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近年の法改正に関する概要

1・　2001年10月26日施行の改正法

▲国内優先権の導入

―国内優先権の導入と共に追加出願の制度を廃止し
　た。

▲意匠における新規性喪失の例外規定
　の導入
　　1、研究、実験による使用または発表。

　　2、政府主催又は政府認可の展覧会への出品。



2・2002年10月26日施行の改正法
▲特許出願における公開制度の導入
―2002年10月26日以後出願した特許出願が適用
　される。
―出願日（優先権日）より18ヶ月を経過した後
　公開される。
▲特許出願における審査請求制度の導入
―2002年10月26日以後出願した特許出願に適用
　される。
―出願日より3年以内に審査請求する。
▲特許出願における優先審査制度の導入
－公開公報に公開された後。
－第三者による商業上の実施。



▲特許権における補償金請求権の導入
―公開から公告日までの間の特許侵害。
▲特許出願における自発補正時期制限制度の導
　入
―2002年10月26日より新規に出願した特許出願。
　　●出願日（優先権日）より15ヶ月以内。
　　●実体審査請求と同時に。
　　●出願人以外の第三者から審査請求された

とき、実体審査開始通知書の送達日より
3ヶ月以内。

　　●審査意見通知書に対する答弁期間内。
　　●再審査請求と同時に、又は再審査理由書

の提出期限内。



3・2004年7月1日施行の改正法（現行法）
▲異議申立制度の廃止
－特許付与前の3ヶ月間の異議申立を廃止した。
－特許権を取り消す場合、無効審判の制度を利
用する。

▲特許権分割制度の廃止

▲実用新案登録出願の無審査制度の導入

▲実用新案及び意匠における刑事罰の廃止
－特許の刑事罰の廃止の引き続きに実用用新案
　　及び意匠における刑事罰も廃止された。



▲意匠における新規性喪失の例外の規定の修正

―新規性喪失の例外の規定は次のように修正さ
　れ。
（1）政府主催又は政府認可の展覧会への出品。
（2）出願人の本意に反して公開された場合。

―2001年10月26日施行の改正法で始めて導入さ
　れた研究、実験による公開の条項を削除した。



特許庁の現況の概要紹介

1・　審査官の構成
▲外部審査官
―約400名。
―2007年末までに80名まで減らす。
▲内部審査官
―約270名。
―助手審査官、審査官、高級審査官。
・助手審査官：新採用の審査官。

　・審査官：修士号又は博士号を取った3年助
　　　　　　手審査官経験、大学卒で5年助手
　　　　　　審査官。
　・高級審査官：3年審査官経験。

　



2・　先行技術の検索システム

―台湾、米国、日本、EPOの公開又は特許公報
をベースとする検索データベースを構築。

　　　　　　　　

3・　電子出願制度の導入について

―現状：電子出願できない。
電子出願実施法の法案作成中。

―施行予定：2007年半ばからテストを行う予定。
　　　　　　2008年から正式実施する予定。



国際条約への加盟の現状及び国際条約に
基づく出願の現状

1・　WTO：2002年1月1日より正式加盟
▲加盟後の効果
―パリ条約に基づく国際優先権の主張が可能と
なった。

―意匠権の権利期間は10年から12年と長くなっ
た。

―医薬品、農薬品及びその製造方法に関わる特
　許期間の延長が可能となった。

▲留意事項
―中国出願に基づく優先権主張は受理されない。

2・　パリ条約：未加盟



3・　PCT条約：未加盟

―PCT出願の台湾国内への移行は不可である。
―PCT出願に基づく優先権の主張は可能である。

＜注意事項＞
●PCT出願の優先権を主張して台湾へ出願する
　場合、PCT出願の出願日より1年以内に出願し
　なければならない。
●PCT出願の出願日より30ヶ月以内ではないこ
　とをご注意ください。



台湾への新規出願時の留意事項
1・新規特許出願に必要な書類
　　▲明細書（クレーム、図面を含め）
　　 ▲専利申請書（願書）
　　▲委任状
　　▲譲渡証書
　　▲優先権証明書

2・出願日、優先権日の確保に必要な書類
　　▲明細書
　　 ▲専利申請書（願書）

3・追補可能の書類
　　　委任状、譲渡証書、優先権証明書及びほ
　　　かの証明書類



4・出願の方法
▲外国語明細書による仮出願
　　仮出願に必要な最低条件の書類：
　　（1） 原文明細書
　　（2） 専利申請書（願書）

▲台湾用中国語明細書による通常の出願
　　出願に必要な最低条件の書類：
　　（1） 台湾用中国語明細書

　 （2）　専利申請書（願書）

5・追補書類の提出期限
―出願日より4ヶ月以内。
―請求により更に２ヶ月延期できる。

＜注意事項＞
・　優先権証明書の提出期限延期は不可。



6・明細書、図面における自発補正の期限
▲特許出願について
・出願日（優先権日）より15ヶ月以内。
・実体審査請求と同時に。
・出願人以外の第三者から審査請求されたとき、知的
　財産局発行の実体審査開始通知書の送達日より3ヶ月
　以内。
・審査意見通知書に対する答弁期間内。
・再審査請求と同時に、又は再審査理由書の提出期限
　内。

▲実用新案について
・出願日より2ヶ月以内。

▲意匠出願について
・補正の期限制限は無である。



7・新規性喪失例外の適用
▲適用できる状況
―特許、実用新案の場合
　　1、実験、研究による公開
　　2、政府主催又は政府認可の展覧会による公開
　　3、出願人の本意に反して公開された場合
―意匠の場合
　　1、政府主催又は政府認可の展覧会による公開
　　2、出願人の本意に反して公開された場合

▲適用できる期限
―その公開日より6ヶ月以内。

▲ 出願の段階に宣告必要



▲証明書類の提出
―研究、実験の場合：
　　　　　　　学会誌などの証明書類
―展覧会の場合：
　　　　　　　カタログなどの証明書類
―出願日より4ヶ月以内提出する。

▲新規性喪失例外規定の適用現状

8・優先権基礎出願の出願人と台湾出願の
　 出願人とは一致しない場合
―証明書類の提出は不要



出願番号及び補正期限通知

出　　願

答弁書提出○

訴願請求△

補正完了○

答弁書提出○

補正完了　○

再審査請求○

実体審査通知

審査意見提示(OA)?

初審査定

特許査定 拒絶査定

再審査審定

審査意見提示(OA)?

実体審査通知

再審査理由書提出期限通知

拒絶査定

出願番号及び
補正期限通知

分割出願に対する

継続審査

分割出願 ○

六
ヶ
月

專25~34、116

(表2) 審定書の送達日の翌日
より
6０日以内

再審查審定前

專47

(表3)

專33

No
專46. II

60日 Yes

專43
六ヶ
月

專46.I
(表2)

初審の段階に戻る

註：專→專利法
施→專利法施行細則
訴→訴願法
行→行政訴訟法

特許査定

No

Yes
60日

60日

30日

2002/10/26よりの
新規特許出願につ
いて表1Aをご参照

2002/10/26以後、分割出願
提起した特許分割出願につ
いて、表1Aをご参照

出願変更（実用新案
への変更）

O

(表1B)
出願変更（意匠への
変更、又は類似意匠
独立意匠）○

補正完了　△
（中国語明細書を含み）

訴願又は行政訴訟
の差戻し

■特許出願と
審査の経過



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15ヵ月以内

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49-2

專36-1

專37-1

1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37)
2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37-2)
3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37-4)。

優先権日
■　特許出願における早期公開
及び
■　実体審査請求



実体審査段階の留意事項
1・特許出願について
▲公開制度
（1）公開時期：出願日（優先権日）より18ヶ月。
（2）公開の方式：書誌事項、アブストラクト及び一つ
　　　の選択図。
（3）公開公報への公開延期請求：不可
（4）早期公開の請求：可
（5）原則として全ての出願は公開される。
（6）公開されない案件：
―出願日（優先権主張の場合、優先権日）より15ヶ月
　以内に出願を取り下げたもの。
―国の安全又は国の秘密に関わるもの。
―公序良俗を害するもの。



▲審査請求制度
―出願日より3年以内審査請求。
―出願人本人又は第三者による請求は可能である。

＜当所の対応＞
審査請求していない出願について、当所はコンピュー
タにて管理しており、3年間期限満了の6ヶ月前、3ヶ月
前、1ヶ月前と三回に渡って出願人に連絡致す。

▲優先審査請求

2・実用新案登録出願について
▲無審査制度
―実体審査せず、形式審査のみ。
―権利期間：出願日より10年。
―権利行使：技術評価書をもって行うこと。



▲技術評価書
―請求時期：公告後。
―請求人：制限無。
―内容：
・検索した先行技術のリスト及びその先行技術資料の
　添付。
・各請求項に対して引例と比較した結果を1ないし6の
　番号を付与する。
・番号1：引例と比較した結果、新規性がない。
・番号2：引例と比較した結果、進歩性がない。
・番号3：本願より先に出願して本願の出願した後、公
　　　　 開公報又は専利公報に掲載の出願の明細書及

び図面に記載の発明と同様である。
・番号4：先の出願の内容と同一である。
・番号5：出願日同日のほか出願内容と同一である。
・番号6：登録要件を否定する先行技術を発見しなかっ
　　　　 た等。



3・意匠登録出願について
―実体審査を経て登録する。
―現行法では、部分意匠制度はない。

4・意見書の提出期限
―通常の意見書提出期限：60日間
―提出期限の延期：1回に限り、60日間延長可能。

5・分割出願
▲分割出願できる時期：特許査定又は拒絶査定前
▲分割出願の出願人と親出願の出願人は一致すること
▲分割出願に対して継続審査を行う
▲ 特許出願における分割出願の審査請求
―初審の段階の分割：審査請求要
―再審査の段階の分割：審査請求不要



　　　　　　　　　　　事例説明

（例1）
優先権基礎出願の出願人と台湾出願の出願人と
は一致しない。

（a）日本出願：A社、B社
　　日本出願の優先権を伴う台湾出願：A社
（b）日本出願：A社
　　日本出願の優先権を伴う台湾出願：A、B社
（c）日本出願：A社、B社
　　日本出願の優先権を伴う台湾出願：C社



（例2）
第1国出願としてPCT出願した場合。

＜対応方法＞

　　PCT国際出願の出願日より1年以内にPCT
出願の優先権を主張して台湾へ出願する。



（例3）
日本を第1国出願国とし、日本出願の優先権を
主張してPCT出願した場合。
（a）PCT出願の発明内容＝日本出願の内容
＜対応方法＞

　日本出願の出願日より1年以内に日本出願の
優先権を主張して台湾へ出願する。

（b）PCT出願の内容＝日本出願＋X
＜対応方法＞

　日本出願した日より1年以内、日本出願及び
PCT出願の優先権を主張して台湾出願する。



（例4）
第1国出願として米国の仮出願した場合。

＜対応方法＞

　　米国の仮出願（Provisional Application）の出
　　願日より1年以内に仮出願の優先権を主張　
　　して台湾へ出願する。



（例5）
第1国出願として米国の仮出願し、その後日本
へ出願した。

（a）米国仮出願内容＝日本出願内容
＜対応方法＞

　　米国仮出願の出願日より1年以内、仮出願
の優先権を主張して台湾へ出願する。

（b）日本出願内容＝米国仮出願＋X
＜対応方法＞

　　米国仮出願と日本出願との２つの優先権主
張して台湾出願する。



（例6）台湾現地で生まれた発明
＜留意事項＞

　　ーWTO加盟国への出願：優先権主張可
　　ー中国への出願：優先権主張不可

　　ー台湾を第1国として出願する規定はない
＜対応方法＞

（方法1）台湾を第1国として出願する。
　　（一）台湾出願と同時に中国へ出願する。

　　（二）台湾出願後、発明内容公開前に中国へ出
　　　　　願する。

　　（三）1年以内、優先権主張してWTO加盟国へ　
　　　　　出願する。



（方法2）日本を第1国として出願する。
　ー日本出願の優先権を主張して台湾、中国へ
　　出願する。

（方法3）WTO加盟国を第1国として出願する。
　－WTO加盟国の優先権を主張して台湾、中　
　　　国へ出願する。



（例7）
2007年2月1日：日本において学会誌へ公表
2007年5月1日：日本出願（日本の新規性喪失　
　　　　　　　　　　例外規定を適用）

台湾への出願は？

＜対応方法＞

ー公開日より6ヶ月以内に台湾へ出願。
ー出願の際に新規性喪失の例外規定を適用。

ー日本出願の優先権を主張。



御清聴有難うございました。





（ 例 3 ）



（ 例 4 ）



台湾出願の内容＝仮出願の内容

優先権の主張-------（1）米国仮出願

台湾出願の内容＝日本出願＝仮出願＋a1

優先権の主張--------（1）米国仮出願

　　　　　　　　　　　　　（2）日本出願　
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