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[Japanese IP Topic 2011 No. 13 (English)] 
Proposed draft of the JPO guidelines for patent 
term extension. 
 
The judgment rendered by the Supreme Court of 
Japan on April 23, 2011 denied the Japan Patent 
Office's interpretation of the permissibility of a 
patent term extension.  Following the judgment, a 
draft revision of the Examination Guidelines for 
"Patent Term Extension" was prepared based on 
the result of the discussions on how to revise the 
Examination Guidelines for "Patent Term 
Extension" at the 6th meeting (August 19, 2011) 
and the 7th meeting (October 24, 2011) of the 
Working Group on the Patent Term Extension 
System. 
 
Public comments were invited on the draft revision 
of the Examination Guidelines by December 1, 
2011.  According to the minutes of the 7th 
meeting of the Working Group on the Patent Term 
Extension System, if no material revisions are 
required in light of the submitted public comments, 
the draft will be finalized. 

 
An English translation of the draft revision of the 
Examination Guidelines is available at the 
following URL: 
http://www.jpo.go.jp/iken_e/pdf/e_tokkyo_sonzok
u_an/draft.pdf 
 
The draft revision of the Examination Guidelines 
was prepared to ensure both that they are 
consistent with the Supreme Court's judgment and 
that they provide a coherent explanation under 
different circumstances.   
 
According to the draft revision of the Examination 
Guidelines, the examiner would issue a notice of 
reasons for refusal under Article 67-3(1)(i) in the 
case specified in (a) or (b) below: 
 
(a) Where an act of manufacturing and marketing 
the drug product or an act of manufacturing and 
importing the agricultural chemical that was the 
subject of the disposition concerned does not 
constitute an act of working the patented invention 

http://www.jpo.go.jp/iken_e/pdf/e_tokkyo_sonzoku_an/draft.pdf
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which is the subject of the application for 
registration of extension. 
 
b) Where such part of the patented invention that is 
defined by the "matters falling under the matters to 
define the invention" (where the matters to define a 
patented invention do not include the matters 
falling under its use, "matters falling under the 
matters to define the invention and its use") of the 
drug product or agricultural chemical has been able 
to be worked by a prior disposition.   
 
For example, if an application for the patent term 
extension regarding the patented invention of "an 
analgesic injectable drug containing active 
ingredient A" is filed based on a disposition for a 
drug product which has "the active ingredient: 
Substance a1 (a subordinate concept of the active 
ingredient A), the indications: analgesia, the 
dosage form: injection", the "matters falling under 
the matters to define the invention" are "the active 
ingredient: Substance a1, the indications: analgesia, 
the dosage form: injection." 
 
If someone has obtained Prior Disposition 1 for a 
drug product which has "the active ingredient: 
Substance a1, the indications: analgesia, the 
dosage form: injection", the examiner will 
determine that the part of the patented invention 
defined by "the active ingredient: Substance a1, the 
indications: analgesia, the dosage form: injection" 
has been able to be worked by Prior Disposition 1.  
As a result, the examiner will issue a notice of 
reasons for refusal of the application because of 
Prior Disposition 1. 
 
On the other hand, even if someone has obtained 
Prior Disposition 2 for a drug product which has 
"the active ingredient: Substance a1, the 
indications: analgesia, the dosage form: pills", the 
examiner will determine that the part of the 
patented invention defined by "the active 
ingredient: Substance a1, the indications: analgesia, 
the dosage form: injection" has not been worked 
by Prior Disposition 2.  Accordingly, the 
examiner will not issue a notice of reasons for 
refusal of the application because of Prior 
Disposition 2. 
 
Under the current Examination Guidelines, the 
application would be refused as Prior Disposition 2 
has been obtained for the drug product which has 
the same active ingredient and the same indication 

as the drug subject to the disposition on which the 
application is based.  The draft revision of the 
Examination Guidelines will change this result. 
 
As explained above, the draft revision of the 
Examination Guidelines will materially change the 
Japan Patent Office's practices of more than 20 
years. It will have a large impact on the 
permissibility of a patent term extension in the 
fields of pharmaceutical products and agrichemical 
products.  We need to keep an eye on further 
developments in this area. 
 

 
 
 
[Japanese IP Topic 2011 No.13 (Japanese)] 
特許権の存続期間延長に関する特許庁審査基

準（案） 
 
 平成 23 年 4 月 28 日に、特許権の存続期間延

長の可否の判断について、従前の特許庁の実務

を否定する最高裁の判決が言い渡されたこと

を受けて、特許権の存続期間延長制度検討ワー

キング・グループの第 6 回会合（平成 23 年 8
月 19 日開催）及び第 7 回会合（平成 23 年 10
月 24 日開催）では、「特許権の存続期間の延

長」の審査基準改訂について検討が行われまし

た。 
 この検討結果を踏まえ作成された審査基準

改訂案については、平成 23 年 12 月 1 日を提出

期限として、パブリックコメントが募集されま

した。前記第 7 回会合の議事録によれば、パブ

リックコメント募集の後、大きな修正が必要な

いと判断されれば、審査基準改訂案が確定され

る予定です。 
 審査基準改訂案は、 
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf
/encyo-wg07_shiryou/03.pdf 
において入手可能です。また、新旧対照表は 
http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/tokkyo_sonzoku_an
/sinkyu.pdf 
において入手可能です。 
 審査基準改訂案は、前記最高裁判決と齟齬し

ないこと、そして、どんなケースであっても一

Masayuki Yamanouchi
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貫した説明ができることを目的に作成されま

した。 
 審査基準改訂案によれば、以下のいずれかの

場合は、特許権延長登録の出願が拒絶されるこ

とになります。 
(a) 本件処分の対象となった医薬品の製造販

売の行為又は農薬の製造・輸入の行為が、延長

登録の出願に係る特許発明の実施行為に該当

しない場合 
(b) 延長登録の出願に係る特許発明のうち、本

件処分の対象となった医薬品又は農薬の「発明

特定事項に該当する事項」（用途を特定する事

項を発明特定事項として含まない特許発明に

おいては、本件処分の対象となった医薬品又は

農薬の「発明特定事項及び用途に該当する事

項」）によって特定される範囲が、先行処分に

よって実施できるようになっていた場合 
 (b)の場合の一例として、「有効成分 A を含

有する鎮痛用注射剤」の特許発明に関して、有

効成分を物質 a1（物質 A の下位概念）、効能

効果を鎮痛、剤型を注射剤、含量を 10mg とす

る医薬品を対象とする本件処分に基づいて延

長登録出願を行った場合を考えます。この場合、

「発明特定事項に該当する事項」は、「物質

a1、鎮痛、注射剤」となります。 
 仮に、有効成分を物質 a1、効能効果を鎮痛、

剤型を注射剤、含量を 5mg とする医薬品につ

いての先行処分 1 がなされていた場合には、

「物質 a1、鎮痛、注射剤」で特定される範囲

は、先行処分 1 によって実施できるようになっ

ていたものとして、本件処分に基づく延長登録

出願は、先行処分 1 の存在を理由に拒絶される

ことになります。 
 他方、有効成分を物質 a1、効能効果を鎮痛、

剤型を錠剤、含量を 10mg とする医薬品につい

ての先行処分 2 がなされていた場合、「物質

a1、鎮痛、注射剤」で特定される範囲は、先行

処分 2 によって実施できるようになっていな

いものとして、本件処分に基づく延長登録出願

は、先行処分 2 の存在を理由としては拒絶され

ないことになります。 
 従前の審査基準では、先行処分 2 が存在する

場合には、有効成分と効能効果が本件処分と共

通することを理由に延長登録出願が拒絶され

ますので、この点は、審査基準改訂案によって

変更される点といえます。 

 以上のとおり、審査基準改訂案は、特許庁に

おいて 20 年間以上維持されてきた従前の実務

と考え方を変更するものであり、医薬品及び農

薬に関する特許権の存続期間延長の可否の判

断を検討する際に、重要な影響を与えるものと

予測されますので、今後の動向が注目されます。

（山内真之） 
 
 
[Japanese IP Topic 2011 No. 13 (Chinese)] 
专利局有关专利权期限延长的审查基准（草案） 
 
 2011 年 4 月 28 日，日本最高法院做出判决，

否定了日本专利局以往在判断专利权期限是否

可以延长之问题上的实务操作。日本专利局在收

到该判决后，分别于 2011 年 8 月 19 日及 2011
年 10 月 24 日，召开了专利权期限延长制度研

讨工作小组第六次和第七次会议，围绕“专利权

期限延长”审查基准的修订进行了讨论。 
 基于该讨论制定的审查标准修订案，以 2011
年 12 月 1 日为限，公开向社会征集意见。如在

意见征集结束后，认为没有重大修改的必要，审

查基准修订案将被获得正式通过。 
 审查基准修订案可通过下列网址查看： 
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingik
ai/pdf/encyo-wg07_shiryou/03.pdf 
此外，还可以通过以下网址查看新旧对照表： 
http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/tokkyo_sonzok
u_an/sinkyu.pdf 
 修订审查基准的目的在于不与前述最高法院

判决相冲突，并在对各类事件进行解释时能保持

一贯性。 
 据审查基准修订案规定，在下列情况下，专利

权延长登记的申请将被驳回。 
a) 对象的医药产品的制造销售行为，或农药

的制造、进口行为，不是延长登记申请所涉及发

明专利的实施行为的情况； 
b) 延长登记申请所涉及的专利中，由该案处

分对象医药产品或农药的“属于发明特定事项的

项目”（在不将用途特定事项包括在发明特定事

项的专利发明中，则为该案处分对象医药产品或

农药的“属于发明特定事项及用途的项目”）特

定的范围，基于在先处分已经可以实施的情况。 
有关(b)的情况，举例如下。假设有专利发明涉

及“含有有效成分 A 的镇痛注射剂”，现以有

效成分为物质 a1（物质 A 的下位概念），功能

效果为镇痛，剂型为注射剂，含量为 10mg 的医

药产品为该案处分对象，进行延长登记申请，则

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/encyo-wg07_shiryou/03.pdf
http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/tokkyo_sonzoku_an/sinkyu.pdf
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此时，“属于专利特定事项的项目”为“物质

a1，镇痛，注射剂”。 
 假如，就有效成分为物质 a1，功能效果为镇

痛，剂型为注射剂，含量为 5mg 的医药产品已

经做出了在先处分 1，则“物质 a1，镇痛，注

射剂”所特定的范围已因在先处分 1 的存在而可

以实施。所以基于该案处分的延长登记申请，将

以在先处分 1 的存在为理由而被驳回。 
 而如果就有效物质 a1，功能效果为镇痛，剂

型为片剂，含量为 10mg 的医药产品已有在先处

分 2，则“物质 a1，镇痛，注射剂”所特定的

范围不因在先处分 2 而能够实施，所以基于该案

处分的延长登记申请将不会因为在先处分 2 的

存在而被驳回。 
 按照以往的审查基准，如果存在在先处分 2，
由于有效成分和功能效果与该案处分相同，延长

登记申请将被驳回，而这一点在本次修订案中作

出了修改。 
 综上，此次的审查基准修订案改变了专利局在

过去 20 年中的实务标准。可以预见，该修订案

对判断是否可以延长医药产品及农药的专利权

期限问题上将产生重大的影响。今后我们也将继

续关注有关该修订案的一系列动向。（山内真之） 
 
 
[Japanese IP Topic 2011 No. 14 (English)] 
Recent judgments of the 3rd division of the IP 
High Court with respect to examination of 
novelty and inventive step (September 28, 2011 
and October 24, 2011) 
 
Among the judgments of the 3rd division (Chief 
Judge Iimura) of the IP High Court, which tend to 
include suggestions applicable not only to the case 
at hand but also other cases, I would like to pickup 
and outline the following two judgments which 
seem important. 
 
The first one is the judgment of September 28, 
2011 (H22(Gyo-ke)10351) with respect to 
combining well-known prior technology with a 
main prior art for the purpose of denying inventive 
step. "In practice, we sometimes are aware of cases 
where testing as to whether 'it is easy to combine a 
certain technology with a main prior art and 
thereby achieve the elements missing in the main 
prior art' is dispensed with based on the finding 
that the said technology was well known.  
However, the fact that a certain technology was 
well known does not mean that it is always 

permitted to recognize a technology disclosed in a 
certain prior publication as a superordinate or 
abstract concept and to reach a conclusion by 
ignoring such problems to be solved and measures 
for solving said problems as disclosed in said 
certain prior publications".  As the threshold 
between a "well-known prior art" and a normal 
prior art is not clear, special treatment of a 
"well-known prior art" may be unreasonable in 
some cases. 
 
Another is the judgment of October 24, 2011 
(H22(Gyo-ke)10245) with respect to the 
comparison between an invention to be examined 
and a prior publication which does not refer to one 
of the claim elements.  The invention in this case 
included a claim element that a certain chemical 
compound shall not exist, but on the other hand, 
the prior publication did not refer to either the 
existence or non-existence of the said chemical 
compound.  The judgment addressed this issue as 
follows.  It is important to appreciate that prior art 
is often broad in scope just because a prior art does 
not expressly refer to a claim element.  Therefore, 
for example, by analogy or inference from the 
description of the prior publication explaining the 
prior art, it is not impossible to conclude that the 
prior art meets all the elements of the claimed 
invention.  However, in a case where analogy or 
inference from the description of a prior 
publication is necessary, it cannot be said that the 
claimed invention was described in the prior 
publication. In such a case, the claimed invention 
is novel, and whether it has inventive step or not 
needs to be examined. (Yasufumi Shiroyama) 
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[Japanese IP Topic 2011 No.14 (Japanese)] 
新規性・進歩性判断に関する最近の知財高裁３

部の判決例（2011 年 9 月 28 日, 10 月 24 日） 
 
 個別事件の解決に止まらず参考となる指針

を提示することが多い知財高裁３部（飯村裁判

長）の判決ですが、最近のものでは、次の二つ

が目を引きました。 
 一つは、進歩性判断に際して主引例と周知技

術との組み合わせについて、次のように論じた

2011 年 9 月 28 日判決(H22(行ケ)10351)です。

「実務上，特定の技術が周知であるとすること

により，『主たる引用発明に，特定の技術を適

用して，前記相違点に係る構成に到達すること

が容易である』との立証命題についての検証を

省く事例も散見される。特定の技術が『周知で

ある』ということは，上記の立証命題の成否に

関する判断過程において，特定の文献に記載，

開示された技術内容を上位概念化したり，抽象

化したりすることを許容することを意味する

ものではなく，また，特定の文献に開示された

周知技術の示す具体的な解決課題及び解決方

法を捨象して結論を導くことを，当然に許容す

ることを意味するものでもない。」確かに、単

なる公知技術と周知とまで認められる公知技

術との間の境界が必ずしも明確ではないこと

からすると、「周知技術」の特別扱いに合理性

を認められないこともあるでしょう。 
 もう一つは、判断対象である発明と当該発明

の構成要件の一部について言及がない公知技

術との対比判断について次のように論じた

2011 年 10 月 24 日判決(H22(行ケ)10245)です。

この事件の対象となった発明は、或る化合物を

含まない、との技術的構成により限定されるも

のでしたが、引用文献には，当該化合物を含む

か含まないかについての言及はなく、当該化合

物の含有による問題点（解決課題）及び解決手

段等の言及もありませんでした。「公知発明が，

『一部の構成要件』のみを充足し，『その他の

構成要件』について何らの言及もされていない

ときは，広範な技術的範囲を包含することにな

るため，論理的には，当該発明を排除していな

いことになる。したがって，例えば，公知発明

の内容を説明する刊行物の記載について，推測

ないし類推することによって，『その他の構成

要件についても限定された範囲の発明が記載

されているとした上で，当該発明の構成要件の

すべてを充足する』との結論を導く余地がない

わけではない。しかし，刊行物の記載ないし説

明部分に，当該発明の構成要件のすべてが示さ

れていない場合に，そのような推測，類推をす

ることによってはじめて，構成要件が充足され

ると認識又は理解できるような発明は，特許法

２９条１項所定の文献に記載された発明とい

うことはできない。仮に，そのような場合につ

いて，同法２９条１項に該当するとするならば，

発明を適切に保護することが著しく困難とな

り，特許法が設けられた趣旨に反する結果を招

くことになるからである。上記の場合は，進歩

性その他の特許要件の充足性の有無により特

許されるべきか否かが検討されるべきであ

る。」（城山康文） 
 
[Japanese IP Topic 2011 No. 14 (Chinese)] 
知识产权高等法院最近作出有关新颖性、创造性

判断的判决（2011 年 9 月 28 日, 10 月 24 日） 

 

 知识产权高等法院 3 部（饭村裁判长）所作判

决，向来以不仅仅针对个别事件，也提出可供同

类事件参考的标准为特点。其最近所作出的两个

判决，也引起广泛的关注。 
 其一为有关在判断创造性时，主引例与周知技

术相组合的问题，2011 年 9 月 28 日判决

（H22(行ヶ)10351）所述如下。“在实务中，

通过判定某特定技术为周知技术，而将“主引用

发明，运用特定技术，能够容易地实现上述不同”

之举证命题的论证过程省略的事例时有所见。”

特定技术为“周知”，并不意味着在判断前述举

证命题是否成立的过程中，允许将特定文献中所

记载，公开的技术内容变成上位概念或进行抽象

化，同样，也并不意味着，必然允许不对特定文

献中公开的周知技术所示的具体解决课题及解

决方法进行考察，而得出最终结果。”的确，由

于单纯的公开技术与周知技术之间的界限并不

明确，在某些情况下对于将“周知技术”进行特

殊对待的做法很难做出合理的解释。 
 此外，2011 年 10 月 24 日判决（H22(行

ヶ)10245），就将对象发明及只提到该发明一部

分的公知技术的进行对比判断的问题进行了阐

述。该案的对象发明由“不含有某化合物”的技

术构成所限定。而引用文献中，对是否包含该化

合物没有提及，对因含有该物质而解决的问题

（解决课题）及解决手段也没有涉及。“公知发

明”，仅仅满足‘构成要件的一部分’，而没有
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提及‘其他的构成要件’时，由于所包含的技术

范围变广，从逻辑上来说，并没有排除该案的对

象发明。因此，如果对刊物上所记载的有关公知

发明内容的记述进行推测或类推，也有可能将其

解释为“由于记载了所有其他构成要件所限定之

范围的发明，因此也满足本案发明的所有构成要

件”。但是，刊物记载或说明部分中并未列出本

案发明的所有构成要件，而需要通过上述推测，

类推才能将其理解为满足本案发明所有构成要

件时，该发明并不符合专利法 29 条 1 项所规定

的文献记载的发明要件。如果认为该情况也符合

专利法 29 条 1 项的话，则很难对发明进行适当

的保护，有悖于专利法立法的本来目的。在上述

情况下，应该根据专利是否满足创造性及其他专

利要件，判断是否应该向其授予专利。（城山康

文） 
 
[Japanese IP Topic 2011 No. 15 (English)] 
Effective date of the amendment to the Patent 
Act of Japan 
 
Amendments to the Patent Act of Japan were 
reported in our newsletter issued in May 2011 
(http://www.amt-law.com/en/pdf/bulletins6_pdf/IP
ETN2011-2.pdf).  The Ministry of Economy, 
Trade and Industry decided, in accordance with the 
bill approved by the Parliament of Japan, to make 
such amendments effective as of April 1, 2012. 
(Yasufumi Shiroyama) 
 
 
[Japanese IP Topic 2011 No. 15 (Japanese)] 
改正特許法の施行日決定 
 
 平成 23 年特許法改正の内容については、本

ニ ュ ー ス レ タ ー の 2011 年 5 月 号

（http://www.amt-law.com/pdf/bulletins6_pdf/IPE
TN2011-2.pdf）でお伝えしておりましたが、経

済産業省令により、平成 24 年 4 月 1 日より施

行されることが決まりました。（城山康文） 
 
 
[Japanese IP Topic 2011 No.15 (Chinese)] 
改正专利法的施行日期已决定 
 
 本 通 讯 2011 年 5 月 号

（http://www.amt-law.com/pdf/bulletins6_p

df/IPETN2011-2.pdf）已经介绍了 2011 年专利

法修改的内容。经济产业省令决定，自 2012 年

4 月 1 日起施行修改后的专利法。（城山康文） 

[Foreign IP Topic 2011 No. 3 (English)] 
The Leahy-Smith America Invents Act 
 
(1) First-to-File System 
The U.S. patent system will change from a 
first-to-invent system to a first-to-file system.  
Transitioning to the first-to-file system will make 
the US patent system more transparent in 
determining patent priority, and will harmonize the 
US with other countries. 
 
Referring to each of the provisions concerning the 
first-to-file system, the new 102(a)(1) defines prior 
art as being information which is patented, 
described in a printed publication, or in public use, 
on sale, or otherwise available to the public before 
the effective filing date of the claimed invention.  
Under the first-to-invent system, even if there 
exists literature published before the filing date, by 
demonstrating that the invention date is prior to the 
published date of the literature, it could be 
eliminated from the prior arts.  After the new act 
comes into force, this will no longer work.  
Further, public use bars or on sale bars, which have 
been limited to domestic activity under the current 
law, will be expanded to apply to global activities 
under the new act. 
 
Next, the new 102(a)(2) provides that the matter 
described in a patent or patent application by 
another inventor filed before the effective filing 
date, which is later issued or published, shall be 
prior art.  Under this provision, as the result of the 
abolishment of the Hilmar Doctrine, the effective 
filing date means a filing date in the US or a 
priority date under the Paris Convention. 
 
On the other hand, from the aspect of protecting 
independent inventors, the grace period remains in 
the new act, but the objective thereof is restricted 
to "disclosure from the inventor or disclosure 
derived from the inventor's disclosure".  Further, 
even if the subject matter disclosed from the 
inventor is later publicly (independently) disclosed 
by another, this disclosure by another is not 
deemed to be prior art (102(b)(1)(B)).   
 
Turning to the systems in foreign countries, in the 
European Patent Office (the "EPO"), the means of 
disclosure made by an inventor is limited to 
disclosure made at an international exhibition, and 
in China, it is limited to disclosure made at an 
academic conference or exhibition approved by the 
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government.  In Japan, as a result of the 
amendments to the Patent Act, regardless of the 
means of disclosure, an invention publicly 
disclosed by an inventor is awarded a grace period, 
but the term of the grace period is still 6 months.  
Thus, if an inventor plans to file a patent in a 
foreign country other than the US, disclosure of the 
invention should be carefully made by taking into 
account the conditions of the grace periods of each 
country. 
 
With the transition to the first-to-file system, the 
provisions related to the first-to-invent system such 
as the article of interference will be abolished. 
 
(2) Post-Grant Review and Inter Partes Review 
Currently, there are two ways of challenging the 
validity of a patent in the US.  One is to submit 
the invalidity argument in infringement litigation.  
Another is to request a Reexamination before the 
USPTO when a pertinent prior art is found   In 
particular, the current patent system has Inter 
Partes Reexamination where a third party 
requester can get extensively involved in the 
proceedings.  Recently, the number of cases of 
inter partes reexamination has been increasing 
(281 cases in 2010).  However, since the grounds 
for requesting inter partes reexamination are 
limited to lack of novelty and obviousness based 
on only patents and publications, a new system for 
challenging the validity of a patent has been 
demanded among the IP society in the US.  On 
the basis of this background, post-grant review has 
been established, and inter partes review has been 
introduced in place of the current inter partes 
reexamination system. 
 
A petition for post-grant review may only be filed 
within nine months after the date of the grant of 
the patent or of the issuance of a reissue patent.  
A petition for inter partes review shall be filed 
after the later of either the date that is nine months 
after the grant of a patent or issuance of a reissue 
of a patent; or if a post-grant review is initiated, the 
date of the termination of such post-grant review.  
For either review, a person who is not the owner of 
a patent may file, but an anonymous petition is not 
allowed.  Further, post-grant review should be 
petitioned against an issued patent filed under the 
first-to-file system. 
 
For the post-grant review, the grounds for petition 
can be lack of novelty (102), obviousness (103), 

inventiveness (101), written description 
requirement (112; provided that the best mode 
requirement is excluded), and reissue (251).  
Accordingly, a petition for post-grant review on 
the grounds of public use bars or lack of 
enablement will be eligible.  On the other hand, 
the grounds for petition of inter partes review is 
limited to lack of novelty and obviousness based 
on only patents and publications. 
 
Post-grant review and inter partes review are 
conducted by a panel of the Patent Trial and 
Appeal Board, which will be established under the 
new act, and will consist of 3 administrative patent 
judges having competent legal knowledge and 
scientific ability.  In the proceedings of both 
reviews, both parties have a right to an oral hearing, 
and a discovery of relevant evidence will be held, 
provided that such discovery is limited to evidence 
directly related to factual assertions advanced by 
either party in the proceedings. 
 
Under the current inter partes reexamination 
system, if the submitted evidence raises a 
"substantial new question of patentability", the 
request will be granted.  However, for post-grant 
review and inter partes review, the thresholds of 
grant to initiate the petition have been increased.  
That is, a petition for post-grant review may be 
granted if the evidence demonstrates that "it is 
more likely than not that at least 1 of the claims 
challenged in the petition is unpatentable", and an 
inter partes review may be initiated if "there is a 
reasonable likelihood that the petitioner would 
prevail with respect to at least one of the claims 
challenged in the petition".  It should be observed 
closely how these changes of threshold impact on 
the high request grant rate of 95% for current inter 
partes reexamination.   
 
Post-grant review and inter partes review are 
scheduled to be implemented in phases, and will 
not be implemented within one year after the date 
of enforcement of the new act. 
 

 
 

Masakata Kanayama
金山賢教 

Tel: 81-3-6888-5696 
Fax: 81-3-6888-6695 
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[Foreign IP Topic 2011 No. 3 (Japanese)] 
米国特許法改正 
 
（１）先願主義への移行 
 
 先発明主義を維持してきた米国特許制度が、

本改正により先願主義に移行することになり

ました。先願主義への移行により、米国特許制

度は、発明の優先性を決定する上でより透明な

制度となり、諸外国の特許制度と調和したもの

になることが期待されます。 
 先願主義の具体的な内容について見ますと、

まず、先行技術の定義に関して、102 条(a)(1)
において、有効出願日（優先権があれば優先日）

を基準とし、それ以前に特許を付与されていた、

刊行物に記載されていた、公然使用、販売など

公衆に入手可能であった場合には、先行技術に

なることが規定されました。先発明主義の下で

は、発明日を立証することにより出願日以前に

発表された文献などが先行技術となることを

回避できる場合がありましたが、改正後はこの

ような対策をとることができなくなります。ま

た、販売や公用による新規性喪失の事由は、米

国内の活動に限定されず、全世界での活動に拡

張されることになりました。 
 次に、改正法の 102 条(a)(2)は、「他の発明

者」により本発明の有効出願日前に出願され、

その後特許付与され又は出願公開された出願

に記載された事項は、先行技術となることが規

定されていますが、この規定での有効出願日は、

ヒルマードクトリンが廃止されることにより、

米国出願日又はパリ条約による優先日となり

ます。 
 一方、個人発明家保護の観点から、改正法に

おいてもグレース・ピリオドは存続します。但

し、その対象は「発明者の発表及び発明者に由

来する発表」に限られます。また、発明者が発

明を公表した後に、何人かによって開示されて

も、その開示は先行技術とはみなされません

（102 条(b)(1)(B)）。ただ、諸外国の制度を見

ますと、ヨーロッパでは国際博覧会での公表以

外は先行技術とみなされ、中国でも政府指定の

学会・博覧会で公表した場合に限り新規性喪失

の例外適用を受けることができます。また、日

本では平成 23 年改正法により発明者による公

表の態様は問われなくなったものの、グレー

ス・ピリオドの期間は６月のままです。従って、

米国以外の諸外国に特許出願する場合には、従

来と同様に、各国の制度について十分留意しな

がら発明を開示する必要があります。 
 なお、本改正による先願主義への以降に伴い、

同一発明をクレームした複数者間の先後関係

を決定するインターフェアレンスに関する条

項など先発明主義に関する全ての条項が廃止

されます。 
 
（２）特許付与後異議申立手続及び当事者系レ

ビュー 
 
 現在、米国において、特許の有効性を争う手

段として、侵害訴訟で争う方法、及び、特許に

関して有力な先行技術が発見された場合に、そ

の先行技術に関して米国特許商標庁（USPTO）

に再度審査してもらう再審査制度（査定系再審

査及び当事者系再審査）があります。当事者系

再審査では、第三者請求人の手続への関与が広

く認められており、また、近年利用件数が増え

てきているものの（2010 年で 281 件）、請求

理由が特許及び刊行物のみに基づく新規性喪

失（102 条）と自明性（103 条）に限定されて

いる等の理由から、米国の知的財産関係者等の

間で、特許の品質を高めるため、訴訟以外に特

許の有効性に異議を申立てる新しい制度の導

入が望まれていました。そこで、本改正により、

特許付与後異議申立手続が新設され、更に、従

来の当事者系再審査に代えて当事者系レビュ

ーが導入されることになりました。 
 特許付与後異議申立の申立期間は、特許の付

与または再発行から９月以内であり、当事者系

レビューでは、特許発行後９月、または、特許

付与後異議申立がされた場合は当該異議申立

手続の終結後のいずれか遅い日以後でなけれ

ば申立てることができません。いずれの手続と

も、申立できるのは第三者のみで、匿名での申

立はできません。 
 また、特許付与後異議申立では、新規性喪失、

自明性、発明性（101 条）、記載要件違反（112
条；但し、ベストモード要件は除く。）、再発

行（251 条）による無効事由に基づいて異議申

立をすることができます。従って、従来の当事

者系再審査では認められていなかった、販売に

よる新規性喪失、実施可能要件や開示要件違反

を根拠として異議申立をすることが可能とな

ります。一方、当事者系レビューでは、申立理

由は、当事者系再審査と同様に、特許及び刊行
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物のみに基づく新規性喪失と自明性に限定さ

れています。 
 特許付与後異議申立及び当事者系レビュー

の審理は、本改正で新設される特許審判部

（Patent Trial and Appeal Board）のメンバ

ーである科学的・法律的な知見を有する３名の

特許審判官の合議体により行われます。また、

何れの手続においても、両当事者に口頭審理の

権利が与えられ、更に、関連する証拠について

ディスカバリーが行われる予定です。但し、デ

ィスカバリーの範囲は、手続中に両当事者から

提示された事実主張に直接関係する証拠に限

定されます。 
 注意すべき点として、現行の当事者系再審査

では、「特許性に関する、実質的で、新たな問

い」を提起していれば再審査を行なう決定がさ

れますが、特許付与後異議申立では、「少なく

とも１つの請求項について、特許性は認められ

ない可能性があること」を示す必要があり、当

事者系レビューでは更に、「少なくとも１つの

請求項について申立人の申立が認容される合

理的蓋然性があること」を示すことが要求され、

申立の開始が許可される基準が上がっていま

す。この変更により、申立の開始が許可される

割合がどの程度影響されるか（現行の当事者系

再審査においては９５％の割合で再審査を行

なう決定がされている。）を注視していく必要

があります。 
 なお、特許付与後異議申立手続及び当事者系

レビューは段階的に実施される予定で、いずれ

の手続も新法施行日の１年以内は実施されな

い。また、特許付与後異議申立手続は、先願主

義の下で提出された出願について発行された

特許でなければ申立することができません。 
（金山賢教） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Foreign IP Topic 2011 No. 4 (Japanese)] 
最近の韓国特許法改正案の紹介 
 
１．特許法条約（ＰＬＴ）を反映した特許法改

正案（2011 年 8 月 2日立法予告） 

 韓国特許庁は各国特許制度の統一化を目標

とする「特許法条約（ＰＬＴ）」を反映した特

許法改正案を 2011 年 8 月 2 日に立法予告し

ました。同改正案は、ＰＬＴを反映して韓国の

特許法を国際基準に合わせること、韓国内外の

環境変化に対応すること等を基本方向にして

います。 

 ＰＬＴを反映するための改正案によると、

（ｉ）特許出願であるとの旨、（ｉｉ）特許出

願人の身元情報及び連絡先の表示、及び（ｉｉ

ｉ）外観上明細書であると見られる部分、があ

る書面を提出すれば、出願日が認定されるよう

にしています。外観上明細書であると見られる

部分としては、論文を例に挙げており、外国語

で作成されたものも許容されることとしてい

ます。外国語出願の対象となる出願は、ＰＣＴ

出願の韓国内段階のみに限定されず、パリ条約

優先権主張出願も対象となっています。外国語

出願の外国語許容範囲については、英語以外の

言語までも認められるかについては下位法で

定めるようになっていますが、まだ具体的に定

められていないものと見られます。 

 また、韓国内外の環境変化に対応するための

改正案によると、出願人の申請があった場合、

外国語国際特許出願の韓国語翻訳文の提出期

間を現行の優先日より最長３１ヶ月から３２

ヶ月へと１ヶ月延長するようにし、外国語国際

特許出願に対して明らかに誤った翻訳がある

場合、出願人がこれを訂正することができるよ

うにしています。 

 韓国特許庁によると、同改正案は 2012 年春

に韓国国会で審議される予定であり、2013 年

施行を目標にしているとのことであります。 

 

２．発明の対象を「プログラム」まで含まれる

ように拡大する特許法改正案（2011 年 10 月 21

日立法予告） 

 韓国特許庁は、現行の特許法においてプログ

ラムに関する発明を「プログラムを記録した記

録媒体」として保護されるようになっているも

のを、「プログラム」自体までも含まれるよう

にする趣旨の特許法改正案を 2011 年 10 月 21

日に立法予告しました。同改正案は、従来には
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プログラムがＣＤ－ＲＯＭ等、記録媒体に記録

された形態で取引きされており、このような取

引きの現実を反映して「プログラムを記録した

記録媒体」を特許として保護しましたが、最近

では「プログラム」が「記録媒体」と関係なし

に、単独でネットワークを通じて流通するのが

大部分であることを反映しようとするもので

あります。 

 韓国特許庁によると、同改正案も 2012 年春

に韓国国会で審議される予定であります。 
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