特許 審査 迅速 化等の ため の特 許法 等の 一部 を改 正す る法 律案 参照 条文
○特 許法 ︵昭 和三十 四年 法律 第百 二十 一号 ︶︵ 抄︶
第二 十九 条の 二 特 許出 願に 係る 発明 が当 該特 許出 願の 日前 の他の 特許 出願 又は 実用新 案登 録出 願で あつ て当 該特 許出 願後 に第 六十 六
条第 三項 の規 定に より同 項各 号に 掲げ る事 項を 掲載 した 特許 公報 ︵以 下﹁ 特許 掲載公 報﹂ とい う︒ ︶の発 行若 しく は出 願公 開又 は実
用新 案法 ︵昭 和三 十四年 法律 第百 二十 三号 ︶第 十四 条第 三項 の規 定に より 同項 各号に 掲げ る事 項を 記載し た実 用新 案公 報︵ 以下 ﹁実
用新 案掲 載公 報﹂ という ︒︶ の発 行が され たも のの 願書 に最 初に 添付 した 明細 書︑特 許請 求の 範囲 若しく は実 用新 案登 録請 求の 範囲
又は 図面 ︵第 三十 六条の 二第 二項 の外 国語 書面 出願 にあ つて は︑ 同条 第一 項の 外国語 書面 ︶に 記載 された 発明 又は 考案 ︵そ の発 明又
は考 案を した 者が 当該特 許出 願に 係る 発明 の発 明者 と同 一の 者で ある 場合 にお けるそ の発 明又 は考 案を除 く︒ ︶と 同一 であ ると きは
︑そ の発 明に つい ては︑ 前条 第一 項の 規定 にか かわ らず ︑特 許を 受け るこ とが できな い︒ ただ し︑ 当該特 許出 願の 時に その 出願 人と
当該 他の 特許 出願 又は実 用新 案登 録出 願の 出願 人と が同 一の 者で ある とき は︑ この限 りで ない ︒
︵発 明の 新規 性の 喪失の 例外 ︶
第三 十条
２・ ３ ︵略 ︶
４ 第一 項又 は前項 の規 定の 適用 を受 けよ うと する 者は ︑そ の旨を 記載 した 書面 を特許 出願 と同 時に 特許 庁長 官に 提出 し︑ かつ ︑第 二
十九 条第 一項 各号 の一に 該当 する に至 つた 発明 が第 一項 又は 前項 の規 定の 適用 を受け るこ とが でき る発明 であ るこ とを 証明 する 書面
を特 許出 願の 日か ら三十 日以 内に 特許 庁長 官に 提出 しな けれ ばな らな い︒
︵職 務発 明︶
第三 十五 条 使用者 ︑法 人︑ 国又 は地 方公 共団 体︵ 以下 ﹁使 用者等 ﹂と いう ︒︶ は︑従 業者 ︑法 人の 役員 ︑国 家公 務員 又は 地方 公務 員
︵以 下﹁ 従業 者等 ﹂とい う︒ ︶が その 性質 上当 該使 用者 等の 業務 範囲 に属 し︑ かつ︑ その 発明 をす るに至 つた 行為 がそ の使 用者 等に
おけ る従 業者 等の 現在又 は過 去の 職務 に属 する 発明 ︵以 下﹁ 職務 発明 ﹂と いう ︒︶に つい て特 許を 受けた とき ︑又 は職 務発 明に つい
て特 許を 受け る権 利を承 継し た者 がそ の発 明に つい て特 許を 受け たと きは ︑そ の特許 権に つい て通 常実施 権を 有す る︒
２〜 ４ ︵略 ︶
第三 十六 条の 二 ︵ 略︶
２ 前項 の規 定によ り外 国語 書面 及び 外国 語要 約書 面を 願書 に添付 した 特許 出願 ︵以下 ﹁外 国語 書面 出願 ﹂と いう ︒︶ の出 願人 は︑ そ
の特 許出 願の 日か ら二月 以内 に外 国語 書面 及び 外国 語要 約書 面の 日本 語に よる 翻訳文 を︑ 特許 庁長 官に提 出し なけ れば なら ない ︒
３・ ４ ︵略 ︶
︵特 許出 願等 に基 づく優 先権 主張 ︶
第四 十一 条
２・ ３ ︵略 ︶
４ 第一 項の 規定に よる 優先 権を 主張 しよ うと する 者は ︑そ の旨及 び先 の出 願の 表示を 記載 した 書面 を特 許出 願と 同時 に特 許庁 長官 に
提出 しな けれ ばな らない ︒
︵パ リ条 約に よる 優先権 主張 の手 続︶
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第四 十三 条 パリ条 約第 四条 Ｄ の規 定に より 特許 出願 につ いて優 先権 を主 張し ようと する 者は ︑そ の旨 並び に最 初に 出願 をし 若し く
は同 条Ｃ の 規定 により 最初 の出 願と みな され た出 願を し又 は同 条Ａ の 規定 により 最初 に出 願を したも のと 認め られ たパ リ条 約の
同盟 国の 国名 及び 出願の 年月 日を 記載 した 書面 を特 許出 願と 同時 に特 許庁 長官 に提出 しな けれ ばな らない ︒
２〜 ５ ︵略 ︶
︵パ リ条 約の 例に よる優 先権 主張 ︶
第四 十三 条の 二
２ ︵略 ︶
３ 前条 の規 定は︑ 前二 項の 規定 によ り優 先権 を主 張す る場 合に準 用す る︒
︵特 許出 願の 分割 ︶
第四 十四 条 ︵略︶
２ 前項 の場 合は︑ 新た な特 許出 願は ︑も との 特許 出願 の時 にした もの とみ なす ︒ただ し︑ 新た な特 許出 願が 第二 十九 条の 二に 規定 す
る他 の特 許出 願又 は実用 新案 法第 三条 の二 に規 定す る特 許出 願に 該当 する 場合 におけ るこ れら の規 定の適 用並 びに 第三 十条 第四 項︑
第三 十六 条の 二第 二項︑ 第四 十一 条第 四項 及び 第四 十三 条第 一項 ︵前 条第 三項 におい て準 用す る場 合を含 む︒ ︶の 規定 の適 用に つい
ては ︑こ の限 りで ない︒
３ 第一 項に 規定す る新 たな 特許 出願 をす る場 合に おけ る第 四十三 条第 二項 ︵前 条第三 項に おい て準 用す る場 合を 含む ︒︶ の規 定の 適
用に つい ては ︑第 四十三 条第 二項 中﹁ 最先 の日 から 一年 四月 以内 ﹂と ある のは ︑﹁最 先の 日か ら一 年四月 又は 新た な特 許出 願の 日か
ら三 月の いず れか 遅い日 まで ﹂と する ︒
４ 第一 項に 規定す る新 たな 特許 出願 をす る場 合に は︑ もと の特許 出願 につ いて 提出さ れた 書面 又は 書類 であ つて ︑新 たな 特許 出願 に
つい て第 三十 条第 四項︑ 第四 十一 条第 四項 又は 第四 十三 条第 一項 及び 第二 項︵ 前条第 三項 にお いて 準用す る場 合を 含む ︒︶ の規 定に
より 提出 しな けれ ばなら ない もの は︑ 当該 新た な特 許出 願と 同時 に特 許庁 長官 に提出 され たも のと みなす ︒
︵出 願の 変更 ︶
第四 十六 条 実用新 案登 録出 願人 は︑ その 実用 新案 登録 出願 を特許 出願 に変 更す ること がで きる ︒た だし ︑そ の実 用新 案登 録出 願の 日
から 三年 を経 過し た後は ︑こ の限 りで ない ︒
２〜 ４ ︵略 ︶
５ 第四 十四 条第二 項か ら第 四項 まで の規 定は ︑第 一項 又は 第二項 の規 定に よる 出願の 変更 の場 合に 準用 する ︒
︵専 用実 施権 ︶
第七 十七 条 ︵略︶
２・ ３ ︵略 ︶
４ 専用 実施 権者は ︑特 許権 者の 承諾 を得 た場 合に 限り ︑そ の専用 実施 権に つい て質権 を設 定し ︑又 は他 人に 通常 実施 権を 許諾 する こ
とが でき る︒
５ ︵略 ︶
︵特 許権 等の 放棄 ︶
(4)

(1)

(2)
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第九 十七 条 特許権 者は ︑専 用実 施権 者︑ 質権 者又 は第 三十 五条第 一項 ︑第 七十 七条第 四項 若し くは 第七 十八 条第 一項 の規 定に よる 通
常実 施権 者が ある ときは ︑こ れら の者 の承 諾を 得た 場合 に限 り︑ その 特許 権を 放棄す るこ とが でき る︒
２・ ３ ︵略 ︶
︵特 許無 効審 判︶
第百 二十 三条 特許 が次 の各 号の いず れか に該 当す ると きは ︑その 特許 を無 効に するこ とに つい て特 許無 効審 判を 請求 する こと がで き
る︒ この 場合 にお いて︑ 二以 上の 請求 項に 係る もの につ いて は︑ 請求 項ご とに 請求す るこ とが でき る︒
一 その 特許 が第 十七条 の二 第三 項に 規定 する 要件 を満 たし てい ない 補正 をし た特許 出願 ︵外 国語 書面出 願を 除く ︒︶ に対 して され
た とき ︒
二 その 特許 が第 二十五 条︑ 第二 十九 条︑ 第二 十九 条の 二︑ 第三 十二 条︑ 第三 十八条 又は 第三 十九 条第一 項か ら第 四項 まで の規 定に
違 反し てさ れた とき︒
三 その 特許 が条 約に違 反し てさ れた とき ︒
四 その 特許 が第 三十六 条第 四項 第一 号又 は第 六項 ︵第 四号 を除 く︒ ︶に 規定 する要 件を 満た して いない 特許 出願 に対 して され たと
き︒
五 外国 語書 面出 願に係 る特 許の 願書 に添 付し た明 細書 ︑特 許請 求の 範囲 又は 図面に 記載 した 事項 が外国 語書 面に 記載 した 事項 の範
囲 内に ない とき ︒
六 その 特許 が発 明者で ない 者で あつ てそ の発 明に つい て特 許を 受け る権 利を 承継し ない もの の特 許出願 に対 して され たと き︒
七 特許 がさ れた 後にお いて ︒そ の特 許権 者が 第二 十五 条の 規定 によ り特 許権 を享有 する こと がで きない 者に なつ たと き︑ 又は その
特 許が 条約 に違 反する こと とな つた とき︒
八 その 特許 の願 書に添 付し た明 細書 ︑特 許請 求の 範囲 又は 図面 の訂 正が 第百 二十六 条第 一項 ただ し書若 しく は第 三項 から 第五 項ま
で ︵第 百三 十四 条の二 第五 項に おい て準用 する 場合 を含 む︒ ︶又 は第 百三 十四 条の 二第 一項 ただ し書の 規定 に違 反し てされ たと き︒
２〜 ４ ︵略 ︶
︵参 加︶
第百 四十 八条 ︵略 ︶
２ 前項 の規 定によ る参 加人 は︑ 被参 加人 がそ の審 判の 請求 を取り 下げ た後 にお いても ︑審 判手 続を 続行 する こと がで きる ︒
３〜 ５ ︵略 ︶
︵不 適法 な審 判請 求の審 決に よる 却下 ︶
第百 三十 五条 不適 法な 審判 の請 求で あつ て︑ その 補正 をす ること がで きな いも のにつ いて は︑ 被請 求人 に答 弁書 を提 出す る機 会を 与
えな いで ︑審 決を もつて これ を却 下す るこ とが でき る︒
︵審 判の 合議 制︶
第百 三十 六条 審判 は︑ 三人 又は 五人 の審 判官 の合 議体 が行 う︒
２ 前項 の合 議体の 合議 は︑ 過半 数に より 決す る︒
３ 審判 官の 資格は ︑政 令で 定め る︒
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︵審 判官 の指 定︶
第百 三十 七条 特許 庁長 官は ︑各 審判 事件 ︵第 百六 十二 条の 規定に より 審査 官が その請 求を 審査 する 審判 事件 にあ つて は︑ 第百 六十 四
条第 三項 の規 定に よる報 告が あつ たも のに 限る ︒︶ につ いて 前条 第一 項の 合議 体を構 成す べき 審判 官を指 定し なけ れば なら ない ︒
２ 特許 庁長 官は︑ 前項 の規 定に より 指定 した 審判 官の うち 審判に 関与 する こと に故障 があ る者 があ ると きは ︑そ の指 定を 解い て他 の
審判 官を もつ てこ れを補 充し なけ れば なら ない ︒
︵審 判長 ︶
第百 三十 八条 特許 庁長 官は ︑前 条第 一項 の規 定に より 指定 した審 判官 のう ち一 人を審 判長 とし て指 定し なけ れば なら ない ︒
２ 審判 長は ︑その 審判 事件 に関 する 事務 を総 理す る︒
︵審 判官 の除 斥︶
第百 三十 九条 審判 官は ︑次 の各 号の いず れか に該 当す ると きは︑ その 職務 の執 行から 除斥 され る︒
一 審判 官又 はそ の配偶 者若 しく は配 偶者 であ つた 者が 事件 の当 事者 若し くは 参加人 であ ると き又 はあつ たと き︒
二 審判 官が 事件 の当事 者若 しく は参 加人 の四 親等 内の 血族 ︑三 親等 内の 姻族 若しく は同 居の 親族 である とき 又は あつ たと き︒
三 審判 官が 事件 の当事 者又 は参 加人 の後 見人 ︑後 見監 督人 ︑保 佐人 ︑保 佐監 督人︑ 補助 人又 は補 助監督 人で ある とき ︒
四 審判 官が 事件 につい て証 人又 は鑑 定人 とな つた とき ︒
五 審判 官が 事件 につい て当 事者 若し くは 参加 人の 代理 人で ある とき 又は あつ たとき ︒
六 審判 官が 事件 につい て不 服を 申し 立て られ た査 定に 審査 官と して 関与 した とき︒
七 審判 官が 事件 につい て直 接の 利害 関係 を有 する とき ︒
第百 四十 条 前条に 規定 する 除斥 の原 因が ある とき は︑ 当事 者又は 参加 人は ︑除 斥の申 立を する こと がで きる ︒
︵審 判官 の忌 避︶
第百 四十 一条 審判 官に つい て審 判の 公正 を妨 げる べき 事情 がある とき は︑ 当事 者又は 参加 人は ︑こ れを 忌避 する こと がで きる ︒
２ 当事 者又 は参加 人は ︑事 件に つい て審 判官 に対 し書 面又 は口頭 をも つて 陳述 をした 後は ︑審 判官 を忌 避す るこ とが でき ない ︒た だ
し︑ 忌避 の原 因が あるこ とを 知ら なか つた とき ︑又 は忌 避の 原因 がそ の後 に生 じたと きは ︑こ の限 りでな い︒
︵除 斥又 は忌 避の 申立の 方式 ︶
第百 四十 二条 除斥 又は 忌避 の申 立を する 者は ︑そ の原 因を 記載し た書 面を 特許 庁長官 に提 出し なけ れば なら ない ︒た だし ︑口 頭審 理
にお いて は︑ 口頭 をもつ てす るこ とが でき る︒
２ 除斥 又は 忌避の 原因 は︑ 前項 の申 立を した 日か ら三 日以 内に疎 明し なけ れば ならな い︒ 前条 第二 項た だし 書の 事実 も︑ 同様 とす る︒
︵除 斥又 は忌 避の 申立に つい ての 決定 ︶
第百 四十 三条 除斥 又は 忌避 の申 立が あつ たと きは ︑そ の申 立に係 る審 判官 以外 の審判 官が 審判 によ り決 定を する ︒た だし ︑そ の申 立
に係 る審 判官 は︑ 意見を 述べ るこ とが でき る︒
２ 前項 の決 定は︑ 文書 をも つて 行い ︑か つ︑ 理由 を附 さな ければ なら ない ︒
３ 第一 項の 決定に 対し ては ︑不 服を 申し 立て るこ とが でき ない︒
第百 四十 四条 除斥 又は 忌避 の申 立が あつ たと きは ︑そ の申 立につ いて の決 定が あるま で審 判手 続を 中止 しな けれ ばな らな い︒ ただ し
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︑急 速を 要す る行 為につ いて は︑ この 限り でな い︒
︵審 判書 記官 ︶
第百 四十 四条 の二 特許 庁長 官は ︑各 審判 事件 ︵第 百六 十二 条の規 定に より 審査 官がそ の請 求を 審査 する 審判 事件 にあ つて は︑ 第百 六
十四 条第 三項 の規 定によ る報 告が あつ たも のに 限る ︒︶ につ いて 審判 書記 官を 指定し なけ れば なら ない︒
２ 審判 書記 官の資 格は ︑政 令で 定め る︒
３ 特許 庁長 官は︑ 第一 項の 規定 によ り指 定し た審 判書 記官 が審判 に関 与す るこ とに故 障が ある とき は︑ その 指定 を解 いて 他の 審判 書
記官 を指 定し なけ ればな らな い︒
４ 審判 書記 官は︑ 審判 事件 に関 し︑ 調書 の作 成及 び送 達に 関する 事務 を行 うほ か︑審 判長 の命 を受 けて ︑そ の他 の事 務を 行う ︒
５ 第百 三十 九条︵ 第六 号を 除く ︒︶ 及び 第百 四十 条か ら前 条まで の規 定は ︑審 判書記 官に 準用 する ︒こ の場 合に おい て︑ 除斥 又は 忌
避の 申立 てに 係る 審判書 記官 は︑ 除斥 又は 忌避 につ いて の審 判に 関与 する こと ができ ない ︒
︵審 判に おけ る審 理の方 式︶
第百 四十 五条 特許 無効 審判 及び 延長 登録 無効 審判 は︑ 口頭 審理に よる ︒た だし ︑審判 長は ︑当 事者 若し くは 参加 人の 申立 てに より 又
は職 権で ︑書 面審 理によ るも のと する こと がで きる ︒
２ 前項 に規 定する 審判 以外 の審 判は ︑書 面審 理に よる ︒た だし︑ 審判 長は ︑当 事者の 申立 によ り又 は職 権で ︑口 頭審 理に よる もの と
する こと がで きる ︒
３ 審判 長は ︑第一 項又 は前 項た だし 書の 規定 によ り口 頭審 理によ る審 判を する ときは ︑そ の期 日及 び場 所を 定め ︑当 事者 及び 参加 人
に対 し︑ 期日 の呼 出しを 行わ なけ れば なら ない ︒
４ 民事 訴訟 法第九 十四 条︵ 期日 の呼 出し ︶の 規定 は︑ 前項 の期日 の呼 出し に準 用する ︒
５ 第一 項又 は第二 項た だし 書の 規定 によ る口 頭審 理は ︑公 開して 行う ︒た だし ︑公の 秩序 又は 善良 の風 俗を 害す るお それ があ ると き
は︑ この 限り でな い︒
第百 四十 六条 民事 訴訟 法第 百五 十四 条︵ 通訳 人の 立会 い等 ︶の規 定は ︑審 判に 準用す る︒
︵調 書︶
第百 四十 七条 第百 四十 五条 第一 項又 は第 二項 ただ し書 の規 定によ る口 頭審 理に よる審 判に つい ては ︑審 判書 記官 は︑ 期日 ごと に審 理
の要 旨そ の他 必要 な事項 を記 載し た調 書を 作成 しな けれ ばな らな い︒
２ 審判 書記 官は︑ 前項 の調 書の 作成 又は 変更 に関 して 審判 長の命 令を 受け た場 合にお いて ︑そ の作 成又 は変 更を 正当 でな いと 認め る
とき は︑ 自己 の意 見を書 き添 える こと がで きる ︒
３ 民事 訴訟 法第百 六十 条第 二項 及び 第三 項︵ 口頭 弁論 調書 ︶の規 定は ︑第 一項 の調書 に準 用す る︒
︵参 加︶
第百 四十 八条 第百 三十 二条 第一 項の 規定 によ り審 判を 請求 するこ とが でき る者 は︑審 理の 終結 に至 るま では ︑請 求人 とし てそ の審 判
に参 加す るこ とが できる ︒
前項 の規 定によ る参 加人 は︑ 被参 加人 がそ の審 判の 請求 を取り 下げ た後 にお いても ︑審 判手 続を 続行 する こと がで きる ︒
審判 の結 果につ いて 利害 関係 を有 する 者は ︑審 理の 終結 に至る まで は︑ 当事 者の一 方を 補助 する ため その 審判 に参 加す るこ とが で
２
３
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きる ︒
４ 前項 の規 定によ る参 加人 は︑ 一切 の審 判手 続を する こと ができ る︒
５ 第一 項又 は第三 項の 規定 によ る参 加人 につ いて 審判 手続 の中断 又は 中止 の原 因があ ると きは ︑そ の中 断又 は中 止は ︑被 参加 人に つ
いて も︑ その 効力 を生ず る︒
第百 四十 九条 参加 を申 請す る者 は︑ 参加 申請 書を 審判 長に 提出し なけ れば なら ない︒
２ 審判 長は ︑参加 の申 請が あつ たと きは ︑参 加申 請書 の副 本を当 事者 及び 参加 人に送 達し ︑相 当の 期間 を指 定し て︑ 意見 を述 べる 機
会を 与え なけ れば ならな い︒
３ 参加 の申 請があ つた とき は︑ その 申請 をし た者 が参 加し ようと する 審判 の審 判官が 審判 によ り決 定を する ︒
４ 前項 の決 定は︑ 文書 をも つて 行い ︑か つ︑ 理由 を附 さな ければ なら ない ︒
５ 第三 項の 決定に 対し ては ︑不 服を 申し 立て るこ とが でき ない︒
︵証 拠調 及び 証拠 保全︶
第百 五十 条 審判に 関し ては ︑当 事者 若し くは 参加 人の 申立 により 又は 職権 で︑ 証拠調 をす るこ とが でき る︒
２ 審判 に関 しては ︑審 判請 求前 は利 害関 係人 の申 立に より ︑審判 の係 属中 は当 事者若 しく は参 加人 の申 立に より 又は 職権 で︑ 証拠 保
全を する こと がで きる︒
３ 前項 の規 定によ る審 判請 求前 の申 立は ︑特 許庁 長官 に対 してし なけ れば なら ない︒
４ 特許 庁長 官は︑ 第二 項の 規定 によ る審 判請 求前 の申 立て があつ たと きは ︑証 拠保全 に関 与す べき 審判 官及 び審 判書 記官 を指 定す る︒
５ 審判 長は ︑第一 項又 は第 二項 の規 定に より 職権 で証 拠調 又は証 拠保 全を した ときは ︑そ の結 果を 当事 者及 び参 加人 に通 知し ︑相 当
の期 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︒
６ 第一 項又 は第二 項の 証拠 調又 は証 拠保 全は ︑当 該事 務を 取り扱 うべ き地 の地 方裁判 所又 は簡 易裁 判所 に嘱 託す るこ とが でき る︒
第百 五十 一条 第百 四十 七条 並び に民 事訴 訟法 第九 十三 条第 一項︵ 期日 の指 定︶ ︑第九 十四 条︵ 期日 の呼 出し ︶︑ 第百 七十 九条 から 第
百八 十一 条ま で︑ 第百八 十三 条か ら第 百八 十六 条ま で︑ 第百 八十 八条 ︑第 百九 十条︑ 第百 九十 一条 ︑第百 九十 五条 から 第百 九十 八条
まで ︑第 百九 十九 条第一 項︑ 第二 百一 条か ら第 二百 四条 まで ︑第 二百 六条 ︑第 二百七 条︑ 第二 百十 条から 第二 百十 三条 まで ︑第 二百
十四 条第 一項 から 第三項 まで ︑第 二百 十五 条か ら第 二百 二十 二条 まで ︑第 二百 二十三 条第 一項 から 第六項 まで ︑第 二百 二十 六条 から
第二 百二 十八 条ま で︑第 二百 二十 九条 第一 項か ら第 三項 まで ︑第 二百 三十 一条 ︑第二 百三 十二 条第 一項︑ 第二 百三 十三 条︑ 第二 百三
十四 条︑ 第二 百三 十六条 から 第二 百三 十八 条ま で︑ 第二 百四 十条 から 第二 百四 十二条 まで ︵証 拠︶ 及び第 二百 七十 八条 ︵尋 問に 代わ
る書 面の 提出 ︶の 規定は ︑前 条の 規定 によ る証 拠調 べ又 は証 拠保 全に 準用 する ︒この 場合 にお いて ︑同法 第百 七十 九条 中﹁ 裁判 所に
おい て当 事者 が自 白した 事実 及び 顕著 な事 実﹂ とあ るの は﹁ 顕著 な事 実﹂ と︑ 同法第 二百 四条 及び 第二百 十五 条の 三中 ﹁最 高裁 判所
規則 ﹂と ある のは ﹁経済 産業 省令 ﹂と 読み 替え るも のと する ︒
︵職 権に よる 審理 ︶
第百 五十 二条 審判 長は ︑当 事者 又は 参加 人が 法定 若し くは 指定の 期間 内に 手続 をせず ︑又 は第 百四 十五 条第 三項 の規 定に より 定め る
とこ ろに 従つ て出 頭しな いと きで あつ ても ︑審 判手 続を 進行 する こと がで きる ︒
第百 五十 三条 審判 にお いて は︑ 当事 者又 は参 加人 が申 し立 てない 理由 につ いて も︑審 理す るこ とが でき る︒

- 6 -

２ 審判 長は ︑前項 の規 定に より 当事 者又 は参 加人 が申 し立 てない 理由 につ いて 審理し たと きは ︑そ の審 理の 結果 を当 事者 及び 参加 人
に通 知し ︑相 当の 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︒
３ 審判 にお いては ︑請 求人 が申 し立 てな い請 求の 趣旨 につ いては ︑審 理す るこ とがで きな い︒
︵審 理の 併合 又は 分離︶
第百 五十 四条 当事 者の 双方 又は 一方 が同 一で ある 二以 上の 審判に つい ては ︑そ の審理 の併 合を する こと がで きる ︒
２ 前項 の規 定によ り審 理の 併合 をし たと きは ︑さ らに その 審理の 分離 をす るこ とがで きる ︒
︵審 判の 請求 の取 下げ︶
第百 五十 五条 審判 の請 求は ︑審 決が 確定 する まで は︑ 取り 下げる こと がで きる ︒
２ 審判 の請 求は︑ 第百 三十 四条 第一 項の 答弁 書の 提出 があ つた後 は︑ 相手 方の 承諾を 得な けれ ば︑ 取り 下げ るこ とが でき ない ︒
３ 二以 上の 請求項 に係 る特 許の 二以 上の 請求 項に つい て特 許無効 審判 を請 求し たとき は︑ その 請求 は︑ 請求 項ご とに 取り 下げ るこ と
がで きる ︒
︵審 理の 終結 の通 知︶
第百 五十 六条 審判 長は ︑事 件が 審決 をす るの に熟 した とき は︑審 理の 終結 を当 事者及 び参 加人 に通 知し なけ れば なら ない ︒
２ 審判 長は ︑必要 があ ると きは ︑前 項の 規定 によ る通 知を した後 であ つて も︑ 当事者 若し くは 参加 人の 申立 によ り又 は職 権で ︑審 理
の再 開を する こと ができ る︒
３ 審決 は︑ 第一項 の規 定に よる 通知 を発 した 日か ら二 十日 以内に しな けれ ばな らない ︒た だし ︑事 件が 複雑 であ ると き︑ その 他や む
を得 ない 理由 があ るとき は︑ この 限り でな い︒
︵審 決︶
第百 五十 七条 審決 があ つた とき は︑ 審判 は︑ 終了 する ︒
２ 審決 は︑ 次に掲 げる 事項 を記 載し た文 書を もつ て行 わな ければ なら ない ︒
一 審判 の番 号
二 当事 者及 び参 加人並 びに 代理 人の 氏名 又は 名称 及び 住所 又は 居所
三 審判 事件 の表 示
四 審決 の結 論及 び理由
五 審決 の年 月日
３ 特許 庁長 官は︑ 審決 があ つた とき は︑ 審決 の謄 本を 当事 者︑参 加人 及び 審判 に参加 を申 請し てそ の申 請を 拒否 され た者 に送 達し な
けれ ばな らな い︒
︵手 数料 ︶
第百 九十 五条 ︵略 ︶
２ 別表 の中 欄に掲 げる 者は ︑そ れぞ れ同 表の 下欄 に掲 げる 金額の 範囲 内に おい て政令 で定 める 額の 手数 料を 納付 しな けれ ばな らな い︒
３〜 ４ ︵略 ︶
５ 特許 権又 は特許 を受 ける 権利 が国 と国 以外 の者 との 共有 に係る 場合 であ つて 持分の 定め があ ると きは ︑国 と国 以外 の者 が自 己の 特
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許権 又は 特許 を受 ける権 利に つい て第 一項 又は 第二 項の 規定 によ り納 付す べき 手数料 ︵出 願審 査の 請求の 手数 料以 外の 政令 で定 める
手数 料に 限る ︒︶ は︑こ れら の規 定に かか わら ず︑ これ らに 規定 する 手数 料の 金額に 国以 外の 者の 持分の 割合 を乗 じて 得た 額と し︑
国以 外の 者が その 額を納 付し なけ れば なら ない ︒
６ 特許 を受 ける権 利が 国又 は次 条の 規定 若し くは 他の 法令 の規定 によ る出 願審 査の請 求の 手数 料の 軽減 若し くは 免除 ︵以 下こ の項 に
おい て﹁ 減免 ﹂と いう︒ ︶を 受け る者 を含 む者 の共 有に 係る 場合 であ つて 持分 の定め があ ると きは ︑これ らの 者が 自己 の特 許を 受け
る権 利に つい て第 二項の 規定 によ り納 付す べき 出願 審査 の請 求の 手数 料は ︑同 項の規 定に かか わら ず︑国 以外 の各 共有 者ご とに 同項
に規 定す る出 願審 査の請 求の 手数 料の 金額 ︵減 免を 受け る者 にあ つて は︑ その 減免後 の金 額︶ にそ の持分 の割 合を 乗じ て得 た額 を合
算し て得 た額 とし ︑国以 外の 者が その 額を 納付 しな けれ ばな らな い︒
７〜
︵略 ︶

○実 用新 案法 ︵昭和 三十 四年 法律 第百 二十 三号 ︶︵ 抄︶
︵手 続の 補正 ︶
第二 条の 二 ︵略︶
２・ ３ ︵略 ︶
４ 手続 の補 正︵登 録料 及び 手数 料の 納付 を除 く︒ ︶を する には︑ 手続 補正 書を 提出し なけ れば なら ない ︒
第三 条の 二 実用新 案登 録出 願に 係る 考案 が当 該実 用新 案登 録出願 の日 前の 他の 実用新 案登 録出 願又 は特 許出 願で あつ て当 該実 用新 案
登録 出願 後に 第十 四条第 三項 の規 定に より 同項 各号 に掲 げる 事項 を掲 載し た実 用新案 公報 ︵以 下﹁ 実用新 案掲 載公 報﹂ とい う︒ ︶の
発行 又は 特許 法第 六十六 条第 三項 の規 定に より 同項 各号 に掲 げる 事項 を掲 載し た特許 公報 の発 行若 しくは 出願 公開 がさ れた もの の願
書に 最初 に添 付し た明細 書︑ 実用 新案 登録 請求 の範 囲若 しく は特 許請 求の 範囲 又は図 面︵ 同法 第三 十六条 の二 第二 項の 外国 語書 面出
願に あつ ては ︑同 条第一 項の 外国 語書 面︶ に記 載さ れた 考案 又は 発明 ︵そ の考 案又は 発明 をし た者 が当該 実用 新案 登録 出願 に係 る考
案の 考案 者と 同一 の者で ある 場合 にお ける その 考案 又は 発明 を除 く︒ ︶と 同一 である とき は︑ その 考案に つい ては ︑前 条第 一項 の規
定に かか わら ず︑ 実用新 案登 録を 受け るこ とが でき ない ︒た だし ︑当 該実 用新 案登録 出願 の時 にそ の出願 人と 当該 他の 実用 新案 登録
出願 又は 特許 出願 の出願 人と が同 一の 者で ある とき は︑ この 限り でな い︒
︵実 用新 案登 録を 受ける こと がで きな い考 案︶
第四 条 公の 秩序︑ 善良 の風 俗又 は公 衆の 衛生 を害 する おそ れがあ る考 案に つい ては︑ 第三 条第 一項 の規 定に かか わら ず︑ 実用 新案 登
録を 受け るこ とが できな い︒
︵実 用新 案登 録出 願︶
第五 条 ︵略 ︶
２〜 ５ ︵略 ︶
６ 第二 項の 実用新 案登 録請 求の 範囲 の記 載は ︑次 の各 号に 適合す るも ので なけ ればな らな い︒
一〜 三 ︵略 ︶
四 その 他経 済産 業省令 で定 める とこ ろに より 記載 され てい るこ と︒
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︵補 正命 令︶
第六 条の 二 特許庁 長官 は︑ 実用 新案 登録 出願 が次 の各 号の 一に該 当す ると きは ︑相当 の期 間を 指定 して ︑願 書に 添付 した 明細 書︑ 実
用新 案登 録請 求の 範囲又 は図 面に つい て補 正を すべ きこ とを 命ず るこ とが でき る︒
一 その 実用 新案 登録出 願に 係る 考案 が物 品の 形状 ︑構 造又 は組 合せ に係 るも のでな いと き︒
二 その 実用 新案 登録出 願に 係る 考案 が第 四条 の規 定に より 実用 新案 登録 をす ること がで きな いも のであ ると き︒
三 その 実用 新案 登録出 願が 第五 条第 六項 第四 号又 は前 条に 規定 する 要件 を満 たして いな いと き︒
四 その 実用 新案 登録出 願の 願書 に添 付し た明 細書 ︑実 用新 案登 録請 求の 範囲 若しく は図 面に 必要 な事項 が記 載さ れて おら ず︑ 又は
そ の記 載が 著し く不明 確で ある とき ︒
︵特 許法 の準 用︶
第十 一条 ︵ 略︶
２ ︵略 ︶
３ 特許 法第 三十五 条︵ 職務 発明 ︶の 規定 は︑ 従業 者︑ 法人 の役員 又は 国家 公務 員若し くは 地方 公務 員が した 考案 に準 用す る︒
︵実 用新 案技 術評 価の請 求︶
第十 二条 実 用新案 登録 出願 又は 実用 新案 登録 につ いて は︑ 何人も ︑特 許庁 長官 に︑そ の実 用新 案登 録出 願に 係る 考案 又は 登録 実用 新
案に 関す る技 術的 な評価 であ つて ︑第 三条 第一 項第 三号 及び 第二 項︵ 同号 に掲 げる考 案に 係る もの に限る ︒︶ ︑第 三条 の二 並び に第
七条 第一 項か ら第 三項ま で及 び第 七項 の規 定に 係る もの ︵以 下﹁ 実用 新案 技術 評価﹂ とい う︒ ︶を 請求す るこ とが でき る︒ この 場合
にお いて ︑二 以上 の請求 項に 係る 実用 新案 登録 出願 又は 実用 新案 登録 につ いて は︑請 求項 ごと に請 求する こと がで きる ︒
２〜 ５ ︵略 ︶
︵専 用実 施権 ︶
第十 八条 ︵ 略︶
２ ︵略 ︶
３ 特許 法第 七十七 条第 三項 から 第五 項ま で︵ 移転 等︶ ︑第 九十七 条第 二項 ︵放 棄︶並 びに 第九 十八 条第 一項 第二 号及 び第 二項 ︵登 録
の効 果︶ の規 定は ︑専用 実施 権に 準用 する ︒
︵通 常実 施権 ︶
第十 九条 実 用新案 権者 は︑ その 実用 新案 権に つい て他 人に 通常実 施権 を許 諾す ること がで きる ︒
２・ ３ ︵略 ︶
︵特 許法 の準 用︶
第二 十六 条 特許法 第六 十九 条第 一項 及び 第二 項︑ 第七 十条 から第 七十 一条 の二 まで︵ 特許 権の 効力 が及 ばな い範 囲及 び特 許発 明の 技
術的 範囲 ︶︑ 第七 十三条 ︵共 有︶ ︑第 七十 六条 ︵相 続人 がな い場 合の 特許 権の 消滅︶ ︑第 七十 九条 ︵先使 用に よる 通常 実施 権︶ ︑第
八十 一条 ︑第 八十 二条︵ 意匠 権の 存続 期間 満了 後の 通常 実施 権︶ ︑第 九十 七条 第一項 ︵放 棄︶ 並び に第九 十八 条第 一項 第一 号及 び第
二項 ︵登 録の 効果 ︶の規 定は ︑実 用新 案権 に準 用す る︒
︵答 弁書 の提 出等 ︶
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第三 十九 条 審判長 は︑ 審判 の請 求が あつ たと きは ︑請 求書 の副本 を被 請求 人に 送達し ︑相 当の 期間 を指 定し て︑ 答弁 書を 提出 する 機
会を 与え なけ れば ならな い︒
２ 審判 長は ︑前条 第二 項の 規定 によ り請 求書 の補 正を 許可 すると きは ︑そ の補 正に係 る手 続補 正書 の副 本を 被請 求人 に送 達し ︑相 当
の期 間を 指定 して ︑答弁 書を 提出 する 機会 を与 えな けれ ばな らな い︒ ただ し︑ 被請求 人に 答弁 書を 提出す る機 会を 与え る必 要が ない
と認 めら れる 特別 の事情 があ ると きは ︑こ の限 りで ない ︒
３・ ４ ︵略 ︶
︵特 許法 の準 用︶
第四 十五 条 ︵略︶
２ 特許 法第 四条の 規定 は︑ 前項 にお いて 準用 する 同法 第百 七十三 条第 一項 に規 定する 期間 に準 用す る︒
︵外 国語 でさ れた 国際実 用新 案登 録出 願の 翻訳 文︶
第四 十八 条の 四 外 国語 でさ れた 国際 実用 新案 登録 出願 ︵以 下﹁外 国語 実用 新案 登録出 願﹂ とい う︒ ︶の 出願 人は ︑条 約第 二条 の 優
先日 ︵以 下﹁ 優先 日﹂と いう ︒︶ から 二年 六月 ︵以 下﹁ 国内 書面 提出 期間 ﹂と いう︒ ︶以 内に ︑前 条第一 項に 規定 する 国際 出願 日︵
以下 ﹁国 際出 願日 ﹂とい う︒ ︶に おけ る条 約第 三条 に 規定 する 明細 書︑ 請求 の範囲 ︑図 面︵ 図面 の中の 説明 に限 る︒ ︶及 び要 約の
日本 語に よる 翻訳 文を︑ 特許 庁長 官に 提出 しな けれ ばな らな い︒ ただ し︑ 国内 書面提 出期 間の 満了 前二月 から 満了 の日 まで の間 に次
条第 一項 に規 定す る書面 を提 出し た外 国語 実用 新案 登録 出願 ︵当 該書 面の 提出 の日以 前に 当該 翻訳 文を提 出し たも のを 除く ︒︶ にあ
つて は︑ 当該 書面 の提出 の日 から 二月 ︵以 下﹁ 翻訳 文提 出特 例期 間﹂ とい う︒ ︶以内 に︑ 当該 翻訳 文を提 出す るこ とが でき る︒
２〜 ５ ︵略 ︶
︵手 数料 ︶
第五 十四 条 ︵略︶
２ 別表 の中 欄に掲 げる 者は ︑そ れぞ れ同 表の 下欄 に掲 げる 金額の 範囲 内に おい て政令 で定 める 額の 手数 料を 納付 しな けれ ばな らな い︒
３ ︵略 ︶
４ 実用 新案 権又は 実用 新案 登録 を受 ける 権利 が国 と国 以外 の者と の共 有に 係る 場合で あつ て持 分の 定め があ ると きは ︑国 と国 以外 の
者が 自己 の実 用新 案権又 は実 用新 案登 録を 受け る権 利に つい て第 一項 又は 第二 項の規 定に より 納付 すべき 手数 料︵ 実用 新案 技術 評価
の請 求の 手数 料以 外の政 令で 定め る手 数料 に限 る︒ ︶は ︑こ れら の規 定に かか わらず ︑こ れら に規 定する 手数 料の 金額 に国 以外 の者
の持 分の 割合 を乗 じて得 た額 とし ︑国 以外 の者 がそ の額 を納 付し なけ れば なら ない︒
５ 実用 新案 権又は 実用 新案 登録 を受 ける 権利 が国 又は 第十 項の規 定若 しく は他 の法令 の規 定に よる 実用 新案 技術 評価 の請 求の 手数 料
の軽 減若 しく は免 除︵以 下こ の項 にお いて ﹁減 免﹂ とい う︒ ︶を 受け る者 を含 む者の 共有 に係 る場 合であ つて 持分 の定 めが ある とき
は︑ これ らの 者が 自己の 実用 新案 権又 は実 用新 案登 録を 受け る権 利に つい て第 二項の 規定 によ り納 付すべ き実 用新 案技 術評 価の 請求
の手 数料 は︑ 同項 の規定 にか かわ らず ︑国 以外 の各 共有 者ご とに 同項 に規 定す る実用 新案 技術 評価 の請求 の手 数料 の金 額︵ 減免 を受
ける 者に あつ ては ︑その 減免 後の 金額 ︶に その 持分 の割 合を 乗じ て得 た額 を合 算して 得た 額と し︑ 国以外 の者 がそ の額 を納 付し なけ
れば なら ない ︒
６〜 ９ ︵略 ︶
(2)

(ⅩⅠ)
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特 許庁 長官 は︑ 自己の 実用 新案 登録 出願に 係る 考案 又は 登録 実用 新案 につ いて 実用 新案 技術 評価 の請求 をす る者 がそ の実用 新案
登録 出願 に係 る考案 若し くは 登録 実用 新案 の考 案者 又は その 相続人 であ る場 合に おいて ︑貧 困に より 第二 項の 規定 によ り納 付す べ き
実用 新案 技術 評価の 請求 の手 数料 を納 付す る資 力が ない と認 めると きは ︑政 令で 定める とこ ろに より ︑そ の手 数料 を軽 減し ︑又 は 免
除す るこ とが できる ︒
︵特 許法 の準 用︶
第五 十五 条 特許法 第百 八十 六条 ︵証 明等 の請 求︶ の規 定は ︑実用 新案 登録 に準 用する ︒
２〜 ５ ︵略 ︶

○意 匠法 ︵昭 和三十 四年 法律 第百 二十 五号 ︶︵ 抄︶
︵意 匠登 録出 願の 分割︶
第十 条の 二 ︵略︶
２ 前項 の規 定によ る意 匠登 録出 願の 分割 があ つた とき は︑ 新たな 意匠 登録 出願 は︑も との 意匠 登録 出願 の時 にし たも のと みな す︒ た
だし ︑第 四条 第三 項並び に第 十五 条第 一項 にお いて 準用 する 特許 法第 四十 三条 第一項 及び 第二 項︵ 第十五 条第 一項 にお いて 準用 する
同法 第四 十三 条の 二第三 項に おい て準 用す る場 合を 含む ︒︶ の規 定の 適用 につ いては ︑こ の限 りで ない︒
３ ︵略 ︶
︵出 願の 変更 ︶
第十 三条 ︵ 略︶
２〜 ４ ︵略 ︶
５ 第十 条の 二第二 項及 び第 三項 の規 定は ︑第 一項 又は 第二 項の規 定に よる 出願 の変更 の場 合に 準用 する ︒

○工 業所 有権 に関す る手 続等 の特 例に 関す る法 律︵ 平成 二年 法律第 三十 号︶
︵指 定情 報処 理機 関︶
第九 条 特許 庁長官 は︑ 経済 産業 省令 で定 める とこ ろに より ︑その 指定 する 者︵ 以下﹁ 指定 情報 処理 機関 ﹂と いう ︒︶ に︑ 第六 条第 三
項若 しく は前 条第 一項の 規定 によ るフ ァイ ルへ の記 録︑ 第七 条第 一項 の規 定に よる磁 気デ ィス クへ の記録 又は これ らの 記録 に必 要な
情報 の入 力︵ 入力 のため の準 備作 業を 含む ︒︶ ︑編 集若 しく はこ れら に類 する 処理︵ 以下 ﹁情 報処 理業務 ﹂と いう ︒︶ の全 部又 は一
部を 行わ せる こと ができ る︒
２・ ３ ︵略 ︶
︵指 定︶
第十 七条 第 九条第 一項 の指 定は ︑経 済産 業省 令で 定め ると ころに より ︑情 報処 理業務 を行 おう とす る者 の申 請に より 行う ︒
︵欠 格条 項︶
第十 八条 次 の各号 のい ずれ かに 該当 する 者は ︑第 九条 第一 項の指 定を 受け るこ とがで きな い︒
一 特許 等関 係法 令の規 定に 違反 し︑ 罰金 以上 の刑 に処 せら れ︑ その 執行 を終 わり︑ 又は 執行 を受 けるこ とが なく なっ た日 から 二年
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を 経過 しな い者
二 第三 十条 の規 定によ り指 定を 取り 消さ れ︑ その 取消 しの 日か ら二 年を 経過 しない 者
三 ︵略 ︶
︵指 定の 基準 ︶
第十 九条 特 許庁長 官は ︑第 十七 条の 指定 の申 請が 次の 各号 に適合 して いる と認 めると きで なけ れば ︑そ の指 定を して はな らな い︒ 一
情 報処 理業 務を 適確か つ円 滑に 行う に必要 な経 理的 基礎 及び 技術 的能 力を 有す るも ので ある こと ︒
二・ 三 ︵略 ︶
四 その 指定 をす ること によ って 情報 処理 業務 の適 確か つ円 滑な 実施 を阻 害す ること とな らな いこ と︒
︵情 報処 理業 務の 実施義 務︶
第二 十条 指 定情報 処理 機関 は︑ 特許 庁長 官か ら情 報処 理業 務を行 うべ きこ とを 求めら れた とき は︑ 正当 な理 由が ある 場合 を除 き︑ 遅
滞な く︑ その 情報 処理業 務を 行わ なけ れば なら ない ︒
︵変 更の 届出 ︶
第二 十一 条 指定情 報処 理機 関は ︑そ の名 称又 は情 報処 理業 務を行 う事 務所 の所 在地を 変更 しよ うと する とき は︑ 変更 しよ うと する 日
の二 週間 前ま でに ︑特許 庁長 官に 届け 出な けれ ばな らな い︒
︵業 務規 程︶
第二 十二 条 指定情 報処 理機 関は ︑情 報処 理業 務に 関す る規 程︵以 下﹁ 業務 規程 ﹂とい う︒ ︶を 定め ︑特 許庁 長官 の認 可を 受け なけ れ
ばな らな い︒ これ を変更 しよ うと する とき も︑ 同様 とす る︒
２ ︵略 ︶
３ 特許 庁長 官は︑ 第一 項の 認可 をし た業 務規 程が 情報 処理 業務の 公正 な遂 行上 不適当 とな った と認 める とき は︑ 指定 情報 処理 機関 に
対し ︑業 務規 程を 変更す べき こと を命 ずる こと がで きる ︒
︵業 務の 休廃 止︶
第二 十三 条 指定情 報処 理機 関は ︑特 許庁 長官 の許 可を 受け なけれ ば︑ 情報 処理 業務の 全部 又は 一部 を休 止し ︑又 は廃 止し ては なら な
い︒
︵秘 密保 持義 務等 ︶
第二 十七 条 指定情 報処 理機 関の 役員 若し くは 職員 又は これ らの職 にあ った 者は ︑情報 処理 業務 に関 して 知り 得た 秘密 を漏 らし ︑又 は
盗用 して はな らな い︒
２ 情報 処理 業務に 従事 する 指定 情報 処理 機関 の役 員又 は職 員は︑ 刑法 ︵明 治四 十年法 律第 四十 五号 ︶そ の他 の罰 則の 適用 につ いて は
︑法 令に より 公務 に従事 する 職員 とみ なす ︒
︵報 告及 び立 入検 査︶
第二 十八 条 特許庁 長官 は︑ この 法律 の施 行に 必要 な限 度に おいて ︑指 定情 報処 理機関 に対 し︑ その 業務 若し くは 経理 の状 況に 関し 報
告を させ ︑又 はそ の職員 に︑ 指定 情報 処理 機関 の事 務所 に立 ち入 り︑ 業務 の状 況若し くは 帳簿 ︑書 類その 他の 物件 を検 査さ せ︑ 若し
くは 関係 者に 質問 させる こと がで きる ︒
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２ 前項 の規 定によ り職 員が 立ち 入る とき は︑ その 身分 を示 す証明 書を 携帯 し︑ 関係者 に提 示し なけ れば なら ない ︒
３ 第一 項に 規定す る立 入検 査の 権限 は︑ 犯罪 捜査 のた めに 認めら れた もの と解 しては なら ない ︒
︵適 合命 令等 ︶
第二 十九 条 特許庁 長官 は︑ 指定 情報 処理 機関 が第 十九 条第 一号か ら第 三号 まで に適合 しな くな った と認 める とき は︑ その 指定 情報 処
理機 関に 対し ︑こ れらの 規定 に適 合す るた め必 要な 措置 をと るべ きこ とを 命ず ること がで きる ︒
２ ︵略 ︶
︵指 定の 取消 し等 ︶
第三 十条 特 許庁長 官は ︑指 定情 報処 理機 関が 次の 各号 のい ずれか に該 当す ると きは︑ その 指定 を取 り消 し︑ 又は 期間 を定 めて 情報 処
理業 務の 全部 若し くは一 部の 停止 を命 ずる こと がで きる ︒
一 この 節の 規定 に違反 した とき ︒
二 第十 八条 第一 号又は 第三 号に 該当 する に至 った とき ︒
三・ 四 ︵略 ︶
五 不正 の手 段に より指 定を 受け たと き︒
︵帳 簿の 記載 ︶
第三 十一 条 指定情 報処 理機 関は ︑帳 簿を 備え ︑情 報処 理業 務に関 し経 済産 業省 令で定 める 事項 を記 載し なけ れば なら ない ︒
２ 前項 の帳 簿は︑ 経済 産業 省令 で定 める とこ ろに より ︑保 存しな けれ ばな らな い︒
︵聴 聞の 方法 の特 例︶
第三 十二 条 ︵略︶
２ 前項 の聴 聞の主 宰者 は︑ 行政 手続 法︵ 平成 五年 法律 第八 十八号 ︶第 十七 条第 一項の 規定 によ り当 該処 分に 係る 利害 関係 人が 当該 聴
聞に 関す る手 続に 参加す るこ とを 求め たと きは ︑こ れを 許可 しな けれ ばな らな い︒
︵公 示︶
第三 十四 条 特許庁 長官 は︑ 次の 場合 には ︑そ の旨 を官 報に 公示し なけ れば なら ない︒
一 第九 条第 一項 の指定 をし たと き︒
二・ 三 ︵略 ︶
四 第三 十条 の規 定によ り指 定を 取り 消し ︑又 は情 報処 理業 務の 全部 若し くは 一部の 停止 を命 じた とき︒
五 前条 第一 項の 規定に より 特許 庁長 官が 情報 処理 業務 の全 部若 しく は一 部を 自ら行 うこ とと する とき︑ 又は 自ら 行っ てい た情 報処
理 業務 の全 部若 しくは 一部 を行 わな いこと とす ると き︒
第三 十五 条 この節 に規 定す るも のの ほか ︑指 定情 報処 理機 関の行 う情 報処 理業 務に関 し必 要な 事項 は︑ 政令 で定 める ︒
︵指 定調 査機 関の 指定等 ︶
第三 十六 条 特許庁 長官 は︑ 経済 産業 省令 で定 める とこ ろに より︑ その 指定 する 者︵以 下﹁ 指定 調査 機関 ﹂と いう ︒︶ に︑ 特許 出願 の
審査 に必 要な 調査 のうち その 特許 出願 に係 る発 明と 同一 の技 術の 分野 に属 する 発明又 は考 案に 関す るもの であ って 政令 で定 める もの
及び 出願 公開 の際 に必要 な調 査の うち 願書 に添 付し た要 約書 の記 載が 特許 法第 三十六 条第 七項 の規 定に適 合し てい るか どう かに つい
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ての もの ︵以 下﹁ 調査業 務﹂ とい う︒ ︶を 行わ せる こと がで きる ︒
２ ︵略 ︶
︵指 定の 基準 ︶
第三 十七 条 特許庁 長官 は︑ 前条 第二 項の 指定 の申 請が 次の 各号に 適合 して いる と認め ると きで なけ れば ︑そ の指 定を して はな らな い︒

一 経済 産業 省令 で定め る条 件に 適合 する 知識 経験 を有 する 者が 調査 業務 を実 施し︑ その 数が 経済 産業省 令で 定め る数 以上 であ るこ
と︒
二 調査 業務 を適 確かつ 円滑 に行 うに 必要 な経 理的 基礎 及び 技術 的能 力を 有す るもの であ るこ と︒
三・ 四 ︵略 ︶
五 その 指定 をす ること によ って 調査 業務 の適 確か つ円 滑な 実施 を阻 害す るこ ととな らな いこ と︒

○経 済産 業省 設置法 ︵平 成十 一年 法律 第九 十九 号︶ ︵抄 ︶
︵所 掌事 務︶
第四 条 経済 産業省 は︑ 前条 の任 務を 達成 する ため ︑次 に掲 げる事 務を つか さど る︒
一〜 六十 一 ︵略 ︶
六十 二 所掌 事務 に係る 国際 協力 に関 する こと ︒
六十 三 政令 で定 める文 教研 修施 設に おい て︑ 鉱山 にお ける 保安 に関 する 技術 及び実 務の 教授 並び に所掌 事務 に関 する 研修 を行 うこ
と︒
︵略 ︶
２

○商 法︵ 明治 三十二 年法 律第 四十 八号 ︶
第二 百十 一条 ノ二 他ノ 株式 会社 ノ総 株主 ノ議 決権 ノ過 半数 又ハ他 ノ有 限会 社ノ 総社員 ノ議 決権 ノ過 半数 ヲ有 スル 会社 ︵以 下親 会社 ト称
ス︶ ノ株 式ハ 左ノ 場合ヲ 除ク ノ外 其ノ 株式 会社 又ハ 有限 会社 ︵以 下子 会社 ト称 ス︶之 ヲ取 得ス ルコ トヲ得 ズ
一 株式 交換 ︑株 式移転 ︑会 社ノ 分割 ︑合 併又 ハ他 ノ会 社ノ 営業 全部 ノ譲 受ニ 因ルト キ
二 会社 ノ権 利ノ 実行ニ 当リ 其ノ 目的 ヲ達 スル 為必 要ナ ルト キ
２〜 ５ ︵略 ︶

○学 校教 育法 ︵昭和 二十 二年 法律 第二 十六 号︶
第一 条 この 法律で ︑学 校と は︑ 小学 校︑ 中学 校︑ 高等 学校 ︑中等 教育 学校 ︑大 学︑高 等専 門学 校︑ 盲学 校︑ 聾学 校︑ 養護 学校 及び 幼稚
園と する ︒
第五 十二 条 大学は ︑学 術の 中心 とし て︑ 広く 知識 を授 ける ととも に︑ 深く 専門 の学芸 を教 授研 究し ︑知 的︑ 道徳 的及 び応 用的 能力 を展
開さ せる こと を目 的とす る︒
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第六 十九 条の 二 大 学は ︑第 五十 二条 に掲 げる 目的 に代 えて ︑深く 専門 の学 芸を 教授研 究し ︑職 業又 は実 際生 活に 必要 な能 力を 育成 する
こと をお もな 目的 とする こと がで きる ︒
② 前項 に掲 げる目 的を その 目的 とす る大 学は ︑第 五十 五条 第一項 の規 定に かか わらず ︑そ の修 業年 限を 二年 又は 三年 とす る︒
③ 前項 の大 学は︑ 短期 大学 と称 する ︒
④〜 ⑨ ︵略 ︶
第七 十条 の二
高等 専門 学校 は︑深 く専 門の 学芸 を教 授し ︑職 業に 必要 な能 力を 育成 する ことを 目的 とす る︒
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