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意見項目

修正提案

修正理由

第一部第 下線部分について説明補充を希望する。

以下の点について記載補充されることを希

一章

望する。

6.3 新 規 「.....

・証明資料を発行してもらう手続とは、ど

性を喪失 （1）国に緊急事態又は非常事態が起きた のような手続なのかの記載
しない公 とき、公共の利益のために初めて公開され ・証明資料を発行してもらう手続が煩雑と
開

た場合；

ならないような規程

.....

・証明資料の発行を求めても、証明資料を

国に緊急事態又は非常事態が起きた際に、 発行してもらえない場合があるのかどうか
公共の利益のために公開されたことに係 がわかるような記載
る証明資料は、省級以上の人民政府の関連
部門が発行しなければならない。証明資料
には公共の利益のために公開された事由、
日付及び当該発明創造の公開日、形式と内
容を明記し、公印を捺印しなければならな
い。
」

第一部第 下線部分については追加、取り消し線につ ある発明について、様々な観点で複数の出
一章

いては削除を希望する。

願を多面的に実施し、出願群にて当該発明

7.9

を保護する、ということは、出願戦略上、
実施可能性の高い態様の一つである為、
「異

「・・・

初歩審査において、審査官は本指南の第二 なる発明創造の特徴若しくは要素を簡単に
部第一章第 5 節の規定を参照し、専利出願 組み合わせて変化を加えた複数の専利出願
の過程における行為が明らかに信義誠実 を同時に又は前後して提出する」ことを真
の原則に違反するかどうかについて審査 偽誠実の原則に違反すると位置づけること
しなければならない。明らかに信義誠実の は、適正な発明保護を行う為の出願戦略を
原則に違反する行為は、次のものを含む 阻害する可能性があり、修正すべきと考え
が、これらに限らない。発明創造の内容お た。
よび保護範囲が明らかに同じであるもの、
り、又は異なる発明創造の特徴若しくは要
1

素を簡単に組み合わせて変化を加えたて
いるが、組み合わせた後の各特徴若しくは
各要素同士は機能上で相互作用の関係が
ない複数の専利出願を同時に又は前後し
て提出するもの、専利出願において発明創
造の内容、実験データ若しくは技術的効果
の改竄、偽造若しくは変造、又は先行技術
の盗作、各技術的特徴同士は機能上で相互
作用の関係がなく単純な置き換え、寄せ集
めなどに類似する状況があるもの、専利出
願に係る発明創造が明らかに出願人、発明
者の実際の研究開発能力及び資源・条件に
一致しないもの、信義誠実の原則に違反
し、専利業務の正常な秩序をかき乱すその
他の非正常な専利出願行為及び関連の行
為である。
」
・・・

第一部分

下線部分については追加、取り消し線につ ・
「シャドー線」による意匠の立体的な形状

第三章

いては削除を希望する。

（曲面のふくらみ等）の表示を可能とする
ことを希望する。

4.2.2

「図面は中国の技術製図と機械製図に関 ・
「鎖線」の使い分けについて明示すること
する国家基準における正投影関係、線幅、 を希望する。
及び切断マークの規定に従って、幅が均一 本項及び「4.4.2 意匠図面又は写真」からす
「鎖線」は”意匠の形状の表示”には用
な実線により、意匠の形状を示すように作 ると、
成しなければならない。シャドー線、鎖線 いることができないが、部分意匠における”
などで意匠の形状を表示してはならない。 境界線”としては使用できると理解できる
2 本の平行する二鎖線又は自然切断線によ が、この点を明確化することを希望する。
り、細長い物品の省かれる部分を示すこと
ができる。図面において、指示線で切断の ・意匠における「図面」は権利範囲を示す
「図面は意匠を明確に表示
位置と方向、拡大する部位、透明な部位な ものであるため、
」は削除されるべ
どを示すことができるが、中心線、寸法線 していなければならない。
などの必要のない線又は標記はあっては きではないと考える。
ならない。図面は、意匠登録を受けようと
する部分を明確に表示していなければな この削除が、部分意匠導入による「意匠登
らない」

録を受けようとする部分ではない破線部
分」の表示に起因するものであるならば、
2

本規定は、
「図面は、意匠登録を受けようと
する部分を明確に表示していなければなら
ない」に修正するべきであると考える。

第一部第 下線部分については追加、取り消し線につ 下記の理由により、部分意匠の製品名称に
三章

いては削除を希望する。

ついて、保護を求める部分を含む製品全体

4.4.1 製
品名称

のみを明記することを希望する
「部分意匠専利を出願する場合、製品名称 ①製品全体のみで対象意匠の製品の特定は
において保護を求める部分及びそれを含 可能であること
む製品全体を明記しなければならない。例 ②「保護を求める部分」を特定し明記する
えば、「自動車のドア」、「携帯電話のカメ ことが難しい部分意匠があること（例示の
ラ」である。
」

ような独立した部品ではない領域の一部分
の場合）

そ の 他 の 要 求 事 項 は 本 部 分 の 第 三 章 第 ③「保護を求める部分」を明記することで、
製品類似の範囲が不明確になる懸念がある

4.1.1 節の規定を参照する。

（「自動車用のドア」は、
「自動車」に限定
されず「ドア」との製品類似を構成するの
か）
④他国の部分意匠制度では製品名称におい
て「保護を求める部分」を明記することは
求められておらず、国際ハーモナイズを損
なうことになるため。

第一部第 下線部分については追加、取り消し線につ ・製品分野によっては、立体図が製造上必
三章

いては削除を希望する。

要ではなく、意匠出願のために新たに立体

4.4.2 意

図を作成する必要が生じる。

匠図面又 「製品全体の図面については、専利保護を また、立体図について、米国、欧州、日本
は写真

求める製品の部分意匠及び製品全体にお などにこのような規定はないため、当該規
けるその位置と比例関係を明確に表示し 定はハーモナイズの観点からも当該規定は
なければならない。保護を求める部分が立 削除が望ましいと考える。
体的な形状を含む場合、提出した図面には
当該部分を明確に表示する立体図を含ま ・現状の記載である「単色で半透明なブロ
なければならない。

ックで保護を求める部分を覆うこと」は他

提出した図面については、保護を求める部 国の部分意匠登録において一般的ではない
分とその他の部分を明確に区別できなけ ため、国際ハーモナイズの観点から他国に
ればならない。実線と点線の組合せで保護 おいて一般的に用いられている CG に関す
3

を求める内容を表示する場合、実線は保護 る例示を希望する。
を求める部分を示し、点線はその他の部分
を示す。その他の形態で保護を求める内容
を表示することもできる。例えば、コンピ
ュータ・グラフィックス（CG)による図面
において保護を求める部分を色分けする
こと、単色で半透明なブロックで保護を求
める部分を覆うことである。必要に応じ
て、部分意匠における保護を求める部分と
その他の部分との境界線を鎖線で表示し
なければならない。
」

第一部第 以下の取り消し線部の削除を希望する。

意匠の内容は、願書の記載及び願書に添付し

三章

た図面の両方が同時に参酌され、両方の内容

4.4.3 簡 「（3）必要に応じて、保護を求める部分意匠 を総合して理解されるものであることから、
単な説明

の用途を明記し、かつ、製品名称において反 保護を求める部分の用途は、出願当初の願書
映される用途に対応しなければならない。
」

の記載及び願書に添付した図面を総合的に
参酌した上で明らかになればよいと考える。

代わりに、審査指南の適当な箇所に「必要に

参考までに、日本の審査基準では『
「意匠登

応じて、出願当初の願書の記載及び願書に添 録を受けようとする部分」の用途及び機能』
付した図面によって、保護を求める部分の用 は「出願当初の願書の記載及び願書に添付し
途を具体的に表す。」と追記することを要望

た図面等で具体的に表すよう記載されてい

する。

る。
簡単な説明の欄に保護を求める部分の用途
を明記させる当該規定を削除し、ハーモナイ
ズの観点から日本の審査基準を参考にした
規定の追記が望ましいと考える。

第一部第

下線部分については追加、取り消し線につい 下記の理由により、グラフィカルユーザイン

三章

ては削除を希望する。

ターフェースの部分意匠の製品名称につい

4.5.2.1

ては「グラフィカルユーザインターフェース

グラフィ

「…出願人がグラフィカルユーザインター の主な用途及びそれを用いた製品」までと

カルユー

フェースの一部分で意匠専利を出願する場 し、
「保護を求める部分」の記載は求めないこ

ザインタ

合、製品名称においては、グラフィカルユー とを希望する。

ーフェー

ザインターフェースの主な用途及びそれを ①グラフィカルユーザインターフェースの

スを用い

用いた製品保護を求める部分を明記しなけ 主な用途のみで対象意匠の用途の特定は可

4

た製品を

ればならない。例えば、
「携帯電話における移 能であること

含むパタ

動決済用のグラフィカルユーザインターフ ② 「保護を求める部分」を明記することが難

ーンによ

ェースの検索バー」である。また、図面の提 しい部分意匠があること（例示のような独立

る出願

出は本部分の第三章第 4.4.2 節の規定に合致 した部品ではない画面の一部分の場合）
しなければならない。簡単な説明において ③ 他国の部分意匠制度では製品名称にまで
は、保護を求める部分意匠の用途も明記しな 「保護を求める部分」を明記することは求め
られておらず、国際ハーモナイズを損なうこ

ければならない。
」

とになるため。
上記削除部分に代わって、審査指南の適当な ④「第一部第三章 4.4.3 簡単な説明」の修正
箇所に「出願当初の願書の記載及び願書に添 理由と同様な理由に基づき、当該規定は適切
付した図面によって、保護を求める部分の用 ではない。すなわち、意匠の内容は、願書の
途を具体的に表す。」と追記することを要望

記載及び願書に添付した図面の両方が同時

する。

に参酌され、両方の内容を総合して理解され
るものであることから、保護を求める部分の
用途は、出願当初の願書の記載及び願書に添
付した図面を総合的に参酌した上で明らか
になればよいと考える。
参考までに、日本の審査基準では『「意匠登録
を受けようとする部分」の用途及び機能』は
「出願当初の願書の記載及び願書に添付し
た図面等で具体的に表すよう記載されてい
る。
簡単な説明の欄に保護を求める部分の用途
を明記させる当該規定を削除し、ハーモナイ
ズの観点から日本の審査基準を参考にした
規定の追記が望ましいと考える。

第一部第 下記下線部については追記、取り消し線につ 下記の理由により、グラフィカルユーザイン
三章

いては削除を希望する。

ターフェースの部分意匠の製品名称につい

4.5.2.2

ては「グラフィカルユーザインターフェース

グラフィ 『出願人がグラフィカルユーザインターフ の主な用途及びそれを用いた製品」までと
「保護を求める部分」の記載は求めないこ
カルユー ェースの一部分で意匠専利を出願する場合、 し、

ザインタ 製品名称においては、保護を求める部分グラ とを希望する。
ーフェー フィカルユーザインターフェースの主な用 ①グラフィカルユーザインターフェースの
「電子 主な用途のみで対象意匠の用途の特定は可
スを用い 途を明記しなければならない。例えば、

た製品を 機器における移動決済用のグラフィカルユ 能であること
含まない ーザインターフェースの検索バー」である。 ② 「保護を求める部分」を明記することが難
5

パターン 簡単な説明においては、保護を求める部分意 しい部分意匠があること（例示のような独立
による出 匠の用途も明記しなければならない。」

した部品ではない画面の一部分の場合）

願

③ 他国の部分意匠制度では製品名称にまで
上記削除部分に代わって、審査指南の適当な 「保護を求める部分」を明記することは求め
箇所に「出願当初の願書の記載及び願書に添 られておらず、国際ハーモナイズを損なうこ
付した図面によって、保護を求める部分の用 とになるため。
途を具体的に表す。」と追記することを要望

④「第一部第三章 4.4.3 簡単な説明」の修正

する。

理由と同様な理由に基づき、当該規定は適切
ではない。すなわち、意匠の内容は、願書の
記載及び願書に添付した図面の両方が同時
に参酌され、両方の内容を総合して理解され
るものであることから、保護を求める部分の
用途は、出願当初の願書の記載及び願書に添
付した図面を総合的に参酌した上で明らか
になればよいと考える。
参考までに、日本の審査基準では『「意匠登録
を受けようとする部分」の用途及び機能』は
「出願当初の願書の記載及び願書に添付し
た図面等で具体的に表すよう記載されてい
る。
簡単な説明の欄に保護を求める部分の用途
を明記させる当該規定を削除し、ハーモナイ
ズの観点から日本の審査基準を参考にした
規定の追記が望ましいと考える。

第一部第 下記下線部については追記、取り消し線に ・
「初期状態」を起動時の画面と解釈した場
三章

ついては削除を希望する。

合、起動時の画面から「意匠登録を受けよ

4.5.3 動

うとする画面」に辿り着くまでの変化の過

的グラフ 「動的グラフィカルユーザインターフェ 程を変化状態図として提出する必要が生じ
「意匠登録を受けようとす
ィカルユ ースに関しては、出願人はグラフィカルユ る。そうなると、
ーザイン ーザインターフェースの初期状態に係る る画面」とは無関係な変化状態図が多数提
ターフェ 面意匠登録を受けようとする画面の中で、 出されることとなり、意匠の内容の理解を
ース

最初に現れる画面についての図面を正面 妨げるおそれがある。
図として提出しなければならない。その他

「初期状態」なる用語が不明瞭であるた

の状態については、グラフィカルユーザイ め、明確にするよう修正すべきである。
ンターフェースのキーフレームの図面を ・仮に、国務院専利行政部門が、動画ファ
提出して変化状態図とすることができる。 イルによって変化の過程を理解したとして
6

提出しされる図面は、動的グラフィカルユ も、一般の者は動画ファイルを閲覧するこ
ーザインターフェースの完全な変化過程 とができない。意匠登録公報のみを閲覧し
を唯一に確定するものでなければならな て意匠の内容を理解できないものは、権利
い。変化状態図の図面名称は、動的変化の として不適当だと考える。
過程の前後順序に従わなければならない。

さらに、米国、欧州、日本などにこのよ

国務院専利行政部門が必要であると判断 うな規定はないため、当該規定はハーモナ
した場合は、動的グラフィカルユーザイン イズの観点からも適切ではなく、当該規定
ターフェースの変化の過程を明示する動 は削除が妥当と考える。
画のファイルの提出を意匠専利出願人に
求めることができる。」

第一部第 下線部分については追加、取り消し線につい
三章

ては削除を希望する。

た図面において当業者が認識できる内容は、

5.2 優 先
権主張

先の出願の願書の記載及び願書に添付し
先の出願に含まれる創作であることから、こ

「…意匠専利出願で優先権を主張する場合、 れを優先権主張した意匠専利出願を認める
先の出願の主題は発明又は実用新案専利出 べきと考える。
願の添付図面において表示される願書の記 よって、意匠専利出願で優先権主張する場合
載及び願書に添付した図面から当業者が認 の先の出願の主題は、「先の出願の願書の記
識できる主題、又は意匠専利出願の主題でな 載及び願書に添付した図面から当業者が認
ければならない。なお、意匠専利出願は下記 識できるもの」と修正すべきである。
のものであってはならない。
（1）全体意匠を部分意匠に変更するもの

左記（１）～（３）は、意匠の保護を求める

（2）部分意匠を全体意匠に変更するもの

部分が異なる別の意匠であるため、優先権主

（3）同一製品の全体における特定の部分意

張を認めるべきではないため、明記されるべ

匠を別の部分意匠に変更するもの…」

きであると考える。
「10.1 出願人の自発的補正」においても左記
左記（１）～（３）が認められないことが明
記されているため、本項においても明記され
るべきである。

第一部第 下記取り消し線部について削除を希望する。 ・意匠専利権を付与しない状況に該当する
三章

として(10)が例示されている。

7.4 意 匠 「（10）製品において、相対的に分割可能で しかし、新規な創作が、相対的に分割可能
専利権を 独立した領域又は相対的に構成が完全な設 で独立した領域又は相対的に構成が完全な
付与しな 計ユニットを形成できない部分意匠。例え 設計ユニットの単位で必ずしも行われてい
い場合

ば、コップ取っ手の屈折した輪郭線、メガネ ない実体がある。従って、創作を保護する
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ために、創作し保護したい部分を出願人が

レンズの任意の不規則な部分である。

（11）専利保護を求める部分意匠が製品の表 定めることが適当だと考える。
面の図案又は図案と色彩の組合せの設計だ また、相対的に分割可能で独立した領域又
けであるもの。例えば、バイクの表面の図案 は相対的に構成が完全な設計ユニットの単

位ではない創作が、製品の誤認混同の防止

である」

に寄与するケースもあり、その観点からし
ても(10)に例示の創作は保護が必要であ
る。加えて、(10)の例示に対して権利付与
されないと、正規品の分割可能な単位より
さらに細かく分割した単位で模倣品が流通
された場合に、正規品の意匠専利権が及ば
ない可能性があると考えられる。
さらに、米国、欧州、日本などにこのよ
うな規定はなく、当該規定はハーモナイズ
の観点からも、当該規定は削除が妥当と考
える。
・意匠専利権を付与しない状況に該当する
として(11)が例示されている。新規な創作
部分が製品のラベルやパッケージの図案で
ある場合もあるため、そうした部分の創作
も尊重されるべきである。さらには、そう
した部分の創作が製品の誤認混同の防止に
寄与するケースもあるため、その観点から
しても保護が必要である。
さらに、米国、欧州、日本などでもこの
ような規定はなく、当該規定はハーモナイ
ズの観点からも、当該規定は削除が妥当と
考える。

第二部

下記取り消し線部分の削除を希望する。

第一章
５

具体例の記載ではあるが、該当箇所を「信
義誠実の原則」違反の一例とすると、同原
則を不当に広く解釈される懸念がある。
（信

「
【例】

データ、技術的効果など関連する技術的内 義誠実とは直接結びつかない）
容を捏造するか、或いは複雑な構造で簡単
な機能を実現するなど明らかに技術改良
の常識と合致しない場合；」
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第三部分 下記下線部について説明の補充を希望す 「取下げ」の対象が、手続きなのか、出願
第一章

る。

なのかわかりにくい。わかるように記載し

5.3 出 典
の付加

てほしい。
「期限を過ぎても補正していない場合、審
査官は取下げとみなす旨の通知書を発行
しなければならない。」

第五部分 ・下記下線部については規定内容の明確化 ・出願人が遅延審査請求の撤回を請求した
第七章

を希望する。

場合の要件について、「規定に適合する場

8. 審 査 の
順番

合」とあるがどのような規定を指している
「遅延期間の満了前に、出願人は遅延審査 のか不明確である。

8.3 遅 延 請求の撤回を請求でき、規定に適合する場
審査

合、遅延期間は終了し、専利出願は順番で ・同様の発明創造を実用新案と発明専利に
審査を待つ。
」

ついて出願した場合、発明専利出願につい
て遅延期間を４年間としているが、そもそ

・下記下線部については追記を、取り消し も実用新案と発明専利を同時に出願する発
線部については削除を希望する。

明創造は重要なものであり、発明専利につ

「同一出願人が同日（出願日のみを指す） いての４年間の遅延期間は長すぎる。遅延
に同様の発明創造について実用新案を出 期間が長すぎて困る事情が生じた場合の救
願し、さらに専利を出願した場合、出願人 済措置が必要である。
が遅延審査の撤回を請求した場合を除き、 また、
「第五部分第九章 2.専利権付与期間の
通常、すでに専利権を取得している実用新 補償」の規定に「同一出願人が同日に同様
案に対応する発明専利出願について遅延 の発明創造について実用新案を出願し、さ
」
審査し、遅延期間は通常 4 年間とする。

らに発明専利を出願し、かつ実用新案専利
出願に専利権を付与された場合、当該発明
専利権付与期間は補償しない。
」とあるよう
に、審査遅延した上で権利付与期間の補償
もしないのは、理不尽である。権利付与期
間の補償をしないのであれば、遅延審査を
撤回する権利を与えるべきである。
以上の理由により、４年間の遅延期間に対
して、出願人による遅延審査の撤回の請求
を可能とすべきである。
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第五部分

下記下線部については追記、取り消し線に 実案と特許を同日出願する場合であっても

第九章

ついては削除を希望する。

専利局による権利付与過程における不合理
は遅延については、専利権付与期間が補償

「同一出願人が同日に同様の発明創造に 対象とすべきであると考える。
ついて実用新案を出願し、さらに発明専利
を出願し、かつ実用新案専利出願に専利権
を付与された場合、8.3 に定める遅延審査
期間は当該発明専利権付与期間としては
補償しない。
」

第五部

下記下線部については追記、取り消し線に 自発的に提出することができるし、作成し

第十章

ついては削除を希望する。

てもらったものを提出することができるこ

１．序文

とが、明確になるような記載にする必要が
「専利権者、利害関係人又は被疑侵害者は ある。
自発的に専利権評価報告を作成する提出
することもできる。
」

第五部分 下記下線部については追記、取り消し線に 潜在的被疑侵害者とは、2.1 で被疑侵害者
第 十 章 ついては削除を希望する。

になりうるあらゆる団体又は個人を指すと

2.1

あるものの、2.3(3)で潜在的被疑侵害者弁
「実用新案又は意匠専利権を付与する決 護士の証明書類の提出が課されており、一
定の公告後、専利権者、利害関係人又は潜 定の実施確率がある者でなければ実質的に
在的被疑侵害者は如何なる組織・個人も国 請求することはないと考えられる。
家知識産権局に専利権評価報告の作成を 一方で、実施するかどうかは未定でも選択
請求することができる。出願人も専利権登 肢として専利権評価報告書の請求を希望す
録手続時に国家知識産権局に専利権評価 る場合もあると考えられ、専利権評価報告
報告の作成を請求できる。

書の請求主体をより広く認めることが無審

実用新案又は意匠専利権が複数の専利権 査の権利による無用な紛争を防ぐためにも
者に共有される場合、請求者は一部専利権 必要と考える。
者でよい。

また、専利法実施細則の 2020/11/27 付け

利害関係人とは、例えば専利実施独占許諾 意見募集稿第 56 条に規定された「実用新
契約の被許諾人と専利権者に起訴権を付 案又は意匠専利権を付与する決定が公告さ
与された専利実施一般許諾契約の被許諾 れた後、如何なる単位又は個人は、国務院
人など、専利法第 65 条の規定に基づいて 専利行政部門に専利権評価報告書の作成を
専利権侵害係争について人民法院に提訴 請求することができる。
」との整合をとるこ
をし、又は専利業務を管理する部門に処理 とが望ましいと考える。
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を請求する権利を有するものをいう。

専利権評価報告書を「如何なる組織・個人

潜在的被疑侵害者とは、被疑侵害者になり も作成請求可能であると修正要望」したこ
うるあらゆる団体又は個人を指す。
」

とに伴い、利害関係人、潜在的被疑侵害者
に関する記載は削除が適当と考える。

第五部分 下記取り消し線については削除を希望す 第五部分第十章 2.1 にて、専利権評価報告
第十章

る。

書を如何なる組織・個人も作成請求可能で

2.3 専 利

あると修正要望いたしましたので、利害関

権評価報 「
（2）請求者が利害関係人である場合、専 係人、潜在的被疑侵害者に関する記載は削
告請求書

利権評価報告請求の提出と同時に関連証 除が適当と考えます。
明書類を提出しなければならない。例え
ば、請求者が専利実施独占許諾契約の被許
諾人である場合、専利権者と結んだ専利実
施独占許諾契約又はその複写物を提出し
なければならない。請求者が専利権者に起
訴権が授けられた専利実施一般許諾契約
の被許諾人である場合、専利権者と結んだ
専利実施一般許諾契約又はその複写物及
び専利権者に起訴権が授けられたことに
関する証明書類を提出しなければならな
い。前記専利実施許諾契約が国家知識産権
局に既に登録されている場合、請求者は専
利実施許諾契約を提出することができな
いが、請求書において明示しなければなら
ない。
（3）請求者が潜在的被疑侵害者である場
合、弁護士書簡などの証明書類を提出しな
ければならない。」

第五部分 「請求者が専利権者ではない場合、国家知 専利権評価報告請求について、請求者が専
第十章

識産権局は専利権評価報告の作成状況を 利権者ではない場合、国家知識産権局は専

4.2 専 利 専利権者に告知しなければならない。」の 利権評価報告の作成状況を専利権者に告知
するとあるが、
「作成状況」の内容と告知時

権評価報 部分について、
告の発送

「作成状況」とは如何なる告知であるか。 期が不明確である。
どの時期に告知されるのか不明確である 専利権者ではない第三者よる専利権評価報
ので、告知される「作成状況」の内容と告 告請求は専利権に係る紛争に関係する場合
11

知時期を明記を希望する。
「作成状況」の内 があることから、専利権者は自らの専利権
容としては、
「専利権評価報告請求書」の写 に対して評価報告請求があった事実関係を
し又は副本を含むこと、
「作成状況」の告知 知る権利があるものと考える。そのために、
時期としては、
「専利権評価報告請求書」の 被請求のあった専利権番号、請求者の名称
提出後に速やかな告知を要望する。

について専利者に告知されるべきであり、
専利権評価報告書の写し又は副本が専利権
者に告知内容として送付されることが望ま
しいと考える。また、告知時期は、専利権
者と請求者との紛争にも関係する場合があ
ることから、専利権評価報告請求書の提出
後、速やかに専利権者に告知されるべきで
ある。

（紙幅が足りない場合は、適宜様式を変更してご記入ください。
）
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