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（取消しの判決等があつた場合における訂正の請求）

第 134 条の 3　審判長は、特許無効審判の審決（審判の請求に理由がないとす

るものに限る。）に対する第 181 条第 1項の規定による取消しの判決が確定

し、同条第 5項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日か

ら 1週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、

願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相

当の期間を指定することができる。

2　審判長は、第 181 条第 2項の規定による審決の取消しの決定が確定し、同

条第 5項の規定により審理を開始するときは、被請求人に対し、願書に添付

した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を

指定しなければならない。ただし、当該審理の開始の時に、当該事件につい

て第 126 条第 2項ただし書に規定する期間内に請求された訂正審判の審決

が確定している場合は、この限りでない。

3　特許無効審判の被請求人は、第 126 条第 2項ただし書に規定する期間内に

訂正審判を請求した場合において、前 2項の規定により指定された期間内に

前条第 1項の訂正の請求をするときは、その訂正審判の請求書に添付した訂

正した明細書、特許請求の範囲又は図面を援用することができる。

4　第 126 条第 2項ただし書に規定する期間内に訂正審判の請求があつた場合

において、第 1項又は第 2項の規定により指定された期間内に前条第 1項

の訂正の請求がされたときは、その訂正審判の請求は、取り下げられたもの

とみなす。ただし、訂正の請求の時にその訂正審判の審決が確定している場

合は、この限りでない。

5　第 126 条第 2項ただし書に規定する期間内に訂正審判の請求があつた場合

において、第 1項又は第 2項の規定により指定された期間内に前条第 1項

の訂正の請求がされなかつたときは、その期間の末日に、その訂正審判の請

求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を第 3項の規定

により援用した同条第 1項の訂正の請求がされたものとみなす。ただし、そ

の期間の末日にその訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。
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〔条文の解釈〕
　本条は、前条に続いて特許無効審判における訂正の請求について規定す

る。前条が通則、本条が特則の関係にある。本条が規定するのは、審決取

消訴訟で審決取消判決（181 条 1項）又は差戻決定（同条 2項）がされ

て無効審判に差し戻された場合の訂正の請求についてである。

　第 1 項は、特許維持審決に対する審決取消訴訟において取消判決が確定

し、特許無効審判の審理を再度開始する場合、判決確定から 1週間以内

に被請求人から訂正請求をしたい旨の申立てがあったときに限り、訂正請

求のための期間を指定することができることを規定する。第 181 条第 1

項は、審決取消訴訟又は審判・再審の請求書却下決定に対する決定取消訴

訟において訴えの請求を認めるときは、審決又は決定を取り消さなければ

ならない旨を規定する。同条第 5項は、同条第 1項の審決取消判決・決

定取消判決又は同条第 2項の審決取消決定（差戻決定）が確定したとき

は、特許庁で再度審理を行い、審決・決定をしなければならない旨を規定

する。本項で訂正請求のための相当期間の付与を審判長の裁量事項とした

のは、このケースでは訂正の必要がない場合も多いからである。裁判所で

特許維持の審決が取り消されたとはいえ、特許庁審判での判断は特許有効

なのである。もちろん、特許維持審決が取り消されたことは、通常は審判

官をして無効審決を出すように作用するので、特許権者が訂正を望む場合

もあり得る。取消判決の場合においては、次項の差戻決定の場合と異なり、

特許権者に積極的な訂正の意思がない場合まで訂正の機会を与える必要は

ない。また、仮に無効審判において訂正請求ができなくとも、無効審決後

に特許権者が出訴すれば訂正の機会が得られる（126条2項但書）。そこで、

相当期間を付与するのは特許権者の求めがあった場合に限り、かつ、実際

に付与するか否かは、審判長の裁量事項とした。

　第 2 項は、第 181 条第 2項の差戻決定が確定し、特許無効審判の審理

を開始するとき、訂正請求のための期間を指定しなければならないことを

規定する。また但書において、審決取消訴訟を提起してから 90日の期間

内に請求した訂正審判の審決が、差戻審判の審理開始時に確定している場

合は、訂正請求のための期間を指定する必要はないことを規定する。第
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181 条第 2項は、特許無効審決に対する審決取消訴訟が提起された場合

であって、特許権者が訂正審判を請求し又は請求しようとしているときは、

審決取消訴訟での審理が無駄になることを回避するため、裁判所は事件を

審判官に差し戻すために審決を取り消すことを決定できる旨を規定する。

差戻決定は、特許権者に訂正の意思があることが明らかであることにより

されるのであるから、審判長は訂正のための相当期間を必ず付与しなけれ

ばならない。ただし、差戻審判の開始時に訂正審判の審決が確定した場合

には、訂正後の特許の有効性を審理をすれば足りることから、訂正機会は、

訂正審判の審決が確定していないときにのみ与えられる。

　第 3 項は、審決取消訴訟を提起してから 90日の期間内に訂正審判を請

求した場合（126 条 2項但書）であって、特許維持審決に対する取消判

決に伴う訂正請求（本条 1項）又は差戻決定に伴う訂正請求（本条 2項）

をするとき、先に提出した訂正審判の訂正明細書等を援用できることを規

定する。同一内容の訂正明細書等を再度提出する煩わしさをなくして特許

権者の便宜を図るものであるが、訂正の請求手続はする必要がある。「前

2項の規定により指定された期間内に前条第 1項の訂正の請求をするとき

は」のなかで、「前 2項の規定により」のうち「第 1項の規定により」とは、

訂正審判が請求されているにもかかわらず、第 181 条第 2項が裁量規定

であるがゆえに差戻決定がされないで審決取消訴訟の本案審理に入り、特

許維持審決を取消すべき旨の判決が確定して、特許権者から訂正請求の申

立てがあり、訂正審判の審決がなおも確定していない場合であって、ケー

スとしては稀である。また「前 2項の規定により」のうち「第 2項の規

定により」とは、差戻決定がされて訂正請求をする場合であって、訂正審

判の審決が確定していないときである（本条 2項但書）。

　第 4 項は、審決取消訴訟を提起してから 90日の期間内に訂正審判を請

求した場合（126 条 2項但書）であって、特許維持審決に対する取消判

決に伴う訂正請求（本条 1項）又は差戻決定に伴う訂正請求（本条 2項）

がされたときは、訂正審判の審決が確定していない限り、訂正審判は取り

下げられたものとみなす旨を規定する。訂正審判と差戻し後の無効審判が

同時に係属した場合、訂正審判を係属させておく実益がなく無用に手続を
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複雑化させるので、訂正審判は取り下げられたものとみなし、当事者系の

手続である無効審判に訂正の手続を一本化するものである。この規定は、

前項のように訂正審判の内容を援用した訂正請求の場合であれ、訂正審判

の内容と異なる訂正請求の場合であれ、適用される。後者については、訂

正請求と異なる内容の訂正審判が自動的に取り下げられることとなるが、

特許権者の意思は、後でなされた訂正請求のほうが一層の熟慮の結果を反

映しているものであろうから、この規定が特許権者にとって不利益になる

とは考えられない。このみなし取下げ規定は、訂正請求がなされたときに

訂正審判の審決が確定しているときは適用されない。訂正審決の確定後は

訂正審判請求の取下げはできないからである（155 条 1項）。

　第 5 項は、審決取消訴訟を提起してから 90日の期間内に訂正審判を請

求した場合（126 条 2項但書）であって、取消判決又は差戻決定に伴い

訂正請求のための相当期間が指定されたにもかかわらず、特許権者が訂正

請求をしなかったときは、指定期間の末日に訂正審判の審決が確定してい

ない限り、指定期間の末日に第 3項規定の援用により訂正審判における

訂正明細書等と同一内容の訂正請求をしたものとみなすことを規定する。

本項規定が適用されると、訂正請求があったこととなる結果、前項の訂正

審判のみなし取下げ規定が適用され、訂正の手続は無効審判に移行するこ

とになる。なお、第 3項においても、訂正審判における訂正明細書等を

援用して、それと同一内容の訂正請求をすることが規定されているが、第

3項のほうは、特許権者が早期の審理再開を望んで指定期間の終了を待つ

ことなく訂正請求を行う場合のものであるのに対し、本項の方は、特許権

者に審理再開を急ぐ意思が乏しく、時の推移による指定期間の終了によっ

て訂正請求擬制にさせるものである。
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（不適法な審判請求の審決による却下）

第 135 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。

〔条文の解釈〕
　審判における審理は、まず手続書類の適式性の審理、ついで手続の適法

性の審理という 2段階の方式審理をして、方式要件を具備する場合に実

体審理（本案審理）に移っていく。本条は、適式性審理の後の適法性審理

の段階で審判官合議体が却下審決をすることを規定する。

　本条は「審判の請求」とあって、第 133 条第 1項のように「請求書」

の記載不備に限らない。審決却下の対象は条文上「その補正をすることが

できないもの」とあるが、審判請求書の記載不備で、補正によって瑕疵が

治癒するが、補正が要旨変更となってしまう場合（131 条の 2第 3項）、

つまり要旨変更となるけれども補正ができる場合も、審決却下の対象とさ

れる。このほか審決却下の対象となるのは、審判請求期間経過後の請求・

共同出願人の一部の者がした審判請求・共有者の一部の者を被請求人とし

た審判請求・出願番号や特許番号の表示のない請求・在外者が特許管理人

によらないでした審判請求等である。

　審決却下にあたっては、相手方の被請求人に請求書副本を送達すること

なく、よって答弁書の提出を求めることもなく、審決をもって審判の請求

を却下する。審判の請求があったこと及び審判請求が審決却下されたこと

は特許公報に掲載される（193 条 2項 5号・6号）。条文は「却下するこ

とができる」とあたかも裁量規定のように書かれているが、却下以外の処

分はなく義務規定である。

　また、本条は拒絶査定不服審判・訂正審判にも適用がある（161 条・

166 条の反対解釈）。その場合は「被請求人に答弁書を提出する機会を与

えないで」の文言は意味をもたない。

　なお、本条規定は「審判の請求」に限って適用があるので、訂正請求に
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は適用がない。不適法で補正をすることができない訂正請求に対しては、

第 133 条の 2第 1項の審判長による決定却下の規定が適用される。

〔字句の説明〕
〈却下審決、棄却審決、認容審決〉「却下審決」とは、実体審理に入らずに

方式審理（適法性審理）をもって請求を斥ける審決をいう。方式審理（適

式性審理）をもって請求を斥けるのは、審判長による請求書却下決定であ

る（133 条３項）。「棄却審決」とは、実体審理の結論として請求を斥け

る審決をいう。「認容審決」とは、実体審理の結論として請求を認める審

決をいう。

〈訴訟審理・訴訟判決、本案審理・本案判決〉民事訴訟において、本案を

審理するための要件である訴訟要件について審理することを「訴訟審理」

といい、訴訟審理の結果、訴訟要件の欠缺を理由に本案について何ら審理

することなく訴えを斥ける判決を「訴訟判決」又は「却下判決」という。

訴訟要件の具備を前提として請求の当否について審理することを「本案審

理」といい、本案審理の結果出された判決を「本案判決」という。請求を

理由ありとする請求認容判決と請求を理由なしとする請求棄却判決のほ

か、一部認容判決もある。請求認容判決には訴えの種類に応じて確認判決・

給付判決・形成判決があるが、棄却判決はすべて確認判決となる。

〈確認判決、給付判決、形成判決〉「確認判決」とは、権利ないし法律関係

の存否を確定する判決をいう。確認の訴えで行われる本案判決がその例で

あるが、給付の訴え又は形成の訴えにおける請求棄却の判決も、給付請求

権又は形成権の不存在を確定する確認判決である。「給付判決」とは、給

付の訴えに対して原告の主張する給付請求権を認め、被告に対する給付命

令（金 200 万円を支払えとか、家屋を明け渡せという命令文）を判決主

文に掲げる判決をいう。確定した又は仮執行宣言が付された給付判決は、

債務名義として強制執行の基礎となる。「形成判決」とは、形成の訴えを

認容して、その主文で法律関係の変動を宣言する判決をいう。離婚を宣言

したり、株主総会の決議の取消しを宣言する判決がその例である。形成判

決は、形成権の存在を確定する作用をもつ。
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〔審判手続における補正命令・却下・不服申立て〕
Ⅰ．審判請求に関して

①本質的不備を有する審判請求（明細書等補正を伴う拒絶査定不服審判請

求を含む）

②審判請求書の軽微な記載不備

③審判請求手数料の不納・審判請求時の添付書類不備

Ⅱ．中間手続に関して

④本質的不備を有する中間手続

⑤方式不備を有する中間手続

　明細書等補正を伴う拒絶査定不服審判の請求は、前置審査終了までは、

特別に次のようになる。

Ⅲ．審判請求に関して

⑥本質的不備を有する審判請求（①に同じ）

⑦審判請求書の軽微な記載不備・審判請求手数料の不納・審判請求時の添

付書類不備

審決却下
　→
	
審決取消訴訟　→

	 東京高裁
（135条）	 	 （178条）

補正命令
  　　→

	 請求書の決定却下
　→
	
決定取消訴訟　→

	 東京高裁
（133条1項）	 （133条3項）	 	 （178条）

補正命令
  　　→

	 請求書の決定却下
　→
	
決定取消訴訟　→

	 東京高裁
（133条2項）	 （133条3項）	 	 （178条）

決定却下
　　→

	 行政不服審査法に
　→
	 行政事件訴訟法に

　→
　
東京地裁（133条の2）	 基づく審査請求	 基づく訴訟

補正命令		　
　→

	 決定却下	　	
　→

	 行政不服審
　→

	 行政事件訴
　→

	
東京地裁（133条2項）	 （133条3項）	 査法に基づ	 訟法に基づ

	 	 く審査請求	 く訴訟

審決却下
　→
	
審決取消訴訟　→

	 東京高裁
（135条）	 	 （178条）

補正命令		
　　→

	 請求書の決定却下
　→
	
決定取消訴訟　→

	 東京高裁
（17条3項）	 （18条1項）	 	 （178条）


