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設問１⑴について 

１．国内優先権の趣旨について 

基本的な発明と改良発明について、包括的な内容で特許権を取得すること

ができる。 

２．出願Ｂの発明イの出願日の扱いについて 

国内優先権を主張すると、先の出願の当初明細書等に記載された発明につ

いては、29 条等の規定の適用について、先の出願の時にされたものとみなさ

れる（41 条２項）。 

出願Ｂの発明イについては、出願Ａの当初明細書等に記載されているので、

国内優先権の効果により、出願Ａの時を基準に判断される（41 条２項）。 

３．出願Ｂの発明イの拒絶理由について 

⑴ 29 条について 

発明イは、29 条の拒絶理由を有しない。出願Ｄは、出願Ａの時点で出願公

開されておらず、発明イは公知（29 条１項３号）となっていないからである。 

⑵ 29 条の２について 

発明イは、29 条の２の拒絶理由を有しない。出願Ｄは、出願Ａに対して後

願だからである（29 条の２）。 

⑶ 39 条について 

発明イは、39 条の拒絶理由を有しない。出願Ｄは、出願Ａに対して後願だ

からである（39 条１項・２項）。 

設問１⑵について 

１．出願Ｃの判断基準時について 

⑴ Ｃは、令和２年７月１日に出願Ｂから分割された特許出願（44 条１項）で

ある。ここで、分割出願が適法にその効果（同条２項）を得るためには、Ｃ

に記載された内容が、少なくともＢの当初明細書等に記載されている必要が

ある。 

しかし、ハは、Ｂの当初明細書等に記載されておらず、Ｃの時点で新たに

追加された発明であるため、Ｃは適法な分割出願とは認められず、分割の効

果（44 条２項）を得ることはできない。したがって、Ｃは、現実の出願日で

判断される。 

２．出願Ｃの拒絶理由について 

⑴ Ｃの引用例となり得る出願Ｄは、当初明細書にイ及びロが、特許請求の範

囲にロが記載された特許出願である。また、Ｄは、令和元年７月１日に出願

され、令和３年１月 13 日に出願公開がされている。 

① 39 条について 

Ｃの先願であるＤには、特許請求の範囲にロのみが記載されている。そのため、

Ｃのイの引用例とはならない。したがって、39条の規定の適用はない。 

② 29 条について 

Ｃの前に、イが公開された等の公知となった事実は推認されない。したがって、

29条の規定の適用はない。 
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③ 29 条の２について 

Ｃのイについては、(ⅰ)Ｃの日前にＤがされ（29条の２本文）、(ⅱ)Ｄの当初

明細書等には、Ｃの特許請求の範囲に記載されたイが記載されている（同条）。

また、(ⅲ)ＤがＣの後に出願公開され（同条）、(ⅳ)Ｃに係るイとＤに係るイの

発明者は甲と乙で異なる。さらに、Ｃがされた時点におけるＣとＤの出願人は、

甲と乙で異なる（同条かっこ書、但書）。したがって、Ｃには、Ｄを引用例とし

た29条の２の規定による拒絶理由が想定される（49条２号）。 

⑵ 結論：Ｃの特許請求の範囲に記載されたイは、Ｄとの関係において拒絶理

由を有する（29 条の２、49 条２号）。 

設問２⑴について 

19 条補正は、国際事務局に対して行う（PCT19 条⑴、PCT 規則 46.2）。ま

た、34 条補正は、国際予備審査機関に対して行う（PCT 規則 66.3）。 

本問において、乙は、国際事務局及び管轄国際予備審査機関に対し業とし

て手続をとる権能を有するためには、弁護士、弁理士その他の者であって、

甲による国際出願がされた受理官庁としての日本国特許庁に対し業として手

続をとる権能を有する者である必要がある（PCT49 条）。 

設問２⑵について 

１．翻訳文ａについて 

原則として、外国語特許出願Ａに係る国際出願日における請求の範囲の翻

訳文ａが、特許請求の範囲とみなされる（184 条の６第２項）。 

２．翻訳文ｂについて 

しかし、184 条の４第６項の規定により 19 条補正後の請求の範囲の翻訳文

が提出された場合は、184 条の６第２項の規定にかかわらず、当該補正後の請

求の範囲の翻訳文が、36 条２項の規定により願書に添付して提出した特許請

求の範囲とみなされる（184 条の６第３項）。 

本事例における補正Ｂは、国際調査報告の受領後のものであるため、19 条

補正に該当する（PCT19 条⑴）。そして、外国語特許出願Ａについて、国際出

願日における請求の範囲等の翻訳文ａが提出された後に（184 条の４第１項）、

19 条補正に係る補正Ｂの翻訳文ｂが提出されている（184 条の４第６項）。 

したがって、184 条の４第６項の規定により翻訳文ｂが提出されているため、

翻訳文ｂが特許請求の範囲とみなされる（184 条の６第３項）。 

３．翻訳文ｃについて 

本事例における補正Ｃは、国際予備審査請求以後のものであるため、34 条

補正に該当する（PCT34 条⑵⒝）。そして、外国語特許出願Ａについて、34

条補正に係る補正Ｃの補正書の日本語による翻訳文ｃが提出されているため

（184 条の８第１項）、特許請求の範囲について誤訳訂正書により補正がされ

たものとみなされる（同条２・４項）。 

４．結論 

以上より、翻訳文ｂが、36 条２項に規定する願書に添付して提出した特許

請求の範囲とみなされる（184 条の６第３項）。           以上 
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設問１⑴について 

１．新規性違反（29 条１項３号） 

特許権Ｐの発明イは、出願前に、頒布された刊行物Ｘに発明ロが開示されて

いることから、新規性違反を主張し得る（123 条１項２号、29 条１項３号）。 

２．進歩性違反（29条２項） 

Ｐのイは、αを 230℃±10℃の温度範囲で加熱しても物の製造結果に影響し

ないことが周知であることと、頒布されたＸに開示されているロにより、出願

前に当業者が容易に発明できると考えられるため、進歩性違反を主張し得る

（123 条１項２号、29 条２項）。 

３．サポート要件違反（36 条６項１号）、実施可能要件違反（36 条４項１号） 

Ｐの発明の詳細な説明には、αを 200℃以上 250℃以下の範囲の温度で加熱す

れば化合物Ａを製造できる実験結果が記載されていたが、150℃未満で加熱した

場合の実験結果が記載されていないため、Ｐのイは、特許を受けようとする発

明が発明の詳細な説明に記載したものとはいえないと主張でき（123 条１項４

号、36 条６項１号）、加えて、αを 150℃未満で加熱した場合にはＡを製造で

きないことを乙が確認していることから、その場合において、特許を受けよう

とする発明を実施できないと主張し得る（123 条１項４号、36 条４項１号）。 

設問１⑵①について 

審判の合議体は、乙の審判請求書の補正により新たに追加した無効理由が、当

初の審判請求書に記載しなかった合理的な理由はなく、甲が当該補正に同意しな

かったことから、当該無効理由の追加についての補正を許可できず（131条の２

第２項各号）、決定をもって当該補正を却下することができる（133条３項）。 

設問１⑵②について 

１．職権証拠調べ（150 条１項） 

審判の合議体は、職権でＹについて証拠調べをすることができ（同項）、

その結果を乙に通知し、相当な期間を指定して意見を申し立てる機会を与え

なければならない（同条５項）。 

２．職権審理（153 条１項） 

審判の合議体は、Ｙに基づく 29 条１項３号の新規性違反の無効理由につい

て審理することができ（同項）、その審理の結果を乙に通知し、相当な期間

を指定して意見を申し立てる機会を与えなければならない（同条２項）。 

設問２⑴について 

１．出願前に頒布された論文誌に記載されたイは、刊行物公知として無効理由

を有する（29 条１項３号、123 条１項２号）。そこで、利害関係人である丙

は（123 条２項）、別途無効審判を請求することができる（123 条１項）。請

求成立審決が確定すれば、イに係る特許を無効にし、特許権を遡及消滅させ

ることができるからである（125 条） 

２．なお、刊行物Ｎを当該審決に対する審決取消訴訟で提出することはできな

い。Ｙに係るイは、審判手続において現実に争われ、審理判断された無効原

因に関するものでないため、審決取消訴訟の対象とならないからである。 
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設問２⑵について 

１．無効審判の請求人丙は（179条）、審決謄本送達日から30日以内に（178条３項）、

東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起し（同条１項）、当該訴訟において、Ｎを提

出することができる。請求に理由があると認められれば審決は取り消され（181条

１項）、差戻し審理においてイに係る特許を無効にすることができる（同条２項）。 

２．審判手続にあらわれていなかったＮに基づき当業者の出願当時の技術常識

を認定し、これにより発明の意義を明らかにしたうえ無効原因の存否は認定

できるからである。 

設問３⑴について 

丁は、当該訴訟において甲が特許権Ｐを侵害したとして主張するイの態様

を否認するときは、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない

（104 の２本文）。したがって、原則として、乙は、工場における化合物Ａの

製造方法を開示する必要がある。ただし、丁のＡの製造方法は営業秘密であ

るため、その旨主張して開示する必要はない（同条但書）。 

設問３⑵について 

１．生産方法の推定（104 条） 

Ａが出願前に日本国内において当然知られたものでない場合には、Ａと同

一の物は、その方法により生産したものと推定される（同条）。 

２．文書提出命令（105 条１項） 

当事者の申立てにより、裁判所は、侵害行為の立証をするために必要な書

類の提出を命ずることができる（同条１項本文）。ただし、提出を拒むこと

に正当な理由があるときはこの限りでない（同項但書）。 

３．インカメラ審理（105 条２項・３項） 

書類の所持者が提出を拒むことに正当な理由があるか否かを判断する必要が

あるときは、裁判所は、書類の所持者に提示をさせることができる（同条２項）。

また、意見を聴く必要があるときは、当事者等に開示できる（同条３項）。 

４．専門委員制度（105 条４項） 

当事者の同意を得て、裁判所は、専門委員に対し、当該書類を開示するこ

とができる（同条５項）。 

５．査証制度（105 条の２） 

当事者の申立てにより、裁判所は、所定の要件のもと、査証人に対して査

証を命ずることができる（同条１項）。 

６．秘密保持命令（105 条の４） 

当事者の申立てにより、裁判所は、当事者が保有する営業秘密について、所

定の要件のもと、決定で、当事者等に対して当該営業秘密を、秘密保持命令を

受けた者以外の者に開示してはならない旨命ずることができる（同条１項）。 

７．当事者尋問等の公開停止（105 条の７） 

営業秘密について陳述することにより事業活動に著しい支障を生ずる等の

場合、裁判所は、当該訴訟の当事者尋問の公開を停止することができる（同

条１項・２項）。                        以上 
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