願特許査定   2対応出願OA発行   3商業実施必要      4グリーン技術 

0 
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1400 
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2000 
2200 
2400 
2600 
2800 
3000 
3200 
3400 
3600 

事由1 事由2 事由3 事由4 

2520 

78 

1555 

200 

3352 

175 106 19 

件数 

2010-2020 特許加速審査AEP案件に於いて主張された事由類別

統計  
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1-11 早期審査 

54% 

20% 

12% 

2% 
2% 

10% 

2010年から2020年までのAEP申請件数における申請人の国別割合 

台湾  日本  米国 ドイツ  韓国 その他の国 
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 AEP申請案件の平均審査日数 
 
申請事由   AEP申請案件   
 
事由1      48.6  （日）     
 
事由2      57.8  （日）     
 
事由3       87.3  （日）       
 
事由4       44   （日）     
 
 
AEP申請案件日数：AEP申請から初回OA発行までの日数 
（2020年1月から12月末迄の間AEP申請案件による統計） 
 

1-11 早期審査 
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 AEPとPPHの合計件数の推移 

1-11 早期審査 
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 ＰＰＨとＡＥＰの応用実例 

＜実例1＞優先権主張の基礎となる日本出願が日本で特許査定を受け、日本 
         出願と同じクレームで台湾での特許を受けたい場合。 
提案 : ＰＰＨを利用する。  
理由 : ＡＥＰとＰＨの両方を利用できるが、ＰＰＨの審査期間がＡＥＰよ 
       り短く、特許査定率が高い。 
 
＜実例2＞優先権主張の基礎となる日本出願が日本で特許査定を受け、台湾 
         出願が既に1回目の審査意見通知書が発行された場合。 
提案 : ＡＥＰを利用する。 
理由 : ＰＰＨの適用条件に合致しない。 
 
＜実例3＞優先権主張の基礎となる日本出願がまだ特許査定を受けていない 
         が、台湾出願の対応ドイツ出願が特許査定を受けた場合。 
提案 : ＡＥＰを利用する。 
理由 : 台湾出願のドイツ対応出願が特許されれば、ＡＥＰを利用できる。 
       ＰＰＨの適用条件に合致しない。 
    

1-11 早期審査 
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2012年10月1日より正式導入 

2013年5月10日に改正 
 

要点 : 

• 同一技術の関連出願 

• 審査請求済み 

• 公開公報発行済み 

• 審査意見通知書未発行 

• 一度に申請できる案件数 : 2件～10件 

• 特許庁手数料は無し 

• まとめ審査に入ってから3ヶ月以内、或いはまとめ審査中の
審査官の指定期間内に意見書又は補正書を提出してから3ヶ
月以内に審査結果を出す 

 まとめ審査 

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
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台湾の特許制度紹介 2021 

 

メリット 

複数の関連出願について一度の面接にて内容を説明できる。 

通常の出願より早期に審査結果が出る。 

 利用現状 

2013年01月01日から2013年12月31日まで 

   申請数   4件 

   出願件数  26出願 

2014年01月01日から2014年12月31日まで 

   申請数   1件 

   出願件数  2出願 

2015年01月01日から2015年月12月31日まで 

   申請数   1件 

   出願件数  4出願 

面接を行った日から約30日で審査結果が発行される。 

 

 まとめ審査 

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
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       2014.04.01  

        (優先権日) 

 

      

      2015.04.01  

      (台湾出願日) 

 

      

       2018.04.01  

  (実体審査請求の期限日) 

 

 

    3  年 

 

 

 

 

 

      

      2018.04.01  

  (実体審査期間延長請求の期限日) 

 

      

       2014.04.01  

        (優先権日) 

 

      

      2015.04.01  

      台湾出願日 

      実体審査請求 

  実体審査期間延長請求     

 

 

 

   3  年 

提案 1：実体審査請求の期間満了直前に実体審査を請求する 

 

 

提案 2：出願と同時または出願後、実体審査を請求するが、審査期間延 
長を請求する(2015.04.01より施行) 

1-12  遅延審査制度 
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審査を遅らせたい場合: 遅延審査を利用する 

遅延審査制度の発効日: 2015年4月1日 

遅延できる期間 : 出願日より3年 

適用対象 : 特許出願のみ 

次の事情のいずれかがある場合、適用できない 

   1、既に審査意見通知書または査定書を受けた場合 

   2、分割出願手続きを行った出願 

   3、第三者から実体審査を請求した出願 

   4、加速審査（ＡＥＰ）又は特許審査ハイウェーを申請した場合 

注意事項 1、遅延請求書には審査再開の希望日を記入すること。 

     2、遅延審査請求の特許庁手数料：無料 

2015年4月1日から2018年12月31日までの申請件数：352件   

1-12  遅延審査制度 
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出願日から3年間（審査請求期間） 

出
願
日 

審
査
請
求 

遅
延
審
査
を
申
請 

遅延できる期間 

遅
延
審
査

の
限
界 

審
査
再

開
希
望

日
変
更

手
続
き 

2013/01/01 

2013/05/01 

2013/06/01 

2016/01/01 

（希望日2014/06/01） 

 変更後の希望日 

2016/01/01 

元
来
の
審

査
再
開
希

望
日 

1-12  遅延審査制度 
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2013年前旧法 : 関連条文無し 

 

2013年改正法 : 施行細則第39条に明文化された 

 

2020年8月25日に「特許出願情報提供作業要点（原文:發明專利申請案 

  第三方意見作業要點）」を制定公布し、9月1日から施行した。 

 

 

 

1-13  特許出願情報提供 
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提 供 者の
個 人 情報
(身元 )守
秘 を 事前
設定 

提供された情報
の「引用文献リ
スト」をオンラ
インで公開 

個人情報の公開に同
意するか否かを選択

(身元) 
申請書の情報提供者の個
人情報(身元)を全部守秘 

いいえ 

はい 

特許出願人に通知、出願人は包袋閲覧
の請求可 

情報提供に係る書類の送達 

提供された情報を審査の参考とする 

「専利公開情報検索」システムに引用
文献リストを公開 

定 型内容 の
書 簡で特 許
出 願人に 通
知する 

 

特許公開前に情
報提供を受理 
 

1-13  特許出願情報提供 
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 情報提供者の氏名、住所を申請書に記載する。 

 提供された情報を出願人に知らせず、公開させないことは可能 

       公開しないことを申請書に記載する。 

 ダミーで情報提供を行うことは可能。 

 

提出できる情報 

•  意見書 

•  特許付与すべきでない証明書類 

•  証明書類を添付する理由書 

 

提供された情報の運用現状 

 弊所の扱った案件の統計により情報提供を受けた出願の7割におい 

て提供された文献を引例として利用された。  

 

 

   

1-13  特許出願情報提供 
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台湾の特許制度紹介 2021 

制度内容 日本 台湾 

提供対象 特許、実用新案 特許 

情報提供できる時期 出願した後、いつでも
情報を提供することが
できる（登録後でもで
きる） 

出願した後、いつでも
情報を提供することが
できる 
 

情報提供者へのフィード
バック 

有 無 

匿名による情報提供（情
報提供申請書に氏名、住
所を記入しない） 

可 可 

政府料金 無 無 

 日本と台湾の情報提供制度の比較 

1-13  特許出願情報提供 

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
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台湾の特許制度紹介 2021 

旧作業要点 

1.特許公開前の情
報提供を受け入れ
ない。 
     

2. 情報守秘を選択
すると、提供され
た情報が非公開に
なる。 

3.「参考として特
許出願人への通
知」という手続き
は情報守秘のため
行わない。 

第三者の情報提供 

特許出願を公
開しているか 包袋に

保存 

包袋に 
保存 

実体審査を請
求しているか 

いいえ 

いいえ 

はい 

個人情報の守秘
を要求するか 

はい 

提供された情報
の守秘を要求す

るか 

はい 

はい 

関連守秘措置を
とり、並びに審
査の参考とする 

 
 

提供された情報
の守秘を要求す

るか 

 

はい 

いいえ 

 

参考として特許出願人に送付 

情報公開並びに審査の
参考とする 

個人
情報
のみ 
守秘 

いいえ 

いいえ 

約88.4%が情報提供の守秘を選択 

提出期間は公開後から
査定前まで 

1-13  特許出願情報提供 

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
 
 

83 



台湾の特許制度紹介 2021 

近年の統計資料から、元の制度では平均約88.4%の第三者が申請書で「情報守秘」と
いう選択肢を選んだことが明らかであり、これが後日、提供情報の非公開という結果
につながった。 
特許出願人と他の公衆がいずれも提供情報の内容を知ったり検討したりすることはで
きないので、提供情報も公開による透明化がなされない結果となった(隠されてい
る) 。 

守秘選択肢 処理状況 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 

情報守秘あり 非公開 119 104 96 87 94 82 

情報守秘
なし 

個人情報
守秘あり 

公開 
25 3 6 13 7 10 

個人情報
守秘なし 4 1 0 1 3 7 

申請案件数 148 108 102 101 104 99 

平均審査終了期間（月） 33 26 20 16 14 13.8 

非公開率 80.40% 96.30% 94.10% 86.10% 90.40% 82.80% 

 近年台湾の情報提供申請件数の統計 

1-13  特許出願情報提供 
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• 特許主務機関は発明特許を審査するときに、請求又はその職権により、
期間を限定して次の各号をすべき旨を出願人に通知することができる。 

一．特許主務機関に出向いて面接を受けること。 

二．必要な実験を行い、模型又は見本を補足すること。 

  前項第2号の実験、模型又は見本の補足について、特許主務機関は
必要があると認めたとき、現場に出向いて、又は場所を指定して検
証を行うことができる。             

                    

 

 

 

 

出願 審査請求 拒絶理由 
通知 

初審拒絶 
査定 

再審査 
請求 

拒絶理由 
通知 

審査査定 

-面接できる期間- 

1-14 面接規定 
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面接の模式図 

1-14 面接規定 
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 発明の内容を文言で明確に説明できない場合（例えば、装置内部の接続
関係）。 

 ①本願の技術内容が拒絶理由通知で誤解されている場合 

 ②審査手段が審査基準に従っていない意見が出された場合  

 ③重要な特許を守る、有効な権利範囲を得るなどの必要がある場合 

 

 無効審判において、証拠の照合を直接会って説明したい場合。 

【メリット】   

  不明で、理解不足な箇所、又は理解できないことを直接会って更に詳

しく説明すれば、審査官に理解してもらえる。また、面接で審査官の考

えをよく把握でき、もう一度の答申、補正する機会を利用して、請求の

範囲の補正又は説明資料を提供することにより、特許を速やかに得るこ

とができる 。 

 面接の必要性及びメリット 

1-14 面接規定 
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 審査官は面接を請求する内容について、下記の事情の一つに該当する

場合、査定書で受理しない理由を述べなければならない。 

（一）単に特許を付与できるかどうかを問い合わせたい場合。 

（二）無効審判の申立において、具体的な無効審判の理由を提出せ

ずに、面接を請求する場合。 

（三）技術内容、案件内容と明らかに関連性のない理由で面接を請

求する場合。 

（四）再面接を請求する際、案件の内容がすでに明確であり、面接

の必要性がない場合。 

 （面接作業要点） 

 受理しないケース 

1-14 面接規定 
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 面接規定により、審査段階の時期はいつでも面接を請求すること

ができるが、拒絶理由通知を受けた後、答申書と同時に面接を請

求するのが最も良いタイミングである。 

 

 最終拒絶理由通知が受けた後、審査官を説得して最終拒絶理由通

知を取り下げてもらいたい、又は、有効な権利範囲を守りたい場

合。 

 

 請求の範囲の補正について、拒絶理由通知に対する補正などが適

当がどうかの確認は面接の理由にならない。補正された請求の範

囲が明細書で十分に裏付けられること等を説明する場合は、面接

の理由になる。 

 面接の好ましい時期 

1-14 面接規定 
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台湾の特許制度紹介 2021 

 

 台湾において「電話」での問い合わせは法的な効力を持たない

（…特許主務機関に出向いて面接を受けること…)。 

 台湾では、面接後、面接記録が残されて、通常の拒絶理由通知と

見なされる。 

  

 （初審査又は再審査（無効審判を含む）の面接の進行中に、明細

書、図面又は図の説明などの内容について、補足説明又は補正

が必要であると思われる場合、審査官が職権により、期間を指

定して、明細書、図面説明の補足、補正本を提出することを命

じる）（面接作業要点） 

 電話面接のデメリット点 

1-14 面接規定 
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知財局が2017年4月～に面接改善方案を施行   

 目的：今後の無効審判審査口頭審理制度実施のための準備 

 

 改善方案の重点： 

 

1) 面接申請に面接予定の事項を記載して具体的に面接申請の必要

性を示し、面接申請書に同時に「面接が依拠する審査基準」及

び「面接事項及び説明」を記載することを追加 

 

2) 現行の面接記録表を修正し、且つ当事者が自ら電子設備を携帯

できるよう緩和し、知財局の「面接記録表」のフォームにより

その陳述意見を記載 

1-14 面接規定 
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• 拒絶理由通知： 

引例の脂肪酸は血液改質剤に用いる記載がなくも脂肪酸が同一もので
あることから、血液を改質する性質も持っているはずなので、本願は
引例に対して新規性、進歩性を有しない。         

• 審査経過： 

初審査、再審査段階の文書の遣り取りで、審査官の心証をなかなか得
られないため、面接を請求。面談室で審査官に面接要点、引例との比
較表、実験報告などを提出、説明し、やっと理解してもらい、特許取
得に成功した。 

発明の目的 技術内容 効果 

本願 吸収性物品 脂肪酸を血液改質剤として用い
られる 

通過性がよくなる 

引例 吸収性物品 脂肪酸をローションの群の1種
として明細書に挙げられ 

皮膚に優しくなる 

面接の実例 

1-14 面接規定 
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面接注意事項   

 面接するに当たって、審査官が提出した質問を正確、リアルタイムに把

握し、且つ審査官の意向を即時に確認し、有利な査定結果を確保するた

めに、どのような補正／限定に合意したのかを面接記録に明記する。 

 

 審査官が言及していない事項、例えば外国対応出願の補正内容・限定方

法等に、自発的に言及するのは望ましくない。 

 

 面接結論記録を必ず確認しなければならない。審査官が技術内容を十分

理解すれば、以後補充資料又はデータ／説明を提出する必要が一切ない

。 

 

 

 

1-14 面接規定 
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 訂正時機 : 

      1. 特許権取得後、自発的に訂正を請求 

      2. 他人に無効審判請求された時に、答弁を提出すると同時に訂正を請求。 

 特許権者が特許明細書、特許請求の範囲または図面の訂正を請求する場合、下

記事項だけを行うことができる。： 

    一、請求項の削除 

    二、特許請求の範囲の減縮 

    三、誤記または誤訳の訂正 

    四、不明瞭な記載の疎明 

 訂正は、誤訳の訂正を除き、出願時の中文明細書、特許請求の範囲または図面

で開示した範囲を超えてはならない。 

 訂正は、公告時の特許請求の範囲を実質的に拡大または変更してはならない。 

1-15 訂正 

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
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• 請求項に技術的特徴の追加に対する「要旨変更」の判断
基準の変更 

 

• 「訂正できる事項」の態様を緩和 

 

• 「特許請求の範囲の実質上拡張又は変更に関する様 
態」を改めて作成 

 

• 「事例」及び「訂正事例」を改めて作成 

 訂正審査基準の改正(2017年１月１日発効） 

1-15 訂正 

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
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 請求項への技術的特徴の追加に対する「要旨変更」の判断基準の変更 

2016年までの審査基準 2017年1月発効する審査基準 

4.2（5） 
…….逆に、特許請求の範囲の技術的特
徴を、……明細書で記述される機能に
対応する構造、材料又は作動に訂正し
た場合、「下位概念にあたる又はさら
に特定された技術的特徴」の導入にあ
たり、特許出願に係る発明の産業上利
用される分野又は発明が解決しようと
する課題は変更されておらず、特許請
求の範囲は実質上変更されていない。 

4.1（1） 
…….逆に、請求項の技術的特徴を、
……..明細書で記述される機能に対応
する構造、材料又は作動に訂正し、且
つ、訂正前の請求項に関する発明の目
的を依然として達成できる場合、特許
請求の範囲は実質上変更されていない。 
 

4.1 
「特許請求の範囲の実質上変更」 
… 
(3) 請求項の請求対象が変更されるも
の。(特に例がありません） 

4.2 
「…訂正結果が公告時の特許請求の範
囲を実質上変更する様態…」… 
(3) 請求項の請求対象が明らかに変更
されるもの。例えば、物の請求項を方
法の請求項に訂正すること。 

1-15 訂正 
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事例１ 

「化合物Aを含む、界面活性剤組成物」 「化合物Aを含み、殺虫剤に用いら 
 れる界面活性剤組成物」 

技術特徴追加 

2016年までの審査基準-内容 

「界面活性剤」と「殺虫剤」は、産業
上の利用分野において密切な技術的関
連性がなく、訂正前後の特許出願に係
る発明の産業上の利用分野が異なるた
め、特許請求の範囲の実質上の変更に
なる。 

2017年1月発効する審査基準-内容 

…当該訂正は誤解され、不明瞭記載
の釈明に該当することを回避できる。
…また、訂正された内容は……物の
本体に影響せず、当該用途を限定す
る作用が生せず、……訂正前の当該
組成物の組成を変更しておらず、且
つ、請求の対象も変更しないため、
公告時の特許請求の範囲の実質上の
拡張又は変更にはならない。 

 請求項への技術的特徴の追加に対する「要旨変更」の判断基準の変更 
（請求対象に技術的特徴を追加） 

1-15 訂正 

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
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事例２ 

「ペダル（20）が枢設された車椅子であって、…上記
２個のペダル（20）の噛合部は重なって対合される車
椅子。」を 
「ペダル（20）が枢設された車椅子であって、…上記
２個のペダル（20）の噛合部は重なって対合され、車
椅子の肘掛け上に食事用テーブルが設置される車椅
子。」に追加訂正する場合。 

2016年までの審査基準-内容 

…訂正後に追加された食事用テー
ブルは、訂正前の特許請求の範囲
において技術的特徴の下位概念に
あたる又はさらに特定された技術
的特徴でないため、特許請求の範
囲の実質上変更となる。 

2017年1月発効する審査基準-内容 

…訂正後に追加された食事用テーブルは、
すでに明細書に記載され、…上記特徴が追
加されても、訂正前の「車椅子を使用する
際に利用者の両足がペダルから落ちるのを
回避でき、…」などの発明の目的は依然と
して達成でき、特許請求の範囲は実質上変
更されていない。 

 請求項への技術的特徴の追加に対する「要旨変更」の判断基準の変更 
  （請求の範囲に技術的特徴を追加の2） 

1-15 訂正 

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
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              事例 

1.第一の放熱体(1)、第二の放熱体(2)及
び少なくとも2つのヒートパイプ(3)を有
する…均一ホットスポットの放熱装置。 
2.前記第一の放熱体と、第二の放熱体
(1,2)との間に、放熱フィンセット(4)が
設置された…請求項１に記載の…。 
3.前記第一の放熱体(1)に熱伝導体(11)
を嵌入し、…請求項１に記載の…。 

1.（削除）第一の放熱体(1)、第二の放熱体
(2)及び少なくとも2つのヒートパイプ(3)…
を有する…均一ホットスポットの放熱装置。 
2.前記第一の放熱体と、第二の放熱体(1,2)
との間に、放熱フィンセット(4)が設置され
た…請求項１に記載の…。 
3.前記第一の放熱体(1)に熱伝導体(11)を嵌
入し、…請求項２に記載の…。 

2016年までの審査基準-内容 

請求項１の削除により、請求項３が請求
項２に従属するが、当該従属関係の変更
により、訂正後の請求項３が訂正前に比
較する場合、「…放熱フィンセット(4)が
設置された…」との技術的特徴が増加し
たため、特許請求の範囲の実質上変更に
なる。 

2017年1月発効する審査基準-内容 

請求項１の削除により、請求項３が請求項
２に従属することになる。訂正後の請求項
３に追加された「…放熱フィンセット(4)が
設置された…」との技術的特徴が出願当時
の明細書に開示されているうえ、訂正前の
請求項３の発明の目的も達成できるため、
特許請求の範囲は実質上変更されていない。 

 請求項への技術的特徴の追加に対する「要旨変更」の判断基準の変更 
  （請求項同士の従属関係を変更） 

従属関係変更 

1-15 訂正 
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不明瞭記載の規定(従属関係） 

 2016年までの審査基準-内容 2017年1月発効する審査基準-内容 

3.4不明瞭な記載の釈明 
公告後の特許請求の範囲について、互
いの従属関係が複雑であり又は読み取
りが困難である場合、引用記載形式の
請求項を独立項記載形式に変更するこ
とも、不明瞭な記載に該当する。 

3.4不明瞭な記載の釈明 
公告後の特許請求の範囲について、互
いの従属関係が複雑であり又は読み取
りが困難である場合、引用記載形式の
請求項を独立項記載形式に変更するこ
とも、不明瞭な記載に該当する。 

従属項の従属関係の変更又は引用記載
形式の独立項の引用関係の変更は、通
常請求項の技術的特徴に変更をもたら
すため、「下位概念にあたる又はさら
に特定された技術的特徴」の導入でな
ければ、特許請求の範囲の実質上変更
となる。・・ 

従属項の従属関係の変更又は引用記載
形式の独立項の引用関係の変更は、通
常請求項の技術的特徴に変更をもたら
すため、「下位概念にあたる又はさら
に特定された技術的特徴」の導入でな
ければ、特許請求の範囲の実質上変更
となる。・・ 

改正 

「訂正できる事項」の態様を緩和（審査基準を明確化） 

1-15 訂正 
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事例 

1.第一の放熱体(1)、第二の放熱体(2)、
及び第一の放熱体と第二の放熱体の間
に設置された放熱フィンセット(4)を
有する…ホットスポットの放熱装置。 
2.前記放熱フィンセット(4)を有しな
い請求項１に記載のホットスポットの
放熱装置。 

1.第一の放熱体(1)、第二の放熱体(2)、
及び第一の放熱体と第二の放熱体の間
に設置された放熱フィンセット(4)を
有する…ホットスポットの放熱装置。 
2.第一の放熱体(1)、第二の放熱体(2) 
を有する…ホットスポットの放熱装置。 
 

2016年までの審査基準-内容 

引用記載形式の請求項の引用関係の変
更は、通常請求項の技術的特徴に変更
をもたらすため、「下位概念にあたる
又はさらに特定された技術的特徴」の
導入でなければ、特許請求の範囲の実
質上変更となる。 

2017年1月発効する審査基準-内容 

訂正前の請求項２は引用記載形式で記
載されているため、従属項に解読され
やすいが、請求項１の特徴を含まない
実質的な独立項である。従って、独立
項記載形式に変更することで、解読上
の誤解を避けることができるため、不
明瞭記載の釈明に該当する。 

「訂正できる事項」の態様を緩和 
 （引用記載形式の請求項を独立項記載形式に変更） 

独立項に変更 

1-15 訂正 
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 訂正請求審査現況 

平均審理終結期間 

6.6月 

1-15 訂正 

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
 
 

102 



台湾の特許制度紹介 2021 

特許査定 

証書料及び第１ 
年度の年金納付 

公告、証書発行 
(公告日より権利が発生) 

年金納付（毎年） 

権利期間満了(出願日より起算) 
特許権利期間：２０年 
実用新案権利期間：１０年 
意匠権利期間：１２年 

 

三ヶ月 

第三者による 
無効審判請求 

Yes 
無効審判 

無効審判請求 
不成立確定 

専51,101,113 

専47 

技術評価書
の請求 

実
用
新
案
に
限
り 

専115～117 

1-16 特許査定  

 

1 台湾特許出願実態と制度の概要 
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2 発明該当性及び産業上の利用可能性 
及び拒絶理由の対応要点と事例 
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自然法則自体 

 単なる発見 

-- 自然界の既知物の特性を発見

する行為には技術性がない 

自然法則に反するもの 

--エネルギー保存の法則に反す

る永久機関 

 自然法則を利用していない 

-- 数学方法、人為規則、プログ

ラム語言、商業方法 

技術的思想ではない 

技能 

-- フォーク投法 

単なる美術創作 

--絵画、彫刻 

 単なる情報開示 

-- ユーザーインターフェース

図形設計配置 

 簡単なパソコン利用 

-- 簡単なパソコンソフト及び

ハードの付加 

 

パソコンソフトの関連発明の出願が通常許可・拒絶される理由 

2 発明該当性及び産業上の利用可能性及び拒絶理由の対応要点と事例 

2-1 発明該当性 
 

 発明該当性がない項目 
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 もし発明が全体として技術性を有する、例えば技術上の困難を克服した場合、もし

くは技術分野での手段を利用して課題を解決することによりシステム 全体に技術分

野に係る効果、例えば情報システムの安全性の増進、情報シスムの実行効率の向上

などをもたらす場合、発明の定義に合致する。 (審査基準第2-12-13) 

 コンピュータのソフトウェアまたはハードウェアが課題を解決する のに必要不可欠

の一部であるか否か、について考慮すべきである。(審查基準第2-12-13) 

 
例1 ：請求項に品物の競売のステップのみ記述されている「品物の競売方法」 

     (発明該当性を有しない) 

       理由：ビジネス方法そのものだけであって、自然法則を利用するものではい。 

 

例2 ：ソフトウェアの執行により品物の競売のステップを行う「インターネッ 

   トでの品物の競売方法」 （発明該当性を有する） 

       理由：インターネットの技術をビジネス方法で実現する。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1 発明該当性 
   

コンピュータソフトウェア発明の発明該当性判断 

2 発明該当性及び産業上の利用可能性及び拒絶理由の対応要点と事例 
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技術的効果を有するか 

技術的手段を有するか 

技術的課題を解決したか 相互作用を有するか 技術的思想を有するか 

技術的詳細を開示したか 明確な課題を有するか 

はい いいえ 

  はい 

はい はい 

いいえ 
まとめて 
 考慮 

2-1 発明該当性 
   コンピュータソフトウェア発明の発明該当性判断 

2 発明該当性及び産業上の利用可能性及び拒絶理由の対応要点と事例 
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発明該当性のない項目： 

1) 人間又は動物を診断する方法 

2) 人間又は動物を治療する方法 

3) 人間又は動物に外科手術を施す方法 

 

 生命のある人体又は動物体を実施対象とする (審査基準第2-13-2) 

 疾病の診断に関する 

 疾病の診断結果を得ることを直接の目的とする 

 

例1 ：【請求項】両チャンバー付き薬品輸送装置に施行される方法であって、当該両 

            チャンバー付き薬品輸送装置の起動に応じて、プランジャーが両チャンバー容 

            器を装置の本体に通過するように移動させることによって、針を本体から出て 

             注射部位に突き刺す。 

            【審査意見通知】直接的に生きている人体又は動物体を実施対象としたため、 

                                         発明該当性を有しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1 発明該当性 
   

医薬発明の発明該当性判断 

2 発明該当性及び産業上の利用可能性及び拒絶理由の対応要点と事例 
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 係争特許の請求項１に係る技術的特徴 
 

2-2 事例 1 

2-2 拒絶理由の内容及び対応の重点 
   

   「推薦情報の出力方法、システム及びサーバー」發明特許 

 ユーザー行為データベースから、予定の統計周期内におけるユー
ザー行為データを抽出し、 

 前記ユーザー行為データを、商品の識別子に照らして分類し、
前記統計周期内における各商品毎の関心度の時系列を取得し、 

 前記関心度の時系列に基づいて、前記商品の購入ピーク確率
を計算し、 

 推薦情報を出力する旨の指令を受信したとき、前記購入ピーク
確率を高から低の順位に配列し、前記配列した結果に従って商
品の推薦情報を出力することを特徴とする推薦情報の出力方法。 

 ユーザー行為データベースから、予定の統計周期内における 

  ユーザー行為データを抽出し、 

 前記ユーザー行為データを、商品の識別子に照らして分類し、 

  前記統計周期内における各商品毎の関心度の時系列を取得し、 

  前記関心度の時系列に基づいて、前記商品の購入ピーク確率を 

  計算し、推薦情報を出力する旨の指令を受信したとき、前記購入 

  ピーク確率を高から低の順位に配列し、 

  前記配列した結果に従って商品の推薦情報を出力することを 

  特徴とする推薦情報の出力方法。 

2 発明該当性及び産業上の利用可能性及び拒絶理由の対応要点と事例 

109 



台湾の特許制度紹介 2021 

 
  

 審査意見通知書の内容 
 

2-2 事例 1 

2-2 拒絶理由の内容及び対応の重点 
   

   「推薦情報の出力方法、システム及びサーバー」發明特許 

 本発明の課題を解決する手段（ユーザー行為データベースからユーザー
行為データを抽出し、ユーザー行為データを分類し、前記商品の購入ピーク
確率を計算し、商品の推薦情報を出力すること）は、技術分野における手
段ではなく、システム全体に対して技術分野の効果を与えない。 

  

 本発明には、コンピュータ（サーバー）の抽出手段、分類手段、計算手
段、入出力手段及びデータベースなどの技術ツールが利用され、かつ請求項
において、コンピュータのソフトウェア又はハードウェアによって方法が実現され
るが、これは、コンピュータによって人工作業を取り代わることであるから、人工
作業に比べて、高速度、高確率、高処理量などの出願時のコンピュータの
固有能力しか発揮できず、技術的思想を有しないから、発明の定義に合致
しない。 

 

 本発明の課題を解決する手段（ユーザー行為データベースからユー

ザー行為データを抽出し、ユーザー行為データを分類し、前記商品の
購入ピーク確率を計算し、商品の推薦情報を出力すること）は、技術
分野における手段ではなく、システム全体に対して技術分野の効果を
与えない。 
  
本発明には、コンピュータ（サーバー）の抽出手段、分類手段、計
算手段、入出力手段及びデータベースなどの技術ツールが利用され、
かつ請求項において、コンピュータのソフトウェア又はハードウェア
によって方法が実現されるが、これは、コンピュータによって人工作
業を取り代わることであるから、人工作業に比べて、高速度、高確
率、高処理量などの出願時のコンピュータの固有能力しか発揮でき
ず、技術的思想を有しないから、発明の定義に合致しない。 
 

2 発明該当性及び産業上の利用可能性及び拒絶理由の対応要点と事例 
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 答申理由書の主張内容 

2-2 事例 1 

2-2 拒絶理由の内容及び対応の重点 
   

補正した請求項１ 
 
  ユーザー行為データベースから、予定の統計周期内におけるユー
ザー行為データを抽出し、 
 前記ユーザー行為データを、商品の識別子に照らして分類し、前記統
計周期内における各商品毎の関心度の時系列を取得し、 
 前記関心度の時系列に基づいて、前記商品の時間ディメンションにお
ける購入ピーク確率を計算し、 
 推薦情報を出力する指令を受信したとき、前記購入ピーク確率を高か
ら低の順位に配列し、前記配列した結果に従って商品の推薦情報を出力
する前記配列した結果から高から低の順位に予定の数量の商品の推薦情
報を取得し、予定の数量の商品の推薦情報を推薦システムに入力し、前
記推薦システムが予定の数量の商品の推薦情報に用いられた後に商品の
推薦情報を出力することを特徴とする推薦情報の出力方法。 

 
 
 
 
 

   「推薦情報の出力方法、システム及びサーバー」發明特許 

2 発明該当性及び産業上の利用可能性及び拒絶理由の対応要点と事例 
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 答申理由書の主張内容 

2-2 事例 1 

2-2 拒絶理由の内容及び対応の重点 
   

 
 

本発明が解決しようとするものは技術的課題 
 

補正した請求項１が解決しようとする課題は、推薦システムの入力情報量及び
情報処理量を減少できるように、如何に適量の商品の推薦情報を選出して推薦
システムに入力するか、という技術的課題を含む。 
 
本発明が採用するのは技術手段 
 
対応の時間点における購入ピーク確率と推薦情報は、ユーザーが要する商品情
報であり、客観的な、人の意思によって変更することがない論理的な関係を有
する。 
 
本発明が実現するのは技術的効果 
 
推薦システムの入力情報量及び情報処理量を減少し、推薦システムの処理速度
を加速し、システムの推薦効率を高めることができる。 
 

 
 
 

   「推薦情報の出力方法、システム及びサーバー」發明特許 

2 発明該当性及び産業上の利用可能性及び拒絶理由の対応要点と事例 
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3 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応
要点と事例 
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 先行技術：出願前に既に刊行物に見られ、既に公開実施されたか、また

は公衆に知られて公衆が知りえる情報となっているもの(一対一比較)  

 

 公衆が知りえる：公衆が接触でき、且つその実質内容の状態を知る        

ことができる   実際に知っていたか？           要求しない  

 

 「刊行物」に見られる：公衆に公開された文書または情報が記載されて

いる他の保存メディア 

    

 

 特許出願の発明が先行技術の一部を構成しない 

3 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 

3-1 新規性 
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 用途発明（請求対象は物） 

• 該用途の特定が、保護を請求されている物に影響をもたらされ

ず、物の目的又は使用方法を述べるのみであるとき、当該用途

は物が新規性、進歩性の要件を満たすか否かの判断に対しては

作用しない。 

• 発明が「清掃用の組成物A+B」であるとき、先行技術の「殺虫用

の組成物A+B」と対比すると、組成物A+Bの用途は変更されてい

るが、その本質的な特性を決定する組成が変わっていないため

、「清掃用の組成物A+B」は新規性を有しない。 

 

 

 

3-2 審査基準の規定 

3 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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• 用途の請求項の本質は物そのものではなく、物質の特性の応用

にある。用途請求項は物を使用する方法であり、方法の発明に

属する。 

• 用途請求項の請求対象名は「用途」、「応用」又は「使用」と

する。 

【例】 

殺虫剤とする化合物Ａ     …×  

 化合物Aを殺虫に用いる用途 …○ 

 化合物Aを用いる殺虫方法  …○ 

 

 

 

 用途発明(請求対象は方法) 

3-2 審査基準の規定 

3 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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• 疾患Xを治療する物質A               …×  

• 物質Aの疾患Xを治療する用途（治療方法と見なす） …×  

• 疾患Xを治療する物質Aを製造する方法       …○ 

• 疾患Xを治療する薬物の製造においての物質Aの用途 …○ 

• 物質Aの用途であって、疾患Xを治療する薬物の製造に用いる方法                                         

…○ 

 
「物質Ａの疾患Xを治療する用途」（人間の治療方法に属し、特
許の対象に該当しない）を、「疾患Xの治療用医薬を製造するた
めの化合物Ａの用途」に補正すると、特許を受けることが可能
になる。 

 医薬分野の用途発明 

3-2 審査基準の規定 

3 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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 再生医学分野の用途発明 

例（用途発明）(請求対象は物） 
【請求項１】 （公開の独立請求項）  

 哺乳動物細胞及びトレハロース若しくはその誘導体又はそれらの塩を含
む、哺乳動物細胞を血管経由で投与する際の肺塞栓形成を予防するための
哺乳動物細胞懸濁液。 

【請求項６】 
 トレハロース若しくはその誘導体又はそれらの塩を有効成分として含む
、哺乳動物細胞を血管経由で投与する際の肺塞栓形成の予防剤。  

審査過程を経過した後 
【請求項１】 （公告の特許請求の範囲） 
 哺乳動物幹細胞を血管経由で投与する際の肺塞栓形成の予防剤を調製する

ためのトレハロース若しくはその誘導体又はそれらの塩の使用であって、
前記トレハロースの誘導体が、二糖類のトレハロースに１又は複数の糖単
位が結合したグリコシルトレハロース類である、使用。 

【請求項２】 
哺乳動物幹細胞が哺乳動物間葉系幹細胞又は哺乳動物多能性幹細胞である
、請求項１記載の使用。 

 

3-2 審査基準の規定 

3 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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例（用途発明）(請求対象は物） 

• 【請求項１】（公開） 
ＨＣＮ４チャネルとＮａチャネルを有し、Ｎａチャネルの制御により心
拍数をコントロールできるペースメーカ細胞であって、胚性幹細胞（Ｅ
Ｓ細胞）、人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）または始原生殖細胞由来万
能細胞由来のペースメーカ細胞。 

審査過程を経過した後 

• 【請求項１】（公告） 
 胚性幹細胞（ＥＳ細胞）、人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）または始
原生殖細胞由来万能細胞に由来するペースメーカ細胞約３０００個を含
む細胞塊…をペースメーカ細胞を含む細胞塊としたものを移植片…心臓
ペースメーカとして作動する移植片の製造方法であって、ペースメーカ
細胞が、ＨＣＮ４チャネルとＮａチャネルを有し、Ｎａチャネルの制御
により心拍数をコントロールできるものである、心臓ペースメーカとし
て作動する移植片の製造方法。 

 

 再生医学分野の用途発明 

3-2 審査基準の規定 

3 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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 先願(引例)及び後願の明細書、特許請求の範囲または図面に記載の内

容と同一 

 先願(引例)が後願出願日の後に公開または公告 

 先願(引例)及び後願がいずれも台湾で出願 

 異なる出願者だけに適用する 

 

 

 

 新規性喪失の審査だけに適用し、進步性の審査には適用しない 

3-3 拡大先願の判断 

台湾の審査実務における、「同一出願人」なのかの判断と日本 
の審査実務とは異なっているので、台湾における特許戦略 
においてもこの差異に注意しなければならない。 

3 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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出願戦略の注意事項 

日本の判断プロセス 

【日本の審査基準】： 
 
3.1.2 他の出願の出願人が本願の出願時に
おいて、本願の出願人と同一でないこと
(2.(1)(iv)) 
(1) 審査官は、他の出願の出願人と、本願
の出願人とが同一(以下この章において「出
願人同一」という。)であるか否かを、本願
の出願時点で判断する。 
(2) 審査官は、以下の(i)及び(ii)のいずれ
の場合にも該当しないときに、出願人同一
でないと判断する。 
(i) 各々の願書に記載された出願人の全員
が表示上完全に一致している場合 
(ii) 各々の願書に記載された出願人の全員
が表示上完全に一致していない場合であっ
ても、実質的に判断した結果、出願人全員
が完全同一である場合 
(例：出願人の改称、相続又は合併があって
本願の出願人と、他の出願の出願人とが表
示上は一致しなくなった場合) 
 

3-3 拡大先願の判断 

3 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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出願戦略の注意事項 

台湾の判断プロセス 
【台湾の審査基準】第2.6.5: 
 
先願と後願の出願人が同一出願人である
かどうかの認定に関する事項は以下の通
りである。 （1）後願の出願日（願書、
明細書、特許請求の範囲及び必要な図面
が完備した日）を認定の基準点とし、即
ち当該先願と後願の出願人が当該後願の
出願日の時点において同一か、を認定す
べきである。同一出願人と認定されたと
きは、後に変更、相続又は合併等の事由
で出願人が不一致であっても、原認定は
依然有効である。 
 
【知的財産局実務】：形式的な認定が採
用されている。 

3-3 拡大先願の判断 

3 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 

122 



台湾の特許制度紹介 2021 

    

出願戦略の注意事項 

 台湾実務の認定結果： 

  

    仮に先願の出願人が「○○股份有限公司」で、後案の出願人が「＊＊股份

有限公司」の場合（注：「○○股份有限公司」と「＊＊股份有限公司」は

実質上法人格が同一で、会社名が変更されただけ）、 

     

  台湾の審査実務では、「○○股份有限公司」と「＊＊股份有限公司」は主

体が同一ではないと認められ、拡大先願が適用されるので、後願は特許を

受けられなくなる。 

 方案1：発明の出願内容が拡大先願になるおそれがある出願案件 

       については、出願主体の変更申請を避けたほうがよい。 

方案2：関連のすべての案件を併せて改称登記を申請し、主体不一致の状 

    況を解消する。 

 

3-3 拡大先願の判断 

3 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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110．金属基板 
120．チップ 
122．活性表面(active 
surface) 
124．背面 
130．充填層 
142．誘電体層 
142b．導電プラグ 
144a．接続パッド 
146a．貫通穴 
148．パターン化リード
線層 
150．保護層 
160．接点 
210．金属基板 
214．リセス 
220．チップ 
224．背面 

    

事例 -「ICチップパッケージ構造及びその製造プロセス」特許無効審判請求事件  
                                         知財裁判所99年行専訴字第43号判決 
  

 
3 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 

 
 

 

3-3 拡大先願の判断 
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係争特許請求項 1  先行技術 1 

チップのパッケージ構造であって、少なくとも金

属基板110と、チップ120と、前記チップは活性表

面122と、対応する背面124とを含み、かつ前記チ

ップに複数の金属パッド126を前記活性表面に配

置していて、前記チップの前記背面を前記金属基

板に貼り付けて、前記金属基板と前記チップに配

置する積層回路層140と、前記金属基板は外部回

路を有し、前記外部回路を前記チップの前記金属

パッドと電気接続しており、かつ少なくとも一部

の前記外部回路が前記チップの前記活性表面上方

以外の区域に延在していて、前記外部回路は前記

積層回路層の表面層に複数の接続パッドを有し、

前記接続パッドがそれぞれ前記チップに取り付け

るいずれかの前記金属パッドと電気接続される。 

 

係争特許は「金属基板」が使用しているに

対して、証拠1には絶縁基材を使用してい

る点を除き、他の技術特徴は同じである。  

 

 

 本件問題のポイント--- 
 

通常知識には係争特許の 「金属基板」 

を証拠1 に示す「絶縁基板」に直接に 

置き換えることは可能か？ 

    3-3 拡大先願の擬制喪失の判断 

3 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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     知財局の無効審判 

通常知識者であれば、係争特許に関わる金属基板は、証拠1の絶縁基板とは、部

材の特性が異なるため、直接に置き換えられないことが知り得る。 

  知財裁判所の判決 

原証6、9及び10に取り上げたものは半導体パッケージ技術分野の工具書または

教科書ですので、係争特許の特許出願するときに通常知識の裏付け文書にするこ

とができる。 

原証6から分かるように、パッケージ加工分野において、絶縁基材または金属

基材の使用は、そもそも係争特許出願の通常の知識である。 

原証10から分かるように、ガラス、シリカ、金属とも係争特許の出願前に、パ

ッケージ分野において、すでに使用されている部材であることが分かる。 

原証9によれば、 金属、ガラス、石英、セラミックともパッケージの基材に使

用可能を示されている。 

3 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 

3-3 拡大先願の判断 
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    知財裁判所の判決 

通常知識者であれば、基板にはチップを載置、支え機能があることを知り得

るほかに、係争特許では放熱効果の増大を図るため、金属基板が使用されてい

る。よって、基板は係争特許全体の技術から言えば、「載置」と「放熱」効果

を備え合わせなければならない。 

 

証拠1 に関わるセラミック基板も「載置」と「放熱」効果が備え合わせてい

る。 

 

よって、係争特許請求項1 に関わる「金属基板」と証拠1 の「セラミック基

板」と異なる点は、発明に属する分野において、通常知識が直接に置き換える

ことができるものである。  

3-3 拡大先願の擬制の判断 

3 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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  (1) ただ一つのみの先願を対比の対象とする。 

 (2) 係る先願と係争特許と比較したところ、一部の技術特徴が異なっており、 

      異なる点は、通常知識(慣用手段)によって置き換えられるものである。 

 (3) 両者は係争ケース全体の技術に異なる効果は発生しない。 

  
   

 

 

 

 

「直接置き換え」の判断基準 

単一の比較 通常知識 同様効果 直接置き換え 

3 新規性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 

3-3 拡大先願の判断 
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4 進歩性の判断基準及び拒絕理由の対応要
点と事例 
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4-1 進歩性の判断プロセス(新基準は2017.7.1より施行) 

ステップ5.当業者が先行技術で開示れた内容と出願時の通常知識を参酌して、特許
出願の発明全体が容易に想到できるかを判断。 

ステップ1.出願特許の発明範囲を確定 
 → 不当解釈の禁止 

ステップ2.関連の先行技術で開示された内容を確定 
 → すべての教示または示唆をはじめ、関連先行技術に開示された全体の内容を理解 

ステップ3.特許出願の発明が属する技術分野における通常知識の技術レベルを確定 
 → 具体的な事実により各要素を酌量し確定するか、または先行技術の内容により確定 

ステップ4.特許出願の発明と先行技術との相違点を確定 
 → 原則的に一つの主引例を選択し、比較の起点とする 

4 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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 複数の引例を組合わせる動機

がある 

（1）技術分野の関連性 

（2）解決しようとする問題の 

     共通性 

（3）機能又は作用の共通性 

（4）教示又は提案 

 

 簡単な変更 

 単純な結合 

阻害要因 

有利な効果 

補助性判断要素 

（1）発明に予期できない効果が 
     ある 
（2）発明が長期に存在していた 
      問題を解決する 
（3）発明が技術的偏見を克服 
     する 
（4）発明が商業上の成功を獲得 
     する 

進歩性否定要素 進歩性肯定要素 
 

図：進歩性の有無に関する考慮要素 
 

4-1 進歩性の判断プロセス(新基準は2017.7.1より施行) 

4 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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1. 予測不能の効果を奏する発明 

2. 長期間存在した問題を解決した発明 

3. 技術的偏見を解消した発明 

4. 商業的成功を収めた発明 

4-2 進歩性の補助的判断要素 

4 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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 進歩性要件違反の対応重点 

 

1) 正確な審査意見の真意の理解 

  

      最近審査委員が「記載不明確」を理由としてOAを出すことがあり、その

本意はおそらく審査委員の誤解または本案件技術内容特徴の不理解で、出

願者に更に説明するよう要求している可能性がある。その時にその進歩性

を表すために、深く、明確に本案件の技術特徴を分析し、且つ引例と明確

に比較しなければならない。 

 

 

  

4-3 拒絶理由の内容及び対応重点 

4 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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 進歩性要件違反の対応重点 

 

2 ) 係争專利に予期できない機能があると強調 

  

   (1) 先行技術が予期できない機能（機能性効果/環境保護効果/省エネ効果/快

速効果/フレキシブル、便利な効果/持続性効果/耐久性効果/安全効果（例え

ば取引認証、支払方法 / コストダウン効果等） 

 

 （2）経済/商業的効果/成功(実務ではこの点を認めない) 

 

 （3）本案件の技術特徴が長期間未解決の課題解決に役に立つ 

 

 

  

4-3 拒絶理由の内容及び対応重点 

4 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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   進歩性要件違反の対応重点 

 

3 ) 組合わせ動機の論証の強化  

 

 

 

 

 

 

 

 最近審査意見は技術分野の関連性有無の認定について相当に緩和 

 解決しようとする問題の共通性、機能又は作用の共通性、 

   教示又は提案の論証を重視すべき 

 

 

   

  

 複数の引例を組合わせる動機がある 

（1）技術分野の関連性 

（2）解決しようとする問題の共通性 

（3）機能又は作用の共通性 

（4）教示又は提案 

4-3 拒絶理由の内容及び対応重点 

4 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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4-3 事例 1  「太陽電池用封止材および合わせガラス中間膜」関連の特許出願 

 

【 本願の主な技術的特徴】                                   【 本願の効果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特徵 1：膜厚が１００～３，０００μｍ 

   であり、ポリビニルアセタール樹脂 

   を４０質量％以上含み、 

 

特徵 2：可塑剤の含有量が前記 

        ポリビニルアセタール樹脂 

        １００質量部に対して１０ 

        質量部以下である太陽電池 

        用封止材である。 

本発明の太陽電池用封止材および合 

わせガラス中間膜は特定の貯蔵弾性 

率を有し、ガラスを積層させた際に 

特定の圧縮せん断強さを有すること 

で、太陽能発電に必要のないフレー 

ムや梁を減らすこと、強度の低い安 

価なガラスが使用できること、軽量 

化により設置作業を簡便にしたり、 

設置家屋に負担をかけないようにで 

きることなど、安価で軽量な太陽電 

池および合わせガラスが提供できる。 

 本願の主な技術的特徴及びその効果  

4-3 拒絶理由の内容及びその対応要点 

4 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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 引例１（ＷＯ２０１０／０５５７３１Ａ１）の明細書段落［0045］には、ポリ

ビニルアセタール樹脂Ａとポリビニルアセタール樹脂Ｂとの混合物を含むポリ

ビニルアセタール樹脂組成物が開示されている。つまり、前記内容は、ポリビ

ニルアセタール樹脂を４０質量％以上含む組成物を教示している。引例１の段

落［0056］には、組成物に適宜、可塑剤等の添加剤を添加してもよいことが開

示されている。引例１の段落［0062］の実施例には、ポリビニルアセタール樹

脂組成物から得られた膜厚が２０μｍである樹脂シートが開示されている。 

 

    「太陽電池用封止材および合わせガラス中間膜」関連の特許出願 

 

 再審査の拒絶理由通知書の内容 

4-3 拒絶理由の内容及びその対応要点   

4-3 事例 1 

4 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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 引例２（ＴＷ２０１０２８２９１Ａ）の要約には、ポリビニルアセタール樹脂層

（Ａ層）と、樹脂層（Ｂ層）との積層体、及び可塑剤等の添加剤から構成された

合わせガラス用中間膜が開示されている。引例２の明細書第２８頁の最後の段落

には、「可塑剤の使用量として、ポリビニルアセタール樹脂層（Ａ層）に含まれ

るポリビニルアセタール１００質量部に対して０．１～８０質量部、好適には０

．５～７０質量部、最適には、１～６５質量部使用することが好ましい」という

内容が開示されている。引例２の明細書第３６頁第２段落には、ポリビニルアセ

タール樹脂層（Ａ層）の厚さは２０～５０００μｍであり、好適には２０００μｍ

であることが開示されている。よって、本願請求項５に記載の「膜厚が１００～

３，０００μｍ」、「可塑剤の含有量が前記ポリビニルアセタール樹脂１００質

量部に対して１０質量部以下」という技術的特徴は、引例２の簡単な変更に属す

るものである。 

 

 引例１、２は共にガラス用封止材に関する発明であることから、本願請求項５の

発明は、引例１、２を組み合わせて応用した簡単な変更に属するものである。従

って、本願請求項５は出願前の既知技術を応用するもので、当業者が出願前の先

行技術に基づいて容易になし得るものであるため、進歩性を有しない。 

 

   「太陽電池用封止材および合わせガラス中間膜」関連の特許出願 

再審査の拒絶理由通知書の内容 

4-3 事例 1 
          4-3 拒絶理由の内容及びその対応要点   

4 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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解決課題の点で本願と引例１とは相容れない 

【 本願の主な技術的特徴及び効果 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【  引例1 】 

    「太陽電池用封止材および合わせガラス中間膜」関連の特許出願 

 意見書の內容 

1. 膜厚が１００～３，０００μｍ 
   であり、ポリビニルアセタール 
   樹脂を４０質量％以上含み、 
2. 可塑剤の含有量が前記 
   ポリビニルアセタール樹脂 
   １００質量部に対して１０質量部 
   以下である太陽電池用封止材である。 

所望の貯蔵弾性率、及び、ガラスに 
対して十分な密着性を有し、積層特性 
および耐荷重特性等に優れた太陽電池 
用封止材および合わせガラス中間膜を 
提供できる。 

1. 引例１の実施例で製造されたポリビニ
ルアセタール樹脂シートの厚さが僅か２０
μｍである。また、引例１の明細書第９頁
の段落［0083］には、樹脂シートの厚さを
２μｍ以下にすることも可能であると記載
される。引例１の樹脂シートの厚さを本願
の「100～3,000μｍ」の範囲にすることは
明らかに引例１の解決課題に反している。 
 

2.引例１の開示には、本願発明のような、
特定の貯蔵弾性率を有し、ガラスを積層
させた際にに特定の圧縮せん断強さを有
する太陽電池用封止材および合 わせガラ
ス中間膜が開示されていない。 
  

 

4-3 事例 1 
          4-3 拒絶理由の内容及びその対応要点   

4 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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【 本願の主な技術的特徴及び効果 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 引例2 】 

       

      技術思想の点で引例２と本願とは相容
れない     

  「太陽電池用封止材および合わせガラス中間膜」関連の特許出願 

意見書に記載の主張 

1. 膜厚が１００～３，０００μｍであり、 

      ポリビニルアセタール樹脂を４０質量％ 

      以上含み、 

2. 可塑剤の含有量が前記ポリビニルアセタール 

      樹脂１００質量部に対して１０質量部 

      以下である太陽電池用封止材である。 

所望の貯蔵弾性率、及び、ガラスに対して十分 

な密着性を有し、積層特性および耐荷重特性 

等に優れた太陽電池用封止材および合わせガ 

ラス中間膜を提供できる。 

 

引例２は「頭部衝撃指数」の低い合わせガ
ラスに関するものであることから、「頭部衝撃
指数」を低くするためには、低弾性率であり、
ガラスへの接着力が低いことが求められる。 

 

しかし、本願発明は弾性率が高く、ガラスへ

の接着力が強い太陽電池用封止材および

合わせガラス中間膜に関するものである。 

4-3 事例 1 
          4-3 拒絶理由の内容及びその対応要点  

4 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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 【引例1と引例2の組合せについて】 

 

 

 

 

 

１．引例２は「頭部衝撃指数」の低い合わせガラスに関するもので、「頭部衝
撃指数」を低くすることを課題とする。引例１には、頭部衝撃指数の改善に
関する内容が全く記載されていない。 

 

2.  引例１は薄くて硬い性質により破損し難い効果を生ずる発明である。 

   引例２は厚くて柔らかい性質により衝撃緩和性を上昇させる発明である。 

     「太陽電池用封止材および合わせガラス中間膜」関連の特許出願 

意見書に記載の主張 

課題の点で引例１と引例とは相容れないので、当業者は引例２を 

引例１に組み合わせる動機付けはない。 

4-3 事例 1 
          4-3 拒絶理由の内容及びその対応要点   

4 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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4-3 事例 1 「太陽電池用封止材および合わせガラス中間膜」関連の特許出願 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 膜厚が１００～３，０００μｍであり、ポリビニルアセタール樹脂を 

   ４０質量％以上含み、 

 

2. 可塑剤の含有量が前記ポリビニルアセタール樹脂１００質量部に対して 

   １０質量部以下であり、さらにゴムを含み、ゴムの含有量が前記 

   ポリビニルアセタール樹脂１００質量部に対して１～１００質量部 

   である太陽電池用封止材。 

 

 

 最終的な公告の範囲 (特許査定) 

4-3 拒絶理由の内容及びその対応要点   

4 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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4-3 事例 2 
「有機ＥＬ表示装置用金属板の製造方法 
、有機ＥＬ表示装置用蒸着マスクを作製するために用いられる金属板およびその
製造方法」関連の特許出願 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-3 拒絶理由の内容及びその対応要点   
 
   

本案の主な技術的特徴 本案の効果 

【請求項１】 
特徵1：複数の貫通孔を形成して蒸着マスクを製造 
      するために用いられる金属板の製造方法で 
      あって、ニッケルを含む鉄合金からなる板 
      材を準備する準備工程を備え、 
特徵2：前記板材から得られる前記金属板の第１面 
       の組成分析を、Ｘ線光電子分光法を用いて 
       実施した結果として得られる、ニッケル酸 
       化物のピーク面積値とニッケル水酸化物の 
       ピーク面積値との和をＡ１とし、鉄酸化物 
       のピーク面積値と鉄水酸化物のピーク面積 
       値との和をＡ２とする場合、Ａ１／Ａ２が 
       ０．４以下であり、 
特徵3：Ｘ線光電子分光法を用いた前記金属板の前 
       記第１面の組成分析において、前記金属板 
       へ照射されるＸ線の、前記第１面に対する 
       入射角が４５度であり、前記金属板から放 
       出される光電子の取り込み角が９０度であ 
       る、金属板の製造方法。 

本願発明者は、レジストパ
ターンと金属板との密着力は
金属板の表面層におけるNi化
合物の存在に左右されるとい
うことを発見した(本願明細
書【0064】) 
 
Fe酸化物及び水酸化物に対す
る、Ni酸化物及び水酸化物の
比率が0.4以下であれば、レ
ジストパターンに対する金属
板の密着性が十分に確保でき
る(本願明細書【0067】) 
 

 

4 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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 拒絶理由通知書の内容 

4-3 拒絶理由の内容及びその対応要点   
 
   4-3 事例 2 

 本願請求項１について、引例１の【請求項１】、【０００１】、【００

０３】、 【０００７】に電子部品用途のＦｅ‐Ｎｉ系の低熱膨張性合金薄

板の製造技術が開示されており、該低熱膨張性合金薄板は、フォトエッチン

グ技術によって微細な加工を行うことができ、即ち、低熱膨張性合金薄板の

表面上にフォトレジストを塗布し、感光および現像を施してレジストパター

ンを形成し、このレジストパターンをマスクとして薄板を選択的にエッチン

グすることによって微細加工を行うことができる。引例１の【００２９】、

【００４７】、【００５７】～【００６１】に該低熱膨張性合金薄板の製造

プロセス、及びそれをXPS測定法（Ｘ線光電子分光法）で分析したＮｉ（Ｏ

＋ＯＨ）／Ｆｅ（Ｏ＋ＯＨ）の値が０.４であってもよいことが開示されて

おり、即ち、本願請求項１に特定されている組成分析を実施した結果として

得られる数値範囲（０.４以下）と重複している。 

 

「有機ＥＬ表示装置用金属板の製造方法 
、有機ＥＬ表示装置用蒸着マスクを作製するために用いられる金属板およびその
製造方法」関連の特許出願 

4 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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 たとえ引例１には本願請求項１に特定されているＸ線光電子分光法の照射

で実施したパラメーター（前記金属板へ照射されるＸ線の、前記第１面に

対する入射角が４５度であり、前記金属板から放出される光電子の取り込

み角が９０度である）が詳述されていないとしても、本願請求項１に特定

されている「Ｘ線光電子分光法を用いた前記金属板の前記第１面の組成分

析において、前記金属板へ照射されるＸ線の、前記第１面に対する入射角

が４５度であり、前記金属板から放出される光電子の取り込み角が９０度

である」ことは、Ｘ線光電子分光法における通常の測定パラメーターにす

ぎず、化学工学の技術分野において通常の知識を有する者が簡単な実験操

作により容易に調整してなし得るものである。 

 

 拒絶理由通知書の内容 

4-3 拒絶理由の内容及びその対応要点   
 
   4-3 事例 2 

「有機ＥＬ表示装置用金属板の製造方法 
、有機ＥＬ表示装置用蒸着マスクを作製するために用いられる金属板およびその
製造方法」関連の特許出願 

4 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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 拒絶理由通知書の内容 

4-3 拒絶理由の内容及びその対応要点 

4-3 事例 2 「有機ＥＬ表示装置用金属板の製造方法 
、有機ＥＬ表示装置用蒸着マスクを作製するために用いられる金属板およびその
製造方法」関連の特許出願 

 引例１には、本願請求項１に請求された金属板の製造方法の準備工程

（即ち、Ｘ線光電子分光法を用いて分析を実施する）が開示されている。

また、本願請求項１に特定されている「複数の貫通孔を形成して蒸着マ

スクを製造するために用いられる」ことは、該金属板が特定の構造又は

組成を有することを暗示していない。且つ、該金属板の用途も化学工学

の技術分野において通常の知識を有する者が容易に調整、選択、置換し

てなし得るものである。よって、以上をまとめると、本願請求項１に請

求された金属板の製造方法は、引例１の一般的で簡単な応用であるため、

進歩性を有しない。 
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【  本願の主な技術的特徴および効果 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       引例１と本願との間には阻害要因が存在
する。 

 

意見書に記載の主張 

 

当業者であっても「Ｃｒ（Ｏ＋ＯＨ）

／Ｆｅ（Ｏ＋ＯＨ）が０.６以上」

という阻害要因を有する引例１の開

示内容により、本願発明の「Ａ１／

Ａ２が０.５以下」という構成を容

易になし得るとは思えません。 

 

4-3 事例 2 
           4-3 拒絶理由の内容及びその対応要点  

「有機ＥＬ表示装置用金属板の製造方法 
、有機ＥＬ表示装置用蒸着マスクを作製するために用いられる金属板およびその
製造方法」関連の特許出願 

 

【請求項１】 

 複数の貫通孔を形成して蒸着マスクを製造する

ために用いられる金属板の製造方法であって、 

 ニッケルを含む鉄合金からなる板材を準備する

準備工程を備え、 

 前記板材から得られる前記金属板の第１面の組

成分析を、Ｘ線光電子分光法を用いて実施した結

果として得られる、クロム酸化物のピーク
面積値とクロム水酸化物のピーク面積値
との和をＡ１とし、鉄酸化物のピーク面
積値と鉄水酸化物のピーク面積値との和
をＡ２とする場合、Ａ１／Ａ２が 
０.５以下であり、 
 Ｘ線光電子分光法を用いた前記金属板の前記第

１面の組成分析において、前記金属板へ照射され

るＸ線の、前記第１面に対する入射角が４５度で

あり、前記金属板から放出される光電子の取り込

み角が９０度である、金属板の製造方法。 

4 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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4-3 事例 2 

 本願明細書【０１ ０ ０ 】の表１ に基づき、引例１と重複している部分を回避
するため、Ａ１／Ａ２の数値を、「０.６以上」から「０.５以下」にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 補正案１ 

4-3 拒絶理由の内容及びその対応要点 

「有機ＥＬ表示装置用金属板の製造方法 
、有機ＥＬ表示装置用蒸着マスクを作製するために用いられる金属板およびその
製造方法」関連の特許出願 

  複数の貫通孔を形成して蒸着マスクを製造するために用いられる金属板の製造 

方法であって、ニッケルを含む鉄合金からなる板材を準備する準備工程を備え、 

 前記板材から得られる前記金属板の第１面の組成分析を、Ｘ線光電子分光法を 

用いて実施した結果として得られる、クロム酸化物のピーク面積値とクロム水 

酸化物のピーク面積値との和をＡ１とし、鉄酸化物のピーク面積値と鉄水酸化物の 

ピーク面積値との和をＡ２とする場合、Ａ１／Ａ２が０．５以下であり、 

 Ｘ線光電子分光法を用いた前記金属板の前記第１面の組成分析において、前記 

金属板へ照射されるＸ線の、前記第１面に対する入射角が４５度であり、前記金属 

板から放出される光電子の取り込み角が９０度である、金属板の製造方法。 

4 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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4-3 事例 2 

 拒絶理由が通知されていない旧請求項７、１０を併入するとともに、本願明細
書【０００７】に基づき、 「貼り付けられたドライフィルム」から「設けられ
たレジスト膜」にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  複数の貫通孔を形成して蒸着マスクを製造するために用いられる金属板の製造方法であって、 

ニッケルを含む鉄合金からなる板材を準備する準備工程を備え、 

 前記板材から得られる前記金属板は、前記金属板の第１面に塗布されたレジストを露光および 

現像して第１レジストパターンを形成し、前記金属板の前記第１面のうち前記第１レジストパターン 

によって覆われていない領域をエッチングして、前記蒸着マスクを製造するためのものであり、 

  前記板材から得られる前記金属板の第１面の組成分析を、Ｘ線光電子分光法を用いて実施した結果 

として得られる、ニッケル酸化物のピーク面積値とニッケル水酸化物のピーク面積値との和をＡ１ 

とし、鉄酸化物のピーク面積値と鉄水酸化物のピーク面積値との和をＡ２とする場合、Ａ１／Ａ２ 

が０．4以下であり、 

 Ｘ線光電子分光法を用いた前記金属板の前記第１面の組成分析において、前記金属板へ照射される 

Ｘ線の、前記第１面に対する入射角が４５度であり、前記金属板から放出される光電子の取り込み角 

が９０度である、金属板の製造方法。 

補正案 2 

4-3 拒絶理由の内容及びその対応要点   
 
   

「有機ＥＬ表示装置用金属板の製造方法 
、有機ＥＬ表示装置用蒸着マスクを作製するために用いられる金属板およびその
製造方法」関連の特許出願 

4 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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4-3 事例 2 

 本願明細書【０１２８】～ 【０１４９】及び図２７A～２８Ｄに基づき、本願発明に係る特定の測定の
定量方法を追加する(X国対応出願と同じ)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   複数の貫通孔を形成して蒸着マスクを製造するために用いられる金属板の製造方法であって、ニッケル 
を含む鉄合金からなる板材を準備する準備工程を備え、 
  前記板材から得られる前記金属板の第１面の組成分析を、Ｘ線光電子分光法を用いて実施した結果、ニッケル 
の2p3/2軌道に基づいて得られる光電子の強度分布をニッケルのトータルピークＰ＿Ｎｉと称し、鉄の2p3/2軌道に 
基づいて得られる光電子の強度分布を鉄のトータルピークＰ＿Ｆｅと称し、前記ニッケルのトータルピークＰ Ｎｉ 
の面積からニッケル単体に関するピークＰ＿Ｎｉ１の面積を減算することにより算出される面積をＳ＿Ｎｉ 
（ＲＥＳＴ）とし、前記鉄のトータルピークＰ＿Ｆｅの面積から鉄単体に関するピークＰ＿Ｆｅ１の面積を減算する 
ことにより算出される面積をＳ＿Ｆｅ（ＲＥＳＴ）とする場合、Ｓ＿Ｎｉ（ＲＥＳＴ）／Ｓ＿Ｆｅ（ＲＥＳＴ） 
が０．４以下であり、 
 前記ニッケルのトータルピークＰ＿Ｎｉの面積は、前記ニッケルのトータルピークＰ＿Ｎｉと、Shirley法に 
基づいて算出される前記ニッケルのトータルピークＰ＿Ｎｉのバックグラウンド線ＢＧ＿Ｎｉとによって囲まれた 
領域の面積であり、 
 前記ニッケル単体に関するピークＰ＿Ｎｉ１の面積は、前記ニッケル単体に関するピークＰ＿Ｎｉ１と前記 
バックグラウンド線ＢＧ＿Ｎｉとによって囲まれた領域の面積であり、前記鉄のトータルピークＰ＿Ｆｅの面積は、 
前記鉄のトータルピークＰ＿Ｆｅと、Shirley法に基づいて算出される前記鉄のトータルピークＰ＿Ｆｅの 
バックグラウンド線ＢＧ＿Ｆｅとによって囲まれた領域の面積であり、 
  前記鉄単体に関するピークＰ＿Ｆｅ１の面積は、前記鉄単体に関するピークＰ＿Ｆｅ１と前記バックグラウンド線 
ＢＧ＿Ｆｅとによって囲まれた領域の面積であり、  
  Ｘ線光電子分光法を用いた前記金属板の前記第１面の組成分析において、前記金属板へ照射されるＸ線の、前記 
第１面に対する入射角が４５度であり、前記金属板から放出される光電子の取り込み角が９０度である、金属板の 
製造方法。 

補正案 3 

4-3 拒絶理由の内容及びその対応要点   
 
   

「有機ＥＬ表示装置用金属板の製造方法 
、有機ＥＬ表示装置用蒸着マスクを作製するために用いられる金属板およびその
製造方法」関連の特許出願 

4 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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4-3 事例 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   複数の貫通孔を形成して有機ＥＬ表示装置用蒸着マスクを製造するために用 

いられる金属板の製造方法であって、ニッケルを含む鉄合金からなる板材を 

準備する準備工程を備え、 

 前記板材から得られる前記金属板の第１面の組成分析を、Ｘ線光電子分光法を 

用いて実施した結果として得られる、ニッケル酸化物のピーク面積値とニッケル水 

酸化物のピーク面積値との和をＡ１とし、鉄酸化物のピーク面積値と鉄水酸化物の 

ピーク面積値との和をＡ２とする場合、Ａ１／Ａ２が０．３７以下であり、 

 Ｘ線光電子分光法を用いた前記金属板の前記第１面の組成分析において、前記 

金属板へ照射されるＸ線の、前記第１面に対する入射角が４５度であり、前記金属 

板から放出される光電子の取り込み角が９０度である、有機ＥＬ表示装置用 

蒸着マスクを製造するための金属板の製造方法。 

 最終的な公告の範囲 (特許査定) 

4-3 拒絶理由の内容及びその対応要点   
 
   

「有機ＥＬ表示装置用金属板の製造方法 
、有機ＥＬ表示装置用蒸着マスクを作製するために用いられる金属板およびその
製造方法」関連の特許出願 

4 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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2014.05 

2018.07 2017.06 2020.02 

   4-3 事例 3 
  

 
 
 
 
 
  

本件の争点 

係争特許の請求項 1が証拠2と3との組み合わせに対して進歩性を有するか？ 
 
 

107年度行專訴 
字第5号判決：
知的財産裁判所
より提訴棄却 
 

「ガラスを加熱する方法及び装置」に関連する特許 

無効審判
請求 

知財局によ
る無効審判
請求不成立
の審決 

107年度上字
第816号判決
により上訴
棄却 
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4-3 事例 3 

  係争特許の技術的特徴 

ガラス(4)が上から下に加熱されるように焼戻し炉(1)を通して前記ガラス(4)を搬送することを含

み、前記ガラス（4）の上面が、前記焼戻し炉の内部から空気を吸い込み、前記高温の空気を加圧

し、前記加圧された高温の空気を前記ガラス(4)の前記上面に再循環させることによって形成された

高温空気ジェットによって加熱される、ガラスを加熱する方法であって、前記焼戻し炉(1)の外部か

ら取り込まれ、圧縮機(17)によって加圧され、かつ前記焼戻し炉(1)の内部に設けられた電気抵抗器

(6)によって加熱された空気を前記ガラス(4)の下面に吹き付けることを特徴とする、方法」 

 

上: 炉内の高温 

    の空気を再 

    循環する 

 

 

 

 

 
                                                                                                    下: 炉外の常温の 

                                                                                                          空気を取込む 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ガラスを加熱する方法及び装置」に関連する特許 
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4-3 事例 3 

【無効審判請求人の主張】 : 
 

 

 

「ガラスを加熱する方法及び装置」に関連する特許 

證據2と3 との組合せにより、係争特許の請求項1～6に進步性

を有しないことを証明できること。 

4 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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4-3 事例 3 

無効審判における証拠 2 

「ガラスを加熱する方法及び装置」に関連する特許 

加熱方式: 上、下から加熱する方式は相同 
        ガラスの上面：炉内の高温の空気を再循環する。 
        ガラスの下面：炉内の高温の空気を再循環する。 

上:炉内の
高温の空
気を再循
環する 

下:炉内の 

高温の空気 
を再循環する 

4 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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4-3 事例 3 

無効審判における証拠 3 

「ガラスを加熱する方法及び装置」に関連する特許 

加熱方式: 上、下から加熱する方式は相同 
        ガラスの上面：炉外から吸い込む常温の空気を再循環する。 
        ガラスの下面：炉外から吸い込む常温の空気を再循環する。 

下:炉外の常温の
空気を吸い込む  

上: 炉外の
常温の空気
を吸い込む 

4 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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4-3 事例 3 

証拠2が解決しようとする技術課題：選択(selective)ガラスの上側面は熱

輻射【特許権者の主張】 : 

 

発明の属する技術分野における通常の知識を持っている者が、証拠2と3
とを組合わせることにより係争特許を完成する動機付けを有しない： 
 1、解決しようとする技術課題が異なる 

• 証拠2が解決しようとする技術課題：選択(selective)ガラスの上側面

は熱輻射を反射するため、選擇ガラスの上側面の加熱は困難であるので、

ガラスの縁部は上向きに曲がるし、且つ選択ガラスの加熱時間は普通透明

ガラスの加熱時間より長くなるため、選択ガラスの生産量が低い。 

 

• 証拠3が解決しようとする技術課題：炉内において循環する高温の空気が

次第に汚染されて汚くなり、ガラスの表面を劣化させたり、炉内のノズル

の塞がりをきたしたりする。 

「ガラスを加熱する方法及び装置」に関連する特許 

4 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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4-3 事例 3 

【特許権者の主張】 : 

 

発明の属する技術分野における通常の知識を持っている者が、証拠2と3と
を組合わせることにより係争特許を完成する動機付けを有しない： 
  

2 、機能又は作用が異なる： 

 

 

 
 
 

• 証拠2の機能又は作用：循環する空気は炉の内部から取るもので、炉

から多すぎた熱空気を排出する必要がなく、炉内の熱量のロスを増加する

ことなく、且つ大幅にガラスを加熱するのに必要な時間を短縮できる。 

 

• 証拠3の機能又は作用：炉外へ排出する空気量はほぼ炉外から圧縮機3

を経由して炉内に吸い込む空気量に等しくなるので、クリーンな空気を継

続的に炉内へ供給することが可能である。 

「加熱玻璃之方法和裝置」関連の特許 

4 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 
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4-3 事例 3 

【特許権者の主張】 : 

 

発明の属する技術分野における通常の知識を持っている者が、証拠2と3とを組合わ

せることにより係争特許を完成する動機付けを有しない： 

 
3. 証拠2、3には阻害要因が存在している： 
    証拠2では「炉外から吸い込む空気は先に加熱しなければならないため、エネル
ギーを無駄に浪費し、コストも増加すること」を強く教示しているため、証拠2で
は、ガラスの上面と下面に対し、炉内の高温の空気を再循環して加熱することを採
用。 

 

• 一方、証拠3では「炉内の高温の空気を再循環することにより、炉内の空気が汚くな

りガラスの表面を劣化させること」を強調しているので、証拠3では、ガラスの上面

と下面に対し、炉外からの空気を加熱した高温の空気で加熱することを採用。 

 

  このことから判るように、証拠2と証拠3による教示が互いに排斥しあい、阻害要

因に属するため、係争特許の属する技術分野における通常の知識を持っている者が証

拠2と証拠3とを組合わせる動機付けが生じがたい。 

 
 

 

「ガラスを加熱する方法及び装置」に関連する特許 
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4-3 事例 3 

【知的裁判所の判決理由】 
 

 
証拠 2と3にはそれぞれに係争特許の請求項1の主な技術内容が開示さ

れているが、両者を組合わせる動機付けが見当たらない： 

 

• 証拠 2では係争特許の請求項 1におけるガラスの上面を加熱する方法を開示し

ており、証拠3では係争特許の請求項 1におけるガラスの下面を加熱する方法を

開示しているが、証拠3は炉内に循環する高温の空気の利用による汚染の問題を

解決しようとするものであるのに対し、証拠2は常温の空気の使用が炉内のエネ

ルギー損失をきたすため、当該発明では常温の空気の使用を考慮しないと開示

されている。よって、当該発明の属する技術分野における通常の知識を持って

いる者にとって、証拠3にも証拠2の「炉内に再循環する空気の対流」という技

術を使用することが考えられないし、且つ証拠2に開示された技術内容からは当

該発明の属する技術分野における通常の知識を持っている者には、「炉外から

空気を吸い込い、対流させる」という技術を採用しないことも教示されている。

さもなければ、それぞれに証拠2と証拠3の発明の目的に違反することになるか

らである。 

4 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 

160 



台湾の特許制度紹介 2021 

                        
                                           
 

  

4-3 事例 3 

【知的裁判所の判決理由】 
 

 
証拠 2と3にはそれぞれに係争特許の請求項1の主な技術内容が開示さ

れているが、両者を組合わせる動機付けが見当たらない： 

 

•また、証拠2と証拠3の何れかにおいても、如何にして異なる源からの

空気を利用してガラスを加熱することにより、係争特許が解決しよう

とする、ガラスの上下両面の加熱の不均一によりガラスの縁部が上向

きに曲がりやすいという問題を解除できるかも開示されていないため、

当該発明の属する技術分野における通常の知識を持っている者が証拠2

と証拠3とを組合わせることにより、異なる源からの空気を利用してガ

ラスを加熱することを達成しようとする動機付けがあるとは言い難い。 

4 進歩性の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 

161 



台湾の特許制度紹介 2021 

【 係争特許請求項 1 】： 

 

4-3 事例 4 
「タッピンネジの製造方法」に係る発明特許 

 知財裁判所107年行専訴字第27号判決 

 

 

  
 順番に、材料用意ステップ、初期成形ステップ、ねじ山成形ステップ、及びテ

ール部成形ステップを実施してなるタッピンネジの製造方法において、 

 該材料用意ステップでは、金属材質のブランク材を用意しておき、 

 該初期成形ステップでは、該ブランク材にヘッド部と該ヘッド部から延出する

シャンク部とが形成されるように前記ブランク材を成形させ、 

 該ねじ山成形ステップでは、該シャンク部の外周面に螺旋状に伸びるような複

数のねじ山を成形させ、 

 該テール部成形ステップでは、成形工具を有する成形機を用意し、該成形工具

で前記複数のねじ山の一つのねじ山の傾斜角度に沿って前記シャンク部の両側の

それぞれを切削するにより、当該一つのねじ山の部分の面積が切削されると共

に、前記シャンク部に互いに対称する２つの傾斜切削面が形成され、且つ当該２

つの傾斜切削面が接続しているところにねじ山の刃先部が形成されるし、前記部

分の面積が切削された後の前記一つのねじ山の末端と当該ねじ山の刃先部の一端

縁とが接続するように成形加工を行う。 
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4-3 事例 4 
「タッピンネジの製造方法」に係る発明特許 

 知財裁判所107年行専訴字第27号判決 
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4-3 事例 4 
「タッピンネジの製造方法」に係る発明特許 

 知財裁判所107年行専訴字第27号判決 
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4-3 事例 4 
「タッピンネジの製造方法」に係る発明特許 

 知財裁判所107年行専訴字第27号判決 
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4-3 事例 4 

 証拠2と3には、直接に係争特許に係るタッピンネジのテール部を成形させるステッ

プが開示されないものの、この発明の属する技術分野における通常の知識を有する

者は、証拠2と3のタッピンネジの構造特徴に隠されている内容からその成形方法の

ステップを知ることが可能である。例えば、証拠2と3のタッピンネジのテール部で

は、何れかの一つにおいても形の完全な切削面を示しており、且つその切削面は斜

めに切削されることにより、その一つのねじ山の部分の面積も切削されてしまった

。 

【知財裁判所の見解】 

 先にシャンク部にねじ山を成形させてから、切削によりテール部を形成するという 

製造方法は、証拠2と3の明細書の文字内容には記載されていないが、証拠2と3に開示 

されたタッピンネジの外観構造から直接にその製造方法は、先にシャンク部にねじ山 

を成形させてから、切削によりテール部を形成する方法であるとは推論できる。  

「タッピンネジの製造方法」に係る発明特許 

 知財裁判所107年行専訴字第27号判決 
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4-3 事例 4 

 そもそも、この発明の属する技術分野における通常の知識を有する者は、もし先

にテール部を切削により成形させてから、始めてねじ山を成形させるというステ

ップを採用する製造方法であれば、当該切削面がネジ山の成形時に押圧されて変

形してしまい、最終的にはタッピンネジのテール部に、互いに対称して且つ形の

完全な２つの切削面を有することがあり得ないし、且つ当該切削面がネジ山の成

形時に押圧されて変形してしまうために、そのねじ山は部分の面積が切削されて

しまう形状を呈することもあり得ないことを理解できるはずである。よって、証

拠2と3のタッピンネジは、何れも先にねじ山を成形させてから、切削工具でその

ねじ山の傾斜角度に沿って、当該シャンク部の両側に対してそれぞれを切削する

ことにより、始めてシャンク部のテール部に互いに対称する２つの傾斜切削面を

形成できるものはずである。 

「タッピンネジの製造方法」に係る発明特許 

 知財裁判所107年行専訴字第27号判決 
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4-3 事例 4 

 証拠1乃至証拠3は、何れもタッピンネジに関連する技術分野に属するもので、証

拠1乃至証拠3によって完成したタッピンネジそのものは、作用や機能について互

いに共通性を有する。 

【知財裁判所の見解】 

証拠1が成形しようとするタッピンネジは、証拠2及び3とは、目的、構造及び作用が 

同一であるので、この分野の技術を熟知している者は証拠1乃至証拠3を結合させる 

動機付けを有するはずである。 

「タッピンネジの製造方法」に係る発明特許 

 知財裁判所107年行専訴字第27号判決 
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4-3 事例 4 

 また、証拠1での、フライス盤による切削でシャンク部に螺旋状のテール部を成

形させる方法は、証拠2と3での成形加工の形態とは異なるが、証拠1乃至証拠3は

何れも成形工具（例えば切削工具）でタッピンネジのテール部に対して切削加工

をする技術であるという事実に影響しない。よって、証拠1には、既にクランク

材を用意し、ヘッド部をプレス成形し、ねじ山を転造成形し、切削によりテール

部を成形させるなどの製造方法のステップが開示されているという基礎の上で、

発明の属する技術分野における通常の知識を有する者は、証拠2又は証拠3に示す

タッピンネジの構造を参酌した後、加工プロセスにおいて、ねじ山の末端と刃先

部との接続する部分の精密度を精確に制御するために、タッピンネジのテール部

を切削する位置及び角度を調整することにより、証拠2又は証拠3のタッピンネジ

に示すようなテール部を切削成形しようとする動機付けがあり得るはずである。 

「タッピンネジの製造方法」に係る発明特許 

 知財裁判所107年行専訴字第27号判決 
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5 記載要件の判断基準及び拒絶理由の対
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 専利法第26条～1、2の規定 

 

– 明細書は、当業者がその内容を理解し、それに基づいて実施（carry on

）できるように明確かつ十分に開示されなければならない。 

– 特許請求の範囲は特許請求に係る発明を特定し、一つ以上の請求項を含

むことができ、請求項ごとに明確、簡潔の方式で記載し、かつ明細書によ

って裏付けられるものでなければならない。 

 

 審査基準の規定 

• 「請求項を明確にすべき」とは、各請求項ごとに明確に記載し、且つ請

求項全体も明確に記載することを指し、それにより問う当業者が請求項の

記載内容のみからその意味を明確に理解し、その範囲に疑義が生じないよ

うにする。…各請求項ごとに記載されているカテゴリーとその必要な技術

的特徴を明確にし、且つ各請求項間の従属関係も明確に記載すべきである

．．．（基準第1章2.4.1） 

5 記載要件の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 

5-1 明確性 
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1. 事例（不明確な例） 
• 成分Ａ30～60質量％、成分Ｂ40～
50質量％、及び成分Ｃ50～80質量％か
らなる組成物Ｘ。 

明確な例（補正により） 
• 成分Ａ100質量部に対して、成分Ｂが50～125質量部に、成分Ｃが33～75
質量部からなる(を含む)組成物Ｘ。 

●ある成分の下限値をその他
の成分の上限値に加えて、100
質量％未満となる場合。 

理由… 
●ある成分の上限値にその他の
成分の下限値を加えて、100質
量％を超える場合。 

2. 事例（不明確な例） 
• 成分Ａ5～30質量％、成分Ｂ10～40
質量％、及び成分Ｃ 20～40質量％か
らなる組成物Ｘ。 

 「請求項を明確にすべき」とは？（1） 

5-1 明確性 
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  事例（不明確な例） 

• 「…Ｒ１は酸素原子、窒素原子
又はイオン原子などのヘテロ原
子を持つ置換基を有してもよい
炭素数…」 

 

 

 

  事例（明確な例） 

• 「…Ｒ１は酸素原子、窒素原子又
はイオン原子のヘテロ原子を持つ
置換基を有してもよい炭素数…」 

 

• 「…Ｒ１は酸素原子、窒素原子及
びイオン原子からなる群から選ば
れる少なくとも一種のヘテロ原子
を持つ置換基を有してもよい炭素
数…」 

 （マーカッシュ タイプ） 

補正 

 「請求項を明確にすべき」とは？（2） 

5-1 明確性 
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組成物 状況図 組成分の配合割合を記入することについて 

Ａ：組成物の
組成分が全て
公知である場
合 
 

要求される 

•組合せ発明の技術的特徴が機能的に相互作
用して新規な効果が生じたり、組合せた効果
が全ての先行技術でそれぞれ生じた効果の総
和より優れた場合、先行技術がその全部又は
一部の技術特徴を開示したことを問わず、当
該発明が容易に完成できるものではないと認
め、進歩性を有する。 （基準3.5.1 ） 

Ｂ:組成物の
成分に特許性
を有する組成
分が含まれる
場合 

特に必要がない 

•通常、組成分の配合割合を特定してなる組成
物ではなくても、単に特許性を有する組成分
が含まれる組成物が新規又は先行技術より優
れた効果が発生する。 

新規 

公知 

5-1 明確性 
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•【公告された請求項内容】 

…上壁、発熱素子、熱伝導壁、及び流通パイプを有する乱流熱発散器であっ
て、流通パイプ内の気流はレイノルズ数（Reynolds number）Re =（ρumd）
/μ= 2,500を満足し、ρは気流密度、 umは流通パイプ内の気流速度、dは流
通パイプの内径、μは気流の粘度であることを特徴とする…。 

•【無効審判請求理由】 

•…当該パラメータの具体的な内容が記載されず、当業者が上記内容に基づい
ても、Re =（ρumd）/μ= 2,500との技術手段に達成することが出来ないた
め、不明確である。….. 

•【知的財産裁判所の判決】 

…気流密度ρ、気流粘度μ…は出願当時の通常技術であり、当業者が気流速
度um及び内径dを変更することにより、係争案の「Re =（ρumd）/μ= 
2,500」との技術特徴を理解でき、発明の効果を達成することができる。…
従って、係争発明は不明確ではない… 

 パラメータ 例 

5-1 明確性 
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5-2 実施可能要件 

 専利法第26条第1項の規定 

 

・ 明細書は、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者がそ

の内容を理解し、それに基づいて実施（carry on）できるように明確かつ十 

分に開示しなければならない。 

 

 審査基準の規定 

 

・明細書に特許出願に係る 発明を明確かつ十分に記載しなければならず、記

載する用語も明確でなければならず、 当業者（その発明の属する技術分野に

おける通常の知識を有する者）が明細書、特許 請求の範囲及び図面の三者全

体を基礎として、出願時における通常の知 識を参酌して、過度の実験をしな

くてもすぐにその内容を理解でき、それに基 づいて特許出願に係る発明を製

造及び使用することができ、課題を解決でき、 さらに予期された効果がもた

らされなければならない（基準第一篇第1章第1.3.1）。 
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 事例1 : 

• 明細書に問題を解決する技術手段が記載されているが、当該技術手段を採

用しても問題を解決できない場合。例えば、特許出願に係る発明が一種の

無線伝送装置であり、水平距離1キロの間に信号の送信及び受信ができるが

、明細書に当該無線伝送装置がブルートゥースであることだけが記載され

ていて、当該特許が該当する技術分野において当業者が出願時ブルートゥ

ース装置のもっとも遠い伝送距離が100メートルであることを分かっている

（基準第一篇第1章第1.3.2）。 

 

 事例2 : 

• 明細書に具体的な技術手段が記載されているが、実験データの提供がない

ので、当該技術手段によって問題が解決できると証明することができない

場合。例えば、特許出願に係る発明が一種の心臓病を治療する医薬組成物

であるが、明細書に当該医薬組成物が心臓病に対して確かな治療効果があ

ると証明できる実施例を提供していない（基準第一篇第1章第1.3.2）。 

 

 

 

5-2 実施可能要件 
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 拒絶理由通知書の内容 
 

5-3 事例 1 

  

5-3 拒絶理由の内容及び対応の重点 
   
             「洋上発電」の特許出願案 

本願明細書には空中浮揚発電機の具体的な構造が開示されておらず、 

段落【００６３】～【００７０】には、達成しようとする機能及び 

フローがあるが、空中浮揚発電機の使用条件や、各種のパラメータや、 

データが明記されていないことから、発明の明細書に述べたように 

空中浮揚状態の維持を如何に達するかを理解することができないため、 

当該技術分野における通常の知識を有する者がその内容を理解し、 

それに基づいて実現をすることができるように明確かつ十分に示された 

ものとは言えないので、専利法第２６条第１項の規定に合わない。 
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 答申理由書の主張内容 

5-3 事例 1 

本願明細書の段落【００６３】～【００７０】の記載（明細書の段落 

【００６３】の第８～１０行に叙述する「軽飛行機１１２は、モータ／ 

発電機１２２及びプロペラ１２０、空気力学の揚力原理、又は両方を 

使用することによって、空中に保つことができる。」）によると、 

「空中浮揚発電機」が「モータ／発電機及びプロペラ、空気力学の 

揚力原理、又は両方」によって空中浮揚状態に維持し得ること、を 

理解することができる。よって、当該技術分野における通常の知識を 

有する者の知る限り、「空中浮揚発電機」を空中浮揚状態に維持可能 

な如何なる使用条件、各種のパラメータ、データの全てを採用する 

ことができるため、ここでは更なる特定する必要がない。  

5-3 拒絶理由の内容及び対応の重点 
   
             「洋上発電」の特許出願案 

5 記載要件の判断基準及び拒絶理由の対応要点と事例 

179 



台湾の特許制度紹介 2021 

6 不服審判の手続 
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6 不服審判の手続 

6-1  再審査 

 審査機関 : 知的財産局 

 審査人員 : 台湾知的財産局 

      第1部＝方式審査153名、第2部＝初審審査官214名 

      第3部＝再審・無効審判高級審査官82名 

 請求期限 : 査定書送達日の翌日より30日以内 

 審査方式 : 書面審査 

 特許請求範囲の補正の可否 : 可 
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6 不服審判の手続 

6-1  再審査 
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6 不服審判の手続 

6-1  再審査 
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訴願請求△ 

答弁書 

提  出 

○ 

補正完了 

再審査請求 

特許査定 拒絶査定 

再審査査定 

審査意見通知(OA) 

実体審査通知 

再審査理由書 

提出期限通知 

分割出願 ○ 

査定書送達日の翌日より30日以内 

再審査査定前 

專47 
 

專33 
 

專46. II 

六ヶ
月 

No 

Yes 

60日 

30日 

6 不服審判の手続 

6-1  再審査 
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再審の訴え提起 
 
 

行241 

訴願請求 △ 

理由提出期限通知 

成立審決 

維持 

成立審決 
取消 

被告側答弁 

審査通知 被告側上訴 

訴願決定 
成立審決 

確定 

原処分官庁答弁 

 訴願決定 

判決（上訴審） 

行政訴訟 
(一審)提起 

提出期限通知 

 

口頭弁論 

被告側答弁 

原判決破棄 原判決維持 
(行政訴訟法第273、274条の

情況に該当の場合) 

確 定 
(訴願法第97条に
該当する情況があっ

た場合) 

提出完了△ 
 
 

再審理 
ＯＡ通知 

 

被上訴人答弁 

20日 

一審に差戻し 
再審理 

提出完了 
 
 

提出完了 
 
 

原告側上訴 
 
 

訴願の再審 
提起 
 

訴62 

２
ヶ
月 

20日 

30日 

行106 

行59 
、107 

行245 
、246 

行276 

準備法廷 

判決（一審） 

20日 

維持 

提出完了 

訴願決定 
成立審決 

 

取消 

確定 

 
6-2 行政救済手続 
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6 不服審判の手続 

6-3  訴願 

 審理機関 : 経済部・訴願委員会 

 審理人員 : 訴願委員13名・3名が経済部所属の縫製専門官僚で、ほ

か10名は招聘される各界の専門家（社会信憑性ある者、実務専門家

、または学者） 

 提起期限 : 拒絶査定送達から30日以内 

 審理方式 : 書面審理 

 特許請求範囲の補正の可否 : 不可 
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IPOから拒絶査定 

出願人が拒絶査定から 
30日以内に訴願提起 

出願人が訴願提起から 
20日以内に理由を補充 

訴願委員会から訴願決定書を 
3週間後に当事者に送達 

IPOから答弁状提出 

訴
願 

約
6
～
8
ヶ
月
間 

6 不服審判の手続 

6-3  訴願 
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取
消 
率 

請
求
比
率 

無効審判審決取消率が 
やや高い 

全体的な取消率は微低下 

6.33% 
 

2.56% 
 

0.00% 

無効審判案件(227件) 

再審査案件(67件) 

その他(19件) 

72 % 
 

22 % 
 

6 % 

 
6 不服審判の手続---訴願決定現況 
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6 不服審判の手続 

6-4  行政訴訟 

 高等行政訴訟 

 審理機関 : 知的財産裁判所 行政訴訟法廷 

 審理人員 : 裁判官15名・技術補佐官13名 

 提起期限 : 訴願決定書送達後2ヶ月以内 

 審理方式 : 口頭審理 

 特許請求範囲の補正の可否 : 不可 

 

 

189 



台湾の特許制度紹介 2021 

高
等
行
政
訴
訟 

約
10
～
12
ヶ
月
間 

訴願決定書送達後2ヶ月以内に 
知的財産裁判所に行政訴訟提起 

約2ヶ月後に口頭弁論開始 

約2ヶ月後に判決、三週間後に送達 

3ヶ月以内に行政訴訟理由書を補充 

IPOから答弁状提出 

約2ヶ月後に準備法廷開廷 

6 不服審判の手続 

6-4  行政訴訟 
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起訴  

 

案件割当  第一回目の
準備手続 
 

第二回目の
準備手続 

口頭弁論  

 
判決  

被告機關及び訴
訟参加者は新た
な証拠に関する書
状を受け取った
後、3週間以内に
新たな証拠に関す
る答弁状を提出
すべきで、期間満
了前に書状原本
を裁判所に提出
し、写しを先方に
送付すべきであ
る。答弁状提出
後、裁判所は約7
日以内に第二回
目の準備手続を
行う。  
 

起訴手続について、例

えば、裁判費を納めた

かを審査する。起訴手

続に不足の部分がない

場合、機関ファイルを取

寄せ、機関答弁が裁判

所に届くのを待つ。特許

案件では、技術審査官

を指定し、処理に協力

させる。  

必要があれ
ば、合議廷
で技術審査
官の指定を
決定する。  
 

第二回目の準備手続： 
1. 新たな証拠の争点、技
術説明を整理する。  
2. 新たな証拠に関する必
要な補強証拠の提出及び
答弁。  
 

新たな証
拠の提出
期限 

 

約四～八週          約四～八週    約三週    約三から四週  約二～四週    約三週 

準備手続の進行事項： 

1.書面の先行部分について

争点を整理し、且つ技術内

容を説明する。 

2.当事者が智慧財産案件

審理法第33条により新たな

証拠を提出するか否かにつ

いて確定する。新たな証拠を

提出した場合、 

6 不服審判の手続  6-4 行政訴訟 
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6 不服審判の手続 

 最高行政訴訟 

 審理機関 : 最高行政裁判所（知的財産裁判所の上位にある独立裁

判所） 

 審理人員 : 裁判官 

 提起期限 : 判決送達後20日以内 

 審理方式 : 書面審理・（上訴理由は判決が法令や証拠法則、論理

法則に違反するか、判決に理由が不備、矛盾であることに限定され

る。）・（法律審で、原判決の事実認定と法律適用の違法箇所に訴

訟審理対象が限定され、案件の事実や証拠の調査や認定はしない） 

 特許請求範囲の補正の可否 : 不可 

 

 

6-4  行政訴訟 
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最
高
行
政
訴
訟 

約
10 

～
12
ヶ
月
間 

20日以内に最高行政裁判所へ上訴提起 

20日以内に最高行政裁判所へ上訴理由補充 

審理約6～8ヶ月間 

IPOから答弁状提出 

最高行政裁判所判決 

上訴手続きの合法認定 
 

 

上訴手続き違法認定、上訴却
下、即時確定 

 

判決確定以降30日以内に再審の訴えを提起 

6 不服審判の手続 

6-4  行政訴訟 
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 知的財産裁判所の設置状況 

6 不服審判の手続 

6-4  行政訴訟 
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 案件の技術的判断、技術データの収集、分析を行い、更に技術意見を提

供し、法に基づき訴訟プログラムに参与する。 

  （組織法§ 15 IV) 

 

 職務範囲：（審§ 4） 

– 訴訟関係を明確にするため、事実及び法律上の事項について、専門

知識に基づき当事者に説明または質問する。 

– 証人または鑑定人に対して直接質問する。 

– 本案について裁判官に意見を陳述する。 

– 証拠保全時に、証拠調査に協力する。 

 

技術審査官の参与 

6 不服審判の手続 

6-4  行政訴訟 
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技術審査官の参与 

 技術審査官は、訴訟審理の協力に指名された後、即刻ファイルに添付さ

れた証拠資料を閲覧し、法によって職務を行う（審理細則§ 13) 。 

 

 性質上、裁判官の輔佐に属し、鑑定人または証人ではなく、その陳述も

証拠資料ではないため、当事者はやはりその主張した事実の挙証責任を

負わなければならず、直接技術審査官の陳述を引用し、証明すべき事実

の証明方法にしてはならない（審理細則§ 18) 。 

 

 技術審査官が本案において裁判官に述べたことまたは書面陳述は、性質

上諮詢の意見に属し、もし裁判の基礎として採用するのであれば、審§ 8

の規定に基づき、当事者に弁論の機会を与えなければならず、それで始

めて裁判の基礎として採用できる（審§ 4立法理由説明欄三）。 

6 不服審判の手続 

6-4  行政訴訟 
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技術審査官の参与 

 技術審査官が裁判官に意見を陳述するときは、口頭または書面方式でする

ことができ、審判長または受命裁判官が技術審査官にその職務執行成果の

報告書を作成するよう命じることができるが、技術審査官が作成した報告

書は公開しない。（審理細則§16) 

 

 技術審査官は審判長または受命裁判官の許可を経て、当事者に質問するこ

とができ、当事者も技術審査官の説明に対して裁判官に意見を陳述するこ

とができる。（審理細則§15） 

6 不服審判の手続 

6-4  行政訴訟 
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訴願提起率は減少傾向  行政訴訟提起率は顕著な変化なし 

 
6 不服審判の手続 

 
 行政救済提起現況 
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 行政訴訟決定現況 

 
6 不服審判の手続 
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7 無効審判 
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   無効審判請求人                審判被請求人 

  
 
 
 

                                                   
 
 
 

 
 

無効審判請求理由書、面接、      無効審判答弁書、 

補充理由書               面接、訂正書  

            

知的財産裁判所 

最高行政裁判所 

(事実審、口頭弁論) 

（法律審、書面審理） 

経済部訴願委員会 

（訴願理由書又は訴願参加答弁書、口頭弁論 ） 

 

7 無効審判 

7-1 請求の流れ 
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請求人による補足完了 
專74 

無効審判 

請  求 
 

專71,119,141 

理由書提出期限 
通    知 

 
專73 

特許権者へ答弁 

期限通知 

專74 

1ヶ月 
專73 

1ヶ月 

特許権者から答 

弁延期請求 
 

 答弁延期許可期限通知 

実体審理通知 

答弁延期？ 

特許権者から 
訴願提起？ 

無効審判審決 

專79 

無効審判 
成 立 

無効審判請求成立確定 
特許権取消 

請求人から 
訴願提起？ 

無効審判請求不成立
確定特許権維持 

Yes 
 

(下表) (下表) 

(下表) 

30日 30日 

No 
 

Yes 
 

No 
 

無効審判 
不 成 立 

特許権者から 
答弁書提出 

Yes 

No 

訂正、面接などを行う 

7 無効審判  

7-1 請求の流れ 
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特許要件 条文 特許要件 条文 

発明の定義に違反 § 21  互恵主義に違反 § 71-1-2  

法により特許を受けるこ
とのできない事項に該当
(動物、植物、診断方法、
治療方法、公序良俗を違
反など) 

§ 24  二重出願 
1.通知後、何れかを選ばな
かった   
2.特許出願査定前、実用新案
が既に消滅又は取消された 

§ 32-1 
§ 32-3 

開示要件に違反 § 26  分割出願の要件に違反  § 34-4  

産業上の利用性に違反 § 22-1前段  出願変更後の開示範囲拡大  § 108-3  

先願主義に違反 § 31  中国語書面が外国語書面を超
えている、誤訳訂正が外国語
書面版を超えている  

§ 43-2  
§ 44-2 
§ 44-3 

訂正要件に違反  § 67-2  

新規性、 
擬制新規性喪失に違反 

  § 22-1 
  § 23  

特許権延長要件に違反 § 57  

進歩性に違反 § 22-2  出願権共有者全員による出願
をしていない 

§ 12-1  

補正要件に違反 § 43-4  出願権者でない人による出願 § 71-1-3  

7-2 請求の事由 

7 無効審判  
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請求声明の追加不可 

  

無効審判請求書に無効審判の請求声明を明記し、 請求項の全部または一部

の請求項を取消す旨を請求し、無効審判を請求した後は、無効審判請求声明

の変更または追加ができない。即ち取消しを請求する請求項の変更または追

加はできない (§ 73)。 

請求の証拠は追加できる 

無効審判請求の理由、証拠は、無効審判請求した後から3ヶ月以内に行わな

ければならない。期限を過ぎて提出されたものについては、斟酌しない 

(§ 73)。  

7-3 請求の声明 

7 無効審判  
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7-4 請求の審理 

 書面審理が原則で、必要時に査証または面接を行う。（§ 76） 

 

  無効審判の案件に係る面接には、双方の当事者、代理人及び審判官2名 

    が出席する。 

 

  面接の際、Powerpointなどの電子資料を用意して説明した方がよい。 

 

  面接の時間は原則として1時間であるが、審判官の同意を得た場合、更 

    に1時間延長可能。 

 

  面接の後、指定期間内（通常は30日以内）に補充理由書や補充答弁書、 

    訂正書などを提出することができる。  

 

7 無効審判  
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 「職権探知」制度（§ 75）   

1. 特許主務機関が無効審判請求を審理する時、無効審判請求範囲内に、もし審理

担当者が職権で明らかに知った証拠があるか、又は多件無効審判請求案で併せ

て審理する場合に、異なる無効審判請求案の証拠が、互いに補強できるなら、

審理担当者が職権により無効審判請求人の未提出の証拠を審査することが許可

される（§ 75）。 

 

2. 2017.1.1版「無効審判審査基準」は、原審査基準中の審査委員が専利法第75条に

基づき職権を発動することができる4種類の審査態様を削除し、確定した民事侵

害訴訟判決の内容に係争特許請求項の無効理由または証拠が言及されていた場

合、知財局が職権による審理を発動できる状況を保留しただけである。 

      例えば：無効審判案件の内、無効審判請求人が証拠1を以って係争特許請求項

1に進步性がなく、同時に確定した民事判決の認定では証拠1、2の組合せにより

同一特許の請求項1に進步性がないと証明できる場合、知財局は証拠1、2の組合

せにより請求項1に進步性がないことを証明するために、職権を発動して審理す

ることができる。   

  

 

7 無効審判  

7-4 請求の審理 
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 無効審判請求の審決は、各請求項についてそれぞれしなければならな

い（§ 79）。 

 一部成立一部不成立の審決をすることができる（§ 79）。 

 多数件の無効審判請求案件を合併審理する場合、合併審決することが

できる（§ 78）。 

 訂正と無効審判請求は合併審理をしなければならない（§ 77）。 

7 無効審判  

7-4 請求の審理 
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 無効審判請求の取下げ 

  

 無効審判の請求人は当然審決前に無効審判請求を取下げることができる。 

 

 当該無効審判請求案件について特許権者が既に答弁を提出してから、無

効審判請求人が始めて取下げを主張した場合、特許権者の同意を得なけ

ればならず、それではじめて取下げることができる（§ 80）。 

 

 但し特許権者が同意するかを表明せずに、手続きが遅延することがない

よう、新法では、（§ 80）。特許権者が通知送達後十日以内に反対を表

明しない場合、取り下げに同意したと見なすこととする。 

7 無効審判  

7-4 請求の審理 

208 



台湾の特許制度紹介 2021 

 行政訴訟階段において無効審判請求の新証拠を提出することができる 

  

   

  無効審判段階で提出した特許無効理由に関連する証拠に限る 

  (知的財産案件審理法第33条第1項) 

 

  

 口頭弁論終結前(知的財産案件審理法第33条第1項) 

 但し、当事者が訴訟の遅延を意図する、又は重大な過失により訴訟進

行程度に基づき、口頭弁論終結前の適切な時期に新たな証拠を提出せ

ず、訴訟の終結を妨げた場合、裁判所は行政訴訟法第132 条の規定に

よって民事訴訟法第196条第2項の規定を準用し、それを棄却すること

ができる。 

  （知的財産案件審理細則第40条） 

提出できる新証拠の範囲 

新証拠を提出できる時期  

7 無効審判  

7-4 請求の審理 
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 訴願、行政訴訟段階の際、訂正書の提出は可能でしょうか？ 

  知財局による無効審判成立処分の状況 

• 特許権は既に存在しないので、訴願段階以上において訂正請求してはならな
い。 

  知財局による無効審判不成立処分の状況  

• 特許権が有効なので、訴願、行政訴訟の段階において、特許権者はいずれも知
財局に訂正を請求することができる。 

• 且つ知的財産案件審理法§ 33規定では、無効審判請求人は行政訴訟段階におい

て新証拠を提出することができることになっているので、もし無効審判請求人

が裁判所において新証拠を提出する場合に、手続利益の考量に基づき、たとえ

裁判所が新証拠により係争特許が無効であると認めても、もし特許権者が裁判

所に知財局に訂正請求したと伝えた場合、裁判所は無効審判成立の処分を知財

局に命じる判決を下してはならず、知財局が訂正可否を審理したうえで、無効

審判が成立するかを判断する（最高行政裁判所2015年度4月1回目廷長裁判官聯

席会議決議）。もし訂正を請求しない場合、裁判所は義務付け判決を下すこと

ができ、特許権者にとって相当不利になる。 

 

7 無効審判  

7-4 請求の審理 
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※ 注意点： 

裁判官の心証を探知して、 

適切に訂正を請求し、裁判所 

が特許権を取消すよう知財局 

に命じる義務付け訴訟を避 

ける 

      知財裁判所104年行専更(一)字第8号判決 

2014.6.18 

訴願 
棄却 

知財局により
「請求項1 か
ら4」の無効審
判不成立処分 

2014.2.21 

 
訴願 
提起 

 

2014.3.21 

【知財裁判所 
103行專訴69号判決】： 
 
1.訴願決定及び原処分の取消し 
2.案件が知財局に差し戻しのう
え改めて審理される(理由：証
拠8、9、10は被上訴人が原審訴
訟手続きで始めて提出した新証
拠であり、知財局が斟酌してい
ないうえ、上訴人の訂正利益を
考慮する) 

 2016.4.7 

2015.1.20 

2015.9.24 

【知財裁判所 
104行專更(一)字第8号判
決】： 
 
1.訴願決定及び原処分の
取消し 
2.被告は「請求項1 から
4 」の取消処分を下さな
ければならない 

【最高行政裁判所104判559号判決】： 
 
原判決を取消し、知的財産裁判所に差し戻す 
理由：もし新証拠について裁判所が適切に争
点を諭し、且つ当事者も十分に弁論し、また
特許権者が自ら判断した後、訂正を請求しな
い場合、裁判所は一方の当事者の請求に応じ
て義務付け判決を下し、案件を知財局の審理
に差し戻してはならない。 

 

特許権者から

claim訂正請求

なし 

 

知財裁判所の審

理時に無効審判

請求人から新証

拠提出：証拠5

～9 

7 無効審判  7-4 請求の審理 
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 一事不再理原則 

  

 無効審判請求案件が審理を経て不成立とされたときは、何人も同一の事

実及び同一の証拠をもって再び無効審判請求をすることができない 

(§ 81)。 

 

 知的財産案件審理法第33条の規定に基づき、知的財産裁判所へ提出され

た新証拠が審理を経て理由がないと認定されたものは、何人も同一の事

実、同一の証拠を以って再び無効審判を請求することができない 

(§ 81) 。 

 

 

7 無効審判  

7-4 請求の審理 
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新証拠3を提出、証拠1、3の組合 
せを以って請求項1は進歩性を有 
さないと主張、裁判所が審理後 
に無効審判請求不成立と認定 
 

 

証拠1、2の組合せを 

以って請求項1は進歩 

性を有さないと主張 

 

 

証拠1、3の組合せを以って請求項 

1は進歩性を有さないという主張 

は不可 

 

前件無効審判請求 

後件無効審判請求 

前件無効審判請求につき知財 

裁判所へ上訴 

棄却後に無効審判請求 

7 無効審判  

 一事不再理原則 

7-4 請求の審理 
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   7-5 無効審判請求現況 

 無効審判請求の件数 

7 無効審判  
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 無効審判審理結果現況  

無
效
比
率 

 

   意匠 >実用新案 > 特許 
     約50%            約45%             約30% 
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資料元：知的財産局 

件数 比率 

無効審判
成立 

無効審判
一部成立 

無効審判
不成立 

総計 
無効審判
成立 

無効審判
一部成立 

無効審判
不成立 

2015 294 99 245 638 46.08% 15.52% 38.40% 

2016 277 100 300 677 40.92% 14.77% 44.31% 

2017 310 91 287 688 45.05% 13.23% 41.72% 

2018 266 86 233 585 45.47% 14.70% 39.83% 

2019 222 63 179 464 47.84% 13.58% 38.58% 

2020 204 70 126 400 51.00% 17.50% 31.50% 

 無効審判請求の成立率 

7 無効審判  

   7-5 無効審判請求現況 
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8 注目の判決 
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  台湾当局は、現在QR Codeオンライン決済のほか、QR Code共通
決済プラットフォームの利用促進に全力に尽くしている。  

 また政府系金融機関は、QR Code共通決済プラットフォームを使
用している。本件は、民間企業が華南商業銀行で使用しているQR 
Code共通決済基準及びQR Code共通決済プラットフォームに対し特
許侵害の訴訟を提起したものである。本件はフィンテックに関す
る特許侵害訴訟として最初の事例といえる。  

 弊所は、政府系銀行華南商業銀行の委任を受け、原告が提起し
た特許侵害の告訴について答弁した。  

 弊所による有効な弁護が功を奏し、一審及び二審裁判所はとも
に原告の主張を棄却した。 

知的財産裁判所による109年度民専上第13号判決 

8 注目の判決 
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• 特許名称：モバイル決済方法及びモバイル決済端末(TW 

I625684) 

• 原告：異康股份有限公司 

• 被告：華南商業銀行 

• 係争製品：華銀Qレジ（收銀台）+華銀決済アプリ（支付APP） 

• 一審判決結果：原告敗訴。係争製品に権利侵害なし。 

• 二審判決結果：上訴棄却。 

知的財産裁判所による109年度民専上第13号判決 

8 注目の判決 
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係争特許によるモバイル決済方法解説図(請求項1,4及び6)  

コンピューター 
取引装置 

①請求情報受信 

決済機構サーバー 

②請求情報伝送 

③請求情報に基づ
くバーコード生成
並びにコード伝送 

⑥請求情報伝送 

④請求情報提供/ 
バーコード出力 

⑦  ②及び⑥の請求情報が同一であるかの判断 

⑧決済 

⑨決済結果の生成
並びに伝送 

⑨決済の結果生成
並びに伝送 

⑤デコード後の請
求情報獲得  

モバイル端末 

8 注目の判決 
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係争製品(華銀アプリ + 華銀Qレジ) 

⑧決済 

華銀Qレジ 

①金額の受取 

決済機構サーバー
(華銀サーバー) 

モバイル端末(華銀決済) 
 
 
 

②金額伝送 
③QR Code伝送
(金額+セキュリ
ティコード) 

⑤QR Code伝送
（セキュリティ
コード) 

④QR Code出力 

⑥デコード後にセキュリティコード取得、並
びに③及び⑤のセキュリティコードを照合し、
金額照合は行わない 

⑨決済結果の生
成並びに伝送 

⑨決済結果の生
成並びに伝送 

⑦(セキュリティコード認
証後に、請求情報受信) 

8 注目の判決 
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「華銀台湾pay」プログ
ラム製品による華銀台
湾pay QRコードの読
取り決済 

 

モバイル決済端末 

 
コンピューター取引装
置の請求情報入力
画面 

 

「華銀Qレジ」プログラ
ム製品 

 

8 注目の判決 
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モバイル決済端末 

モバイル決済端末 

コンピューター取引
装置で決済情報
一件受信 

決済完了 コンピューター取引装
置に決済結果一件
表示 

モバイル決済端末で
一つの決済結果受信
表示 

モバイル決済端末
で当該請求情報の
内容を表示  

当該コンピューター取引装置及び当該モバイル決
済端末を近づけると、コード読取り形式で、当該
請求情報を当該モバイル決済端末に提供する 

添付図２(係争製品図説)モバイル決済端末 

コンピューター取引装置に
当該請求情報バーコード
表示 

請求金額
を入力して
ＱＲコード
生成 

 

店名及び取引
金額確認 

店舗 

決済完了 

消費者のバーコード読取りイメージ図 

銀行アプリ起動 

店舗Qrcord読取り 

8 注目の判決 
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• 係争特許請求項1要件1Eの「…当該請求情報により、当該モバイル決済端末か
ら当該請求情報を当該決済機構サーバーに伝送し、且つ当該決済機構サーバー
が『当該モバイル決済端末で受信した当該請求情報』と『当該コンピューター
取引装置で受信した当該請求情報』が同一であると判断したとき、当該請求情
報について、当該モバイル決済端末で当該請求情報に基づき少なくとも一つの
請求が発生する…」から分かるように、係争特許請求項1の要件1Eにおいて決
済機構サーバーでそれぞれ「当該モバイル決済端末で『受信した』当該請求情
報」（例えば係争特許解説図のステップ⑥の請求情報）が「当該コンピュータ
ー取引装置で『受信した』当該請求情報 」（例えば係争特許解説図のステップ
②の請求情報）と同一であると判断したとき、[モバイル決済端末]に一つの請
求が発生する。   

• 係争製品(華銀Qレジ+華銀決済アプリで執行するモバイル決済方法)は、決済機
構サーバーからコンピューター取引装置に「伝送」した請求情報(セキュリティ
コードを含むQR Code)とモバイル決済端末で「受信した」請求情報(セキュリ
ティコードを含むQR Code)が同一であるかを判断する。これは、係争特許請求
項1要件1Eの決済機構サーバーでそれぞれコンピューター取引装置及びモバイ
ル決済端末で「受信した」請求情報が同一であるかどうかを判断することとは
、技術的手段が明らかに異なるので、係争製品A、Cで執行するモバイル決済方
法は、係争特許請求項1要件1Eの技術的特徴を含まない。   

  

 

判決理由 

8 注目の判決 
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9 関連統計 
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