
1

説　　明 拒絶理由通知書に記載する、拒絶の理由とした条文の識別

特記事項

２．１

項目名称 Ｃ２

コード
INDEX Ｃ０７１０

Ｎ1Ｎ2 Ｎ1Ｎ2　：　前０付き２桁の数字

整理標準化
データ
コード表

タイプ＆
レングス

項番 意　　　味

コード内容説明表

条文コード（拒絶理由）

コード記号

ＶＥＲ

備　考

（１．０）（１．０）（１．０）



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

特許（平成６年１月出願分以降）「最初の拒絶理由通知」（１／２）

項番 意　　　味

コード内容説明表

コード記号

ＶＥＲ

備　考

特許（平成５年１２月出願分まで）

００

０１

０２

０３

第36条＋第37条(昭和62年法改正後の第37条)
第36条＋第38条(昭和62年法改正前の第38条)

０６

０８

第29条柱書＋第36条
第29条第1項＋第36条
第29条第2項＋第36条
第29条第1項＋第29条第2項＋第36条
第29条柱書＋第29条第1項＋第36条
第29条柱書＋第29条第2項＋第36条
第29条柱書＋第29条第1項＋第29条第2項 ＋第36条

第29条の２、その他

第29条の柱書

第29条第1項
第29条第2項
第29条第1項＋第29条第2項

第32条

第36条

第37条(昭和62年法改正後の第37条)
第38条(昭和62年法改正前の第38条)

第39条

第36条＋第39条

０７

０９

２．１
コード
INDEX Ｃ０７１０

整理標準化
データ
コード表

０５

０４

（１．０）（１．０）（１．０）



コード内容説明表 ＶＥＲ ２．１
コード
INDEX Ｃ０７１０

整理標準化
データ
コード表

（１．０）（１．０）（１．０）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

特許（平成６年１月出願分以降）「最初の拒絶理由通知」（２／２）

３１ 第29条の2

３２

第17条第2項＋第29条柱書
第17条第2項＋第29条第1項
第17条第2項＋第29条第2項
第17条第2項＋第29条第1項＋第29条第2項
第17条第2項＋第29条柱書＋第29条第1項
第17条第2項＋第29条柱書＋第29条第2項
第17条第2項＋第29条柱書
　　　　　　　　　＋第29条第1項＋第29条第2項
第17条の2第3項＋第29条柱書
第17条の2第3項＋第29条第1項
第17条の2第3項＋第29条第2項
第17条の2第3項＋第29条第1項＋第29条第2項
第17条の2第3項＋第29条柱書＋第29条第1項
第17条の2第3項＋第29条柱書＋第29条第2項
第17条の2第3項＋第29条柱書
　　　　　　　　　＋第29条第1項＋第29条第2項

２９ 第36条＋第39条

３０
第17条第2項
第17条の2第3項
第17条第2項＋第17条の2第3項

２５ 第37条(昭和62年法改正後の第37条)

２７

第29条柱書＋第36条
第29条第1項＋第36条
第29条第2項＋第36条
第29条第1項＋第29条第2項＋第36条
第29条柱書＋第29条第1項＋第36条
第29条柱書＋第29条第2項＋第36条
第29条柱書＋第29条第1項
                ＋第29条第2項 ＋第36条

２８ 第36条＋第37条(昭和62年法改正後の第37条)

２４ 第36条

２６ 第39条

２２
第29条第1項
第29条第2項
第29条第1項＋第29条第2項

２３ 第32条

２１ 第29条柱書

特許（平成６年１月出願分以降）「最初の拒絶理由通知」（１／２）

項番 コード記号 意　　　味 備　考



コード内容説明表 ＶＥＲ ２．１
コード
INDEX Ｃ０７１０

整理標準化
データ
コード表

（１．０）（１．０）（１．０）

13

14

14-1

14-2

14-3

15

３７

２０

第17条の2第4項＋第36条

第17条第2項＋第17条の2第3項＋第29条柱書
第17条第2項＋第17条の2第3項＋第29条第1項
第17条第2項＋第17条の2第3項＋第29条第2項
第17条第2項＋第17条の2第3項＋第29条第1項
　　　　　　　　　＋第29条第2項
第17条第2項＋第17条の2第3項＋第29条柱書
　　　　　　　　　＋第29条第1項
第17条第2項＋第17条の2第3項＋第29条柱書
　　　　　　　　　＋第29条第2項
第17条第2項＋第17条の2第3項＋第29条柱書
　　　　　　　　　＋第29条第1項＋第29条第2項

３５ 第17条の2第4項

３６

第17条の2第4項＋第29条柱書
第17条の2第4項＋第29条第1項
第17条の2第4項＋第29条第2項
第17条の2第4項＋第29条第1項＋第29条第2項
第17条の2第4項＋第29条柱書＋第29条第1項
第17条の2第4項＋第29条柱書＋第29条第2項
第17条の2第4項＋第29条柱書＋第29条第1項
　　　　　　　　　　　　＋第29条第2項

第29条柱書＋第29条の2
第29条第1項＋第29条の2
第29条第2項＋第29条の2
第29条第1項＋第29条第2項＋第29条の2
第29条柱書＋第29条第1項＋第29条の2
第29条柱書＋第29条第2項＋第29条の2
第29条柱書＋第29条第1項＋第29条第2項＋第29条の2

３３
第17条第2項＋第36条
第17条の2第3項＋第36条
第17条第2項＋第17条の2第3項＋第36条

特許（平成６年１月出願分以降）「最初の拒絶理由通知」（２／２）

項番 意　　　味 備　考コード記号

（その他）

３４

特許（平成６年１月出願分以降）「最後の拒絶理由通知」（１／２）



コード内容説明表 ＶＥＲ ２．１
コード
INDEX Ｃ０７１０

整理標準化
データ
コード表

（１．０）（１．０）（１．０）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

４１

４４ 第36条

第29条柱書

４２
第29条第1項
第29条第2項
第29条第1項＋第29条第2項

４５

４３ 第32条

意　　　味 備　考

特許（平成６年１月出願分以降）「最後の拒絶理由通知」（１／２）

項番 コード記号

第37条(昭和62年法改正後の第37条)

４６ 第39条

４７

第29条柱書＋第36条
第29条第1項＋第36条
第29条第2項＋第36条
第29条第1項＋第29条第2項＋第36条
第29条柱書＋第29条第1項＋第36条
第29条柱書＋第29条第2項＋第36条
第29条柱書＋第29条第1項
                ＋第29条第2項 ＋第36条

４８ 第36条＋第37条(昭和62年法改正後の第37条)

４９ 第36条＋第39条

５０
第17条第2項
第17条の2第3項
第17条第2項＋第17条の2第3項

５１ 第29条の2

５２

第17条第2項＋第29条柱書
第17条第2項＋第29条第1項
第17条第2項＋第29条第2項
第17条第2項＋第29条第1項＋第29条第2項
第17条第2項＋第29条柱書＋第29条第1項
第17条第2項＋第29条柱書＋第29条第2項
第17条第2項＋第29条柱書
　　　　　　　　　＋第29条第1項＋第29条第2項
第17条の2第3項＋第29条柱書
第17条の2第3項＋第29条第1項
第17条の2第3項＋第29条第2項
第17条の2第3項＋第29条第1項＋第29条第2項
第17条の2第3項＋第29条柱書＋第29条第1項
第17条の2第3項＋第29条柱書＋第29条第2項
第17条の2第3項＋第29条柱書
　　　　　　　　　＋第29条第1項＋第29条第2項

特許（平成６年１月出願分以降）「最後の拒絶理由通知」（２／２）



コード内容説明表 ＶＥＲ ２．１
コード
INDEX Ｃ０７１０

整理標準化
データ
コード表

（１．０）（１．０）（１．０）

13

14

14-1

14-2

14-3

15

５７ 第17条の2第4項＋第36条

５６

第17条第2項＋第17条の2第3項＋第29条柱書
第17条第2項＋第17条の2第3項＋第29条第1項
第17条第2項＋第17条の2第3項＋第29条第2項
第17条第2項＋第17条の2第3項＋第29条第1項
　　　　　　　　　＋第29条第2項
第17条第2項＋第17条の2第3項＋第29条柱書
　　　　　　　　　＋第29条第1項
第17条第2項＋第17条の2第3項＋第29条柱書
　　　　　　　　　＋第29条第2項
第17条第2項＋第17条の2第3項＋第29条柱書
　　　　　　　　　＋第29条第1項＋第29条第2項

５４

第29条柱書＋第29条の2
第29条第1項＋第29条の2
第29条第2項＋第29条の2
第29条第1項＋第29条第2項＋第29条の2
第29条柱書＋第29条第1項＋第29条の2
第29条柱書＋第29条第2項＋第29条の2
第29条柱書＋第29条第1項＋第29条第2項＋第29条の2

４０

５３
第17条第2項＋第36条
第17条の2第3項＋第36条
第17条第2項＋第17条の2第3項＋第36条

（その他）

第17条の2第4項＋第29条柱書
第17条の2第4項＋第29条第1項
第17条の2第4項＋第29条第2項
第17条の2第4項＋第29条第1項＋第29条第2項
第17条の2第4項＋第29条柱書＋第29条第1項
第17条の2第4項＋第29条柱書＋第29条第2項
第17条の2第4項＋第29条柱書＋第29条第1項
　　　　　　　　　　　　　　＋第29条第2項

５５ 第17条の2第4項

特許（平成６年１月出願分以降）「最後の拒絶理由通知」（２／２）

項番 意　　　味 備　考コード記号

特許（平成６年１月出願分以降）「公告決定後に発見した理由による拒絶理由通知」（１／２）



コード内容説明表 ＶＥＲ ２．１
コード
INDEX Ｃ０７１０

整理標準化
データ
コード表

（１．０）（１．０）（１．０）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 ７２

第17条第2項＋第29条柱書
第17条第2項＋第29条第1項
第17条第2項＋第29条第2項
第17条第2項＋第29条第1項＋第29条第2項
第17条第2項＋第29条柱書＋第29条第1項
第17条第2項＋第29条柱書＋第29条第2項
第17条第2項＋第29条柱書
　　　　　　　　　＋第29条第1項＋第29条第2項
第17条の2第3項＋第29条柱書
第17条の2第3項＋第29条第1項
第17条の2第3項＋第29条第2項
第17条の2第3項＋第29条第1項＋第29条第2項
第17条の2第3項＋第29条柱書＋第29条第1項
第17条の2第3項＋第29条柱書＋第29条第2項
第17条の2第3項＋第29条柱書
　　　　　　　　　＋第29条第1項＋第29条第2項

７１ 第29条の2

６９ 第36条＋第39条

７０
第17条第2項
第17条の2第3項
第17条第2項＋第17条の2第3項

６７

第29条柱書＋第36条
第29条第1項＋第36条
第29条第2項＋第36条
第29条第1項＋第29条第2項＋第36条
第29条柱書＋第29条第1項＋第36条
第29条柱書＋第29条第2項＋第36条
第29条柱書＋第29条第1項
                ＋第29条第2項 ＋第36条

６８ 第36条＋第37条(昭和62年法改正後の第37条)

６５ 第37条(昭和62年法改正後の第37条)

６６ 第39条

６３ 第32条

６４ 第36条

６１ 第29条柱書

６２
第29条第1項
第29条第2項
第29条第1項＋第29条第2項

項番 コード記号 意　　　味 備　考

特許（平成６年１月出願分以降）「公告決定後に発見した理由による拒絶理由通知」（２／２）



コード内容説明表 ＶＥＲ ２．１
コード
INDEX Ｃ０７１０

整理標準化
データ
コード表

（１．０）（１．０）（１．０）

13

14

14-1

14-2

14-3

15

第17条の2第4項

７７ 第17条の2第4項＋第36条

特許（平成６年１月出願分以降）「拒絶理由通知（最初・５０条の２）」or「拒絶理由通知（最後・５０条の２）」（１／２）

項番 コード記号 意　　　味 備　考

７４

第29条柱書＋第29条の2
第29条第1項＋第29条の2
第29条第2項＋第29条の2
第29条第1項＋第29条第2項＋第29条の2
第29条柱書＋第29条第1項＋第29条の2
第29条柱書＋第29条第2項＋第29条の2
第29条柱書＋第29条第1項＋第29条第2項＋第29条の2

６０ （その他）

７６

第17条の2第4項＋第29条柱書
第17条の2第4項＋第29条第1項
第17条の2第4項＋第29条第2項
第17条の2第4項＋第29条第1項＋第29条第2項
第17条の2第4項＋第29条柱書＋第29条第1項
第17条の2第4項＋第29条柱書＋第29条第2項
第17条の2第4項＋第29条柱書＋第29条第1項
　　　　　　　　　　　＋第29条第2項

７５

第17条第2項＋第17条の2第3項＋第29条柱書
第17条第2項＋第17条の2第3項＋第29条第1項
第17条第2項＋第17条の2第3項＋第29条第2項
第17条第2項＋第17条の2第3項＋第29条第1項
　　　　　　　　　＋第29条第2項
第17条第2項＋第17条の2第3項＋第29条柱書
　　　　　　　　　＋第29条第1項
第17条第2項＋第17条の2第3項＋第29条柱書
　　　　　　　　　＋第29条第2項
第17条第2項＋第17条の2第3項＋第29条柱書
　　　　　　　　　＋第29条第1項＋第29条第2項

７３
第17条第2項＋第36条
第17条の2第3項＋第36条
第17条第2項＋第17条の2第3項＋第36条

項番 コード記号 意　　　味 備　考



コード内容説明表 ＶＥＲ ２．１
コード
INDEX Ｃ０７１０

整理標準化
データ
コード表

（１．０）（１．０）（１．０）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

特許（平成６年１月出願分以降）「拒絶理由通知（最初・５０条の２）」or「拒絶理由通知（最後・５０条の２）」（２／２）

項番 コード記号 意　　　味 備　考

９１ 第29条の2

９２

第17条第2項＋第29条柱書
第17条第2項＋第29条第1項
第17条第2項＋第29条第2項
第17条第2項＋第29条第1項＋第29条第2項
第17条第2項＋第29条柱書＋第29条第1項
第17条第2項＋第29条柱書＋第29条第2項
第17条第2項＋第29条柱書＋第29条第1項
　　　　　　　　＋第29条第2項
第17条の2第3項＋第29条柱書
第17条の2第3項＋第29条第1項
第17条の2第3項＋第29条第2項
第17条の2第3項＋第29条第1項＋第29条第2項
第17条の2第3項＋第29条柱書＋第29条第1項
第17条の2第3項＋第29条柱書＋第29条第2項
第17条の2第3項＋第29条柱書＋第29条第1項
　　　　　　　　＋第29条第2項
第17条第2項＋第17条の2第3項＋第29条柱書
第17条第2項＋第17条の2第3項＋第29条第1項
第17条第2項＋第17条の2第3項＋第29条第2項

８９ 第36条＋第39条

９０
第17条第2項
第17条の2第3項
第17条第2項＋第17条の2第3項

８７

第29条柱書＋第36条
第29条第1項＋第36条
第29条第2項＋第36条
第29条第1項＋第29条第2項＋第36条
第29条柱書＋第29条第1項＋第36条
第29条柱書＋第29条第2項＋第36条
第29条柱書＋第29条第1項＋第29条第2項＋第36条

８８ 第36条＋第37条（昭和62年法改正後の第37条）

８１ 第29条柱書

８２
第29条第1項
第29条第2項
第29条第1項＋第29条第2項

８３ 第32条

８４ 第36条

８５ 第37条（昭和62年法改正後の第37条）

８６ 第39条



コード内容説明表 ＶＥＲ ２．１
コード
INDEX Ｃ０７１０

整理標準化
データ
コード表

（１．０）（１．０）（１．０）

13

14

15

16

17

18

９７ 第17条の2第4項＋第36条

８０ （その他）

９５ 第17条の2第4項

９６

第17条の2第4項＋第29条柱書
第17条の2第4項＋第29条第1項
第17条の2第4項＋第29条第2項
第17条の2第4項＋第29条第1項＋第29条第2項
第17条の2第4項＋第29条柱書＋第29条第1項
第17条の2第4項＋第29条柱書＋第29条第2項
第17条の2第4項＋第29条柱書＋第29条第1項
　　　　　　　　＋第29条第2項

９３
第17条第2項＋第36条
第17条の2第3項＋第36条
第17条第2項＋第17条の2第3項＋第36条

９４

第29条柱書＋第29条の2
第29条第1項＋第29条の2
第29条第2項＋第29条の2
第29条第1項＋第29条第2項＋第29条の2
第29条柱書＋第29条第1項＋第29条の2
第29条柱書＋第29条第2項＋第29条の2
第29条柱書＋第29条第1項＋第29条第2項＋第29条の2

第17条第2項＋第17条の2第3項＋第29条第1項
　　　　　　　　＋第29条第2項
第17条第2項＋第17条の2第3項＋第29条柱書
　　　　　　　　＋第29条第1項
第17条第2項＋第17条の2第3項＋第29条柱書
　　　　　　　　＋第29条第2項
第17条第2項＋第17条の2第3項＋第29条柱書
　　　　　　　　＋第29条第1項＋第29条第2項



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

実用新案

項番 コード記号 意　　　味 備　考

０１ 第3条柱書

０２
第3条第1項
第3条第2項
第3条第1項＋第3条第2項

０３ 第5条

０４ 第7条

０５

第3条柱書＋第5条
第3条第1項＋第5条
第3条第2項＋第5条
第3条第1項＋第3条第2項＋第5条
第3条柱書＋第3条第1項＋第5条
第3条柱書＋第3条第2項＋第5条
第3条柱書＋第3条第1項
                ＋第3条第2項＋第5条

０６ 第5条＋第7条

０７ 第3条の2

０８ 第6条(昭和62年法改正後の第6条)

０９ 第5条＋第6条(昭和62年法改正後の第6条)

００ その他

コード内容説明表 ＶＥＲ ２．１
コード
INDEX Ｃ０７１０

整理標準化
データ
コード表

（１．０）（１．０）（１．０）


