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2022年専利審査基準修正要点 
 

■ 「專利審査基準」の第 1篇「方式審査と専利権の管理」を一部改訂、2022年 12月 1日か

ら発効 

 

知的財産局は「専利審査基準」の第 1篇「方式審査と専利権の管理」第 1章、第 3章～第 8

章、第 14章、第 17章、第 19章、第 20章を改訂し、2022年 12月 1日から発効すると公告し

た。（訳注：「専利」には特許、実用新案、意匠が含まれる。） 

専利案件の方式審査に法規解釈や司法判決の内容が反映されるように、各章の内容を修正す

るとともに、各界関係者が審査の実務状況を明確に理解できるように事例による説明を追加し

ている。また審査基準がより良いものとなるよう、ポストコロナ時代におけるデジタル転換と

いう流れに対応して、専利出願で添付する証明書類について電子署名を採用できるようにした。

今回の改訂のポイントは以下の通り。 

 一、第 1章「専利出願と専利関連事項の手続き」 

第 1.2.4 節「署名捺印の審査」では、電子署名の発展に対応して、特許出願書類の多

くが私法に係るものであり、相手方が同意すればよいため、署名捺印の態様を広げ、

署名者がいかなる形式で署名しても、署名、捺印又は電子署名の形式・外観が対比で

きれば可とする。 

 二、第 3章「專利出願人」 

第 3.1 節「発明者の異動」、第 4.1 節「出願人の氏名又は名称の変更」、第 4.5 節「発

明者の氏名の変更」では、方式審査の実務に合わせて内容を調整するとともに、各界

関係者が審査原則を明確に理解できるように事例による説明を追加する。また、同時

に添付した文書における一致しない部分について補正手続をする場合は、出願変更事

項には該当しない（訳注：変更のための費用は不要）ことを説明するほか、実際の司

法判決に基づき、異なる出願人が同じ主体に属する場合の名称変更（訳注：同じ主体

に属する出願人への変更が可能で、出願日は変わらない）について事例で説明してい

る。 

 三、第 5章「出願日」 

第 1.1 節「願書」では、専利出願日の確定と願書に記載されている出願人とは連動し

ており、出願人の変更、出願人の追加、出願人の削除という 3 つの状況に分けて説明

している。 

 四、第 7章「優先権とグレース・ピリオド」 

第 1.5 節「国際優先権の証明書類及び書類の提出期間」では、国際優先権証明書類に

誤りがある態様の事例を追加している。 

 五、第 8章「生物材料寄託」 

第 4 節「生物材料の寄託証明書類」では、ブタペスト条約で規定されている国際寄託

機関ではない場合、それが発行する証明書類には該生物材料の生存に関する情報が含

まれなければならないことを追加している。 



 

 六、第 19章「專利権の移転」 

第 6節「質権の設定登録」の第 6.2節「提出すべき申請書類」では、2022年 10月 20

日付けの経智字第 11104604410号令を以って専利法施行細則第 67条条文が改正された

のに合わせて、質権の設定登録において提出すべき書類の内容を修正した。 

 七、その他の修正内容 

法令条文及び方式審査の実務に合わせて行った文言の修正、各章節の内容に関する誤

りの訂正等が含まれる。 

 

■ 「専利審査基準」の「第二篇 特許の実体審査」第 3章、第 6章、第 7章、第 8章、第 9

章、第 14章の改訂、2022年 7月 1日に発効 

 

知的財産局は 2022年 6月 27日付公告を以って、「専利審査基準」の「第二篇 特許の実体審

査」第 3章、第 6章、第 7章、第 8章、第 9章、第 14章を改訂し、2022年 7月 1日付けで発

効すると発表した。（訳注：「専利」には、特許、実用新案、意匠が含まれる。） 

2022年版専利審査基準の各章における改訂ポイントの説明 

 一、第二篇「第 3章 特許要件」 

「5.7.2 審査の留意事項」節では、（5）と（6）を追加し、一つの創作に係る特許/実

用新案の同日出願（特実同日出願）について、特許出願の審査中、又は特許出願が特

許査定されてから発明が公告されるまでの間に、実用新案の無効審判案件が無効成立

の審決を受けたが、まだ確定していない場合の特許出願に対する審査原則について説

明している。 

 二、第二篇「第 6章 補正」 

「4.2.2 許される削除」節において、出願人は知的財産局が審査意見通知書（拒絶理

由通知書）を発する前に、自発的に先行技術と重複する部分を排除する（disclaimer）

というネガティブな表現形式で請求項を自発的に補正する場合、出願人は審査官に判

断の証拠として先行技術文献を提出して理由を説明しなければならず、提出しないと

きは、新規事項の導入をみなす。ただし前記先行技術が出願時の明細書、特許請求の

範囲又は図面に開示されているならば、例外的に提出しないことができる。 

 三、第二篇「第 7章 審査意見通知及び査定」 

  「3.1.2特許請求の範囲の縮減」節において、例示される特許請求の範囲の縮減に該当

する状況について、元来（6）における「引用若しくは従属された一部の請求項を削除

するとともに、残りの請求項を項目に分けて記述する」を新設された（7）に移動し、

本項の状況を除き、新たな請求項の追加はいずれも最終通知が出された後の補正制限

である「特許請求の範囲の縮減」には該当しないと説明している。 

 四、第二篇「第 9章 訂正」 

  「6. 審査の留意事項」節において、第 6章「補正」の内容に合わせて、先行技術と重

複する部分を排除する（disclaimer）というネガティブな表現形式で記載された請求

項に関する審査原則を追加している。 

 五、第 2篇「第 14章 生物関連発明」 

  「4.2.4寄託に係る注意事項」節において（3）を追加し、専利法第 27条第 5項の規定

により、出願人が外国でその国の指定する国内の寄託機構に寄託したとき、寄託機関

が発行した証明書を提出して、生物学的材料の寄託事実と生存事実を証明しなければ

ならないことを説明する。 

 六、その他の補正内容 

法令条文に合わせた文言の修正、各章節の内容の統一性と誤記の修正等を含む。 

 

資料元：知的財産局 

 

専利審査基準の関連情報及び内容は 

知財局ウェブサイト-専利修法專區（法改正専門ページ）をご参照

（https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/lp-684-101.html） 

https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/lp-684-101.html


 

2021年専利審査基準修正要点 
 

一、「専利審査基準」の一部改訂、2021年 7月 14日から施行 

 

知的財産局は「専利＊審査基準」の「第 2 篇 特許の実体審査」第 1 章～第 6 章、第 10

章、第 11章、第 13章、第 14章、「第 3篇 意匠の実体審査」第 1章、第 5章、「第 4篇 実

用新案の審査」第 3章、「第 5篇 無効審判の審理」第 1章を改訂すると発表した。改訂

の重点は以下のとおり。（訳注＊：「専利」は特許、実用新案、意匠を含む） 

1. 第 2篇「第 1章 明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面」 

「2.6 審査の留意事項」を追加して、(1)「独立項は特許請求対象の名称を明記すべ

きである」の具体的説明、 (2)請求項に「其特徴在於（を特徴とする）」、「其改良在

於（と改良する）」その他類似する用語が記載されていても、必ずしも二部形式の請

求項であるとは限らないこと、及び(3)請求項に注記する括弧が不明確となるかの判

断原則、を示している。 

2. 第 2篇「第 6章 補正」 

 (1)先行技術との重複を排除するネガティブな表現形式の補正（disclaimer）は、新規

性欠如、新規性の擬制喪失（拡大先願による新規性喪失）、又は先願主義原則不適

合となる引用文献を克服する場合に限られ、「同日出願」の引用文献についてはそ

のネガティブな表現形式の補正を適用しない。そのほかに、特許出願に係る発明が

「人間」を含むことで公の秩序又は善良な風俗を害することに関わる場合、「人間」

を排除する方法で補正してもよい。 

 (2)請求項に記載される数値の範囲の上限値と下限値を変更する場合、同時に以下の二

条件を満たせば新規事項の導入とはならず、補正が許される。(i) 変更後の数値範

囲の端点値がすでに出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示されている。

(ii)変更後の数値範囲がすでに出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示さ

れている数値範囲内に含まれる。また理解しやすいように、２件の事例を追加して

いる。 

3. 第 5篇「第 1章 専利権の無効審判」 

 (1)「3.3.2聴聞」を追加する。 

 (2)（無効審判審理段階時には提出されておらず）行政救済段階で追加された新理由又

は新証拠がある無効審判事件に関して、その後原処分が取り消されて差戻し審理

を行うときの、裁判所の判決趣旨や新理由、新証拠に対する処理原則を修正する。 

4. その他の改訂内容 

  節番号の微調整、より明確にするための事例内容の修正、法令条文に合わせるための

文言の調整、各章節の内容の統一性及び誤記等の修正などが行われた。 



 

二、「専利審査基準」第 2篇第 12章「コンピュータソフトウェア関連発明」を改訂、2021年

7月 1日に発効 

 

知的財産局は「專利*審査基準」第 2 篇第 12 章「コンピュータソフトウェア関連発明」

を改訂し、2021年 7月 1日に発効すると公告した。近年、人工知能（AI）、ビッグデータ

等の技術が急速な発展することで、各分野に新たな形態の応用や発明がもたらされてお

り、コンピュータソフトウェア関連発明の出願件数もそれにともない増加している。産

業の変化と革新の保護というニーズに対応するため、現行の審査基準の内容を調整して、

明確かつ整合性のある審査基準を確立する。今回の改訂の重点は次の通り。 

（訳注*：「専利」には特許、実用新案、意匠が含まれる） 

1. 発明の定義（適格性）の判断原則を明確化 

更なる技術的効果と「コンピュータの簡単な利用」等の関連内容を削除して、請求項

に係る発明を適格性の判断対象とすることと、それに関連する判断手順とフローチャ

ートとを明確に定め、並びに各項目において事例を挙げて説明することで、判断原則

をより明確にする。（改訂版第 3節） 

2. 進歩性関連の内容を改訂して総則と整合化 

現行の進歩性に関する総則（訳注：第 3章第 3節「進歩性」）の内容に合わせて、「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」、「進歩性が否定される要

素」と「進歩性が肯定される要素」という項目を追加するとともに、現行基準の「他

の技術分野への転用」、「人間が行っている作業方法のシステム化」、「従来のハードウ

ェアによる機能のソフトウェア化」等の項目を「簡単な変更」という進歩性が否定さ

れる要素に組み入れ、その他の態様を追加する。（改訂版第 4.2節） 

3. 人工知能（AI）関連の審査事項及び事例を追加 

(1)人工知能を応用する分野はきわめて広いため、特許出願に係る発明が医療に応用

されている場合、その方法の発明が人間又は動物に対する診断、治療方法ではな

いか、つまり「法定の特許を受けることができない対象」に該当しないかについ

て、審査官に注意を促す。 

(2)改訂後の適格性及び進歩性に関する内容に基づいて、人工知能関連の説明と事例

を組み入れ（改訂版第 4.2.2.1.1.1、第 4.2.2.1.1.2節、第 5.2節事例 2-12、2-13、

3-5）、また十分に開示されないため実施可能要件を満たさない状況を事例で説明す

る（改訂版第 5.1節事例 1-1、1-2）。 

4. その他の審査関連事項 

(1)出願と審査の実務に合わせて、「物の請求項」には構造上の制限条件を記載するこ

とを必須としないことを定めている（改訂版第 2.2.1.2 節）。 

(2)「請求項が不明確な状況」及び「明細書に裏付けられる」という項目を追加して

いる（改訂版第 2.2.3節及び第 2.2.4節）。 

(3)一般的な機能によって物を特定する請求項とミーンズ・プラス・ファンクション・

クローズに関する挙証責任の分配を明確に規定している（改訂版第 2.3 節留意事

項(2)）。 

 

資料元：知的財産局 

 

専利審査基準の関連情報及び内容は 

知財局ウェブサイト-専利修法專區（法改正専門ページ）をご参照

（https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/lp-684-101.html） 

 

https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/lp-684-101.html


 

2020年専利審査基準修正要点 
 

一、「専利審査基準」第四篇実用新案審査第三章改正、2020年 8月 1日より発効 

 

(一)実用新案技術評価書の請求人に実用新案技術評価の関連規定を理解させ、審査人員

実務作業処理原則を統一し、専利審査基準第四篇に第三章「実用新案技術評価」を新設

して、専利審査基準第四篇の篇名を「実用新案審査」と修正する。 

(二)本基準修正草案の規定の要点は以下のとおり。 

1、実用新案技術評価の請求人、請求時期、及び実用新案が非実用新案権者による商業

上の実施に関する事情を有するとの主張等の事項 

2、法に則り実用新案技術評価で比較すべき事項 

3、検索の対象及び検索の範囲を含む実用新案技術評価書の作成手順 

4、「技術評価引用文献通知書簡」送付の原則 

5、実用新案技術評価書作成の注意事項 

 

二、「専利審査基準」第三篇意匠実体審査第一、二、三、七、八、九章改正，2020 年 11 月 1

日より発効 

 

今回の改正の要点は主に以下の五大テーマである。 

（一）明細書及び図面の開示要件の緩和 

（二）建築物及び室内設計が意匠の保護対象であることの明確化 

（三）意匠権出願の分割規定の緩和 

（四）画像デザインの規定の改正 

（五）その他:1、「色彩の開示規定」の補充 

              2、「純機能性の物品デザイン」に関する説明の補充 

              3、「デザインが色彩を含むときの新規性、創作性判断原則」の改正 

 

 

資料元：知的財産局 

 

専利審査基準の関連情報及び内容は 

知財局ウェブサイト-専利修法專區（法改正専門ページ）をご参照

（https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/lp-684-101.html） 

https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/lp-684-101.html


 

2019年專利審査基準改正重点 
 

一、 專利審査基準「第三篇意匠の実体審査基準第五章優先権」の改正、且つ 2019年 9月 12

日より発効  

 

現行発明特許実務の方法に併せて、出願案または関連資料の出願日もしくは公開日が優

先権日と後願の出願日との間であることを検索して発見した時に、始めて優先権認可可

否の判断を行うことができる。意匠審査基準第五章の関連内容を改正する。 

 

二、 專利審査基準「第一篇手続き審査及び特許権の管理」第十三章出願の分割及び出願の変

更、第十七章特許権の取得及び維持、第二十章訂正、第二十一章無効審判及び第二十二

章特許権の消滅、無効及び回復の改正、且つ 2019年 11月 1日より発効  

 

2019年 5月 1日総統令公布改正專利法部分条文に関する発明、実用新案許可査定後の分

割関連規定、意匠権期限延長、案件訂正の審査方式と出願時間点、及び無効審判請求の

理由または証拠補充提出の期限等規定に併せて、「專利審査基準第一篇手続き審査及び特

許権の管理」第 13章、第 17章、第 20章、第 21章及び第 22章の関連内容を改正する。 

 

三、 專利審査基準「第二篇発明の実体審査」第七章審査意見通知書及び査定、第九章訂正、

第十章分割及び変更出願、「第四篇実用新案の形式審査」第二章訂正、「第五篇無効審判

審理」第一章特許権の無効審判請求、第二章特許権存続期間延長登録の無効審判の改正、

且つ 2019年 11月 1日より発効  

 

一、專利審査基準第二篇第七章「審査意見通知及び査定」改正の重点は以下の通りであ

る。：  

(一)2019年專利法部分条文改正案第 34条第 6項前段及び第 46条規定により、專利を許

可しない事由に「許可後の分割と元の出願案許可査定の請求項が同一発明である場合」

を追加する。  

(二)2019年 1月 1日施行の專利審査基準第二篇第四章「発明単一性」内容に併せて、本

章の発明単一性に関する案例状況を修正する。  

二、專利審査基準第二篇第九章「訂正」改正の重点は以下の通りである。：  

(一)2019 年專利法部分条文改正案第 74 条規定では、発明特許権者が訂正を請求する時

機について説明する。  

(二)「審査注意事項」補充訂正の審査結果は全案件で行い、発明の無効審判請求は行政

救済期間に無効審判不成立の請求項について訂正を請求できるだけである等の規定、及

び無効審判請求人が無効審判請求を取下げた時に、無効審判案の訂正請求に合併させる

処理原則。  

三、專利審査基準第二篇第十章「分割及び変更出願」改正の重点は以下の通りである。：  

(一)2019 年專利法部分条文改正案第 34 条及び第 107条規定により、許可後分割の出願

期間を 3ヶ月に緩和し、且つ再審査許可後の分割出願を開放することについて説明する。  

(二)2019年專利法部分条文改正案第 34条第 6項前段規定により、「査定後の分割は、元

の出願案明細書または図式で開示されている発明でなお且つ査定請求項とは同一の発明

ではないものから、分割を出願しなければならない」について説明し、且つ前記規定違

反時の処理方法について説明する。  

(三)2019年 1月 1日施行の專利審査基準第二篇第四章「発明単一性」内容に併せて、本

章の発明単一性に関する案例状況を修正する。  

四、專利審査基準第四篇第二章「訂正」改正の重点は以下の通りである。：  

(一)実用新案專利訂正案は一律に実体的審査をとり、且つ実用新案訂正で形式審査を行

う事例を削除することについて説明する。  

(二)2019年專利法部分条文改正案第 118条規定では、発明特許権者が訂正を請求する時

機について説明する。  

(三)「審査注意事項」では実用新案の無効審判請求の行政救済期間に無効審判不成立の

請求項について訂正を請求できるだけである等規定を補足し、及び無効審判請求人が無



 

効審判請求を取下げた時は、無効審判案の訂正請求と合併させる処理原則。  

五、專利審査基準第五篇第一章「特許権の無効審判」改正重点は以下の通りである。：  

(一)2019年專利法部分条文改正案第 34条第 6項前段、第 71条及び第 119条規定では、

法定の無効審判事由に「発明許可査定後または実用新案許可処分後に分割出願した分割

案が、もとの出願案許可査定または処分を許可された請求項と同一の創作である場合」

を追加し、且つその審査方法について説明する。  

(二)2019年專利法部分条文改正案第 73条及び第 74条規定により、 (1)無効審判請求人

が理由または証拠を補充提出する時点(2)特許権者が答弁、補足答弁または答弁を提出す

ることができる時点(3)面接で理由、証拠、補充答弁の補充提出する処理原則及び(4)無

効審判期間特許権者が提出できる訂正時機について説明する。  

(三)実用新案無効審判請求の実体的要件に関する争議、「実用新案定義の審査」を除き、

いずれも発明特許審査の各実体的要件の規定と一致することについて説明する。  

(四)重複内容の削除または簡素化、関連規定の明確化及び文字修正。  

六、專利審査基準第五篇第二章「特許権存続期間延長登録の無効審判」改正重点は以下

の通りである。： 

2019年專利法部分条文改正案第 57条に合わせて、「許可証で承認された外国試験期間を

以って特許権延長を登録出願した時、許可期間が当該外国專利主務機関の認可をこえる

もの」の法定無効審判請求事由を削除する。  

 

四、 專利審査基準「第二篇発明の実体審査第十三章医薬関連発明」の改正、且つ 2020 年 1

月 1日より発効  

 

專利審査基準第二篇第十三章「医薬関連発明」改正重点は以下の通りである。： 

(1)審査基準関連章節と一致しない文字段落を調整する。第 2.2.1.1節第 3段の「病気の

診断結果を得ることが直接目的である」との定義は総則第 2章と一致しないので、改正

する。 

(2)「2.2.1請求項が治療及び非治療方法を含む」との標題を追加して、且つ関連内容を

調整、追加する。特許出願の方法には同時に治療及び非治療効果が生じるものがよく見

られ、本節は英国審査基準を参考して関連内容を調整、追加し、7つのよく見られる治

療及び非治療方法の態様を列挙して、説明する。 

(3)スイス型請求項作成の関連規定を改正する。 

(4)日本審査基準事例集を参考して「明細書で支持できない」案例説明を追加する。 

(5)新規性案例 5例を追加して、新しい医療薬用途、新使用量、新しい投与経路、特定患

者グループ、投与間隔及び様々な成分の前後服用各 1例を含む。 

(6)水和物に進歩性がない論述を追加する。 

(7)進歩性案例 5例を追加し、これには使用量 2例、特定の患者グループ 1例、薬理効果

1例、一般的な病原因子による疾患の治療 1例を含む。 

(8)その他：案例の修正、無関係な例示削除、一部章節の構成調整、関連規定の明確化及

び文字修正。 

 

資料出所：知財局公布 

 

專利審査基準の関連情報及び内容 

知財局サイト-專利法改正エリア（https://www.tipo.gov.tw/np.asp?ctNode=6703&mp=1）を

参照 

https://www.tipo.gov.tw/np.asp?ctNode=6703&mp=1


 

2018年專利審査基準改正重点 
 

一、 專利審査基準「第二篇発明特許実体的審査第十一章特許権期間延長」改正、且つ 2018年

4月 1日より発効 

 

專利審査基準第二篇第十一章「特許権期間延長」改正の重点は以下の通りである。： 

(1)専用実施権者を延長出願者とする場合、当局への専用実施権許諾登記に限らない。 

(2)初回許可証所有者の認定を緩和。 

(3)初回許可証の所有者が実施権者である場合、延長出願者は出願時に許諾を完了した事

実の証明書類を添付して提出しなければならないが、それらの許諾は当局へ許諾登記を

完了したものに限らない。 

(4)初回許可証の有効成分認定は、薬品の有効成分を基準とすべきで、薬理作用がある部

分（自由態）ではない。 

(5)原料薬、農薬原体の許可証は、初回の許可証ではないと明文で定める。 

(6)特許出願範囲と初回許可証の関連性の判断について、叙述の対応関係を包含関係に改

め、且つ関連説明及び拡張例示を修正する。 

(7)国外臨床試験の終始日を ICH規定（International conference on harmonization of 

technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use）の臨

床試験報告書で定義する試験開始進行期日（study initiation date）及び試験完了期日

（study completion date）と一致させることを明確化。 

(8)国外試験による出願延長に国外延長許可証明書類があるべきとの規定を削除（特許権

期間延長承認弁法に合わせて第 5条第 2項、第 7条第 2項規定改正を削除する予定）。 

(9)現行農薬の実施は公告日より効力が生じるので、農薬登記申請の審査期間の最終日を

農薬許可証に記載の証明発行日に修正。 

(10)国内外農地試験は各項試験に必須な時間の最も長いものを基準としない（特許権期

間延長承認弁法に合わせて第 6条第 3項規定改正を削除する予定）。 

(11)「情報が許可証取得の基準と一致しないため」の、許可証取得期間の中断または延

遲の発生は、出願者の責に帰す不作為期間であるとの規定を新設。 

(12)農薬の「使用方法及びその範囲」の許可公告日から農薬登記申請者による書類完備

登記処理期間までは、出願者の責に帰す不作為期間であるとの規定を新設。 

(13)学術用臨床試験を検査登記用臨床試験に転換する場合、当該学術用臨床試験の開始

日を国内臨床試験の初日とすることができると明文化。 

(14)專利法第 53条に定められている特許は一回延長するだけで、初回許可証により一回

延長するだけであるとの規定違反に関する処理原則を明文化。 

(15)査定許可書の記載方式を明文化。 

 

二、 專利審査基準「第一篇手続審査及び特許権管理」第二章の特許出願書、第七章の優先権

及びグレースピリオド、第八章の生物材料寄託、第十章の修正、第十三章の分割及び変

更、第十四章の申請規費、第十五章の送達、第十七章の特許権の取得及び維持、第十八

章の特許権の存続期間の延長の改正、且つ 2018年 11月 1日より発効 

 

「台英特許手続の生物材料寄託相互協力作業要点」の実施、「專利審査基準第二篇発明特

許実体的審査第十一章特許権期間延長」の改正及び特許出願書類の準備すべき数量の調

整に合わせ、また、現行実務作業内容について、例えば二重出願、国際優先権証明書類

等を更に明確に説明し、出願者の根拠とするため、專利審査基準「第一篇手続審査及び

特許権管理」第二章、第七章、第八章、第十章、第十三章、第十四章、第十五章及び第

十八章関連規定を改正する。 

 

三、 專利審査基準「第二篇発明特許実体的審査第十四章生物関連発明」改正、且つ 2019年 1

月 1日より発効 

 

專利審査基準第二篇第十四章「生物関連発明」の重点は以下の通りである。： 

(一)進步性の特定態様及び進步性論述の改正、13点案例説明の新設。 



 

(二)一部章節の構造を調整、関連規定を明確化及び若干の文字を修正。 

1、重複の内容の削除または簡素化。 

2、実務でよく見られない例示の削除、またよくある例示の新設。 

3、実体的審査と関連しない記載の削除。 

4、実務審査のよくある問題に合わせた説明内容の新設。 

5、事例修正。 

6、審査基準の他の章節と一致しない文字段落の削除。 

7、論述の明確化、且つ実務審査と一致させるため、全文若干の文字を修正。 

 

四、 專利審査基準「第二篇発明特許実体的審査第四章発明単一性」改正、且つ 2019年 1月 1

日より発効 

 

專利審査基準第二篇第四章「発明単一性」改正の重点は以下の通りである。： 

(1)発明単一性の判断手順は、先ず各独立項に記載の発明の間に明確に発明単一性がない

かについて判断する。もしそうであれば、出願案に発明単一性がなく、もしそうでなけれ

ば、先行技術を検索しなければならない。原則的に、請求項 1に記載の発明から検索し、

当該発明に特別な技術特徴があるかについて判断し、更に他の独立項の発明に当該特別な

技術特徴または当該特別な技術特徴が対応する特別な技術特徴があるかについて判断し、

もしそうでなければ、出願案には発明単一性がなく、もしそうであれば、出願案に発明単

一性がある。 

(2)明確に出願案の単一性の審査を規定する場合、原則的に少なくとも一独立項とその従

属項で構成される請求項グループを審査対象にしなければならない。 

(3)一部章節の構造を調整し、関連規定を明確化し、例示を事例形成に書き換え及び若干

の文字を修正。 

 

資料出所：知財局公布 

 

專利審査基準の関連情報及び内容 

知財局サイト-特許法改正エリア参照（https://www.tipo.gov.tw/np.asp?ctNode=6703&mp=1） 
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