
    Tsai, Lee & Chen     15

一、　外部からの質問

 3.査定前は、いつでも面接を申請す

ることができるか。どの段階で申請

するのが好ましいか。 

3.面接の時期に関しては、現行の専利法第 42 条の規定によれば、

専利案件の審査期間内において、いつでも請求によりまたは職

権で面接が行える。そのため、意見書を提出する前でも面接を

申請することができるが、いつ面接が行われるかについては、

審査官が個別案件の事情に応じて決定する。 

（1）出願と同時に面接を要請する出願の場合、ほとんどの出願人

は出願の技術内容をより詳細に説明することで、審査官に技

術内容を理解してもらった後、正確な方向に検索が行われる

ことを望んでいる。 

（2）実務上、面接効率を上げるために、また当事者が何度も補正

しまたは面接の申請をすることで、審査に支障を来すことが

ないように、審査官は当事者の補正書や意見書を受領した後、

知的財産局の発行した拒絶理由通知（審査意見通知書）の内

容と意見書または補正書の内容について口頭で説明するよう

当事者に求めることが多い。 

 

事項 質問または意見 回答 

申請時期 1.出願人はいつ面接を申請するこ

とができるか。 

1.専利出願後から査定前までの間は、いつでも面接を申請するこ

とができるが、出願人が拒絶理由通知（審査意見通知書）を受

領した後、補正書や意見書の提出と同時に面接を申請すること

ができるため、争点が明確であるという点から、この時期に面

接を受けるのが最も効果的である。 

 2.査定後に面接を申請することが

できるか。 

2.専利法第 42条第 1項第 1 号の規定により、特許を審査するとき

に限り、請求によりまたは職権で出願人に知的財産局に来局し

て面談するよう通知することができる。そのため、査定後は面

接の申請または実施をすることができない。初審査定の案件に

ついては、再審査を請求した後でなければ、面接の申請や実施

をすることができない。 

 3.査定前は、いつでも面接を申請す

ることができるか。どの段階で申請

するのが好ましいか。 

3.面接の時期に関しては、現行の専利法第 42 条の規定によれば、

専利案件の審査期間内において、いつでも請求によりまたは職

権で面接が行える。そのため、意見書を提出する前でも面接を

申請することができるが、いつ面接が行われるかについては、

審査官が個別案件の事情に応じて決定する。 

（1）出願と同時に面接を要請する出願の場合、ほとんどの出願人

は出願の技術内容をより詳細に説明することで、審査官に技

術内容を理解してもらった後、正確な方向に検索が行われる

ことを望んでいる。 

（2）実務上、面接効率を上げるために、また当事者が何度も補正

しまたは面接の申請をすることで、審査に支障を来すことが

ないように、審査官は当事者の補正書や意見書を受領した後、

知的財産局の発行した拒絶理由通知（審査意見通知書）の内

容と意見書または補正書の内容について口頭で説明するよう

当事者に求めることが多い。 

「面接改善方案」試行期間中の諸問題及びそれらに対する回答



事項 質問または意見 回答 

申請時期 1.出願人はいつ面接を申請するこ

とができるか。 

1.専利出願後から査定前までの間は、いつでも面接を申請するこ

とができるが、出願人が拒絶理由通知（審査意見通知書）を受

領した後、補正書や意見書の提出と同時に面接を申請すること

ができるため、争点が明確であるという点から、この時期に面

接を受けるのが最も効果的である。 

 2.査定後に面接を申請することが

できるか。 

2.専利法第 42条第 1項第 1 号の規定により、特許を審査するとき

に限り、請求によりまたは職権で出願人に知的財産局に来局し

て面談するよう通知することができる。そのため、査定後は面

接の申請または実施をすることができない。初審査定の案件に

ついては、再審査を請求した後でなければ、面接の申請や実施

をすることができない。 

 3.査定前は、いつでも面接を申請す

ることができるか。どの段階で申請

するのが好ましいか。 

3.面接の時期に関しては、現行の専利法第 42 条の規定によれば、

専利案件の審査期間内において、いつでも請求によりまたは職

権で面接が行える。そのため、意見書を提出する前でも面接を

申請することができるが、いつ面接が行われるかについては、

 5.出願人は知的財産局が拒絶理由

通知（審査意見通知書）を発行した

後、補正を提出する。意見書が条件

式面接の記述形式でなかったため

に、案件が審査官に直接拒絶査定さ

れたら、どうすればいいのか。条件

式面接の記述は必要か。 

5.出願人が提出した条件式面接に対して、審査官は個別案件の事

情に応じて面接を行うか否かを決定する。当事者が意見書によ

る説明だけでは疑義を解消できないと考える場合、意見書を提

出する際に、同時に面接を申請できる。初回の面接申請に対し

ては、知的財産局は受諾するはずである。ただし、審査の過程

において、複数回、面接申請を提出する場合、審査官は個別案

件に応じて 1回以上の面接を行うか否かを決定する。 

面接料金 1.面接には、手数料がかかるか。 1. 経済部知的財産局の専利政府手数料徴収弁法第 8条第2項の規

定により、面接を申請する場合、1 件１回につき NT＄1000かか

る。ただし、知的財産局が職権で面接を行う場合は、面接手数

料は徴収されない。 

 2.面接手数料は面接申請時に、納付

しなければならないか。 

2. 専利案件面接作業要点第 7点第 1項の規定により、面接申請者

は遅くとも面接を受ける前までには面接手数料を納付しなけれ

ばならない。納付しなかった場合は、専利法第 17条第 1項の規

定により、面接を受諾しない。 

事項 質問または意見 回答 

申請時期 1.出願人はいつ面接を申請するこ

とができるか。 

1.専利出願後から査定前までの間は、いつでも面接を申請するこ

とができるが、出願人が拒絶理由通知（審査意見通知書）を受

領した後、補正書や意見書の提出と同時に面接を申請すること

ができるため、争点が明確であるという点から、この時期に面

接を受けるのが最も効果的である。 

 2.査定後に面接を申請することが

できるか。 

2.専利法第 42条第 1項第 1 号の規定により、特許を審査するとき

に限り、請求によりまたは職権で出願人に知的財産局に来局し

て面談するよう通知することができる。そのため、査定後は面

接の申請または実施をすることができない。初審査定の案件に

ついては、再審査を請求した後でなければ、面接の申請や実施

をすることができない。 

 3.査定前は、いつでも面接を申請す

ることができるか。どの段階で申請

するのが好ましいか。 

3.面接の時期に関しては、現行の専利法第 42 条の規定によれば、

専利案件の審査期間内において、いつでも請求によりまたは職

権で面接が行える。そのため、意見書を提出する前でも面接を

申請することができるが、いつ面接が行われるかについては、

審査官が個別案件の事情に応じて決定する。 

（1）出願と同時に面接を要請する出願の場合、ほとんどの出願人

は出願の技術内容をより詳細に説明することで、審査官に技

術内容を理解してもらった後、正確な方向に検索が行われる

ことを望んでいる。 

（2）実務上、面接効率を上げるために、また当事者が何度も補正

しまたは面接の申請をすることで、審査に支障を来すことが

ないように、審査官は当事者の補正書や意見書を受領した後、

知的財産局の発行した拒絶理由通知（審査意見通知書）の内

容と意見書または補正書の内容について口頭で説明するよう

当事者に求めることが多い。 

 4.審査官との面談について、拒絶理

由通知（審査意見通知書）に「…意

見書に『面接要請』と明記してくだ

さい…」との記載があるが、意見書

の提出前に面接を行う可能性はあ

るか。 

4.現行の専利法第 42条の規定により、専利案件の審査期間におい

て、請求によりまたは職権で面接を行えるため、意見書の提出

前に当事者は面接を申請することができるが、いつ面接が行わ

れるかについては、審査官が個別案件の事情に応じて判断する。

以下、面接の時期及び内容について説明する。 

（1）拒絶理由通知（審査意見通知書）の発行前に申請する面接（段

階 A）：初審査の場合、当事者は審査官が技術内容を理解でき

るよう、出願の技術内容について説明しなければならない。

再審査の場合、当事者は初審査の拒絶理由、引用文献または

補正の内容について説明しなければならない。 

（2）拒絶理由通知（審査意見通知書）の発行後、意見書の提出前

に申請する面接（段階 B）：この段階の面接では、当事者は通

常、後続の応答及び補正が順調に進むように、審査官の意見

を明確化させたいと考えている。 

（3）意見書の提出後に申請する面接（段階 C）：この段階では、

当事者は拒絶理由通知（審査意見通知書）及び意見書の内容

について口頭で説明しなければならない。実務上、多くの審

査官は、当事者が何度も補正または応答するのを防ぎ、面接

効率を上げるために、意見書を受領した後に、はじめて面接

を行う。 

（4）前述の質問で言及された拒絶理由通知（審査意見通知書）の

「…意見書に『面接要請』と明記してください…」との記載

について、現行の拒絶理由通知（審査意見通知書）では既に

「…面接申請書に面接事項及び説明…明記してください」に

改正された。 
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事項 質問または意見 回答 

申請時期 1.出願人はいつ面接を申請するこ

とができるか。 

1.専利出願後から査定前までの間は、いつでも面接を申請するこ

とができるが、出願人が拒絶理由通知（審査意見通知書）を受

領した後、補正書や意見書の提出と同時に面接を申請すること

ができるため、争点が明確であるという点から、この時期に面

接を受けるのが最も効果的である。 

 2.査定後に面接を申請することが

できるか。 

2.専利法第 42条第 1項第 1 号の規定により、特許を審査するとき

に限り、請求によりまたは職権で出願人に知的財産局に来局し

て面談するよう通知することができる。そのため、査定後は面

接の申請または実施をすることができない。初審査定の案件に

ついては、再審査を請求した後でなければ、面接の申請や実施

をすることができない。 

 3.査定前は、いつでも面接を申請す

ることができるか。どの段階で申請

するのが好ましいか。 

3.面接の時期に関しては、現行の専利法第 42 条の規定によれば、

専利案件の審査期間内において、いつでも請求によりまたは職

権で面接が行える。そのため、意見書を提出する前でも面接を

申請することができるが、いつ面接が行われるかについては、

審査官が個別案件の事情に応じて決定する。 

（1）出願と同時に面接を要請する出願の場合、ほとんどの出願人

は出願の技術内容をより詳細に説明することで、審査官に技

術内容を理解してもらった後、正確な方向に検索が行われる

ことを望んでいる。 

（2）実務上、面接効率を上げるために、また当事者が何度も補正

しまたは面接の申請をすることで、審査に支障を来すことが

ないように、審査官は当事者の補正書や意見書を受領した後、

知的財産局の発行した拒絶理由通知（審査意見通知書）の内

容と意見書または補正書の内容について口頭で説明するよう

当事者に求めることが多い。 

 3.査定前は、いつでも面接を申請す

ることができるか。どの段階で申請

するのが好ましいか。 

3.面接の時期に関しては、現行の専利法第 42 条の規定によれば、

専利案件の審査期間内において、いつでも請求によりまたは職

権で面接が行える。そのため、意見書を提出する前でも面接を

申請することができるが、いつ面接が行われるかについては、

審査官が個別案件の事情に応じて決定する。 

（1）出願と同時に面接を要請する出願の場合、ほとんどの出願人

は出願の技術内容をより詳細に説明することで、審査官に技

術内容を理解してもらった後、正確な方向に検索が行われる

ことを望んでいる。 

（2）実務上、面接効率を上げるために、また当事者が何度も補正

しまたは面接の申請をすることで、審査に支障を来すことが

ないように、審査官は当事者の補正書や意見書を受領した後、

知的財産局の発行した拒絶理由通知（審査意見通知書）の内

容と意見書または補正書の内容について口頭で説明するよう

当事者に求めることが多い。 

 2.面接手数料は面接申請時に、納付

しなければならないか。 

2. 専利案件面接作業要点第 7点第 1項の規定により、面接申請者

は遅くとも面接を受ける前までには面接手数料を納付しなけれ

ばならない。納付しなかった場合は、専利法第 17条第 1項の規

定により、面接を受諾しない。 

 
申請手続 1.誰が面接を申請できるか。 1.出願人または出願人が委任した弁理士、専利代理人、弁護士、

無効審判請求人、無効審判被請求人またはそれらが委任した弁

理士、専利代理人、弁護士は、いずれも面接を申請することが

できる。 

 2.知的財産局が面接を受諾しない

ことがあるか。 

2.原則上、専利出願または無効審判事件の審査期間内の初回の申

請である場合、特別な事情がない限り面接を行う。ただし、下

記のいずれかに該当する場合は、面接を受諾しないとすること

ができ、査定書に受諾しない理由を明記する。 

（一）単に出願が専利になるか否かについて問い合わせる場合。 

（二）無効審判請求時に、具体的な無効審判請求の理由を提出せ

ずに直ちに面接を申請する場合。 

（三）技術内容、案件内容とは明らかに関連性のない理由で面接

を申請する場合。 

（四）再面接を申請したが、案件内容が既に明確となったため面

接を行う必要がない場合。 

 3.どこで面接を行うことができる

か。 

3.面接は知的財産局の面接室等または各地の事務所で実施しなけ

ればならない。必要に応じて、知的財産局または各地の事務所

に設置されたテレビ会議システムを用いて面接を行うことがで

きる。面接申請書でテレビ面接を行うための適切な事務所を選

択することができる。 

 4.何故、「面接の根拠となる明細書

(補正がある場合はその最新版)」を

面接申請書に記入しなければなら

ないのか。 

4.面接の根拠となる明細書は、明細書の補正版が異なることによ

り認識上の誤解が生じるのを防ぐとともに、後続の知的財産局

の審査用明細書の正確性を確保するために、面接時に、当事者

と審査官が討論する審査用明細書と同一であることを確認する

ためのものである。 

 

 4.何故、「面接の根拠となる明細書

(補正がある場合はその最新版)」を

面接申請書に記入しなければなら

ないのか。 

4.面接の根拠となる明細書は、明細書の補正版が異なることによ

り認識上の誤解が生じるのを防ぐとともに、後続の知的財産局

の審査用明細書の正確性を確保するために、面接時に、当事者

と審査官が討論する審査用明細書と同一であることを確認する

ためのものである。 

 5.何故、「面接事項と説明」を面接

申請書に記入しなければならない

のか。 

5.面接事項と説明とは、面接時に明確にしたり説明したりする主

題で、面接申請書中の特定の主題項目にチェックを入れて選択

する。また、審査官及び当事者が面接前に準備を順調に進めら

れるよう、選択した主題項目について、説明の欄で簡単に説明

する。 

面接出 

席者 

1.だれが面接に出席できるのか。 1.専利案件面接作業要点第 4 点の規定により、下記の者が面接に

出席できる。 

（一）専利審査に関わる知的財産局の職員。 

（二）発明者、実用新案考案者またはデザイナー（創作者）。 

（三）出願人または出願人の被雇用者、または出願人が委任する

弁理士、専利代理人、弁護士。 



事項 質問または意見 回答 

申請時期 1.出願人はいつ面接を申請するこ

とができるか。 

1.専利出願後から査定前までの間は、いつでも面接を申請するこ

とができるが、出願人が拒絶理由通知（審査意見通知書）を受

領した後、補正書や意見書の提出と同時に面接を申請すること

ができるため、争点が明確であるという点から、この時期に面

接を受けるのが最も効果的である。 

 2.査定後に面接を申請することが

できるか。 

2.専利法第 42条第 1項第 1 号の規定により、特許を審査するとき

に限り、請求によりまたは職権で出願人に知的財産局に来局し

て面談するよう通知することができる。そのため、査定後は面

接の申請または実施をすることができない。初審査定の案件に

ついては、再審査を請求した後でなければ、面接の申請や実施

をすることができない。 

 3.査定前は、いつでも面接を申請す

ることができるか。どの段階で申請

するのが好ましいか。 

3.面接の時期に関しては、現行の専利法第 42 条の規定によれば、

専利案件の審査期間内において、いつでも請求によりまたは職

権で面接が行える。そのため、意見書を提出する前でも面接を

申請することができるが、いつ面接が行われるかについては、

審査官が個別案件の事情に応じて決定する。 

（1）出願と同時に面接を要請する出願の場合、ほとんどの出願人

は出願の技術内容をより詳細に説明することで、審査官に技

術内容を理解してもらった後、正確な方向に検索が行われる

ことを望んでいる。 

（2）実務上、面接効率を上げるために、また当事者が何度も補正

しまたは面接の申請をすることで、審査に支障を来すことが

ないように、審査官は当事者の補正書や意見書を受領した後、

知的財産局の発行した拒絶理由通知（審査意見通知書）の内

容と意見書または補正書の内容について口頭で説明するよう

当事者に求めることが多い。 

  

 

（3）知的財産局は 2017年 6 月 16日に検討協議を行い、出願人が

別途委任した者（文書代理受領者を含む）は、知的財産局の

専利案件面接作業要点の各項の規定を満さないと判断した。

従って、専利案件面接作業要点第 4 点の規定に該当しない者

は、たとえ出願人が作成した委任状を有していても面接に出

席できない。その外、出願人の被雇用者が面接に出席する場

合は、面接出席時に雇用関係を証明する書類を提出しなけれ

ばならない。 

 

 

  

3. 専利案件面接作業要点第 4 点の

規定に関して、出願人が委任すると

いう方法で文書代理受領者が面接

に出席可能か否かを説明してほし

い。 

3. 

（1）かつて、出願人が委任状を作成して当該出願の専利知識を備

える者を出席させる場合、審査官は技術の争点を明確化する

という目的により、委任状を有する者の面接出席をほとんど

許可していた。 

（2）しかしながら、専利案件面接作業要点（4）の後半の規定に

よれば、委任を受けた弁理士、専利代理人、弁護士に委任さ

れた当該出願の専利知識を有する者のみが面接に出席するこ

とができる。また、2017 年 4 月 17 日に知的財産局が開催し

た専利品質諮問会議に参加した専門家からは、文書代理受領

者が「出願人」に委任されて面接に来るとき、当該代理受領

者が前記資格を有しない場合、面接に出席できるという意見

は排除すべきとの提案があった。 

 

のか。 する。また、審査官及び当事者が面接前に準備を順調に進めら

れるよう、選択した主題項目について、説明の欄で簡単に説明

する。 

面接出 

席者 

1.だれが面接に出席できるのか。 1.専利案件面接作業要点第 4 点の規定により、下記の者が面接に

出席できる。 

（一）専利審査に関わる知的財産局の職員。 

（二）発明者、実用新案考案者またはデザイナー（創作者）。 

（三）出願人または出願人の被雇用者、または出願人が委任する

弁理士、専利代理人、弁護士。 

（四）無効審判請求人、無効審判被請求人またはそれらが委任す

る弁理士、専利代理人、弁護士。 

（五）前記（三）または（四）の弁理士、専利代理人、弁護士が

委任する当該出願の専門知識を有する者。ただし、知的財

産局の許可を得なければならない。 

 2.面接の出席者はどのような証明

書類を用意すべきか。 

2.出席者は身分証明書を持参しなければならない。受任者の場合

は委任状も持参しなければならない。 

 

 



事項 質問または意見 回答 

申請時期 1.出願人はいつ面接を申請するこ

とができるか。 

1.専利出願後から査定前までの間は、いつでも面接を申請するこ

とができるが、出願人が拒絶理由通知（審査意見通知書）を受

領した後、補正書や意見書の提出と同時に面接を申請すること

ができるため、争点が明確であるという点から、この時期に面

接を受けるのが最も効果的である。 

 2.査定後に面接を申請することが

できるか。 

2.専利法第 42条第 1項第 1 号の規定により、特許を審査するとき

に限り、請求によりまたは職権で出願人に知的財産局に来局し

て面談するよう通知することができる。そのため、査定後は面

接の申請または実施をすることができない。初審査定の案件に

ついては、再審査を請求した後でなければ、面接の申請や実施

をすることができない。 

 3.査定前は、いつでも面接を申請す

ることができるか。どの段階で申請

するのが好ましいか。 

3.面接の時期に関しては、現行の専利法第 42 条の規定によれば、

専利案件の審査期間内において、いつでも請求によりまたは職

権で面接が行える。そのため、意見書を提出する前でも面接を

申請することができるが、いつ面接が行われるかについては、

審査官が個別案件の事情に応じて決定する。 

（1）出願と同時に面接を要請する出願の場合、ほとんどの出願人

は出願の技術内容をより詳細に説明することで、審査官に技

術内容を理解してもらった後、正確な方向に検索が行われる

ことを望んでいる。 

（2）実務上、面接効率を上げるために、また当事者が何度も補正

しまたは面接の申請をすることで、審査に支障を来すことが

ないように、審査官は当事者の補正書や意見書を受領した後、

知的財産局の発行した拒絶理由通知（審査意見通知書）の内

容と意見書または補正書の内容について口頭で説明するよう

当事者に求めることが多い。 

 4.知的財産局が当事者に提示する

「知的財産局の面接に際しての注

意事項」には、「面接の出席者数が 3

名を超える場合は、発言者を 1名指

定しなければならない」と記載され

ているが、出席者数が 3名を超える

というのは、通常重要な案件である

のに、1 名しか発言できないのは実

際の面接で困難が生じる。面接時の

発言者数の制限を緩和することは

できないか。 

 5.出席者は現場でどんな規定に従

わなければならないか。 

5.出席者は会場の秩序を守らなければならない。不当な陳述また

はその他の行為をした場合、知的財産局は是正させまたは制止

をすることができる。出席者が知的財産局の是正を不服としま

たは制止に従わない場合、知的財産局は当該面接を中止しまた

は取消すことができ、その事情を面接記録に記載する。 

面接記録 1.出席者は面接時の内容を録音ま

たは録画することができるか。 
1.できる。ただし、事前に告知しなければならない。 

 2.知的財産局は面接時の録音資料

を提供するか。 

2.知的財産局は面接時の内容の録音資料を自発的に又は申請によ

り提供することはないが、当事者が録音または録画を必要と考

える場合は、事前に告知したうえで、録音または録画すること

ができる。 

 3.面接記録表は必ずコンピュータ

で作成しなければならないか。 

3.面接記録表の作成方法はコンピュータで作成する方法に限らな

い。手書きの文字が容易に判読できるものであれば、手書きで

記録することも認められる。 

 
 4.面接時の内容は調書方式で作成

されるか。 

4.面接の目的は、円滑な意思疎通が図れる手段を双方に提供する

ことにあり、双方の意思疎通過程のポイントは要約または結論

方式で記録されるため、双方の意見を逐語的な調書方式で作成

する必要はない。 

 5.面接記録表には出席者の自署が

必要か。面接記録表は出席者の保管

用として提供されるのか。 

5.面接記録表には面接の日時、面接場所、出（列）席者、面接事

項及び質疑応答のポイントが記載され、出席者は面接記録表に

自署する。出席者が面接記録表への自署を拒否した場合は、そ

の事由を面接記録表に記載しなければならない。なお、出席者

の保管用として面接記録表の写しを提供することができる。 

 6.当事者の意見を当事者自らが面

接記録表に記載することができる

か。 

6.現行の面接記録表は、当事者がコンピュータによりまたは手書

きなどの方法で自分の意見を記録することが認められている。 



事項 質問または意見 回答 

申請時期 1.出願人はいつ面接を申請するこ

とができるか。 

1.専利出願後から査定前までの間は、いつでも面接を申請するこ

とができるが、出願人が拒絶理由通知（審査意見通知書）を受

領した後、補正書や意見書の提出と同時に面接を申請すること

ができるため、争点が明確であるという点から、この時期に面

接を受けるのが最も効果的である。 

 2.査定後に面接を申請することが

できるか。 

2.専利法第 42条第 1項第 1 号の規定により、特許を審査するとき

に限り、請求によりまたは職権で出願人に知的財産局に来局し

て面談するよう通知することができる。そのため、査定後は面

接の申請または実施をすることができない。初審査定の案件に

ついては、再審査を請求した後でなければ、面接の申請や実施

をすることができない。 

 3.査定前は、いつでも面接を申請す

ることができるか。どの段階で申請

するのが好ましいか。 

3.面接の時期に関しては、現行の専利法第 42 条の規定によれば、

専利案件の審査期間内において、いつでも請求によりまたは職

権で面接が行える。そのため、意見書を提出する前でも面接を

申請することができるが、いつ面接が行われるかについては、

審査官が個別案件の事情に応じて決定する。 

（1）出願と同時に面接を要請する出願の場合、ほとんどの出願人

は出願の技術内容をより詳細に説明することで、審査官に技

術内容を理解してもらった後、正確な方向に検索が行われる

ことを望んでいる。 

（2）実務上、面接効率を上げるために、また当事者が何度も補正

しまたは面接の申請をすることで、審査に支障を来すことが

ないように、審査官は当事者の補正書や意見書を受領した後、

知的財産局の発行した拒絶理由通知（審査意見通知書）の内

容と意見書または補正書の内容について口頭で説明するよう

当事者に求めることが多い。 
 3.指定された日時に面接に出席で

きない場合は、どうすればよいか。 

3.事前に電話によりまたは書面にて知的財産局に面接の日程変更

を申請することができる。面接の日程変更を申請せず指定時間に

面接に来なかった出願に対し、知的財産局は直ちに審査を行う。

無効審判請求事件に関しては、当事者の一方が出席しなかった場

合、審査官は他方の当事者とのみ面接をすることができる。双方

とも出席しなかった場合、知的財産局は現有の資料に基づいて審

査を行う。 

その他 1.今後の面接も、長官が同席する

か。 

1.2017年 7月以降に実施する面接に参加するのは主に審査官と当

事者である。ただし、内容が複雑で、複数の分野に関連し、国内

外に重大な影響を与えるまたは難しい法律問題に関る案件、また

は初めて面接を担当する審査官の場合は、科長以上の長官または

シニア審査官が審査に協力するために同席することができる。 

 

 3.面接申請書に書いていない面接

事項を、面接時に討論することは可

能か。 

3.面接申請書の面接事項は、審査官及び当事者が面接実施前に準

備するためのものである。案件内容と関連があるが、面接事項に

は記載されていない場合、当事者が審査官にその理由を説明し、

その後、審査官が個別案件の事情に応じて提案または討論をする

か否かを決定する。 

面接後 １.面接後、知的財産局はどのぐら

いで審査意見通知書を発行するか。 

1.当事者が改めて補正または補充資料を提供する必要のない案件

については、知的財産局は面接後 1～2 ヶ月以内に審査意見通知

書（査定書を含む）を発行する。 

 当事者が改めて補正または補充資料を提出する必要がある案件

については、知的財産局は補充資料を受領後、1～2 ヶ月以内に

審査意見通知書（査定書を含む）を発行する。 

 2.面接後に、当事者が注意すべき事

項は何か。 

2.面接後、当事者は面接記録表に記載された指定期間内に意見書、

修正書または補充資料を提出しなければならない。指定期間内に

提出しなかった場合は、知的財産局が現有の資料に基づいて査定

をする。 

 

面接手続 

 

1.当事者は面接当日に新たな証拠

を提出することができるか。 

1.当事者が面接時に初めて提出する補正または新たな証拠は、案

件の審査基礎を変動させる可能性があることから、面接効率的

を維持するために、原則として面接現場での前記書類の提出は

避けるべきである。 

ただし、当事者の権益に配慮して、審査官は当該書類が案件内

容と面接の進行に役立つか否かを考慮した上で、面接事項を維

持するか否かまたは調整するか否かを決定する。 

 2.面接に時間制限があるか。 2.各案件ごとの 1 回の面接時間は１時間が原則である。ただし、

担当審査官が同意した場合には、１時間延長することができる。 

 


