no. 事件番号
1 昭和44(行ケ)93
2 昭和49(行ケ)60
3 昭和45(行ケ)50
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

昭和57(行ケ)225
昭和59(行ケ)262
昭和63(行ケ)19
平成8(行ウ)125
平成10(行ケ)329
平成11(行ケ)432
平成10(行ケ)82
平成11(行ケ)98
平成12(行ケ)443
平成12(行ケ)511
平成13(行ケ)524
平成12(行ケ)411
平成13(行ケ)239
平成13(行ケ)276
平成13(行ケ)134

19 平成13(行ケ)321
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

平成14(行ケ)414
平成13(行ケ)523
平成12(行ケ)296
平成13(行ケ)203
平成13(行ケ)470
平成13(行ケ)537
平成14(行ケ)92
平成15(行ケ)66
平成15(行ケ)65
平成14(行ケ)188
平成15(行ケ)54
平成15(行ケ)524
平成15(行ケ)91
平成15(行ケ)580
平成16(行ケ)440

審判の分割に対する判断
訴訟の分割に対する判断
満たさない（拒絶査定不服審判） 満たさない
満たさない（拒絶査定不服審判） 満たさない
審判の判断は誤っている
（分割要件を満たしている
満たさない（無効審判）
とまでは判断していない）
満たさない（拒絶査定不服審判） 満たさない
満たさない（拒絶査定不服審判） 満たさない
満たさない（拒絶査定不服審判） 満たさない
満たさない（不受理）
満たさない
満たす（無効審判）
満たさない
満たす（無効審判）
満たさない
満たさない（無効審判）
満たさない
満たす（無効審判）
満たす
満たさない（無効審判）
満たさない
満たさない（無効審判）
満たさない
満たさない（無効審判）
判断なし
満たす（無効審判）
判断なし
満たさない（無効審判）
満たさない
満たさない（無効審判）
満たさない
満たさない（拒絶査定不服審判） 判断なし
審判の判断は誤っている
満たさない（異議）
（分割要件を満たしている
とまでは判断していない）
満たさない（拒絶査定不服審判） 満たさない
満たさない（無効審判）
満たさない
満たさない（異議）
満たさない
判断なし
満たす（異議）
判断なし（争いなし）
満たさない（無効審判）
満たさない
満たさない（拒絶査定不服審判） 満たさない
満たさない（無効審判）
満たさない
満たさない（無効審判）
満たさない
満たさない（異議）
満たさない
満たさない（異議）
満たさない
満たさない（拒絶査定不服審判） 満たさない
満たさない（異議）
満たさない
満たさない（無効審判）
満たさない
満たさない（異議）
満たさない

対象発明
昭和４１年特許願第29227
昭和４３年特許願第43678

発明の名称
強化コンクリート製品の製造方法
圧力止リンダ型測定装置

特許第466178号

結晶組成を有する磁気異方性永久磁石の製造装置

昭和５０年特許願第107814
昭和４７年特許願第6890
昭和６０年特許願第27934
特願平成5-221314
特願平成4-170866
実願昭62-131739
特許第320275号
特許第2542300号
実用新案登録第2548560
特許第2962306号
特許第2722365号
特許第1805837号
特許第2698816号
特許第2710603号
特願平8-84963

動力田植機における移植杆自動停止装置
光の伝送装置
新エス、エス型交換方式
オートローディングプレーヤのターンテーブル機構
全周流型水中モータポンプ
魚釣用リール
半導体装置
変速用歯車
ダストボックスによる総合集塵システム
プリンタのインク残量表示方法
車両ナビゲーション方法
化粧料封入袋
セメント工業用回転筒窯
高性能燃料油
ＬＳＩ素子製造方法、及びＬＳＩ素子製造装置

特許第2648043号

電気掃除機

特許第2722365号
特許第2661009号

間欠空気揚水装置における給気方法
車両ナビゲーション方法
窒化ガリウム系化合物半導体発光素子

特許第3061605号
特許第2663243号
特願平8-68657
特許第2838511号
特許第2567808号
特許第3043694号
特許第3213716号
特願2001-322638
特許第3168397号
特許第2574912号
特許第3365368号

ドーナツ状基板の円孔研削工具
記憶媒体式遊戯設備
赤目防止装置内蔵カメラ
コンクリート埋設物
コンクリート埋設物
燐酸エステル系難燃剤
自走式破砕機
感光性樹脂組成物及びこれを用いた感光性エレメント
便座カバー
スロットマシン
受液器付熱交換器

35 平成17(行ケ)10099

満たさない（異議）

満たさない

特許第3325260号

36 平成17(行ケ)10623

満たさない（異議）

満たさない

特許第3416876号

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

満たさない（異議）
満たす（無効審判）
満たさない（無効審判）
満たす（無効審判）
満たさない（無効審判）
満たす（無効審判）
満たす（無効審判）
満たさない（出願却下）
満たさない（無効審判）
満たす（無効審判）
満たさない（無効審判）
満たす（無効審判）
満たす（無効審判）

満たさない
満たさない
満たさない
満たす
判断なし
満たさない
言及なし
言及なし
満たさない
満たさない
言及なし
満たす
満たす
言及なし

特許第3472771号
特許第3438697号
特許第2997709号
特許第3294825号
特許第3069533号
特許第3145979号
特許第3548569号
特願第3502383号
特願2006-119595
特許第3966892号
特許第3979659号
特許第3333151号
特許第4237247号
特許第3979659号

51 平成22(行ケ)10209

満たす（拒絶査定不服審判）

言及なし

特願2006-163994

52
53
54
55

満たす（無効審判）
満たす（ゆるく認定）
満たさない（出願却下）
満たさない
満たす（無効審判）
満たす
満たさない（拒絶査定不服審判） 満たさない

平成18(行ケ)10159
平成17(行ケ)10796
平成17(行ケ)10832
平成18(行ケ)10124
平成18(行ケ)10037
平成18(行ケ)10351
平成19(行ケ)10176
平成19(行ケ)10175
平成21(行ウ)696
平成21(行ケ)10049
平成21(行ケ)10136
平成21(行ケ)10352
平成22(行ケ)10060
平成22(行ケ)10299

平成23(行ケ)10272
平成25(行コ)10001
平成24(行ケ)10303
平成25(行ケ)10070

56 平成25(行ケ)10057等 満たす（無効審判）

満たす

特許第3590629号
特願2011-027458
特許第4180107号
特願2010-133971
特許第4696176号

画像処理システム
化学増幅型ポジ型レジスト用基材樹脂及びそれを用
いたレジストパターン形成用溶液
ポジ型レジスト組成物
機械室レスエレベータ装置
電話の通話制御方法
眼鏡レンズの供給システム
化合物半導体発光素子
力・加速度・磁気の検出装置
眼鏡レンズの供給システム
眼鏡レンズの供給システム
細断機
植栽設備
折畳コンテナ
遺体の処置装置
植栽設備
コンピュータシステムの起動方法、コンピュータシステ
ムおよびハードディスクドライブ
椅子型マッサージ機
窒化物系半導体素子の製造方法
レンズ駆動装置
移動無線網で作動される移動局および移動局の作動
方法

