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Ⅵ．韓国 

（執筆：事務局） 

１．制度概要 

 

韓国においても、特許付与後に特許権者が特許を訂正する手段である訂正審判（韓国特許

法第136条）の制度がある。訂正審判において、請求の趣旨は、例えば“特許第000000号発

明の明細書(図面)を請求書に添付した明細書(図面)のように訂正することを求める”と記載

される。 

特許無効審判が特許庁に係属している間は、訂正審判を請求することができない（韓国特

許法第136条第1項但書）。特許無効審判の係属中は、特許無効審判手続の中で行われる「訂

正の請求」によって、明細書及び図面を訂正することができる（韓国特許法第133条の2）。 

また、請求項の数が2以上である特許の特許無効審判を請求する場合、請求項ごとに請求す

ることができる(韓国特許法第133条第1項但書)。この場合、請求の趣旨は、例えば「“特許

第000000号の請求の範囲第1項及び第2項の登録を無効とする。審判費用は被請求人が負担す

る”という審決を求める」と記載される（審判便覧第9版656頁）。 

 

訂正審判および特許無効審判における訂正の請求においては、予め複数の訂正案を提出す

ることは許容されていない。 

また、訂正審判においても、特許無効審判における訂正請求においても、訂正手続を一体

として許否を判断しなければならないとして、訂正の可分性を認めていない。 

特許請求の範囲が訂正される場合、明細書を訂正してその記載と訂正後の特許請求の範囲

とを一致させることについては特に要求されていない。実際にそのような明細書の記載の訂

正をするかどうかについては、実務が分かれているようである。 

韓国特許法によると、特許法院は、特許審判院の審決または決定に対する不服の訴えが提

起された場合に、その請求が理由があると認めたときは、判決により当該審決または決定を

取り消さなければならず、このような取消判決が確定したときは、審判官が再度審理をして

審決または決定をしなければならない。また、上記判決において取消の基本となった理由は、

その事件について特許審判院を拘束する(韓国特許法第189条)。 

 なお、上級判断機関である裁判所は、訂正の許否及び特許の有効性に関する決定を自ら

行うことはできない。 

 

 

２． 特許の有効性を争う手続の中で行われる訂正 

 

2-1 訂正案の提出 

 

特許無効審判手続における訂正の請求において、訂正のできる文書は、明細書195及び図面で

ある（韓国特許法第133条の2第1項）。 

 

 

                                            
195 なお、特許請求の範囲は明細書中に含まれる（韓国特許法第42条第2項） 
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2-2 訂正案及び特許の有効性の審理 

 

2-2-1 訂正の要件 

韓国では、訂正が認められるための要件として、i)特許請求の範囲を減縮する場合、ii)誤っ

て記載されたものを訂正する場合、iii)明確でなく記載されたものを明確にする場合 のいず

れかに該当しなければならず、上記明細書または図面の訂正は、明細書または図面に記載さ

れた事項の範囲内で行わなければならず、特許請求の範囲を実質的に拡張または変更できな

い。 

また、特許無効審判が請求されていない請求項について訂正する場合には、上記訂正のう

ちi)及びii)に該当する訂正は、訂正後の特許請求の範囲に記載された事項が特許出願をした

時に特許を受けることができるものでなければならない(韓国特許法第133条の2第1項及び

第4項で準用する第136条第4項)。 

一方、特許無効審判が請求された請求項について訂正する場合には、上記“訂正後の特許

請求の範囲に記載された事項が特許出願をした時に特許を受けることができるものでなけれ

ばならない”という要件の適用を除いている(韓国特許法第133条の2第5項)。これは、特許

要件については、無効理由の審理において判断するようにして手続の重複を防止し、訂正請

求手続の迅速化を図るためである196。 

 

2-2-2 訂正拒絶理由通知 

韓国では、後述するように訂正の可分性が認められないので、これを補完するために訂正

の補正制度が運用されている。訂正請求が訂正の要件を満たしていない場合、審判官は請求

人に訂正拒絶理由を通知して意見書を提出する機会を与えなければならず(韓国特許法第

133の2条第4項が準用する第136条第5項)、請求人は審理終結の通知がある前であれば、審

判請求書に添付の訂正した明細書または図面を補正できる(韓国特許法第133の2条4第4項が

準用する第136条第9項)。 

一方、審判請求書の補正は、その要旨を変更できないと規定されており(韓国特許法第133

の2条第4項が準用する第140条第2項)、これと関連して、大法院197は“訂正明細書等の補正

制度は、登録された権利に対する訂正の概念を正しく理解できなかった権利者が明細書や図

面の一部分のみを誤って訂正したにもかかわらず、訂正請求全体が認められないようになっ

て、これによってその登録が取り消されることを防止するために導入された制度であるので、

訂正明細書等に対する補正は、当初誤った訂正を削除したり、訂正請求趣旨の要旨を変更し

ない範囲内で軽微な瑕疵を正す程度でのみ可能であると解するのが補正制度の本質に符合

する”と判示している。 

従って、一部の訂正事項について瑕疵がある場合には、審判官は請求人に訂正拒絶理由を

通知して意見書を提出する機会を与え (韓国特許法第133の2条第4項が準用する第136条第

5項)、これに対し、特許権者は、訂正明細書等の補正制度を用いて瑕疵がある部分を削除し

て対応することができる。 

 

                                            
196 特許の無効化他特許の訂正、イ・ドゥヒョン、知識財産21通巻第100号(2007年7月)／特許庁、167

頁 
197 大法院2007.10.25.言渡2005フ2526判決 
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このように、韓国の特許庁実務においては、訂正明細書の補正は軽微な瑕疵を正す程度し

か認められない。また、欧州特許庁等の例に見られるように予め複数の訂正案を提出するこ

とも、許容されていない198。しかし、このような訂正制限の問題について、現在のところ特

に学説、判例、論文などで扱われてはいないようである199。 

 

（参考：一方、韓国特許法は、特許無効審判の答弁書提出期間以後も請求人の証拠書類の

提出によって訂正請求を許容する必要があると認める場合には、期間を定めて訂正請求の機

会を付与できると規定しており(韓国特許法第133条の2第1項)、この規定に従って訂正請求

の機会が付与されて再度訂正請求をする場合には、以前の訂正請求は取り下げられたとみな

される(韓国特許法第133条の2第2項)。即ち、請求人の追加の証拠提出によって再度訂正請

求の機会が付与される場合には、以前の訂正明細書との要旨変更如何と関係なく新たな訂正

請求をすることが可能である。但し、訂正請求をする機会を付与するかどうかは審判部の裁

量であるので200、追加の証拠書類の提出があるとしても、被請求人に訂正請求の機会を付与

しないこともある。特許審判院実務においては、追加の証拠書類の提出がある場合には、被

請求人に訂正請求の機会を付与する方向で運用されている。） 

 

2-2-3 訂正の許否判断の可分性 

特許無効審判における訂正請求は、特別な事情がない限り、不可分の関係にあり、一体と

して許否を判断しなければならないとして訂正の可分性を認めないのが韓国の判例の態度で

あり201、審判実務も同一である202。このように、韓国の実務上、訂正を認めるかどうかは、

明細書（特許請求の範囲を含む）の全体を基準に判断される。その理由は、特許発明は一つ

の技術思想に基づきなされるものであって、たとえ複数請求項に亘った訂正を求めたとして

も、これを一体として訂正を求める趣旨であると解釈するためである203。 

 

 

2-3  審決とその確定 

 

2-3-1 訂正に関する判断と特許の有効性に関する判断の分離性 

無効審判手続中に訂正請求が行われた場合に審決における“無効に関する判断”と“訂正

に関する判断”が分離、確定するかの問題に関して、特許法院は、これまで無効審判手続に

おける訂正請求は、無効審判との関係を考慮し、利害関係を異にする相手方を有する特殊な

形態の訂正審判であるため、訂正認定如何に対する審決の確定時期はそれと結合している無

効審判の審決と分離してはならず、その無効審判に関する審決が確定する時に同時に確定す

ると見るべきであるという立場を堅持してきた。このような立場は、上記大法院判決(2007

フ1053判決)の以前にも既に大法院判決204を通じて確認されている。この大法院判決は、訂

                                            
198 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
199 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
200 特許法院2009.4.30.言渡2008ホ6482判決 
201 大法院2009.1.15.言渡、2007フ1053判決 
202 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
203 大法院2009.1.15.言渡、2007フ1053判決 
204 大法院2008.6.26.言渡2006フ2912判決 
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正請求は一体として扱われなければならないということを前提として、訂正の認否は、特許

の有効／無効に関する審決が確定する時に共に確定すべきことを示している。つまり、特許

無効審判手続または特許異議申立手続で訂正請求がある場合、訂正の認定如何は無効審判手

続または異議申立に関する決定手続で共に審理されるものであるため、独立した訂正審判請

求の場合と異なり、訂正のみが別途に確定するわけではなく、無効審判の審決が確定したり

異議申立に関する決定が確定する時にともに確定する。 

 

特許審判院は、特許無効審判手続での訂正請求を受け入れる場合には、主文中に、訂正を

認める旨が記載される（審判便覧第9版682頁）。しかし、訂正請求を受け入れない場合には、

主文で訂正を認めないことを記載せず、理由中にその趣旨を記載している。その理由につい

て審判便覧は、訂正を認める場合には、その趣旨を審決の主文に記載することにより訂正の

効果を発生させる必要があるが、訂正を認めない場合には、無効審判請求人が“訂正を認め

ない”ということのみを争う利益がなく、無効となった審決の場合、審決取消訴訟中に“訂

正を認めない”という点を争うことができるためであると説明している205。 

ただし、これに対し、主文で当該特許発明の有無効如何以外の訂正の認定如何に対し、別

途の審決をするかは特許無効審判手続での訂正請求の性質をどのように見るかの問題であり、

訂正請求について争う実益や方法があるかの問題ではなく、訂正を認める場合と訂正を認め

ない場合を異なって取り扱うべき何らの根拠もないという理由により、特許審判院の上記の

ような実務に反対する見解がある206。 

 

2-3-2 一部認容の審決 

無効審判において一部認容の審決を下す場合には、例えば“特許第000000号発明の明細書

の特許請求の範囲第1項に記載された発明に関する特許を無効とする。その残りの部分に対

する審判請求を棄却する。審判費用はこれを二分して、その一を請求人が負担し、残りを被

請求人が負担する”と記載される。 

一方で、訂正請求については、特許発明の複数の請求項に対する訂正が請求されたとして

も、それが一つの技術思想に基づいたものであるため、一体として訂正を求める趣旨と解釈

し、一部の請求項に訂正不許事由が存在する限り、全体に対する訂正を許容することができ

ないと、特許法院が判示している。 

 

 なお、無効とされた請求項を引用する請求項があり、かかる引用項は無効とされなかった

場合、この引用項を例えば独立形式に書き直すための手続は、特に存在しない207。 

 

2-3-3 審決の一部確定の問題 

一部無効、一部有効の審決が下され、これに対し、一部に対してのみ当事者間に争いがあ

って上訴した場合には、残りの争いがない部分に対して審決が一部確定する。これと関連し、

大法院の態度によると、無効審判手続で訂正の請求がある場合、訂正如何と無効如何に対す

                                            
205 審判便覧、特許審判院(2009)、683-684頁 
206 特許無効審判手続における特許の訂正、パク・ジョンヒ、特許訴訟研究(第4集、特許法院(2008)、9

頁) 
207 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
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る判断の一体不可分性が優先視され、無効と判断された請求項に関する審決の確定も遮断さ

れたものと解釈される208。ただし、上記大法院判決の場合は、当事者間に争われている訂正

請求された請求項に対して判断されたものであり、一部無効、一部有効でありながら、当事

者間に争われない請求項を含む事案の場合にも、このように判断することが妥当かどうかに

ついては今後論議が必要であると考えられる209。 

 

2-3-4 上級判断機関による審理 

韓国においても、日本と同様に、訂正の許否及び特許の有効性に関する決定を裁判所が自

ら行うことができない。韓国特許法によると、特許法院は特許審判院の審決または決定に対

する不服の訴えが提起された場合にその請求が、理由があると認めた時には、判決により、

当該審決または決定を取り消さなければならず(韓国特許法第189条第1項)、このような取消

判決が確定した時には審判官が再度審理をし、審決または決定をしなければならない（韓国

特許法第189条第2項）。また、上記判決において取消の基本となった理由は、その事件につ

いて特許審判院を拘束する(韓国特許法第189条第3項)。 

特許法院による審決取消の判決が確定し、特許審判院による再度の審理がなされる場合、

特許権者は再度の訂正が可能かどうかについては、審判請求書に添付した訂正明細書の軽微

な瑕疵を正す範囲でしか認められない210（2-2-2参照）。 

 

 

３．特許権者が自発的に行うことのできる訂正 

 

3-1 訂正案の提出  

 

訂正審判において、訂正のできる文書は、明細書及び図面である（韓国特許法第136条第1

項）。なお、韓国特許法において、特許請求の範囲は明細書中に含まれる（韓国特許法第42

条第2項）。 

 

 

3-2 訂正案の審理 

 

3-2-1 訂正の要件 

韓国では、訂正が認められるための要件として、i)特許請求の範囲を減縮する場合、ii)誤っ

て記載されたものを訂正する場合、iii)明確でなく記載されたものを明確にする場合、のいず

れかに該当しなければならず、上記明細書または図面の訂正は、明細書または図面に記載さ

れた事項の範囲内で行わなければならず、特許請求の範囲を実質的に拡張または変更できな

い。また、上記訂正のうちi)及びii)に該当する訂正は、訂正後の特許請求の範囲に記載され

た事項が特許出願をした時に特許を受けることができるものでなければならない(韓国特許

法第133条の2第1項及び第4項で準用する第136条第4項)。 

                                            
208 大法院2009.1.15宣告2007フ1053判決 
209 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
210 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
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3-2-2 訂正拒絶理由通知 

韓国では、後述するように訂正の可分性が認められないので、これを補完するために訂正

の補正制度が運用されている。訂正請求が訂正の要件を満たしていない場合、審判官は請求

人に訂正拒絶理由を通知して意見書を提出する機会を与えなければならず(韓国特許法第

136条第5項)、請求人は審理終結の通知がある前であれば、審判請求書に添付の訂正した明

細書または図面を補正できる(韓国特許法第第136条第9項)。 

一方、審判請求書の補正は、その要旨を変更できないと規定されており(韓国特許法第140

条第2項)、これと関連して、大法院211は“訂正明細書等の補正制度は、登録された権利に対

する訂正の概念を正しく理解できなかった権利者が明細書や図面の一部分のみを誤って訂

正したにもかかわらず、訂正請求全体が認められないようになって、これによってその登録

が取り消されることを防止するために導入された制度であるので、訂正明細書等に対する補

正は、当初誤った訂正を削除したり、訂正請求趣旨の要旨を変更しない範囲内で軽微な瑕疵

を正す程度でのみ可能であると見るのが補正制度の本質に符合する”と判示している。 

従って、一部の訂正事項について瑕疵がある場合には、審判官は請求人に訂正拒絶理由を

通知して意見書を提出する機会を与え (韓国特許法第136条第5項)、これに対し、特許権者

は、訂正明細書等の補正制度を用いて瑕疵がある部分を削除して対応することができる。 

 

以上のように、韓国の特許庁実務においては、訂正明細書の補正は軽微な瑕疵を正す程度

しか認められない。また、欧州特許庁等の例に見られるように予め複数の訂正案を提出する

ことも、許容されていない212。しかし、このような訂正制限の問題について、現在のところ

特に学説、判例、論文などで扱われてはいないようである213。 

 

3-2-3 訂正の許否判断の可分性 

韓国審判実務では、特許発明の明細書または図面の数カ所に渡って訂正をしたものであっ

ても、その審判請求は、一つの技術的思想の創作である発明の表現を明確にするためのもの

であるので、それは一体不可分の一つの審判を請求したものと見なければならないため、一

部認容・一部棄却ができないものと見なければならない(審判便覧第611頁、特許審判院

(2009))。従って、訂正を認めるかどうかは、明細書（特許請求の範囲を含む）の全体を基準

として判断される。   

 

 

3-3  審決とその確定 

 

韓国の実務及び判例は訂正審判に対する一部認容及び一部棄却を許容していないため、一

部上訴または一部確定の問題は韓国内で特に議論されていない214。 

以 上 

                                            
211 大法院2007.10.25.言渡2005フ2526判決 
212 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
213 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
214 現地代理人からの回答書及びヒアリング調査より 
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審
判

出
願

審
査

拒
絶

登
録

拒絶決定不服審判請求

無効審判請求

韓国

出願公開(出願から18ヶ月後)

(

出
願
か
ら
５
年
以
内)

審
査
請
求

30日以内

再審査請求

大
法
院

３０日以内

審決取消
訴訟

約16万件 約13万件 約5.3万件※１

約3.4万件 ※１

9,419件

630件

・査定系 152件
・当事者系 299件

請求成立（登録） 868件
請求不成立（拒絶） 2,042件

請求成立（無効） 318件
請求不成立（有効） 126件

表中の件数は全て2009年の数値
（韓国特許庁ホームページ 知識財産権統計）

※１ 再審査によるものを含まない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人
民
法
院

出
願

出
願
か
ら
３
年
以
内

審
査
請
求

拒
絶

登
録

中国

方
式
審
査

専利権無効宣告手続
3月以内

提訴

拒絶決定か
ら3月以内

不服申立

出願公開(出願から18月後)

請求444件

（2009年）

528件※１

（2009年）

約2.3万件
（2009年）

審
査

復審

請求 9,141件

（2009年）

3月以内

提訴

※１ 発明・実用新案・意匠の合計。
他は、発明に関する数値。

64件 ※１

（2009年）

約25万件
（2009年）

約31万件
（2009年）

約19万件
（2009年） 約13万件

（2009年）
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韓国特許法 

 

特許法 

[施行 2010. 7.28]  

[法律 第 9985号, 2010. 1.27, 一部改正] 

 

第 42 条 (特許出願)  

①特許を受けようとする者は、次の各号の事項を記載

した特許出願書を特許庁長に提出しなければならな

い。 

 1.特許出願人の氏名及び住所(法人にあってはその 

名称及び営業所の所在地） 

 2.特許出願人の代理人がある場合は、その代理人の 

氏名及び住所又は営業所の所在地(代理人が特許法人

である場合にはその名称、事務所の所在地及び指定さ

れた弁理士の氏名) 

 3.<削除> 

 4.発明の名称 

 5.発明者の氏名及び住所 

 6.<削除> 

②第 1項の規定による特許出願書には、次の各号の事

項を記載した明細書と必要な図面及び要約書を添付

しなければならない。 

 1.発明の名称 

 2.図面の簡単な説明 

 3.発明の詳細な説明 

 4.特許請求の範囲 

③第 2項第 3号の規定による発明の詳細な説明には、

その発明の属する技術分野において通常の知識を有

する者がその発明を容易に実施することができるよ

うに知識経済部令が定める記載方法に従って明確か

つ詳細に記載しなければならない。 

④第 2項第 4号の規定による特許請求の範囲には、保

護を受けようとする事項を記載した項(以下、“請求

項”という。)が一又は二以上でなければならない。

その請求項は、次の各号に該当しなければならない。 

 1.発明の詳細な説明により裏附けられること 

 2.発明が明瞭かつ簡潔に記載されること 

 3.<削除> 

⑤特許出願人は、第 2項の規定にかかわらず特許出願

当時に第2項第4号の特許請求範囲を記載しない明細

書を特許出願書に添付することができる。この場合、

次の各号の区分による期限までに特許請求範囲が記

載されるように明細書を補正しなければならない。 

1.第 64条第 1項各号のいずれか 1つに該当する日か

ら 1年 6月になる日まで 

2.第 1号の期限以内に第 60条第 3項の規定による出

특허법 

[시행 2010. 7.28] 

 [법률 제 9985 호, 2010. 1.27, 일부개정]  

 

제 42 조 (특허출원) ① 특허를 받고자 하는 자는 

다음 각호의 사항을 기재한 특허출원서를 

특허청장에게 제출하여야 한다. 

1. 특허출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 

명칭 및 영업소의 소재지) 

2. 특허출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 

대리인의 성명 및 주소나 영업소의 

소재지(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭, 

사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명) 

3. 삭제 

4. 발명의 명칭 

5. 발명자의 성명 및 주소 

6. 삭제 

② 제 1 항의 규정에 의한 특허출원서에는 다음 

각호의 사항을 기재한 명세서와 필요한 도면 및 

요약서를 첨부하여야 한다. 

1. 발명의 명칭 

2. 도면의 간단한 설명 

3. 발명의 상세한 설명 

4. 특허청구범위 

③제 2 항제 3 호의 규정에 따른 발명의 상세한 

설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 

지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 

있도록 지식경제부령이 정하는 기재방법에 따라 

명확하고 상세하게 기재하여야 한다. 

④제 2 항제 4 호의 규정에 의한 특허청구범위에는 

보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항(이하 

"청구항"이라 한다)이 1 또는 2 이상 있어야 하며, 

그 청구항은 다음 각 호에 해당하여야 한다. 

1. 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것 

2. 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것 

3. 삭제 

⑤ 특허출원인은 제 2 항의 규정에 불구하고 

특허출원당시에 제 2 항제 4 호의 특허청구범위를 

기재하지 아니한 명세서를 특허출원서에 첨부할 수 

있다. 이 경우 다음 각 호의 구분에 따른 기한까지 

특허청구범위가 기재되도록 명세서를 보정하여야 

한다. 

1. 제 64 조제 1 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 

날부터 1 년 6 개월이 되는 날까지 

2. 제 1 호의 기한 이내에 제 60 조제 3 항의 규정에 
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願審査請求の趣旨の通知を受けた日から 3月になる

日まで(第64条第1項各号のいずれか1つに該当する

日から 1年 3月になる日以後に通知を受けた場合に

は、同項各号のいずれか 1つに該当する日から 1年 6

月になる日まで) 

⑥第2項第4号の規定による特許請求範囲を記載する

ときには、保護を受けようとする事項を明確できるよ

うに、発明を特定するのに必要であると認められる構

造・方法・機能・物質またはこれらの結合関係等を記

載しなければならない。 

⑦特許出願人が特許出願後に第 5項各号の規定によ

る期限までに明細書を補正しなかった場合には、その

期限になる日の翌日に該当特許出願は取下げられた

ものと見なす。 

⑧第2項第4項の規定による特許請求の範囲の記載方

法に関し必要な事項は、大統領令で定める。 

⑨第 2項の規定による要約書の記載方法等 に関して

必要な事項は、知識経済部令で定める。 

 

 

第 133 条 (特許の無効審判)  

①利害関係人又は審査官は、特許が次の各号のいずれ

か 1つに該当する場合には、無効審判を請求すること

ができる。この場合、特許請求範囲の請求項が 2以上

であるときには、請求項ごとに請求することができ

る。但し、特許権の設定登録がある日より登録公告日

後 3月以内に、誰でも次の各号(第 2号を除く)のいず

れか 1つに該当するという理由で、無効審判を請求す

ることができる。 

 1.第 25条・第 29条・第 32条・第 36条第 1項乃

至第 3項または第 42条第 3項・第 4項の各規定に違

反した場合 

 2.第 33条第 1項本文の規定による特許を受けるこ

とのできる権利を有しなかったり、第 44条の規定に

違反する場合<削除> 

 3. 第33条第1項但し書の規定による特許を受ける

ことのできない場合 

 4.特許された後その特許権者が第 25条の規定によ

って特許権を享有することができない者になったり

その特許が条約に違反する事由が発生した場合 

 5.条約の規定に違反し特許を受けることができな

い場合 

 6.第 47条第 2項の規定による範囲を外れた補正で

ある場合 

 7.第 52条第 1項の規定による範囲を外れた分割出

願である場合 

 8.第 53条第 1項の規定による範囲を外れた変更出

따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 날부터 

3 개월이 되는 날까지(제 64 조제 1 항 각 호의 어느 

하나에 해당하는 날부터 1 년 3 개월이 되는 날 

후에 통지받은 경우에는 동항 각 호의 어느 하나에 

해당하는 날부터 1 년 6 개월이 되는 날까지) 

⑥제 2 항제 4 호의 규정에 따른 특허청구범위를 

기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 

수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 

구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 

기재하여야 한다. 

⑦특허출원인이 특허출원 후에 제 5 항 각 호의 

규정에 따른 기한까지 명세서를 보정하지 아니한 

경우에는 그 기한이 되는 날의 다음 날에 

해당특허출원은 취하된 것으로 본다. 

⑧제 2 항제 4 호의 규정에 의한 특허청구범위의 

기재방법에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 

정한다. 

⑨제 2 항의 규정에 의한 요약서의 기재방법등에 

관하여 필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다.   

 

제 133 조 (특허의 무효심판) ①이해관계인 또는 

심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 

해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 

경우 특허청구범위의 청구항이 2 이상인 때에는 

청구항마다 청구할 수 있다. 다만, 특허권의 

설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3 월 

이내에 누구든지 다음 각 호(제 2 호를 제외한다)의 

어느 하나에 해당한다는 이유로 무효심판을 청구할 

수 있다. 

1. 제 25 조·제 29 조·제 32 조·제 36 조제 1 항 내지 

제 3 항 또는 제 42 조제 3 항·제 4 항의 각 규정에 

위반된 경우 

2. 제 33 조제 1 항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 

수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제 44 조의 

규정에 위반된 경우 

3. 제 33 조제 1 항 단서의 규정에 의하여 특허를 

받을 수 없는 경우 

4. 특허된 후 그 특허권자가 제 25 조의 규정에 

의하여 특허권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 

특허가 조약에 위반되는 사유가 발생한 경우 

5. 조약의 규정에 위반되어 특허를 받을 수 없는 

경우 

6. 제 47 조제 2 항의 규정에 의한 범위를 벗어난 

보정인 경우 

7. 제 52 조제 1 항의 규정에 의한 범위를 벗어난 

분할출원인 경우 

8. 제 53 조제 1 항의 규정에 의한 범위를 벗어난 



186 

 

願である場合 

②第 1項の規定による審判は、特許権が消滅した後に

もこれを請求することができる。 

③特許を無効にするという審決が確定されたときに

は、その特許権は最初からなかったものとみなす。但

し、第 1項第 4号の規定によって特許を無効にすると

いう審決が確定されたときには、特許権はその特許が

同号に該当することになったときからなかったもの

とみなす。 

④審判長は第 1項の審判の請求があるときには、その

旨を当該特許権の専用実施権者その他特許に関して

登録をした権利を有する者に通知しなければならな

い。 

 

第 133 条の 2 (特許無効審判手続での特許の訂正)  

①第 133条第 1項による審判の被請求人は、第 147

条第 1項又は第 159条第 1項後段によって指定され

た期間以内に第 136条第 1項各号のいずれか 1つに

該当する場合に限って特許発明の明細書又は図面に

対して訂正を請求することができる。この場合、審判

長が第 147条第 1項に従い指定された期間後にも請

求人の証拠書類の提出により訂正の請求を許容する

必要があると認める場合には、期間を定めて訂正請求

をするようにすることができる。 

②第 1項の規定による訂正請求をするときには、該当

無効審判手続でその訂正請求前に遂行した訂正請求

は取下げられたものと見なす。 

③審判長は、第 1項の規定による訂正請求があるとき

にはその請求書の副本を第 133条第 1項の規定によ

る審判の請求人に送達しなければならない。 

④第 136条第 2項乃至第 5項・第 7項乃至第 11項、

第 139条第 3項及び第 140条第 1項・第 2項・第 5

項の規定は、第１項の訂正請求に関してこれを準用す

る。この場合、第 136条第 9項中“第 162条第 3項

の規定による審理終結の通知がある前(同条第 4項の

規定によって審理が再開された場合には、その後再び

同条第 3項の規定による審理終結の通知がある前)に

は“第 136条第 5項の規定による通知があるときに

は指定された期間内に”とみなす。 

⑤第 4項の規定を適応するにおいて、第 133条第 1

項の規定により特許無効審判が請求された請求項を

訂正する場合には、第 136条第 4項の規定を準用し

ない。 

 

 

第 136 条 (訂正審判)  

①特許権者は、次の各号のいずれか 1つに該当する場

변경출원인 경우 

②제 1 항의 규정에 의한 심판은 특허권이 소멸된 

후에도 이를 청구할 수 있다. 

③특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 

특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 

제 1 항제 4 호의 규정에 의하여 특허를 무효로 

한다는 심결이 확정된 때에는 특허권은 그 특허가 

동호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다. 

④심판장은 제 1 항의 심판의 청구가 있는 때에는 

그 취지를 당해 특허권의 전용실시권자 기타 

특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 

통지하여야 한다. 

 

 

제 133 조의 2 (특허무효심판절차에서의 특허의 정정) 

①제 133 조제 1 항에 따른 심판의 피청구인은 

제 147 조제 1 항 또는 제 159 조제 1 항 후단에 따라 

지정된 기간 이내에 제 136 조제 1 항 각 호의 어느 

하나에 해당하는 경우에 한하여 특허발명의 명세서 

또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다. 이 

경우 심판장이 제 147 조제1 항에 따라 지정된 기간 

후에도 청구인의 증거서류의 제출로 인하여 정정의 

청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 

기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다. 

②제 1 항의 규정에 따른 정정청구를 하는 때에는 

해당무효심판절차에서 그 정정청구 전에 수행한 

정정청구는 취하된 것으로 본다. 

③심판장은 제 1 항의 규정에 의한 정정청구가 있는 

때에는 그 청구서의 부본을 제 133 조제 1 항의 

규정에 의한 심판의 청구인에게 송달하여야 한다. 

④제136조제2항 내지 제5항·제7항 내지 제11항, 

제139조제3항 및 제140조제1항·제2항·제5항의 

규정은 제1항의 정정청구에 관하여 이를 준용한다. 

이 경우 제 136 조제 9 항중 "제 162 조제 3 항의 

규정에 의한 심리종결의 통지가 있기 

전(동조제 4 항의 규정에 의하여 심리가 재개된 

경우에는 그 후 다시 동조제 3 항의 규정에 의한 

심리종결의 통지가 있기 전)에"는 

"제136조제5항의 규정에 의한 통지가 있는 때에는 

지정된 기간 이내에"로 본다. 

⑤ 제 4 항의 규정을 적용함에 있어서 

제 133 조제 1 항의 규정에 따른 특허무효심판이 

청구된 청구항을 정정하는 경우에는 

제 136 조제 4 항의 규정을 준용하지 아니한다.   

 

 제 136 조(정정심판) ① 특허권자는 다음 각 호의 

어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 
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合には特許発明の明細書又は図面に対して訂正審判

を請求することができる。但し、特許の無効審判が特

許審判院に係属している場合には、この限りでない。 

  1.特許請求範囲を減縮する場合 

  2.間違って記載されたものを訂正する場合 

  3.分明でないように記載されたものを明確にする

場合 

②第 1項による明細書又は図面の訂正は、特許発明の

明細書又は図面に記載された事項の範囲以内でこれ

をすることができる。但し、第 1項第 2号により誤っ

た記載の訂正する場合には、出願書に最初に添付され

た明細書又は図面に記載された事項の範囲とする。 

③第 1項の規定による明細書又は図面の訂正は、特許

請求範囲を実質的に拡張したり変更することができ

ない。 

④第 1項による訂正中、第 1項第 1号及び第 2号に

該当する訂正は、訂正後の特許請求範囲に記載された

事項が特許出願をした時に特許を受けることができ

るものでなければならない。 

⑤審判官は第1項の規定による審判請求が第1項各号

の いずれか 1つに該当しなかったり、第 2項に規定

された範囲を外れたり第3項又は第4項の規定に違反

されると認める場合には、請求人にその理由を通知し

期間を定めて意見書を提出することができる機会を

与えなければならない。 

⑥第 1項の訂正審判は、特許権が消滅された後にもこ

れを請求することができる。但し、審決により特許が

無効とされた後には、この限りでない。 

⑦特許権者は、専用実施権者・質権者又は第 100条

第 4項・第 102条第 1項及び「発明振興法」第 10条

第 1項の規定による通常実施権者の同意を得なけれ

ば、第 1項の訂正審判を請求することができない。 

⑧特許発明の明細書又は図面に対して訂正をすると

いう審決が確定された時には、その訂正後の明細書又

は図面により特許出願・出願公開・特許決定又は審決

及び特許権の設定登録がされたものとみなす。 

⑨請求人は、第 162条第 3項の規定による審理終結

の通知がある前(同条第 4項の規定により審理が再開

された場合には、その後再び同条第 3項の規定による

審理終結の通知がある前)に限り第 140条第 5項に規

定された審判請求書に添付された訂正の明細書又は

図面に対して補正することができる。 

⑩特許発明の明細書又は図面に対する訂正をすると

いう審決がある場合に特許審判院長は、その内容を特

許庁長に通報しなければならない。 

⑪特許庁長は、第 10条の規定による通知があるとき

には、これを特許公報に掲載しなければならない。 

또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. 

다만, 특허의 무효심판이 특허심판원에 계속( 係

屬)되고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.   

1. 특허청구범위를 감축하는 경우 

2. 잘못 기재된 것을 정정하는 경우 

3. 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 

경우 

② 제 1 항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 

특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 

범위 이내에서 이를 할 수 있다. 다만, 

제 1 항제 2 호에 따라 잘못된 기재를 정정하는 

경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 

도면에 기재된 사항의 범위로 한다. 

③ 제 1 항의 규정에 의한 명세서 또는 도면의 

정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 

변경할 수 없다. 

④제1항에 따른 정정 중 제1항제1호 및 제2호에 

해당하는 정정은 정정후의 특허청구범위에 기재된 

사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있는 

것이어야 한다. 

⑤ 심판관은 제 1 항의 규정에 의한 심판청구가 

제 1 항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하거나 

제 2 항에 규정된 범위를 벗어나거나 제 3 항 또는 

제 4 항의 규정에 위반된다고 인정하는 경우에는 

청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 

의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.   

⑥제 1 항의 정정심판은 특허권이 소멸된 후에도 

이를 청구할 수 있다. 다만, 심결에 의하여 특허가 

무효로 된 후에는 그러하지 아니하다. 

⑦ 특허권자는 전용실시권자 · 질권자 및 

제 100 조제 4 항·제 102 조제 1 항 및 「발명진흥법」 

제 10 조제 1 항에 따른 통상실시권자의 동의를 얻지 

아니하면 제 1 항의 정정심판을 청구할 수 없다.   

⑧특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 

한다는 심결이 확정된 때에는 그 정정후의 명세서 

또는 도면에 의하여 특허출원·출원공개·특허결정 

또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 

본다. 

⑨ 청구인은 제 162 조제 3 항의 규정에 의한 

심리종결의 통지가 있기 전(동조제 4 항의 규정에 

의하여 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 

동조제 3 항의 규정에 의한 심리종결의 통지가 있기 

전)에 제 140 조제 5 항에 규정된 심판청구서에 

첨부된 정정한 명세서 또는 도면에 대하여 보정할 

수 있다. 

⑩ 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정을 

한다는 심결이 있는 경우에 특허심판원장은 그 
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第 140 条 (審判請求の方式)  

①審判を請求しようとする者は、次の各号の事項を記

載した審判請求書を特許審判院長に提出しなければ

ならない。 

 1.当事者の氏名と住所(法人の場合にはその名称及

び営業所の所在地) 

 1の 2.代理人がいる場合には、その代理人の氏名及

び住所や営業所の所在地(代理人が特許法人である場

合にはその名称、事務所の所在地及び指定された弁理

士の氏名) 

 2.審判事件の表示 

 3.請求の趣旨及びその理由 

②第 1項の規定に従い提出された審判請求書の補正

は、その要旨を変更することができない。但し、次の

各号のいずれか 1つに該当する場合には、この限りで

ない。 

  1.第1項第1号におる当事者のうち特許権者の記載

を正しくするために補正(追加することを含む)する場

合 

  2.第1項第3号の規定による請求の理由を補正する

場合 

  3.特許権者または専用実施権者が請求人として請

求した権利範囲確認審判で、審判請求書の確認対象発

明(請求人が主張する被請求人の発明をいう)の説明書

及び図面に対して、被請求人が自身が実際に実施して

いる発明と比較して異なると主張する場合に、請求人

が被請求人の実施発明と同一にするために審判請求

書の確認対象発明の説明書及び図面を補正する場合 

③第 135条第 1項の権利範囲の確認審判を請求する

ときには、特許発明と対比され得る説明書及び必要な

図面を添付しなければならない。 

④第 138条第 1項の通常実施権の許与の審判の審判

請求書には、第 1項各号の事項以外に次の事項を記載

しなければならない。 

 1.実施を要する自己の特許の番号及び名称 

 2.実施されなければならない他人の特許発明・登録

実用新案や登録デザインの番号・名称及び特許や登録

の年月日 

 3.特許発明・登録実用新案又は登録デザインの通常

実施権の範囲・期間及び対価 

⑤第 136条第 1項の訂正審判を請求するときには、

審判請求書に訂正した明細書又は図面を添付しなけ

ればならない。 

내용을 특허청장에게 통보하여야 한다. 

⑪특허청장은 제 10 항의 규정에 의한 통보가 있는 

때에는 이를 특허공보에 게재하여야 한다. 

 

  제 140 조(심판청구방식) ①  심판을 청구하고자 

하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 

심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다.   

1. 당사자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 

및 영업소의 소재지) 

1 의 2. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 

및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 

경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 

변리사의 성명) 

2. 심판사건의 표시 

3. 청구의 취지 및 그 이유 

② 제 1 항의 규정에 따라 제출된 심판청구서의 

보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각 

호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 

아니하다. 

1. 제 1 항제 1 호에 따른 당사자 중 특허권자의 

기재를 바로잡기 위하여 보정(추가하는 것을 

포함한다)하는 경우 

2. 제 1 항제 3 호의 규정에 따른 청구의 이유를 

보정하는 경우 

3. 특허권자 또는 전용실시권자가 청구인으로서 

청구한 권리범위 확인심판에서 심판청구서의 

확인대상 발명(청구인이 주장하는 피청구인의 

발명을 말한다)의 설명서 및 도면에 대하여 

피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 

비교하여 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 

피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 

심판청구서의 확인대상 발명의 설명서 및 도면을 

보정하는 경우 

③제 135 조제 1 항의 권리범위 확인심판을 청구할 

때에는 특허발명과 대비될 수 있는 설명서 및 

필요한 도면을 첨부하여야 한다. 

④제 138 조제 1 항의 통상실시권 허여의 심판의 

심판청구서에는 제 1 항 각호의 사항외에 다음 

사항을 기재하여야 한다. 

1. 실시를 요하는 자기의 특허의 번호 및 명칭 

2. 실시되어야 할 타인의 특허발명 ·

등록실용신안이나 등록디자인의 번호 · 명칭 및 

특허나 등록의 연월일 

3. 특허발명 · 등록실용신안 또는 등록디자인의 

통상실시권의 범위·기간 및 대가 

⑤제 136 조제 1 항의 정정심판을 청구할 때에는 

심판청구서에 정정한 명세서 또는 도면을 
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第 186 条(審決等に対する訴え)  

①審決に対する訴え及び審判請求書や再審請求書の

却下決定に対する訴えは、特許法院の専属管轄とす

る。 

②第 1項の規定による訴えは、当事者、参加人又はそ

の審判や再審に参加申請をしたがその申請が拒否さ

れた者に限ってこれを提起することができる。 

③第 1項の規定による訴えは、審決又は決定の謄本の

送達を受けた日から 30日以内に提起しなければなら

ない。 

④第 3項の期間は不変期間とする。 

⑤審判長は、遠隔又は交通が不便な地域にいる者のた

めに職権で第 4項の不変期間に対しては、付加期間を

定めることができる。 

⑥審判を請求することができる事項に関する訴えは、

審決に対するものでなければこれを提起することが

できない。 

⑦第 162条第 2項第 4号の規定による対価の審決、

及び第 165条第 1項の規定による審判費用の審決又

は決定については、独立して第 1項の規定による訴え

を提起することができない。 

⑧特許法院の判決に対しては、大法院に上告すること

ができる。 

第 189 条 (審決又は決定の取消)  

①法院は、第 186条第 1項の規定によって訴えが提

起された場合にその請求が理由あると認めたときに

は、判決をもって当該審決又は決定を取消さなければ

ならない。 

②審判官は、第 1項の規定によって審決又は決定の取

消し判決が確定されたときには、再び審理をして審決

又は決定をしなければならない。 

③第 1項の規定による判決において取消の基本とな

った理由はその事件に対して特許審判院を羈束する。 

 

第 215 条 (2 以上の請求項がある特許又は特許権に

関する特則)  

第 65条第 6項・第 84条第 1項第 2号・第 85条第 1

項第 1号(消滅に限る。)・第101条第 1項第 1号、第

104条第 1項第 1号・第 3号又は第 5号、第 119条

第 1項、第 133条第 2項又は第 3項、第 136条第 6

項・第 139条第 1項・第 181条・第 182条又は｢実用

新案法｣第 26条第 1項第 2号・第 4号又は第 5号は 2

以上の請求項がある特許又は特許権に関してこれを

適用するにおいては、請求項ごとに特許がされたり特

許権があるものとみなす。 

첨부하여야 한다. 

 

제 186 조(심결등에 대한 소)  

① 심결에 대한 소 및 심판청구서나 재심청구서의 

각하결정에 대한 소는 특허법원의 전속관할로 

한다. 

②제 1 항의 규정에 의한 소는 당사자, 참가인 또는 

당해 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 그 

신청이 거부된 자에 한하여 이를 제기할 수 있다. 

③제 1 항의 규정에 의한 소는 심결 또는 결정의 

등본을 송달받은 날부터 30 일이내에 제기하여야 

한다. 

④제 3 항의 기간은 불변기간으로 한다. 

⑤심판장은 원격 또는 교통이 불편한 지역에 있는 

자를 위하여 직권으로 제 4 항의 불변기간에 

대하여는 부가기간을 정할 수 있다. 

⑥심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 심결에 

대한 것이 아니면 이를 제기할 수 없다. 

⑦제162조제2항제4호의 규정에 의한 대가의 심결 

및 제 165 조제 1 항의 규정에 의한 심판비용의 심결 

또는 결정에 대하여는 독립하여 제 1 항의 규정에 

의한 소를 제기할 수 없다. 

⑧특허법원의 판결에 대하여는 대법원에 상고할 수 

있다. 

 

 

  제 189 조(심결 또는 결정의 취소) ①  법원은 

제 186 조제 1 항의 규정에 의하여 소가 제기된 

경우에 그 청구가 이유있다고 인정한 때에는 

판결로써 당해 심결 또는 결정을 취소하여야 한다. 

②심판관은 제 1 항의 규정에 의하여 심결 또는 

결정의 취소판결이 확정된 때에는 다시 심리를 

하여 심결 또는 결정을 하여야 한다. 

③제 1 항의 규정에 의한 판결에 있어서 취소의 

기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 

기속한다. 

 

  제 215 조의 2(2 이상의 청구항이 있는 특허출원의 

등록에 관한 특칙) ①  2 이상의 청구항이 있는 

특허출원에 대한 특허결정을 받은 자가 특허료를 

납부하는 때에는 청구항별로 이를 포기할 수 있다. 

②제 1 항의 규정에 의한 청구항의 포기에 관하여 

필요한 사항은 지식경제부령으로 정한다. 




