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要約 

まとめ
・早期審査等については現行の制度で問題ない
・ 終審査結果取得のタイミングを早くする希望への対応の検討が求められる
・審査請求制度の見直しを行う必要性は低い
・審査着手を猶予する制度の在り方については、今後、出願人のニーズのより詳細な把
握や、監視負担の増大の危惧等を踏まえ、公平性、透明性、効率性が担保されることに
十分留意した検討が求められる

国内アンケート
国内企業等 1,057者を対象
回答521者（回答率49.3%）

・早期審査の改善点
・審査タイミングのニーズ調査 等

国内ヒアリング
企業18者、大学2者を対象

・審査請求制度の利用方法
・審査着手の早期化のニーズ
・審査着手の猶予のニーズ
・審査着手の猶予制度への意見 等

委員会
学識経験者2名、産業界有識者5名、弁理士1名の計8名による委員会（計4回）

国内アンケート、国内ヒアリング、海外質問票、海外ヒアリング、公開文献調査の
内容に基づいて、専門的な意見、業界としての意見をいただき、まとめを行った。

国内調査 海外調査

調査目的
適切なタイミングでの権利取得に関する、我が国ユーザーの具体的なニーズの確認、諸

外国における類似の制度の調査を行い、我が国において多様なニーズに対応して審査着手
のタイミングを選択可能とする制度の在り方について検討する。

背景
出願人の事業戦略・知財戦略に応えるような審査タイミングを選択できる制度について、

出願人のニーズと第三者の監視負担のバランスにも留意しつつ、諸外国の制度等を踏まえ
て検討することが必要、と指摘されている。

公開情報調査
書籍・インターネット情報等で下記事項を調査
・日本を含む諸外国の審査着手を早期化する制度
・日本を含む諸外国の審査着手を猶予する制度

海外質問票
米国、欧州、韓国、シンガポール

を対象
・早期審査等の制度の導入背景
・早期審査等の利用状況
・早期審査等の問題点 等

海外ヒアリング
米国、欧州、韓国を対象

海外質問票の不明点の深掘り
米国：3トラック
欧州：審査猶予制度の提案について
韓国：3トラック制度の導入の経緯
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Ⅰ． 序 

 

１． 本調査研究の背景 

 

 これまで特許庁は、ユーザーに対し迅速な審査結果を出願人に提供すべく、任期付審査

官の採用や先行技術文献調査外注の拡充等の施策を行ってきている。そして、2013 年には

審査請求から一次審査結果取得までの期間を 11 か月にするという目標を定め、その目標は

達成される見込みである。この目標は、全ての技術分野の特許出願について迅速に一次審

査を行い、審査請求から一次審査結果取得までの期間を短縮するものであるが、他方、出

願人がどのようなタイミングで審査結果の入手や権利の取得を望むかについては、その発

明の内容、技術分野固有の事情、当該発明を利用する事業計画等の多様性に応じて様々な

ニーズがある。 

 平成 24 年 3 月 30 日に行われた産業構造審議会第 17 回知的財産政策部会においては「出

願人の事業戦略・知財戦略にこたえるような審査タイミングを選択できる制度について、

出願人のニーズと第三者の監視負担のバランスにも留意しつつ、諸外国の制度等を踏まえ

て検討することが必要」であると指摘されている。 

 今後更なるグローバル化が進む中で我が国ユーザーの知財戦略に即応していくためには、

我が国においても、このような出願人の多様な権利取得のニーズに対応した段階的な審査

着手のタイミングを選択可能とする制度の導入について検討する必要があると考えられる。 

 

２． 本調査研究の目的 

 

 適切なタイミングでの権利取得に関して、我が国ユーザーの具体的なニーズを確認する

とともに、諸外国における類似の制度を調査し、我が国において多様なニーズに対応して

審査着手のタイミングを選択可能とする制度の在り方、仮に新しい制度を導入する場合の

問題点について検討し、今後制度改正などの際に用いるための基礎資料となるよう、本調

査研究を行うこととする。 

 

３． 本調査研究の実施方法 

 

 本調査研究では、下記調査項目について調査を行い報告書にまとめた。 

（１）学識経験者 2 名、産業界有識者 5 名、弁理士 1 名の計 8 名による委員会（計 4 回）。 

（２）1,057 者を対象とした国内アンケート調査。回答 521 者（回答率 49.3%）。 

（３）国内アンケート調査対象者から 20 者を抽出しての国内ヒアリング調査。 

（４）米国特許商標庁、欧州特許庁、韓国特許庁、シンガポール特許庁に対する質問票調
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査。 

（５）米国特許商標庁、欧州特許庁、韓国特許庁に対するヒアリング調査。 

（６）審査着手タイミングに関する公開情報調査。 

 

Ⅱ．我が国における審査着手タイミング 

 

１． 我が国における施策との関係 

 

 各国特許庁のワークシェアリングの観点から、我が国では審査結果を早期に他国庁へ発

信できるように、PPH(Patent Prosecution Highway)、JP-FIRST(JP-Fast Information 

Release STrategy)の施策を行っている。 

 

２． 審査着手の早期化 

 

 我が国において、審査着手を早期化するものとして、優先審査制度、早期審査、スーパ

ー早期審査、早期審理がある。現在、優先審査制度は、早期審査に代替されているためか、

ほとんど利用されていない状況である。 

 

３． 審査着手の猶予 

 

 我が国において、審査着手を猶予する手段としては、審査請求制度を利用して、審査請

求を行うタイミングを遅くするという事が考えられる。 

 

Ⅲ．諸外国における審査着手タイミング 

 

 米国、欧州特許出願、韓国における、審査着手タイミングを選択できる制度は下記のよ

うになっている。 

 

 米国 欧州特許 韓国 

審査着手 

の早期化 

・早期審査 

・トラックⅠ 

・年齢・健康による 

PACE 

・早期調査 

・早期審査 

・優先審査 

・超高速審査 

審査着手 

の猶予 

・審査猶予制度 なし ・審査猶予申請制度 
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 各国によって、申請要件、効果等が異なっている。 

 米国の審査猶予制度は、優先日から 3 年を超えない範囲で出願人の指定する所定期間だ

け庁指令が発行されないような制度である。 

 韓国の審査猶予申請制度は、出願から 5 年を超えない範囲（審査請求期間内）で、出願

人が審査開始のタイミングを指定できる制度である。 

 米国における審査猶予制度、韓国における審査猶予申請制度の利用件数はあまり多くな

い。 

 

Ⅳ．審査着手タイミングの在り方 

 

１． 審査着手の早期化 

 

 審査着手の早期化の点については、下記の論点について検討を行った。 

 （論点 1）早期審査等の継続の必要性 

 （論点 2）早期審査等の法定化の必要性 

 （論点 3）早期審査等の改善点 

 （論点 4） 終審査結果の早期取得の検討の必要性 

 それぞれについて説明をする。 

 

（論点 1）早期審査等の継続の必要性 

 

 国内アンケートでは、早期審査の認知度、利用率は、きわめて高かった。 

 一方、スーパー早期審査については、認知度は高いものの、利用率は低かった。利用し

ない理由については、対象となる案件がなかった、通常の審査又は早期審査のスピードに

満足しているという回答が多かった。スーパー早期審査を利用したことがない又は知らな

かったと回答したものの 72.2%が、対象となる案件があればスーパー利用したいと回答し

た。したがって、スーパー早期審査については、利用率は低いものの潜在的なユーザーが

多くいるものと考えられる。 

 

 国内ヒアリングで、早期審査を利用する主な理由として、事業の実施が確定（又は予定）

しているもの、重要技術と考えているものが挙げられている。 

 

 委員会では、早期審査自体について否定的な意見はなく、良い制度であるとの意見があ

った。 
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 諸外国をみても早く権利を取得する制度を取り入れており、各国特許庁間のワークシェ

アの観点からも日本特許庁が早期に審査結果を出す早期審査等は有益であると思われる。 

 

（ⅱ）（論点 2）早期審査等の法定化の必要性 

 

 諸外国においては早期審査等の審査着手を早期化する制度について、法律や規則で定め

られている。一方、我が国において、優先審査は法定化されているが、早期審査、スーパ

ー早期審査は法律、規則等で規定はされていない。 

 

 国内アンケート、国内ヒアリングでは、早期審査等が法定化されていないことについて

の不安、不満はなかった。 

 

 委員会では、制度の安定性という点では法定化した方がよいかもしれないが、我が国に

おいては特許庁とユーザーとの間に信頼関係があり、運用と法定との違いは余りないので

はないかという意見があった。 

 

 現在のところ、法定化を求める意見もないことから、運用で行うことで特段の問題はな

いものと考えられる。 

 

（ⅲ）（論点 3）早期審査等の改善点 

 

早期審査等の改善点については、早期審査の適用対象（早期審査の申請要件）の拡大や

事情説明書の簡素化の観点と、早期審査を利用した場合の公開前の登録1の観点、の二つの

観点から検討をした。 

 

・早期審査の適用対象の拡大、事情説明書の簡素化について 

 

 国内アンケートで改善点を聞いたところ、適用対象の拡大や申請の書類の簡略化・省略

化を求める意見があった。 

 

 国内ヒアリングでは、申請要件に関しては、ほとんどのものが「外国関連出願」として

早期審査を申請をしており、早期審査を申請したかったが、申請要件が障壁となり申請で

                         
1特許出願と同時に審査請求と早期審査の申請をした場合、出願から 1 年 6 月の出願公開前に、登録となることがある。

この場合、第三者は出願公開後の情報提供の機会を得られず、情報提供という公衆審査を経ずに権利が成立してしまう

ことになる。このような公開前の登録について対策が必要であるかを検討した。 
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きなかったということはないと回答があった。 

 一方、早期審査の申請要件の一つである「実施関連出願」は、早期審査を申請する理由

としては使いづらいという意見もあった。これは、「実施関連出願」で申請をすると、その

出願に関係する発明が実施している（又は実施しようとしている）発明であることを他者

に知られてしまうためである。特に、スーパー早期審査は、「実施関連出願」が必須の要件

となっているので、「実施関連出願」を要件から外して欲しいという意見もあった。 

 事情説明書の提出について問題はあるかという点について聞いてみたところ、提出する

書類は少ない方が好ましいという意見と事情説明書の提出が早期審査の濫用を防止する効

果を有しているという意見があった。 

 

 委員会では、早期審査に関する申請要件を完全に撤廃してしまうと、審査請求が行われ

る全件について早期審査が申請されるおそれがあり、そうなると早期審査の意義が不明と

なってしまう可能性がある。料金の徴収等の一定の要件を課す必要があると思われるとい

う意見があった。 

  

 以上のことから、現行の早期審査、スーパー早期審査については、ある程度ユーザーが

満足できるものとなっていると思われる。 

 しかしながら、適用対象の拡大や申請の書類の簡略化・省略化を求める意見もあること

から、早期審査等の趣旨を踏まえつつ、これらの必要性の有無についても検討を行うこと

が求められる。 

  

・早期審査を利用した場合の公開前の登録について 

  

 国内ヒアリングでは、他者の特許出願が早期審査を利用して出願公開前に登録になって

しまい現実に困ったことがあるかと質問したところ、特に困ったことがないという意見が

ほとんどであった。しかしながら、現実的に問題になったことはないが、情報提供の機会

がないまま、登録になってしまうことに問題を感じるという意見があった。そして、早期

審査を申請した場合には早期公開をする、付与後のレビュー制度を設けるという意見があ

った。 

  

 委員会では、早期審査を利用した場合の公開前の登録に対して何らかの対策が必要では

ないかという意見があった。 
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（論点 4） 終審査結果の早期取得の検討の必要性 

 

国内アンケートでは、審査結果取得のタイミングに満足しているという回答が多かった。

これは、特許庁による施策の結果一次審査結果取得の期間が短くなってきていることから

比較的満足度が高くなっていることが考えられる。一方、審査結果取得のタイミングをさ

らに早くするニーズがあるという意見もある程度あった。 

また、一次審査結果取得と 終審査結果取得のタイミングの重要性については、一次審

査結果取得のタイミングを重視するという回答よりも、 終審査結果取得のタイミングを

重視する、又は一次審査結果取得のタイミング、 終審査結果のタイミングをともに重視

するという回答の方が多かった。 

 

 委員会では、「ある業界団体で審査着手タイミングについての議論をした際に、早い審査

着手、遅い審査着手という審査着手タイミングよりも 終審査結果のタイミングを出願人

がコントロールしたいというニーズもあった」、という報告がされた。 

 

 以上のように、 終審査結果の取得タイミングを重視したいというニーズもあることが

判明した。 

 終審査結果を早期に取得したいというニーズがあることから、現行の運用の範囲内で

実行できることについて、公平性、透明性等に留意しつつ、検討を行う必要があると思わ

れる。 

 

２． 審査着手の猶予 

 

 審査着手の猶予の点については、下記の論点について検討を行った。 

 （論点 1）審査着手の猶予のニーズ 

 （論点 2）審査請求制度について2 

 （論点 3）審査着手の猶予に関する制度の必要性について 

 それぞれについて説明をする。 

 

（論点 1）審査着手の猶予のニーズ 

 

 国内アンケートにおいて、一次審査結果取得のタイミングを遅くするニーズ、 終審査

結果取得のタイミングを遅くするニーズとも一定数あった。 

                         
2 審査着手を猶予する手段として、審査請求期間の範囲内で審査請求のタイミングを遅くすることがある。この審査請

求制度自体の必要性、審査請求期間が適切であるかを検討した。 



- viii - 

 

 国内ヒアリングで具体的に審査着手を猶予したいケースについて聞いたところ、大きく

次の二つに分けられた。 

（a）権利化をするか否かの判断を遅らせたい場合。 

  （基礎研究関連の発明で将来事業として実施するか不明の発明） 

（b）権利化を行うのは決まっているが、特許請求の範囲（クレーム）の確定を遅くしたい

場合。 

  （標準規格が定まってからクレームを決めたい。他者の動向を見てクレームを決めた

い。） 

 

 委員会では、審査着手を猶予したい事例として、侵害訴訟の関係で遅く審査をしたい場

合やライセンス交渉の際に広い権利が取れる可能性のある出願を残しておきたい場合が挙

げられた。 

 

（論点 2）審査請求制度について 

 

 国内アンケートでは、知的財産戦略に応じて、審査請求のタイミングを変えていると回

答した者が多かった。また、アメリカの 3 トラック制度のように、審査請求制度そのもの

をなくし、審査着手のタイミングを出願人が選択できる制度をそのまま取り入れることに

ついては、審査請求制度がなくなることが問題であるという意見が多かった。また、理想

の審査請求期間は現行の 3年と回答したものが多く、審査請求制度が不要であるとの回答

はほとんどなかった。 

 

 国内ヒアリングでは、早く権利化をしたいものと、早く権利化をする必要がないものを

判別して審査請求を行うタイミングを変えているという意見がほとんどであった。審査請

求期間は、権利化をするか否かの判断をする期間として利用しているという回答が多かっ

た。理想の審査請求期間については、基礎研究関連の発明の場合は有用性の判断が現行の

3 年では短すぎるという意見もあったが、他者特許の監視負担の観点や技術の変遷が早く

なってきていることを鑑みると現行の 3 年程度がちょうどよいのではないかという意見が

複数あった。 

  

（論点 3）審査着手の猶予に関する制度の必要性について 

  

 国内アンケートで、審査着手を猶予する制度については反対であるというコメントが複

数あった。反対する理由としては、制度の複雑化を危惧するもの、必要性が感じられない、

他者特許の監視負担増大の危惧等があった。 
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 国内ヒアリングでは、審査着手を猶予する制度の導入について賛成か反対かを質問した

ところ、賛成と反対それぞれの意見が出た。審査着手を猶予する制度に反対する理由とし

て、自社の審査着手が猶予されるメリットよりも、他者特許の監視負担によるデメリット

の方が大きいという意見があった。 

 

 委員会においては、新しい制度を導入する場合には導入の際の弊害についての検討が必

要であるという意見、ニーズがあればそのニーズにこたえる制度を設けるべきであるが

終的な産業発展に寄与するかどうかを検討すべきという意見、等が挙げられた。 

 

 外国調査の結果、欧州特許庁では、庁同士のワークシェアの観点から日本の審査着手を

猶予する制度の導入を危惧していた。 

 

 以上のように、審査着手の猶予のニーズは一定数あるものの、権利の確定が遅れること

に伴う監視負担の増大への危惧等から、審査着手の猶予に対する反対も少なくない。 

 審査着手を猶予する制度・運用の必要性の有無については、監視負担の増大の弊害以外

にも、特許法の目的との関係、諸外国とのワークシェアとの関係等の様々な観点から考慮

し、公平性、透明性、効率性等に留意した検討を行う必要があると思われる。 

 

Ⅴ．まとめ 

 

１．審査着手の早期化 

 

 早期審査及びスーパー早期審査に対する出願人の評価も高く、現状のままで特に問題な

いとするものが相当数存在することから、今後も継続することが求められる。 

一方、公開前に登録されてしまうことを懸念する意見、事情説明書の簡略化・省略化や

適用対象の拡大（条件の緩和）を求める意見、も存在することから、これらについて不断

の検討を行うことが求められる。 

なお、一次審査結果の取得のタイミングに満足とするものが多かったが、 終審査結果

取得のタイミングをさらに早くすることを希望する意見も一定数存在した。したがって、

出願人のニーズに合わせ、 終審査結果取得のタイミングをさらに早くすることを希望す

る出願への対応を検討することが求められる。 

 

２．審査着手の猶予 

 



- x - 

 

 審査着手を猶予する方法としては、現行の審査請求制度の見直し、審査着手の猶予を希

望する出願人が審査着手時期を選択できる制度・運用の創設等が考えられる。 

審査請求制度については、出願審査請求制度を廃止することに反対とする意見が多く、

出願審査請求期間について現行の出願から 3 年でよいとするものが多いことから、審査請

求制度の見直しを行う必要性は低いものと考えられる。 

 審査着手時期を選択できる制度・運用の創設については、他者特許監視負担の増大の危

惧という問題がある。 

審査着手の猶予を可能とする制度・運用の在り方については、今後、出願人のニーズの

より詳細な把握、特許法の目的との関係、諸外国とのワークシェアとの関係、監視負担の

増大への危惧等も踏まえ、公平性、透明性、効率性等が担保されることに十分留意して検

討を行うことが求められる。 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

はじめに 

 

 我が国の特許制度は審査請求制度を採用しており、特許出願人は審査請求期間内におい

て、審査着手の要否に加えて、希望する着手時期のタイミングを一応、選択することが可

能な制度となっている。 

 

しかしながら、審査請求から審査着手までには一定の時間を要するものであるから、早

期の審査着手を希望する出願に対しては、一定の要件のもと、審査を通常に比べて早期に

行う早期審査によりそのニーズにこたえる施策を行ってきている。他方、遅いタイミング

での審査結果の取得のニーズがあることも指摘されてはいるものの、現在までそのニーズ

を満たすための特別な制度は設けられていない。 

 

 我が国の国際競争力を高めていくためには、知財戦略に基づいて適切なタイミングで権

利を取得できるような制度が求められるが、そのためには現行の早期審査を含めた審査着

手のタイミングを選択できる制度全体の在り方について、その長所短所、国際的な動向や

制度調和、さらには社会経済厚生などの種々の観点から検討をする必要がある。 

 

 本調査研究では、そのような背景のもと、適切なタイミングでの権利取得に関して、我

が国ユーザーの具体的なニーズを確認するとともに、我が国における多様なニーズに対応

した審査着手のタイミングを選択可能とする制度の在り方について、アンケート調査、ヒ

アリング調査等を行い、それらの結果を有識者委員会にて検討を行った。この報告書が、

今後の適切なタイミングでの権利取得のための制度設計の検討の際に利用されれば幸いで

ある。 

 

 後に、本調査研究の遂行にあたり、多くの方々にご協力をいただいた。委員会に参加

いただき貴重なご意見、ご支援を下さった委員やオブザーバーの皆様、アンケート調査・

ヒアリング調査にご協力いただいた企業、大学の関係者各位、海外質問票・海外ヒアリン

グ調査にご協力いただいた海外庁の担当者に対し、この場を借りて深く感謝を申し上げる

次第である。 
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Ⅰ． 序 

 

１． 本調査研究の背景 

 

 特許庁ではこれまで特許出願の審査請求から一次審査結果取得までの期間（FA1期間とも

呼ばれる）に関し、2013 年に 11 か月にするという目標（FA11）を定め、その目標達成に

向けて様々な施策を展開してきたところである。この目標は、全ての技術分野の特許出願

について迅速に一次審査を行い、審査請求から一次審査結果取得までの期間を短縮するも

のであるが、他方、出願人がどのようなタイミングで審査結果の入手や権利の取得を望む

かについては、その発明の内容、技術分野固有の事情、当該発明を利用する事業計画等の

多様性に応じて様々なニーズがある。 

 例えば、早期の事業化を目指す発明、ライフサイクルが短い発明、日本の審査結果に基

づき外国で早期の権利化を目指す発明等については早いタイミングでの審査着手が求めら

れているのに対し、事業化までに長期間を要する発明、国際標準の策定と密接に関連する

発明等については、遅いタイミングでの審査着手が求められている。 

このような出願人の多様な権利取得のニーズに対応するため、諸外国においては、出願人

が、早期、通常、遅延といった段階的な審査着手のタイミングを選択できるような制度の

導入を行っているところもある。一方、日本について見れば、審査請求制度や早い権利化

ニーズに対応する制度としての早期審査・スーパー早期審査等があるものの、審査請求期

間を超えるような遅い権利化ニーズに対応する制度は今のところ存在していない。 

 平成 24 年 3 月 30 日に行われた産業構造審議会第 17 回知的財産政策部会においては「出

願人の事業戦略・知財戦略にこたえるような審査タイミングを選択できる制度について、

出願人のニーズと第三者の監視負担のバランスにも留意しつつ、諸外国の制度等を踏まえ

て検討することが必要」であると指摘されている。 

 今後更なるグローバル化が進む中で我が国ユーザーの知財戦略に即応していくためには、

我が国においても、このような出願人の多様な権利取得のニーズに対応した段階的な審査

着手のタイミングを選択可能とする制度の導入について検討する必要があると考えられる。 

 

２． 本調査研究の目的 

 

 適切なタイミングでの権利取得に関して、我が国ユーザーの具体的なニーズを確認する

とともに、諸外国における類似の制度を調査し、我が国において多様なニーズに対応して

審査着手のタイミングを選択可能とする制度の在り方、仮に新しい制度を導入する場合の

                         
1 First Action 
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問題点について検討し、今後制度改正などの際に用いるための基礎資料となるよう、本調

査研究を行うこととする。なお、本調査研究については、特許出願2に関する調査を行って

いる。 

 

３． 本調査研究の実施方法 

 

（１） 委員会の設置 

 

（ⅰ） 目的 

 

 本調査研究に関して、専門的な視点からの検討、分析、助言を得るために、本調査研究

に関して専門的な知見を有する学識経験者等で構成される調査研究委員会を設置した。 

 

 検討は下記の観点から行った。 

・ 我が国におけるタイムリーな審査着手・権利取得に関するニーズについて 

・ 諸外国における審査着手のタイミングを選択可能とする制度の導入背景及びその利用

実態、審査着手のタイミングを選択可能とする制度を導入したことによる問題点、弊

害等について 

・ 我が国において審査着手のタイミングを選択可能とする制度を導入する場合の課題、

第三者の監視負担についての整理、審査請求制度との関係の整理等について 

・ 分析結果を踏まえた、審査請求制度の在り方、審査着手のタイミングを選択する制度

の在り方、現行の早期審査・スーパー早期審査の在り方を含む特許制度全体の制度設

計案について 

 

（ⅱ） 委員の概要 

 

 委員会は、学識経験者 2名、産業界有識者 5名、弁理士 1 名の計 8名で構成した。 

 

（ⅲ） 開催日時・場所・議題 

 

 委員会は、東京都千代田区神田錦町 3 丁目 11 番地精興竹橋共同ビル 5 階に所在する、一

般財団法人知的財産研究所の会議室で開催した。 

 開催日時と主な議題は、以下のとおりである。 

                         
2 米国に関しては、utilty patent を指す。 
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・ 第 1回委員会：平成 24 年 7 月 20 日 13：00～15：00 

・ 調査研究の趣旨説明、進め方、審査着手タイミングに関する諸外国の制度、国内ア

ンケート調査の質問事項、海外調査の内容について議論を行った。 

・ 第 2回委員会：平成 24 年 11 月 1 日 13：00～15：00 

・ 国内アンケート調査の結果報告、海外調査の途中報告、国内ヒアリング調査の質問

事項について議論を行った。 

・ 第 3回委員会：平成 24 年 12 月 27 日 15：00～17：00 

・ 国内ヒアリング調査の結果報告、海外調査の報告、調査研究の論点の検討、報告書

の骨子案の確認について議論を行った。 

・ 第 4回委員会：平成 25 年 1 月 31 日 15：00～17：00 

・ 調査報告書について 終確認を行った。 

 

（２） 国内アンケート調査 

 

 我が国及び諸外国における審査着手タイミングを選択可能とする制度の利用実績、我が

国における適切なタイミングでの権利取得に関するニーズを把握するために、以下の要領

でアンケート調査を行った3。 

 

（ⅰ） 調査対象 

 

 国内の JIPA（Japan Intellectual Property Association；日本知的財産協会）会員企

業、中小企業、大学合わせて 1,057 者に対してアンケート調査を行った。対象の内訳は以

下のとおりである。 

 

・ JIPA 会員企業   906 者 

・ 中小企業        100 者 

・ 大学           51 者 

 

アンケート調査の対象 1,057 者の抽出は、以下の条件で行った。 

 

・ JIPA 会員企業の抽出条件 

・ JIPA 会員企業の全 906 者を対象とした。 

                         
3 調査結果の詳細は資料編の資料Ⅰを参照。 
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・ 中小企業の抽出条件 

・ 中小企業4の 2011 年の特許出願件数から抽出。JIPA 会員企業と重複する企業を除

いて上位 100 者を抽出した。 

・ 大学の抽出条件 

・ 特許行政年次報告書 2012 版に基づいて、大学の 2011 年の公開件数上位 51 者を抽

出した。 

 

（ⅱ） 調査期間 

 

 アンケート調査の実施期間、集計対象は以下のとおりである。 

 

・ 送付  ：2012 年 8 月 24 日 

・ 締切り ：2012 年 9 月 12 日 

・ 集計対象：2012 年 9 月 18 日までに回答があったもの 

 

（ⅲ） 回収状況と回答者の属性 

 

 アンケートを送付した 1,057 者のうち、521 者より回答を得た（回収率 49.3%）。回答者

の属性で判明しているものを、以下の【図表Ⅰ-1】～【図表Ⅰ-6】に示す。なお、【図表Ⅰ

-4】の図表名中の『（Q1-2）』の記載は、アンケート調査の Q1-2 と関連するものであること

を表している。以下、本文中における（Q*-*）は同様にアンケート調査の（Q*-*）と関係

するものである。アンケート調査の結果の詳細については、資料編の資料Ⅰを参照された

い。 

 

【図表Ⅰ-1】アンケート回答者の内訳 

JIPA 企業 442 者 

中小企業 30 者 

大学 36 者 

匿名回答5 13 者 

 

 

                         
4 中小企業基本法等に定める中小企業を指す 
5 企業名は匿名であっても、アンケート Q1-1 で業種を回答した者もある。 
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【図表Ⅰ-2】回答者の分析業種別の内訳6 

業種 回答者数 割合 Q1-1の業種 件数 割合

1 農林水産業 1 0.2%

4 食料品製造業 17 3.3%
5 飲料・たばこ・飼料製造業 2 0.4%
9 医薬品製造業 34 6.5%

2 鉱業，採石業，砂利採取業 1 0.2%
17 鉄鋼業 4 0.8%
18 非鉄金属製造業 14 2.7%
19 金属製品製造業 10 1.9%

建設 29 6% 3 建設業 29 5.6%

6 繊維工業 10 1.9%
7 パルプ・紙・紙加工品製造業 4 0.8%
8 印刷・同関連業 4 0.8%
10 総合化学・化学繊維製造業 26 5.0%
11 油脂・塗料製造業 4 0.8%
12 10～11以外の化学工業 35 6.7%
13 石油製品・石炭製品製造業 4 0.8%
14 プラスチック製品製造業 25 4.8%
15 ゴム製品製造業 6 1.2%
16 窯業・土石製品製造業 8 1.5%

20 はん用機械器具製造業 1 0.2%
21 生産用機械器具製造業 22 4.2%
22 業務用機械器具製造業 9 1.7%
27 自動車製造業 19 3.6%
28 27以外の輸送用機械製造業 13 2.5%

23 電子応用・電気計測器製造業 11 2.1%
24 23以外の電気機械器具製造業 43 8.3%
25 情報通信機械器具製造業 19 3.6%
26 電子部品・デバイス・電子 17 3.3%

その他工業 33 6% 29 4～28以外の製造業 33 6.3%

42 学習教育（大学の方） 35 6.7%
43 42以外の教育，学習支援業 0 0.0%
44 技術移転機関（TLO） 0 0.0%
45 公的研究機関（独立行政法人含む） 1 0.2%
46 44～45以外の学術・開発研究機関 4 0.8%
49 公務（他に分類されるものを除く） 0 0.0%

30 電気・ガス・熱供給・水道業 6 1.2%
31 運輸業　郵便業 2 0.4%
32 通信業 6 1.2%
33 放送業 0 0.0%
34 情報サービス業 5 1.0%
35 インターネット附随サービス業 1 0.2%
36 映像・音声・文字情報制作業 0 0.0%
37 卸売業 4 0.8%
38 小売業 0 0.0%
39 金融･保険業 0 0.0%
40 不動産業，物品賃貸業 0 0.0%
41 宿泊業，飲食サービス業 0 0.0%
47 専門サービス業 2 0.4%
48 42～47以外のサービス業 1 0.2%
50 その他 1 0.2%

無回答 28 5% 無回答 28 5.4%

合計 521 100% 521 100.0%

その他 28 5%

電気 90 17%

大学等 40 8%

化学 126 24%

機械 64 12%

食品医薬 54 10%

金属 29 6%

 

                         
6 分析業種分類として、アンケート Q1-1 で回答をもらった業種に基づいて、9 つの業種に分類を行った。国内アンケー

ト調査結果を業界ごとに分析するためである。 
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【図表Ⅰ-3】回答者の分析業種別の内訳（グラフ） 
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【図表Ⅰ-4】回答者の従業員数の内訳（Q1-2） 

        

～10人

2.7%
11～50人

3.1%
51～100人

1.0%

101～300人

7.7%

301～1000人

19.4%

1001～5000人

34.7%

5001人～

31.3%

無回答0.2%
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【図表Ⅰ-5】回答者の特許担当者（特許出願・権利化業務に携わる方）の人数の内訳（Q1-3） 

～5人

44.7%

6～10人

21.7%

11～30人

22.6%

31～50人

4.2%

51～100人

4.2%

101人～

2.3%

無回答

0.2%

 
 

 

【図表Ⅰ-6】回答者の 2011 年度の日本特許出願件数の内訳（Q1-6） 

～10件

12.4%

11～50件

32.5%

51～100件

15.1%

101～500件

27.3%

501～1000件

7.1%
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2.7%

3001～5000件

0.8%

～5001件

1.5%

無回答

0.6%

 

 

（３） 国内ヒアリング調査 
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 適切なタイミングでの権利取得のために、現在の制度等（審査請求制度、早期審査等）

をどのように利用しているかの把握、審査着手を猶予するニーズがあるかどうか、審査着

手の猶予を実現するための制度案、その問題点に関して意見を集めるべく、以下の要領で

国内ヒアリング調査を実施した7。 

 

（ⅰ） 調査対象 

 

 以下の抽出法により、アンケート調査の対象者の中から、企業 18 者、大学 2者を抽出し

て国内ヒアリング調査を実施した。 

 

・ 業種が偏らないように、【図表Ⅰ-2】に示す 9つの業種全てを抽出した。 

・ 企業については、審査着手の猶予を実現する制度を導入することについての賛成意見、

反対意見の両方の意見を聞くために次のように抽出をした。賛成意見を聞くために、ア

ンケート（Q3-1）で一次審査結果取得（又は 終審査結果取得）のタイミングを遅くす

るニーズがあると回答した者を抽出した。また、反対意見を聞くために、アンケートの

自由記載欄において、審査着手を猶予する制度8に否定的なコメントを記載した者を抽

出した。 

その他、企業の知的財産戦略があると思われる特許担当者数が多い企業を抽出した。 

・ 大学は、特許出願の数が多い大学を抽出した。 

  

 国内ヒアリング対象企業の業種の内訳は以下の【図表Ⅰ-7】のとおりである9。 

 

                         
7 調査結果の詳細は資料編の資料Ⅱを参照。 
8 アンケートの中で、遅い審査制度、遅延審査制度と記載されているものを審査着手を猶予する制度と考えた。 
9 「その他工業」は、食品・医薬、金属、化学、機械、電気の業種以外の製造業を指しており、「その他」は、電気・ガ

ス、通信、情報サービス業、卸売業等を指している。詳細は【図表Ⅰ-2】参照。 
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【図表Ⅰ-7】国内ヒアリング対象企業の業種の内訳 

食品・医薬 2 者 

金属 2 者 

建設 2 者 

化学 2 者 

機械 2 者 

電気 3 者 

その他工業 3 者 

（内 1 者が中小企業） 

大学等 2 者 

その他 2 者 

 

（ⅱ） 調査期間 

 

 国内ヒアリング調査は、2012 年 11 月中旬から 2012 年 12 月上旬の間に実施した。 

 

（４） 海外質問票調査 

 

 海外における、審査着手タイミングを選択できる制度の導入背景や利用実績、また制度

の問題点について把握するため、以下の要領で海外質問票調査を実施した。 

 

（ⅰ） 調査対象 

 

 米国特許商標庁（USPTO；United States Patent and Trademark Office）、欧州特許庁（EPO；

European Patent Office）、韓国特許庁（KIPO；Korean Intellectual Property Office）、

シンガポール特許庁（IPOS；Intellectual Property Office of Singapore）の 4者に対し

て、質問票を電子メールで送付して実施した10。 

 

（ⅱ） 調査期間 

 

 海外質問票調査は、2012 年 9 月上旬から 2012 年 12 月中旬の間に実施した。 

 

                         
10 調査結果の詳細は資料編の資料Ⅲを参照。なお、米国特許商標庁及びシンガポール特許庁の海外質問票調査結果につ

いては、各庁の希望により非公開としている。 
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（５） 海外ヒアリング調査 

 

 海外特許庁から返信されてきた海外質問票調査に基づいて、不明点等をヒアリング項目

として設定し、審査着手タイミングを選択できる制度についての深い理解を得るため、以

下の要領で海外ヒアリング調査を実施した。 

 

（ⅰ） 調査対象 

 

 米国特許商標庁、欧州特許庁、韓国特許庁の 3者に対してヒアリング調査を行った。な

お、米国特許商標庁については、ヒアリング調査の前までに質問票の回答を得られなかっ

たため、質問票の内容についてヒアリング調査を実施した11。 

 

（ⅱ） 調査期間 

 

 海外質問票調査は、2012 年 9 月下旬から 2012 年 12 月上旬の間に実施した。 

 

（６） 公開情報調査 

 

 日本を含む諸外国の審査着手のタイミングを選択できる制度について、書籍、研究報告

書、インターネット情報等を利用して、本調査研究の内容に関する事項を調査、整理及び

分析を行い報告書にまとめた。諸外国については、特に審査着手を猶予する制度の導入又

は導入の検討を行った事のある国について調査を行った。

                         
11 調査結果の詳細は資料編の資料Ⅲを参照。なお、米国特許商標庁の海外ヒアリング調査結果については、庁の希望に

より非公開としている。 
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Ⅱ． 我が国における審査着手タイミング 

 

 審査請求期間は平成 11 年法改正により 7年から 3年に短縮化された。審査請求期間を 7

年から 3 年に短縮したことにより、いわゆる「審査請求のコブ」が発生し、このため審査

請求から一次審査結果取得までの期間（審査順番待ち期間）が一時的に増加した。特許庁

では、迅速かつ的確な審査を行うため、約 500 名の任期付審査官の採用や先行技術文献調

査外注の拡充等の様々な取組を着実に実施することにより、審査体制の強化や審査の効率

化を図ってきた。 

これらの取組により、審査順番待ち件数は着実に減少し、審査請求から一次審査結果取

得までの期間は2009年の29.1か月から、2011年の25.9か月と着実に短縮をしてきている12。

今後も、審査順番待ち件数、審査請求から一次審査結果取得までの期間は減少していくも

のと見込まれ、目標として掲げた2013年審査順番待ち期間11か月についても達成できる見

通しといわれている。【図表Ⅱ-1】参照。 

 

【図表Ⅱ-1】審査順番待ち件数と審査順番待ち期間の推移 

 

  

 また、我が国では、審査着手タイミングを選択可能な制度・運用を設けて、適切なタイ

ミングで権利取得を行いたいと考えるユーザーのニーズにこたえるようにしてきた。本調

査研究の論点を検討する前に、現在我が国においてどのような制度等が設けられ、利用さ

れているかを説明する。 

                         
12 『特許行政年次報告書 2012 年版〈統計・資料編〉』3 頁（特許庁、2012 年版） 
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１． 我が国の施策との関係 

 

 経済活動や企業活動のグローバル化、それに伴う知的財産の重要性の高まりを背景とし

て、近年、特許出願が世界的な広がりをみせている。その結果、同一発明が複数国・地域

の特許庁に出願される、いわゆる重複出願が増加し、各特許庁の審査負担も増加している。 

このような状況に対し、我が国特許庁は、国際協力の枠組みを利用して各特許庁間におけ

る特許審査のワークシェアリングを推進し、各特許庁での審査の適正化及び効率化を図る

とともに出願人がグローバルな知的財産保護を効率的に実施できる環境の実現を目指して

いる。 

 特許審査のワークシェアリングの原則は、各特許庁が、他庁により発信されたサーチ・

審査結果を利用するというものである。他庁のサーチ・審査結果の妥当性を検討すること

により、妥当である部分については重複作業を排除し、妥当でない部分については各庁が

補完的にサーチ・審査を行うことにより、審査を効率化するとともに、より適切な審査結

果とすることが可能である。 

 そのため、各庁がサーチ・審査結果を早期に発信し、また、他庁のサーチ・審査結果を

適なレベルで利用し得るよう、様々な双方向ワークシェアリングを確立することが重要

であり、我が国特許庁としては、次の（1）及び（2）の取組を行っている。 

 

（１）  PPH（Patent Prosecution Highway；特許審査ハイウェイ）13 

 

 PPH は、第 1 庁（出願人が 先に特許出願をした庁）で特許可能と判断された出願につ

いて、出願人の申請により、他庁（第 2 庁）において簡易な手続で早期審査を受けられる

ようにするものである。PPH のイメージを【図表Ⅱ-2】に示す。PPH の申請のためには、第

2 庁出願の全ての特許請求の範囲（以下、クレーム）が、第 1 庁出願の特許可能と判断さ

れたクレームのいずれかと十分に対応していることが必要とされる。 

 

                         
13 PPH の詳細については、特許庁のホームページを参照。

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm 

（ 終アクセス日 2013 年 1 月 7 日） 

「平成２４年度知的財産権制度説明会（実務者向け）テキスト 国内外で早期に特許権を取得するために」 9-14 頁（特

許庁、2012 年） 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/h24_jitsumusya_txt/03.pdf 

（ 終アクセス日 2013 年 1 月 7 日） 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/h24_jitsumusya_txt/03.pdf
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【図表Ⅱ-2】PPH のイメージ図 

 

 

（ⅰ） 国内特許出願の審査結果を利用した PPH の概要 

 

 第 1 庁（ある庁）の国内特許出願の審査結果を利用して、第 2 庁（他庁）において早期

審査を申請することができる。 

 2006 年 7 月に日米間で試行プログラムを開始して以来、日本国特許庁は、21 の特許庁14

との間で PPH を実施又は試行している。 

 

（ⅱ） PCT（Patent Cooperation Treaty）出願の国際段階成果物を利用した PPH（PCT-PPH）

の概要 

 

 2010 年 1 月 29 日から、PCT 出願の国際段階成果物を利用した PPH（PCT-PPH）プログラ

ムの試行を開始した。このプログラムでは、特定の国際調査機関が作成した見解書

（WO/ISA；Written Opinion of the International Searching Authority）や特定の国際

予備審査機関が作成した国際予備審査報告（IPER；International Preliminary Examination 

Report）を利用して、国内官庁において早期審査を申請することができる。現在、日本国

特許庁は、14 の特許庁15との間で PCT-PPH を試行している。 

 

                         
14 米国特許商標庁、韓国特許庁、英国知的財産庁、ドイツ特許商標庁、デンマーク特許商標庁、フィンランド特許庁、

ロシア特許庁、オーストリア特許庁、シンガポール知的財産庁、ハンガリー特許庁、カナダ知的財産庁、欧州特許庁、

スペイン特許商標庁、メキシコ産業財産庁、中国国家知識産権局、ノルウェー産業財産庁、アイスランド特許庁、イス

ラエル特許庁、フィリピン知的財産庁、ポルトガル産業財産庁及び台湾智慧財産局（2013 年 1 月現在） 
15 米国特許商標庁、欧州特許庁、フィンランド特許庁、スペイン特許商標庁、スウェーデン特許登録庁、メキシコ産業

財産庁、デンマーク特許商標庁、北欧特許庁、中国国家知識産権局、ノルウェー産業財産庁、アイスランド特許庁、フ

ィリピン知的財産庁、ポルトガル産業財産庁及び韓国特許庁（2013 年 1 月現在） 
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（ⅲ） PPH MOTTAINAI 試行プログラムの概要 

 

 PPH は、原則、第 1 庁の審査結果に基づく申請しか認められていなかったため、第 1 庁

の審査結果が得られない状況では、別の国における PPH の申請は認められなかった。2011

年 7 月 15 日から、第 1庁の審査結果に限らず、参加庁による特許可能との審査結果を利用

した PPH の申請が可能となる PPH MOTTAINAI を試行している。 

 PPH MOTTAINAI では、これまでは PPH の申請ができなかった【図表Ⅱ-3】のような場合

にも、PPH の申請が可能となる。 

 現在、日本国特許庁は、8 の特許庁16との間で PPH MOTTAINAI を試行している。 

 

【図表Ⅱ-3】PPH MOTTAINAI の利用イメージ 

 

 

（ⅳ） PPH のメリット17 

 

 特許審査ハイウェイを利用することにより、出願人は、主に 3 つの利益を享受すること

が可能である。 

・第一に特許の質の向上である。例えば、米国出願を優先基礎とした日本への特許出願の

場合、特許査定率は 44.8％であるが、特許審査ハイウェイを利用した場合は 72.4％と高い

特許査定率となっている（2011 年）。出願人にとっては、特許取得の予見性が高まるとと

もに、日米の審査官が、原則、同一のクレームに基づいて審査を行うこととなるため、よ

り安定した権利を得ることが可能である。【図表Ⅱ-4】参照。 

・第二に審査の迅速化が挙げられる。例えば、日本への特許出願における審査請求から一

次審査結果までの期間の平均は通常 25.9 か月であるのに対して（2011 年）、米国から日

本への特許出願において、特許審査ハイウェイを利用した場合は、その申請から、一次審

                         
16 米国特許商標庁、英国知的財産庁、カナダ知的財産庁、フィンランド特許庁、ロシア特許庁、欧州特許庁、スペイン

特許商標庁、ポルトガル産業財産庁（2013 年 1 月現在） 
17 『特許行政年次報告書 2012 年版』139-140 頁（特許庁、2012 年） 
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査結果までの平均期間が、1.7 か月に短縮されている（2011 年）。 

さらに、米国出願を優先基礎とした日本への特許出願の場合、一次審査結果から 終処分

までの平均期間は、通常 10.4 か月を要するのに対して、特許審査ハイウェイを利用した

場合には、5.5 か月に短縮されている（2011 年）。【図表Ⅱ-5】参照。 

・第三に権利取得のためのコスト削減が可能である。他庁において既に通知された拒絶理

由は、他庁における審査を経て解消されているため、各庁で重複して通知されることはな

いものと考えられる。その結果、審査官と出願人のやり取りの回数が減少し、これに伴う

コストの削減につながる。これにより、出願人は特許取得の費用を節約することができる。

一方、特許庁の審査官にとっては、他庁の審査結果を利用して審査することができるため、

ワークロードの軽減につながり、審査能力を他の特許出願の審査に振り分けることが可能

となり、全体として審査の迅速化に寄与することになる。 

 

【図表Ⅱ-4】 PPH 利用のメリット 特許査定率 

 

【図表Ⅱ-5】PPH 利用のメリット 一次審査結果から 終処分までの平均期間 
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（ⅴ） PPH の利用実績 

 

 2012 年 6 月末時点で、国内特許出願の審査結果を利用した PPH について、日本から米国

への申請は 5,520 件、日本から韓国への申請は 1,395 件となっている。詳細は【図表Ⅱ-6】

に示す18。なお、【図表Ⅱ-6】の縦軸は、第 1 庁、横軸は第 2庁を示している。（ ）の数字

は PPH MOTTAINAI の申請数である。 

 

【図表Ⅱ-6】PPH 申請数 

 

 

                         
18 PPH の申請件数は、下記 URL の『The Patent Prosecution Highway (PPH) Portal Web Site（英語）』のリンクから「Patent 

Prosecution Highway Portal Site」へ行き、「statistic」で閲覧可能。 

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm 

（ 終アクセス日 2013 年 1 月 7 日） 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm
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（２） JP-FIRST（JP-Fast Information Release STrategy）19 

 

 JP-FIRST は、一次審査結果を出願人に早期に提供するとともに、世界の特許庁に先がけ

て我が国の審査結果を発信し、諸外国特許庁の審査においてその有効利用を図ることによ

り、出願人の海外での適切な権利取得を支援するための施策で、2008 年 4 月から実施して

いる。 

 これにより、各国特許庁の審査官は日本での審査結果を利用することとなり、海外にお

いても質の高い審査が期待され、安定した強い権利を取得することができる。 

 

（ⅰ） JP-FIRST の概要 

  

 パリ優先権主張の基礎となる特許出願のうち、出願日から 2 年以内に審査請求がなされ

たものが、対象となる。なお、PCT 出願の基礎となる特許出願については、対象外となる。 

 国内優先権を主張した後の出願については、当該出願がパリ優先権主張の基礎となって

いれば、対象となる。ただし、先の出願の日が起算日となるため、先の出願の日から 2 年

以内に審査請求がなされている必要がある。 

 JP-FIRST の利用に際して、別途の手続は不要である。 

 審査着手時期の目安として、審査請求と出願公開のいずれか遅い方の日から、原則 6 月

以内に審査着手を行う。また、審査着手は特許出願の日から 30 月を越えない時期にされる。 

 

（ⅱ） JP-FIRST のメリット 

 

 JP-FIRST のメリットとして以下のものが挙げられる。 

・上記（ⅰ）の条件を満たすものであれば、出願人は特段の申請を行うことなく、JP-FIRST

を利用することが可能である。したがって、代理人費用等の追加的なコストが発生するこ

となく、早期に一次審査結果を取得することが可能である。 

・外国特許庁にも出願する場合には、当該外国特許庁において、日本国特許庁の審査結果

を踏まえたオフィスアクションが行われる可能性が高いと言える。したがって、JP-FIRST

を利用して早期に一次審査結果を得て、その結果を利用して外国特許庁での審査を行うこ

とにより、当該外国特許庁におけるオフィスアクションの回数が削減されることが期待さ

れる。 

                         
19「平成２４年度知的財産権制度説明会（実務者向け）テキスト 国内外で早期に特許権を取得するために」 15-16 頁 

（特許庁、2012 年） http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/h24_jitsumusya_txt/03.pdf 

（ 終アクセス日 2013 年 1 月 4 日） 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/h24_jitsumusya_txt/03.pdf
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 【図表Ⅱ-7】に JP-FIRST 利用イメージを図示する。 

 

【図表Ⅱ－7】JP-FIRST 利用イメージ 

 

 

（ⅲ） JP-FIRST の利用実績 

 

 2011 年では、JP-FIRST の利用が 7,109 件であった20。 

 

２． 審査着手の早期化 

 

 早期の事業化を目指す発明、ライフサイクルが短い発明等については、出願人は早期に

権利を取得したいというニーズがあると思われる。このようなニーズにこたえるために、

我が国では優先審査制度や早期審査、スーパー早期審査（以下、早期審査とスーパー早期

審査を合わせて早期審査等とする）を設けている。また、拒絶査定不服審判の審理を早期

に進めるために早期審理が設けられている。 

 

（１） 優先審査制度 

  

 我が国では、昭和 45 年の末まで特許出願された全てを審査するいわゆる伝統的な審査主

義制度をとっていた。しかしながら、この伝統的な審査主義は技術の進歩に伴う出願数の

増加により、出願から権利の付与までに長時間かかるようになってしまっていた。そのた

め、出願人は権利の付与まで他人の模倣に対する対抗策がなく、第三者は出願内容の公表

が遅れることにより重複投資・重複研究を行うという弊害が発生していた。 

 このような状況下、昭和 45 年の特許法等の一部を改正する法律（以下、昭和 45 年法改

正）で、審査請求制度、出願公開制度が導入され、審査する必要がない出願について審査

を行わないことによる審査の促進、及び発明の早期公表による第三者の重複研究・重複投

                         
20 「特許行政年次報告書 2012 年版」141 頁（特許庁、2012 年） 
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資の防止を行った。 

 また、昭和 45 年法改正では、補償金請求権の導入もされた。これは、出願公開から権利

付与までの間の第三者の発明の実施による出願人の不利益を是正するための制度であり、

実施者への警告を条件として公開後の第三者の実施に対する、補償金を特許権の設定登録

後に請求することができる。 

 しかしながら、出願公開から審査の期間が長いと、出願人は補償金請求権ではカバーで

きない被害を受ける可能性があった。また実施をしている第三者に関しても明らかに特許

性がないと思われる出願に基づいて出願人から販売店等に警告をされると取引の混乱を発

生するおそれがあった。 

 そこで、昭和 45 年法改正で優先審査の制度を導入し、優先審査が認められれば審査請求

の順にかかわらず優先的に審査を行うこととした。 

 次に、2013 年 2 月現在の優先審査の条文を示す。 

特許法 

（優先審査）  

第 48 条の 6 特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る

発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他

の特許出願に優先して審査させることができる。 

 優先審査について説明をする。 

 

① 申請人適格 

 

 出願人及び警告を受けた実施者が申請をすることができる。 

 

② 時期的要件 

 

 審査請求がなされている、出願公開がされている出願について申請することができる。 

 

③ 申請要件 

 

・第三者が出願公開後、特許査定前に特許出願に係る発明を業として実施していること 
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・優先審査をする必要があること21。 

 

④ 手数料 

  

 なし。 

 

⑤ 効果 

 

 通常の特許出願に対して優先的に審査される。 

 

⑥ その他 

 

 2011 年の優先審査の申請件数は 4件であった。2011 年の審査請求件数 253,754 件に対し

て約 0.001%である。 

 

（２） 早期審査・早期審理 

 

 早期審査・早期審理は、運用により審査・審理を通常に比べて早期に行うようにするも

のである。早期審査・早期審理を利用することにより、出願人は権利を早期に取得するこ

とができる。早期審査・早期審理の申請要件等はガイドラインに規定されている。 

 

（ⅰ） 早期審査 

 

早期審査は、研究開発成果の早期活用やグローバルな経済活動等に対する支援を目的と

して、1986年2月から運用を開始し、早期審査に関する事情説明書の提出を前提に、審査を

通常に比べて早期に行う制度である22。早期審査について説明する。 

 

                         
21 「工業所有権法逐条解説〔第 19 版〕」 186-187 頁 （発明推進協会、2012 年 12 月） 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/cikujyoukaisetu19/tokkyo_3.pdf 

（ 終アクセス日 2013 年 1 月 7 日） 

 緊急に審査をする必要がある場合という意味である。第三者が特許出願に係る発明を業として実施している場合であ

っても、当事者の話合いによって実施されているとき又は実施の状況によって格別急ぐ必要はないというものについて

は、優先審査をしないことになる 
22 日本特許庁ウェブページ「特許出願の早期審査・早期審理ガイドライン」参照

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/v3souki/guideline.pdf 

（ 終アクセス日2013年1月7日） 

「アジア拠点化推進法関連出願」については、下記日本特許庁ウェブページ「アジア拠点化推進法関連出願の早期審査・

早期審理の試行開始について」参照 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/azia_souki.htm（ 終アクセス日2013年1月7日） 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/cikujyoukaisetu19/tokkyo_3.pdf
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/v3souki/guideline.pdf
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/azia_souki.htm
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① 申請人適格 

 

 出願人が申請を行うことができる。 

 

② 時期的要件 

 

 審査請求がなされた特許出願について申請をすることができる。 

 

③ 申請要件 

 

2013年2月現在、下記の特許出願について早期審査を申請することができる。 

・実施関連出願 

・外国関連出願 

・中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願 

・グリーン関連出願  

・震災復興支援関連出願 

・アジア拠点化推進法関連出願 

 

④ 手数料 

  

 なし。 

 

⑤ 効果 

 

 申請が認められた場合、通常より早い審査を受けられる。 

 

⑥ その他 

 

 早期審査は、「実施関連出願」のみを対象として運用が開始されて以降、「外国関連出願」

の対象化（1996 年 1 月）、「中小企業」、「大学」、「TLO」の対象化（2000 年 7 月）、「中小企

業」や「外国関連出願」の対象の拡大（2004 年）、中小企業・大学等が申請する場合の先

行技術調査の軽減（2006 年 7 月）、環境関連技術に関する出願（グリーン関連出願）への

適用拡大の試行開始（2009 年 11 月）など、制度の利便性向上を図る見直しを数次行って
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きた23。その結果、利用数は年々増加傾向であり、2011 年には 12,157 件となっている。2011

年の審査請求件数 253,754 件に対して約 4.8%である。【図表Ⅱ-8】を参照24。 

また、早期審査を利用した出願の一次審査結果取得までの平均期間も2011年で早期審査

の申請から1.8か月(2008年は2.0か月)となっており、制度を利用しない出願と比べ、審査

請求から一次審査結果取得までの期間が大幅に短縮されている。 

 

【図表Ⅱ-8】早期審査の申請件数の推移 

 

  

（ⅱ） スーパー早期審査 

 

出願人の多様なニーズにこたえるために、従来の早期審査を拡充し、通常の早期審査よ

りも更に早期に審査を行うスーパー早期審査を創設し、2008年10月から試行している。試

行開始当初は、国内移行したPCT出願（DO出願）は対象外としていたが、事務処理システム

の改善によりDO出願の事務処理期間を短縮することが可能となったため、2009年10月から、

スーパー早期審査の対象にDO出願を加え、対象を拡大して試行を継続している。スーパー

早期審査について説明をする。 

 

① 申請人適格 

 

 出願人が申請を行うことができる。 

 

                         
23 平成23年8月1日から当面1年の予定で導入されたが、東日本大震災で被災された企業等が知財を活用し復興していくこ

とを支援するため、平成24年8月1日以降も早期審査の対象となっている。 
24 「特許行政年次報告書 2012 年版」131 頁、3-2-5 図（特許庁、2012 年） 
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② 時期的要件 

 

 審査請求がなされた特許出願について申請をすることができる。 

 

③ 申請要件 

 

・実施関連出願、且つ外国関連出願のもの 

・スーパー早期審査の申請前4週間以降になされた全ての手続をオンライン手続とする特

許出願 

 

④ 手数料 

  

 なし 

 

⑤ 効果 

 

 申請が認められた場合、申請から一次審査までを1か月以内（DO出願については、原則2

か月以内）で行い、さらに、再着審査25についても、意見書・補正書の提出から1か月以内

に行う。 

 

⑥ その他 

 

 拒絶理由通知の発送日から30日以内に出願人は応答する必要がある。応答期限を徒過し

た場合通常の早期審査の取り扱いとなる。 

 2011年のスーパー早期審査の申請件数は361件であった。2011年の審査請求件数253,754

件に対して約0.1%である。【図表Ⅱ-9】を参照26。 

 

                         
25 一次審査後、出願人からの意見書や補正所の提出を受けて行われる審査 
26 「特許行政年次報告書 2012 年版」131 頁、3-2-6 図（特許庁、2012 年） 
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【図表Ⅱ-9】スーパー早期審査の申請件数の推移 

 

 

（ⅲ） 早期審理 

 

 早期審理の申請が認められた場合、通常の審判事件に優先して審理が行われる。以下の

いずれかの要件を備えた特許出願に係る拒絶査定不服審判事件が対象となる。なお、早期

審査を利用した場合でも、その出願の拒絶査定不服審判について早期審理を利用する場合

には、早期審理の申請をする必要がある。 

①実施関連出願 

②外国関連出願 

③中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願 

④グリーン関連出願  

⑤震災復興支援関連出願 

⑥第三者が、その審判事件の特許出願の出願公開後にその発明を業として実施している

場合 

⑦アジア拠点化推進法関連出願 

 

 2011 年の早期審理の申請件数は 190 件であった。2011 年の拒絶査定不服審判の申請件数

26,663 件27に対して約 0.7%である。また、2011 年度末時点で同年度の特許庁の目標である

10 か月以内の審決発送を実現している。 

 

                         
27 「特許行政年次報告書 2012 年版〈統計・資料編〉」5 頁（特許庁、2012 年版） 
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３． 審査着手の猶予 

 

 事業化までに長期間を要する発明、国際標準の策定と密接に関連する発明等については、

遅いタイミングでの審査着手のニーズがあると思われる。現在、審査着手を猶予する手段

としては、審査請求のタイミングを遅くすることが考えられる。 

 

（ⅰ） 審査請求制度 

  

 我が国では、昭和45年法改正により特許出願の審査は出願審査の請求を待って行うこと

とされた（特許法48条の2）。当初は、特許出願の日から7年以内に審査請求できるとされ

ていた。 

 その後、平成11年法改正で審査請求をすることができる期間が3年以内と改正された。改

正理由は、従来、オランダ、ドイツの例に合わせ請求期間を7年としていたが、長期間にわ

たり権利の帰趨が未確定な特許出願が大量に存在することによって次のような不利益を第

三者に与えていたことによるといわれている28。①審査請求を未だ行っていない段階では、

明細書の範囲内で特許請求の範囲を自由に変更できるが、事業を進める第三者にとっては

未請求案件が膨大であり、その発明の詳細な説明に記載された技術内容まで精査すること

は不可能なため、特許権を侵害するおそれがある。②特許侵害を恐れる余り、不当に広い

特許請求の範囲であっても製品の設計変更や代替手段の準備を強いられる。③審査請求や

補正の有無を常に監視する必要がある。 

出願人の審査請求のタイミングは請求期間 終年の3年目に集中する傾向がある。【図表

Ⅱ-10】を参照29。 

                         
28 「工業所有権法逐条解説〔第19版〕」 181-182頁 （発明推進協会、2012年12月）。 
29 「特許行政年次報告書 2012 年版〈統計・資料編〉」13 頁（特許庁、2012 年） 
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【図表Ⅱ-10】審査請求の推移 

 

 審査請求期間の 終年にする理由としては、「権利化の可能性・必要性の見極め」、「権

利化を急ぐ必要がない」などが報告されている30。 

                         
30 平成22年度特許庁産業財産権制度問題調査研究「ユーザーの利便性を向上させる特許審査の運用に関する調査研究報

告書」86頁（財団法人知的財産研究所、平成23年2月） 
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Ⅲ． 諸外国における審査着手タイミング 

 

 主要諸外国における、審査着手の早期化の制度、審査着手の猶予制度について説明する。 

 

１． 米国 

 

米国では、出願審査請求制度が採用されていないため、基本的には、全ての特許出願が

出願日の早い順に審査される。2012年10月の統計では、特許出願から 初の庁指令（office 

action）がでるまでの平均期間は21.2か月、特許出願から 終処分までの平均期間は32.2

か月となっている31。 

審査着手を早期化させる主な制度として、早期審査制度（Accelerated Examination 

Program）、トラックⅠの優先審査（proiritized examination）（以下、トラックⅠとする）、

出願人の健康・年齢による申請がある。 

審査着手を猶予する制度として、現在、審査猶予制度（Deferred Examination）がある32。

また、現在は導入されていないが、3 段トラック構想として検討されていたトラックⅢが

ある。 

それぞれについて説明をする。 

 

（１） 審査着手の早期化 

 

（ⅰ） 早期審査制度 

 

 米国特許商標庁は、申請から12か月で審査を完了させる目標のため早期審査の見直しを

行い33、2006年8月25日以降の特許出願においては、PPHパイロットプログラム、出願人の

年齢、健康に係る理由以外については、37CFR341.102（a)、MPEP35708.02(a)の要件を満た

す場合に早期審査を認めるものとした。この早期審査は、先行技術文献との対比説明等を

記載したサポート書面の提出という出願人の審査協力を条件に、どのような特許出願でも

早期審査を受けられるようにしたものである。 

 早期審査について以下に説明する。 

 

                         
31USPTO ウエブサイト  Data Visualization Center http://www.uspto.gov/dashboards/patents/main.dashxml 

（ 終アクセス日 2013 年 1 月 7 日） 
32 37CFR1.103(d) 
33 Federal Register, Vol. 71 No. 122, June 26, 2006, page 3623-3627 
34 Code of Federal Rugulation；連邦規則 
35 Manual of Patent Examining Procedure；審査基準 

http://www.uspto.gov/dashboards/patents/main.dashxml
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① 申請人適格 

 

 出願人が申請を行うことができる。 

 

② 時期的要件 

 

 出願時に申請をすることができる。 

 

③ 申請要件 

 

・電子出願されたものであること 

・3個以下の独立請求項と、合計20個以下の請求項。複数従属請求項がないこと。 

・再発行特許でないこと。PCT出願から国内段階に移行された出願でないこと。 

・先行技術調査及び先行技術と発明の対比説明等を記載したサポート書面の提出が必要。 

・発明の単一性を満たすこと。なお、米国特許商標庁が単一性を満たさないと判断した場

合には、反論せずに選択（election）をする必要がある。 

 

④ 手数料36 

  

 申請の際に130ドルの手数料が必要37。 

 なお、その発明が著しく環境の質を高めること、エネルギー資源の開発又は保全に貢献

すること、又はテロ行為を阻止するのに貢献する場合は、手数料が免除される38。 

 

⑤ 効果 

 

 申請が認められた場合、12か月以内に審査を完了させることを目標とする39。 

 審査の完了は次の処分を指す。 

・許可通知の郵送 

・ 終庁指令の郵送 

・継続審査請求（RCE：Request for Continued Examination）の提出 

                         
36 手数料は、小規模団体(Small entity)、超小規模団体(Micro entity)以外の料金で記載をしている。以下、トラック

Ⅰ、審査猶予制度についても同様に小規模団体、超小規模団体以外の料金で記載をしている。 

Small entity の定義は、37CFR1.27 参照。Micro entity の定義は、37CFR1.29 参照。 
37 37CFR1.17(h) 。2013 年 3 月 19 日以降は料金改定により 140 ドル。 
38 37CFR1.102(c)（2）(ⅰ)～(ⅲ) 
39 MPEP708.02(a)ⅧF 
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・特許出願の放棄 

 

⑥ その他 

 

・許可通知以外の庁指令、 終庁指令が出された場合は、1か月の短縮回答期間が設定され、

出願人が期間内に回答をしない場合は、特許出願は放棄されたこととなる40。 

・早期審査からの取り下げの規定はない。ただし、継続出願をして早期審査の出願を放棄

することはできる。継続出願はあらためて早期審査の申請をしない限りは、早期審査とし

て取り扱われない41。 

・審査官から面接を要求された場合には面接を受ける必要がある。 

 

 なお、2006年8月25日よりも前の特許出願については、MPEP708.02に規定される要件42を

満たす場合、特別なものとして認められ早期の審査着手がされる。 

 早期審査は制度導入の2006年8月25日から2012年4月9日までの約6年間で435,185件の申

請がある。 

 

 （ⅱ） トラックⅠ 

 

出願人に審査着手時期をコントロールする選択肢を与えるとともに、特許審査の滞貨を

減らすことを目的に、米国特許商標庁は、2010年6月4日に、出願人が選択可能な三つのト

ラックを設ける提案（Enhanced Examination Timing Control Initiative）を発表した44。

この3段トラック構想は、通常審査（トラックⅡ）に加え、手数料を支払うことを条件にし

た優先審査（トラックⅠ）、及び 大30か月の間、審査開始を遅延可能とする遅延審査（ト

ラックⅢ）を創設する提案である。その後、導入の是非や外国出願の取扱い等をめぐって

議論され、導入支持が圧倒的であったトラックⅠのみを修正して2011年9月26日から施行し

ている45。 

 トラックⅠの制度を以下に説明する。 

 

                         
40 MPEP708.02(a)Ⅲ 
41 MPEP708.02(a)ⅧE 
42 将来の製造、侵害の事実がある場合等 
43 Cumulative AE Petitions Status 

http://www.uspto.gov/patents/process/file/accelerated/ae_petition_status_2012apr09.pdf 

（ 終アクセス日 2013 年 1 月 7 日） 
44 USPTO Press Release 10-24 2010/6/3 “USPTO Proposes to Establish Three Patent Processing 

Tracks”http://www.uspto.gov/news/pr/2010/10_24.jsp（ 終アクセス日 2013年1月7日） 
45 USPTO Press Release 11-51 2011/9/23 “USPTO Updates Effective Date of ‘Track One’ Fast-Track Patent 

Processing” http://www.uspto.gov/news/pr/2011/11-51.jsp（ 終アクセス日 2013年1月7日） 

http://www.uspto.gov/patents/process/file/accelerated/ae_petition_status_2012apr09.pdf
http://www.uspto.gov/news/pr/2010/10_24.jsp
http://www.uspto.gov/news/pr/2011/11-51.jsp
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① 申請人適格 

 

 出願人が申請を行うことができる。 

 

② 時期的要件 

 

・特許出願時に申請をすることができる。 

・継続審査請求（RCE）の提出と同時、又は 初の庁指令がでるまでの間に申請することが

できる。 

 

③ 申請要件 

 

・電子出願されたものに限られる。 

・4個以下の独立請求項、30個以下の総請求項。複数従属請求項がないこと。 

・PCT出願から国内段階に移行された出願でないこと。なお、国内段階に入った後、継続審

査請求（RCE）を提出した場合は優先審査を認められる。また、35USC111（a）の下の継続

出願をしたPCT出願（いわゆるバイパス出願）はトラックⅠの優先審査を受けることができ

る46。 

 

④ 手数料 

  

 以下の手数料を支払う必要がある。早期審査制度に比較して優先審査料が高額となって

いる。 

・優先審査料として4,800ドル47 

・手数料として130ドル48 

 

⑤ 効果 

 

 申請が認められた場合、12か月以内に審査を完了させることを目標とする49。 

 審査の完了は次の処分を指す。 

・許可通知の郵送 

・ 終庁指令の郵送 

                         
46 MPEP708.02(b)ⅠB 
47 37CFR1.17(c)。2013 年 3 月 19 日以降は料金改定により 4,000 ドル。 
48 37CFR1.17(i) 。2013 年 3 月 19 日以降は料金改定により 140 ドル。 
49 MPEP708.02(b) 
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・継続審査請求（RCE）の提出 

・特許出願の放棄 

・37CFR41.102に定義されたような審査の終了 

 

⑥ その他 

 

・補正により、クレーム数が増え、早期審査の要件を超える記載となった場合、庁指令に

対する応答期間の延長申請をすると、優先審査の資格を失う50。 

・トラックⅠは、出願時に1回、RCE時に1回認められる。 

 

 トラックⅠは制度導入の2011年9月26日から2012年10月15日までの1年間で6,019件51の

申請がある。なお、2012年度のトラックⅠの申請件数は5027件である。2012年度の特許出

願件数530,915件に対して0.94%である。 

 

（ⅲ） 出願人の健康・年齢による申請 

 

① 申請人適格 

 

 出願人が申請を行うことができる。 

 

② 申請要件 

 

・通常の審査順では出願人が審査の支援をすることができない健康状態である 

・出願人の年齢が65歳以上である 

 

④ 手数料 

  

 なし。 

 

                         
50 MPEP708.02(b) 
51 Prioritized Examination (aka Track One) Statistics Report Date: December 20, 2012 

http://www.uspto.gov/patents/init_events/Track_One.jsp（ 終アクセス日 2013 年 1 月 7 日） 

http://www.uspto.gov/patents/init_events/Track_One.jsp
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⑤ 効果 

 

 特許出願が通常の審査よりも早く審査を受ける特別な扱いをされる。 

 

⑥ その他 

 

・トラックⅠや早期審査のように12か月で審査を終了するという目標はない。 

 

（２） 審査着手の猶予 

 

（ⅰ） 審査猶予制度 

 

① 申請人適格 

 

 出願人が申請を行うことができる。 

 

② 時期的要件 

 

 米国特許商標庁が、庁指令、許可通知のいずれも発行していない場合に申請することが

できる。 

 

③ 申請要件52 

 

・通常の特許出願、又はPCT出願の国際段階から国内段階へ移行した出願 

・出願人が非公開請求を提出していない、又は先に提出した非公開請求を取り消すための

請求を提出していること  

・その出願が公開条件に適合していること。 

 

④ 手数料 

  

 以下の手数料を支払う必要がある。 

・手数料130ドル53。 

・公開手数料300ドル54。 

                         
52 37CFR1.103(d) 
53 37CFR1.17(i) 。2013 年 3 月 19 日以降は料金改定により 140 ドル。 
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⑤ 効果 

 

 特許出願の日（又は優先日）から3年を上限として、出願人が指定する期間庁指令が発行

されない。 

 

⑥ その他 

 

 出願から 18 か月後に出願公開される。 

 利用頻度は少なく、制度が施行された 2000 年から 2009 年の間に申請は 200 件に満たな

い55。 

 

（ⅱ） トラックⅢ 

 

 トラックⅢは未運用のため申請要件等は未定である。したがって、3 段トラック構想が

発表された原案に基づき、効果及びその他の事項について簡単に説明を行う56。 

  

① 効果 

 

・申請をすると30か月の間、審査をされない状態となる。 

・30か月の間、いつでも審査請求可能。審査請求があった場合、請求日を基準に審査待ち

の列に置かれる（審査請求日が出願日のような役目を果たして審査待ちの列に並べられる）。 

 

② その他 

 

・30か月以内に審査請求がない場合、特許出願は放棄したものと扱われる。 

・優先日から 18 か月後に出願公開がされる。 

 

                                                                                  
54 37CFR1.18（d）。料金改定により 2014 年 1 月 1 日以降の公開手数料は無料。 
55 Federal Register Vol. 74, No. 17 January 28, 2009 page 4947 

http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/74fr4946.pdf 

（ 終アクセス日 2013 年 1 月 7 日） 
56 Federal Register, Vol. 75 No. 107, June 4, 2010,page31763-31768 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2010-06-04/pdf/2010-13244.pdf（ 終アクセス日 2013 年 1 月 7 日） 

http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/74fr4946.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2010-06-04/pdf/2010-13244.pdf
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２． 欧州特許 

 

 欧州特許庁に欧州特許出願を行った場合、全件について先行技術サーチが行われ、サー

チレポートが作成される。優先日から 18 か月後に出願公開がされるが、原則出願公開の際

に、サーチレポートも公開される。サーチレポートが間に合わない場合、先に出願公開が

され、その後サーチレポートが公開される。 

 欧州特許出願は審査請求制度を採用しており、審査請求期間はサーチレポートの公開か

ら 6か月である。 

 欧州特許出願の審査順番待ち時間は 21.8 か月、 終処分期間は 39.1 か月となっている

（いずれも 2010 年）57。 

 欧州特許出願は、早期権利の取得のための制度として、PACE(Program for accelerated 

prosecution)を設けている。PACE は、サーチレポートの取得を早くするための早期調査

（accelerated search）と、審査請求後の実態審査を早く進める早期審査（accelerated 

examination）をそれぞれ含むものである。これら、早期調査と早期審査について説明をす

る。なお、PACE について詳しくは、欧州特許庁公報58、審査ガイドライン5960、欧州特許庁

のウェブサイト61に公開されている。 

 

（１） 調査着手・審査着手の早期化 

 

（ⅰ） 早期調査 

 

 優先権を主張しない第一国出願として欧州特許出願をしている場合には自動的に早期調

査の対象となり、出願から 6 か月以内でサーチレポートを取得できる。したがって、以下

の説明は優先権主張を伴う第二国出願として欧州特許出願をした場合のものである。 

 

① 申請人適格 

 

                         
57 「特許行政年次報告書 2012 年版」12 頁、1-1-24 図（特許庁、2012 年） 
58 Official Journal EPO 2010/6 page 352-356 

http://archive.epo.org/epo/pubs/oj010/06_10/06_3520.pdf（ 終アクセス日 2013 年 1 月 7 日） 
59 Guidelines on General Procedural Matters Part E, Chapter VII 3.1  

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/6c9c0ec38c2d48dfc1257a21004930f4/$FILE/guidelines_f

or_examination_2012_part_e_en.pdf（ 終アクセス日 2013 年 1 月 7 日） 
60 Guidelines on General Procedural Matters Part E, Chapter VII 3.2 

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/6c9c0ec38c2d48dfc1257a21004930f4/$FILE/guidelines_f

or_examination_2012_part_e_en.pdf（ 終アクセス日 2013 年 1 月 7 日） 
61 EPO ウェブサイト“How to get a European patent” 

http://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants/html/e/ga_aii.htm 

（ 終アクセス日 2013 年 1 月 7 日） 

http://archive.epo.org/epo/pubs/oj010/06_10/06_3520.pdf
http://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants/html/e/ga_aii.htm
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/6c9c0ec38c2d48dfc1257a21004930f4/$FILE/guidelines_for_examination_2012_part_e_en.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/6c9c0ec38c2d48dfc1257a21004930f4/$FILE/guidelines_for_examination_2012_part_e_en.pdf
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 出願人が申請を行うことができる。 

 

② 時期的要件 

 

 出願時に申請することができる。 

 

③ 申請要件 

 

 特になし。 

 

④ 手数料 

  

 なし。 

  

⑤ 効果 

 

 欧州特許庁はできる限り早くサーチレポートを発行する努力を行う。 

 

⑥ その他 

 

 2011 年の早期調査の申請件数は 5,700 件であった62。2011 年に 終審査結果がでた

120,094 件63に対して約 4.7％である。 

 

（ⅱ） 早期審査 

 

① 申請人適格 

 

 出願人が申請を行うことができる。 

 

② 時期的要件 

 

                         
62 IP5 Statistics Report 2011 page 7-8 

http://www.fiveipoffices.org/stats/statisticalreports/chapter2.pdf#page=3（ 終アクセス日 2013 年 1 月 7 日） 
63 120,094 件の 終審査結果の中には、欧州出願の審査の他、PCT ChapterⅡ、異議の審決を含むものである。 

IP5 Statistics Report 2011 page 7 table2.1 

http://www.fiveipoffices.org/stats/statisticalreports/chapter2.pdf#page=3（ 終アクセス日 2013 年 1 月 7 日） 

http://www.fiveipoffices.org/stats/statisticalreports/chapter2.pdf#page=3
http://www.fiveipoffices.org/stats/statisticalreports/chapter2.pdf#page=3
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 いつでも申請することができる。なお、審査請求前において申請をすることも可能であ

る。しかしながら、早期審査は、審査請求と審査請求料の支払いがされた後に開始される。 

 

③ 申請要件 

 

 特になし。 

 

④ 手数料 

  

 なし。 

  

⑤ 効果 

 

 早期審査の申請の受領等から3か月以内に 初の庁指令を行うことを目標とする。また、

欧州特許庁が指定した期間内に庁指令の回答を行った場合は、次の庁指令を3か月以内に出

すことを目標とする。 

 庁指令に対する応答期間の延長をした場合は、早期審査の資格を失い通常の審査となる。 

 

⑥ その他 

 

 2011年の早期審査の申請件数は8,800件64であった。2011年に 終審査結果がでた

120,094件65に対して約7.3％である。 

 なお、早期審査は、欧州特許庁の調査部、審査部の実現可能な範囲内で行われるもので

ある。全て又は大部分の特許出願について早期審査をリクエストするような出願人に対し

ては、厳選を求める場合がある。 

 

（２） 審査着手の猶予 

 

 現在のところ、欧州特許出願において審査着手を猶予する特別な制度はない。日本と同

様に審査請求期間の範囲内で審査請求のタイミングを遅らせることで審査着手タイミング

を遅くすることは可能ではある。しかしながら、欧州特許出願の審査請求期間はサーチレ

                         
64 IP5 Statistics Report 2011 page 7-8 

http://www.fiveipoffices.org/stats/statisticalreports/chapter2.pdf#page=3（ 終アクセス日 2013 年 1 月 7 日） 
65 120,094 件の 終審査結果の中には、欧州出願の審査の他、PCT ChapterⅡ、異議の審決を含むものである。 

IP5 Statistics Report 2011 page 7 table2.1 

http://www.fiveipoffices.org/stats/statisticalreports/chapter2.pdf#page=3（ 終アクセス日 2013 年 1 月 7 日） 

http://www.fiveipoffices.org/stats/statisticalreports/chapter2.pdf#page=3
http://www.fiveipoffices.org/stats/statisticalreports/chapter2.pdf#page=3
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ポートの公開から 6 か月と、日本の審査請求期間 3 年に比較して短いため、日本ほど効果

的な策にはならない。 

 

３． 韓国 

 

 韓国では、審査請求制度を採用しており、審査請求期間は特許出願から 5 年である66。 

 特許出願に対する審査は分割出願や変更出願を除き、出願審査の請求順によってなされる

ことが規定されている67。 

 韓国の審査請求から一次審査結果取得までの期間は 18.5 か月、 終処分期間は 24.6 か

月となっている（いずれも 2010 年）68。 

韓国は、従来より、一部の特許出願69に関して他の出願に優先して審査させる優先審査

を実施していた。その優先審査を誰でも利用することができるように拡大しつつ、出願人

の特許戦略によって「速い審査（優先審査）」、「一般審査」、「遅い審査（審査猶予申請制度）」

の中から審査時期を選択できる顧客オーダーメイド型3トラック審査制度を2008年10月1日

に世界で初めて導入した。その後も、制度を持続的に補完し、出願人が希望する時期に審

査結果が受け取れるようにしている。 

 なお、オーダーメイド型3トラック審査制度の他に、優先審査より更に迅速に審査を処理

する「グリーン技術に対する優先審査（超高速審査）」も2009年10月1日から施行している。

これら韓国の特許制度の概観については韓国特許庁のウェブサイトに記載されている70。 

 以下、優先審査、超高速審査、審査猶予申請制度、について説明する。 

  

（１） 審査着手の早期化 

 

（ⅰ） 優先審査71 

 

① 申請人適格 

 

 誰でも申請を行うことができる。 

                         
66 特許法 59 条 
67 特許法施行規則第 38 条 
68 「特許行政年次報告書 2012 年版」12 頁、1-1-24 図（特許庁、2012 年） 
69 従来の優先審査の対象は、「防衛産業分野の出願」、「公害防止に有用な出願」、「自己実施中の出願」、「第三者実施中の

出願」、「韓国特許庁長官が外国特許庁長官と優先審査することを合意した出願」、「ベンチャー企業の出願」などに限ら

れていた。 
70 KIPO ウェブサイト（英語） 

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=92102&catmenu=ek03_01_01_03#a4_2 

（ 終アクセス日 2013 年 1 月 7 日） 
71特許法 61 条、特許法施行令 9 条 

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=92102&catmenu=ek03_01_01_03#a4_2
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② 時期的要件 

 

 審査請求がなされた特許出願について申請をすることができる。 

 

③ 申請要件 

 

 優先審査は次の場合に申請をすることができる。 

・公開後に第三者が実施していると認められる場合（特許法61条1項） 

・緊急処理が必要であると認められる特許出願（特許法61条2項） 

（特許法施行令9条において下記のものが特許法61条2項の優先審査の対象となる） 

1．防衛産業分野における特許出願 

2．グリーン関連技術（エネルギー関連、環境関連出願） 

3．輸出促進に直接的に関連した特許出願 

4．国又は地方自治団体の職務に関する特許出願 

5．ベンチャー企業との承認を受けた企業の特許出願 

5-2．技術革新型の中小企業の承認を受けた企業の特許出願 

6．国の新技術開発支援事業又は品質認証事業の結果物に関する特許出願 

7．優先権主張の基礎となる出願（外国特許庁で手続きが進行中のものに限る） 

8．特許出願人が出願された発明を実施している、又は実施準備中の特許出願 

9．電子取引に直接的に関連した出願 

10．特許庁長が外国特許庁長と優先審査することに合意した特許出願 

11．優先審査の申請する者が、特許法58条1項による専門機関に先行技術の調査を依

頼し、調査結果を特許庁長に通知するように専門機関に要請した出願 

  

 2008年のオーダーメイド型3トラック審査制度の導入の際に、上記11.の条件を追加し、

専門機関の調査を条件にどのような特許出願の内容であっても優先審査を受けられるよう

になっている。 

 

④ 手数料 

  

 優先審査の手数料として200,000 ウォンが必要である。 

 なお、上記11.の専門機関による先行技術調査の費用は約660,000ウォンである72。 

  

                         
72 康ウンソク著 「韓国特許実務入門第二版」 酒井 宏明編者 頁 183～194（財団法人 経済産業調査会 2011）  
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⑤ 効果 

 

 優先審査の申請（又は、専門機関からの調査結果）を受けた日から7日以内に優先審査の

対象となるかを決定する73。優先審査の決定をした特許出願に対し、優先審査決定書の発

送日から2か月以内（または、専門機関に調査を依頼した場合は優先審査決定書の発送日か

ら4か月以内）に審査着手をしなければならない74。 

 

⑥ その他 

 

 2011年の優先審査の申請件数は22,190件であった。2011年に審査請求された特許出願数

161,591件に対して約13.7％である75。韓国では、2008年10月に専門調査機関の調査を条件

に優先審査を受けられるようになっている。制度導入後は10%程度であった優先審査の利用

率76は13％まで向上している。【図表Ⅲ-1】参照。 

 

【図表Ⅲ-1】77韓国の制度の利用状況 

 

 2007 年 2008 年 

（1～9 月）

2008 年 

（10～12月）

2009 年 2010 年 2011 年

優先審査 12,792 

(8.2%) 

11,897 

(10.6%) 

4,301 

(9.1%) 

20,317 

(13.7%) 

20,896 

(13.4%) 

22,190

(13.7%)

 専門調査機関

の調査による 
－ － 

210 

(0.4%) 

2,685 

(1.8%) 

7,622 

(4.9%) 

8,095 

(5.0%)

審査請求 155,612 112,383 47,141 148,291 155,970 161,591

単位は件数。（ ）は審査請求数に対する割合 

 

（ⅱ） 超高速審査 

 

 超高速審査の申請人適格、申請時期等は優先審査と同じである。優先審査と異なる点に

ついて記載する。 

① 申請要件 

                         
73 審査事務取扱規定 59 条 1 項 
74 審査事務取扱規定 66 条 
75 JETRO 韓国ウェブサイト 韓国特許庁「2011 年度 知的財産白書」（2011 年発行）162、163 頁 

http://www.jetro-ipr.or.kr/sec_admin/files/ipr_whitepaper2011_all.pdf（ 終アクセス日 2013 年 1 月 7 日） 
76 利用率は、その年の審査請求総数に対する優先審査申請数で算出している。 
77JETRO 韓国ウェブサイト 韓国特許庁「2011 年度 知的財産白書」（2011 年発行）162、163 頁 

http://www.jetro-ipr.or.kr/sec_admin/files/ipr_whitepaper2011_all.pdf（ 終アクセス日 2013 年 1 月 7 日） 

http://www.jetro-ipr.or.kr/sec_admin/files/ipr_whitepaper2011_all.pdf
http://www.jetro-ipr.or.kr/sec_admin/files/ipr_whitepaper2011_all.pdf
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 以下の特許出願について超高速審査が認められる。 

・グリーン関連技術であること 

・専門機関に先行技術調査を依頼された特許出願であること。且つ、専門機関に優先審査

の申請後 10 日以内に調査結果を特許庁長官に提出させるようにした特許出願であること 

・電子文書で優先審査を依頼していること 

 

② 効果 

 

 超高速審査の優先審査の申請（又は、専門機関からの調査結果）を受けた日から 2 日以

内に優先審査の対象となるかを決定する。優先審査の決定をした特許出願に対し、優先審

査決定書の発送日から 14 日以内に審査着手をしなければならない。 

 

③ その他 

 

 2011年の超高速審査の申請件数は194件であった。2011年に審査請求された特許出願数

161,591件に対して約0.12％78である。 

 

（２） 審査着手の猶予 

 

（ⅰ） 審査猶予申請制度79 

 

 審査猶予申請制度は、優先審査のように早く権利を取得する場合以外において、出願人

が適切なタイミングにおいて権利を取得するニーズにこたえるための制度である。 

 

① 申請人適格 

 

 出願人が申請を行うことができる。 

 

② 時期的要件 

 

・審査請求がなされている。 

・審査請求日から9か月以内に申請をする必要がある。 

                         
78 KIPO へのヒアリング調査による 
79 特許法施行規則 40 条の 3 
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③ 申請要件 

 

 審査猶予は次の場合に申請をすることができる。 

・審査請求日から24か月以降に審査を行うものが対象。審査着手を開始する日（指定日）

は、出願日から5年以内（審査請求期間内）で指定しなければならない。 

・下記特許出願でないこと。 

  1.特許出願が分割出願、変更出願または正当な権利者の出願80である場合。 

  2.特許出願に対して優先審査決定をした場合。 

  3.特許出願審査の猶予申請がある前に、既に拒絶理由を通知するか特許決定書を通知し

た場合。 

 

④ 手数料 

  

 なし。 

  

⑤ 効果 

 

 出願人が申請時に指定した審査着手時（指定日）から3か月以内に審査を着手する。 

 

⑥ その他 

 

 2011年の審査猶予申請制度の申請件数は147件であった。2011年に審査請求された特許出

願数161,591件に対して約0.10％である81。利用率は年々下がってきている。【図表Ⅲ-2】

参照。 

 審査猶予を取り下げる場合又は指定日を変更する場合は、申請から 2か月以内に取り下

げ書又は（指定日変更のための）補正書を提出する必要がある。 

 また、第三者が審査猶予制度の申請を解除したい場合は、優先審査の申請を行うことに

より解除することができる。 

 

                         
80 特許を受けることができる権利の承継人でない者(無権利者)の特許出願後にした正当な権利者の特許出願のことを指

す。 
81 JETRO 韓国ウェブサイト 韓国特許庁「2011 年度 知的財産白書」（2011 年発行）162、163 頁 

http://www.jetro-ipr.or.kr/sec_admin/files/ipr_whitepaper2011_all.pdf（ 終アクセス日 2013 年 1 月 7 日） 

http://www.jetro-ipr.or.kr/sec_admin/files/ipr_whitepaper2011_all.pdf
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【図表Ⅲ-2】82韓国の制度の利用状況 

 

 2008 年（10～12 月） 2009 年 2010 年 2011 年 

審査猶予申請

制度 

858 

（1.8%） 

1,698 

（1.15%） 

946 

（0.6%） 

147 

（0.1%） 

審査請求 47,141 148,291 155,970 161,591 

単位は件数。（ ）は審査請求数に対する割合。 

 

４． その他 

 

（１） シンガポール 

 

 上記の国以外において、審査着手を猶予する制度を設けている国としてシンガポールが

ある。シンガポールは出願審査請求制度を採用している。通常トラック（ファースト・ト

ラック）では優先日から 21 か月以内に審査請求する必要がある。所定の申請と追加料金の

支払によりスロー・トラックを選択すれば優先日から 39 か月以内の審査請求が認められる。

この、2 トラック・システムを 2004 年 7 月 1 日から実施をしていた。この 2 トラックシス

テムは出願人に柔軟な対応を与えるために導入された。 

 しかしながら、2013 年の法改正によりこの 2トラックの制度はなくなることが決定され

ている。 

 

（２） 各国制度対照表 

 

 各国の制度について説明してきたが、【図表Ⅲ-3】～【図表Ⅲ-5】に、日本、米国、欧州、

韓国の制度の一覧を示す。 

 

                         
82JETRO 韓国ウェブサイト 韓国特許庁「2011 年度 知的財産白書」（2011 年発行）162、163 頁 

http://www.jetro-ipr.or.kr/sec_admin/files/ipr_whitepaper2011_all.pdf（ 終アクセス日 2013 年 1 月 7 日） 

http://www.jetro-ipr.or.kr/sec_admin/files/ipr_whitepaper2011_all.pdf
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【図表Ⅲ-3】審査着手を早期化する制度（日本、米国） 

英語名 - - -
proiritized
examination
（track1）

Accelerated
Examination Program

make special based
on Applicant's Age
or Health.

日本名（通称） 早期審査 スーパー早期審査 優先審査制度
優先審査（トラック
１）

早期審査制度
（2006年８月25日以降
の出願に適用）

健康・年齢による申請

関連条文・規則 運用・ガイドライン 運用・ガイドライン
特許法48条の6
特許法施行規則31条の
3

37CFR1.102（e)
37CFR1.102(a)
37CFR1.17(h)
MPEP708.02（a）

37CFR1.102(a)
37CFR1.102（ｃ）
MPEP708.02Ⅲ、Ⅳ

運用開始日
（ 新改定日）

2011年8月1日 2008年10月1日 1971年1月1日 2011年9月26日 2006年8月25日 1959年12月頃

申請人 出願人 出願人
出願人、及び警告を受
けた実施者

出願人 出願人 出願人

時期的要件
審査請求がされてい
る

審査請求がされてい
る

審 査 請 求 が さ れ てい
る。出願公開がされて
いる。

・特許出願時に申請可
能
・RCE時、又はRCEから
ファーストOAが出るま
で申請可

特許出願時に申請 －

申請要件

・審査請求がなされ
ている
・下記出願のいずれ
かに関するもの
①中小企業、個人、
大学、公的研究機関
等の出願
②外国関連出願
③実施関連出願
④グリーン関連出願
⑤震災復興支援関連
出願
・国内優先権を主張
されるような、優先
日から１年３か月経
過後にみなし取下げ
となる出願でないこ
と

・審査請求がなされ
ている
・「外国関連出願」
か つ 「 実 施 関 連 出
願」
・スーパー早期審査
の申請前４週間以降
になされたすべての
手続をオンライン手
続とする出願

・特許出願について出
願審査の請求があった
こと
・特許出願が出願公開
後・特許査定前である
こと
・ 第 三 者 が 出 願 公開
後・特許査定前に特許
出願に係る発明を業と
して実施していること
・優先審査をする必要
があること

・電子出願（EFS-
Web）されたものに限
られる。
・４個以下の独立請求
項、30個以下の総請求
項。（複数従属請求項
は認められない）
・国際出願から国内段
階に移行された出願で
ないこと。

・電子出願（EFS-
Web）されたものであ
ること
・３個以下の独立請求
項と、合計２０個以下
の請求項。（複数従属
項は認められない）
・再発行特許でないこ
と
・単一の発明を対象と
していること
・先行技術調査及び先
行技術と発明の対比説
明等を記載したサポー
ト書面の提出をする。
・審査官からのインタ
ビューの要求に同意す
ること

・通常の審査順では出
願人が審査の支援をす
ることができない健康
状態である
・出願人の年齢が65歳
以上である

料金 無料 無料 無料
・優先審査料4800ドル
・手数料130ドル必要

手数料は130ドル。
ただし、環境の質を高
めるもの、エネルギー
資源の開発又は保全に
貢献すること、テロ行
為を阻止するのに貢献
する発明の場合は手数
料が免除される。

無料

効果

通常より早い審査
（申請した出願の平
均審査順番待ち期間
は、早期審査の申請
から約1.8か月（2011
年実績））

申請から一次審査ま
でを1か月以内で行
う。さらに、再着審
査 についても、意見
書・補正書の提出か
ら1か月以内に行う。

優先的に審査がされ
る。

・出願から12か月を目
標に完了する。
（許可通知の郵送
　 終庁指令の郵送
　RCEの提出
　出願の放棄
　審判の通知、
　37CFR41.102 で定義
される審査の終了）

・出願から１２か月を
目標に完了する。
（許可通知の郵送
　 終庁指令の郵送
　RCEの提出
　出願の放棄）

早期の審査の対象とな
るが、早期審査やト
ラックⅠのように出願
から12か月を目標に審
査を完了するという目
標はない。

その他 －

拒絶理由通知の発送
日から30日以内に出
願人は応答する必要
がある。
応答期限を徒過した
場合通常の早期審査
の取り扱いとなる。

－

・補正により、クレー
ム数が増え、早期審査
の要件を超える記載と
なった場合には、優先
審査の資格を失う。
・応答期間の延長申請
をすると、優先審査の
資格を失う。

・許可通知以外の庁指
令、 終庁指令が出さ
れた場合は、1か月の
短縮回答期間が設定さ
れ、出願人が期間内に
回答をしない場合は、
出願は放棄されたこと
となる。
・早期審査からの取り
下げの規定はない。

－

利用状況

12,157件（2011
年）。2011年の審査
請求件数253,754件に
対して約4.8%。

361件（2011年）。
2011年の審査請求件
数253,754件に対して
約0.1%。

4件（2011年）。2011
年の審査請求件数
253,754件に対して約
0.001%。

5,027件（2012年度）
2012年度の特許出願件
数530,915件に対して
0.94%。

5,185件(2006年8月25
日から2012年4月9日の
期間)

－

日本 米国
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【図表Ⅲ-4】審査着手を早期化する制度（欧州、韓国） 

英語名
韓国語名

accelerated search accelerated
examination

우선심사
녹색기술 우선심사
（초고속심사 ）

日本名（通称） 早期調査 早期審査 優先審査
グリーン技術の優先審査
（超高速審査）

関連条文・規則
審査ガイドラインE,
Ⅶ,3.1
EPO官報(2010)

審査ガイドライン
E,Ⅶ,3.2
EPO官報(2010)

特許法61条、施行令9条
優先審査申請に関する告
示5条3項、審査事務取扱
規定2条6項

運用開始日
（ 新改定日）

2008年10月1日 2009年10月1日

申請人 出願人 出願人 誰でも 誰でも

時期的要件 出願時 いつでも申請可能
審査請求がなされている
下記①に関しては、さらに出願公開がされてい
る必要がある。

審査請求がなされている

申請要件

特になし
（優先権を伴わない
欧州出願の場合は申
請なしに早期調査の
対象となる）

特になし

下記の要件のいずれかを満たす出願
①第三者実施出願(特許法６１条１項)
②緊急処理が必要であると認められる出願（特
許法６１条２項）
（特許法施行令９条において下記のものが特許
法61条２項の優先審査の対象となる）
1．防衛産業分野における特許出願
2．グリーン関連技術（エネルギー関連、環境関
連出願）
3．輸出促進に直接的に関連した特許出願
4．国又は地方自治団体の職務に関する特許出願
5．ベンチャー企業との承認を受けた企業の特許
出願
5-2.技術革新型の中小企業の承認を受けた企業
の特許出願
6．国の新技術開発支援事業又は品質認証事業の
結果物に関する特許出願
7．優先権主張の基礎となる出願（外国特許庁で
手続きが進行中のものに限る）
８．特許出願人が出願された発明を実施してい
る、又は実施準備中の特許出願
９．電子取引に直接的に関連した出願
１０．特許庁長が外国特許庁長と優先審査する
ことに合意した特許出願
１１．優先審査の申請する者が、特許法５８条
１項による専門機関に先行技術の調査を依頼
し、調査結果を特許庁長に通知するように専門
機関に要請した出願

・グリーン関連技術であ
ること。
・専門機関に先行技術調
査を依頼された特許出願
であること。且つ、専門
機関に優先審査の申請後
１０日以内に調査結果を
特許庁長官に提出させる
ようにした特許出願であ
ること。
・電子文書で優先審査を
依頼していること。

料金 無料 無料
200,000 ウォン
（なお、専門機関による先行技術調査の費用は
約660,000ウォンである。）

200,000 ウォン
（なお、専門機関による
先行技術調査の費用は約
660,000ウォンである。）

効果
審査部はできるだけ
早く調査結果を出
す。

EPC規則70aまたは
161（1）の応答又
は、早期審査の要求
のいずれか遅い方の
審査部の受領から３
か月以内に、 初の
審査通知を発行する
よう 大限の努力を
払う

優先審査の申請（専門機関からの調査結果）を
受けた日から７日以内に優先審査の対象となる
かを決定。優先審査の決定をした出願に対し、
優先審査決定書の発送日から２か月以内（また
は、専門機関に調査を依頼した場合は優先審査
決定書の発送日から４か月以内）に審査着手を
しなければならない。

超高速審査の優先審査の
申請（専門機関からの調
査結果）を受けた日から
２日以内に優先審査の対
象となるかを決定。優先
審査の決定をした出願に
対し、優先審査決定書の
発送日から１４日以内に
審査着手をしなければな
らない。

その他

・出願のすべて又は
大部分についてPACE
を要求する出願人
は、庁からPACEの要
求を選択するように
要求される場合があ
る。

・応答期間の延長を
した場合は、早期審
査の資格を失う。
・出願のすべて又は
大部分についてPACE
を要求する出願人
は、庁からPACEの要
求を選択するように
要求される場合があ
る。

・先行技術調査及び先行技術と発明の対比説明
等を記載した書面の提出が必要。（①の場合及
び②の10.11.の場合は必要ない）

利用状況

5,700件（2011年）
2011年に 終審査結
果がでた120,094件
に対して約4.7％。

8,800件（2011年）
2011年に 終審査結
果がでた120,094件
に対して約7.3％。

22,190件（2011年）。2011年に審査請求された
出願数161,591件に対して約13.7％ 。

194件（2011年）
2011年に審査請求された
出願数161,591件に対して
約0.12％ 。

欧州 韓国

2010年5月4日
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【図表Ⅲ-5】審査着手を猶予する制度（日本、米国、欧州、韓国） 

日本 欧州 韓国

英語名 trackⅢ（未運用） Deferred Examination 심사유예신청제도

日本名（通称） トラック３ 猶予審査制度 審査猶予申請制度

関連条文・規則 未運用
37CFR1.103(d)
37CFR1.17(i)

特許法施行規則40条の3

運用開始日
（ 新改定日）

未運用 2000年5月29日 2008年10月1日

申請人 出願人 出願人 出願人

時期的要件 特許出願時に申請可能

米国特許商標庁が、庁指
令、許可通知のいずれも
発行していない場合に申
請することができる。

・審査請求がなされている。
・審査猶予申請書を、審査請求
日から9か月以内に特許庁長に
申請する必要がある。

申請要件 －

・通常の特許出願、又は
PCT出願の国際出願から国
内段階へ移行した出願
・出願人が非公開請求を
提出していない、又は先
に提出した非公開請求を
取り消すための請求を提
出していること
・その出願が公開条件に
適合していること

・審査請求日から２４か月以降
に審査を行うものが対象
・審査着手を開始する日（指定
日）は、出願日から5年以内
（審査請求期間内）で指定。
・下記出願でないこと
 1.特許出願が分割出願、変更
出願または正当な権利者の出願
である場合
 2.特許出願に対して優先審査
決定をした場合
 3.特許出願審査の猶予申請が
ある前に、既に拒絶理由を通知
するか特許決定書を通知した場
合

料金 -
公開手数料300ドル
手数料130ドルが必要

なし
（なお、審査請求料は指定され
た期日の2か月前までに支払え
ばよい）

効果

・申請をすると30か月の間、
審査をされない状態となる。
・30か月の間、いつでも審査
請求可能。審査請求があった
場合、請求日を基準に審査待
ちの列に置かれる（審査請求
日が出願日のような役目を果
たして列に並べられる）。

優先日から３年を超えな
い範囲で審査の猶予が認
められ、OAの発行がされ
ない。

指定された審査着手時から３か
月以内に審査を着手する。

その他

・18か月公開は行われる。
・30か月以内に審査請求がな
い場合は出願は放棄したもの
と扱われる。

・18か月公開は行われる

・審査猶予を取り下げる場合又
は猶予期限日を変更する場合
は、申請から２か月以内に取り
下げ書又は（期限日変更のため
の）補正所を提出する必要があ
る。

利用状況 －
2000年から2009年の間に
申請は200件に満たない。

147件（2011年）。
2011年に審査請求された特許出
願数161,591件に対して約
0.10％である 。

なし なし

米国

 



- 46 - 

 

Ⅳ． 審査着手タイミングの在り方 

 

 １． 審査着手の早期化 

 

 我が国では審査着手の早期化を行うものとして、早期審査、スーパー早期審査が設けら

れている。これらの現行の早期審査等について、次のような事項について検討を行った。 

 

（論点 1） 

 現在の早期審査等についてユーザーのニーズを十分に満たすものであるかどうか。早期

審査等のユーザーの利用率を調べ、今後も継続していくべきかどうか。 

 

（論点 2） 

 現在の早期審査等は運用により実施されている。制度の安定性という観点から運用では

なく、法定化をすべきかどうか。 

 

（論点 3） 

 現在は早期審査等の申請要件について「実施関連出願」等を設け、手数料は無料として

いる。審査結果を早期に提供するという制度目的に対し、現在の申請要件、手数料は適当

であると言えるかどうか。 

 また、特許出願と同時に審査請求と早期審査の申請をした場合、出願から 1 年 6 月の出

願公開前に、登録となることがある。この場合、第三者は出願公開後の情報提供の機会を

得られず、情報提供という公衆審査を経ずに権利が成立してしまうことになる。このよう

な公開前の登録について対策が必要であるか。 

 以上のように、申請要件、手数料、公開前の登録等の早期審査等の改善点はあるか。 

 

（論点 4） 

 2013年には審査請求から一次審査結果取得までを11か月とするFA11の目標達成が見込

まれており、通常の審査でも一次審査結果を従来よりも早期に取得することができる。ま

た、早期審査を利用すれば、一次審査結果を通常よりもさらに早期に取得をすることもで

きる。しかしながら、事業化の判断をする場合や外国の PPH の利用のためには、一次審査

結果ではなく、 終審査結果が必要となる。今後は一次審査結果の早期取得だけではなく、

終審査結果の早期取得の検討していくべきであるか。 

 

 検討事項を以下にまとめる。 

（論点 1）早期審査等の継続の必要性 
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（論点 2）早期審査等の法定化の必要性 

 （論点 3）早期審査等の改善点 

 （論点 4） 終審査結果の早期取得の検討の必要性 

 

 これらの事項について、国内アンケート結果、国内ヒアリング結果、諸外国の動向の説

明をし、論点整理を行う。 

 

（１） 国内アンケート結果 

 

（ⅰ） 早期審査等の継続の必要性 

 

 早期審査等の継続の必要性について検討するため、早期審査等の利用状況の結果につい

て説明する。 

 早期審査を利用したことがあるかとの質問に対して、「利用したことがある」が 74.3%、

「早期審査を知っているが利用したことはない」が 25.3%であった（Q2-1）。【図表Ⅳ-1】

参照。 

 「利用したことがある」と「早期審査を知っているが利用したことがない」と回答した

ものの割合を早期審査の認知度とすると、早期審査の認知度は 99.6%（無回答のものを除

けば 100%）であり、非常に認知度が高いことが解る。 

 早期審査を利用したことがあると回答した 74.3%に対して、利用した理由について聞い

たところ（Q2-2、複数回答可）、「重要な技術に関する案件のため」が 61.0％、「他者への

けん制」が 55.3%、であった。【図表Ⅳ-2】参照。 

 

【図表Ⅳ-1】 早期審査を利用したことがあるか（Q2-1） 

件数 割合

1 早期審査を利用したことがある 387 74.3%

2 早期審査は知っているが利用したことはない 132 25.3%
3 早期審査を知らなかった 0 0.0%

無回答 2 0.4%

521 100.0%回答者数
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【図表Ⅳ-2】 早期審査を利用した理由（Q2-2、複数回答可） 

件数 割合

1 他者へのけん制のため（他者の実施を発見した、他者が実施
してくる可能性がある等）

214 55.3%

2 ライセンス契約のため 82 21.2%
3 製品ＰＲのため 59 15.2%
4 他国出願の判断に利用するため（他国へ出願するか、他国の

クレームをどうするか等）
57 14.7%

5 他国の特許審査ハイウエイ（ＰＰＨ ）に利用するため 66 17.1%
6 実施するか否かの判断に利用するため 16 4.1%
7 (医薬等に関する発明であり)早期に特許権を取得し、特許存

続期間の延長期間をできるだけ長く確保したいため
24 6.2%

8 重要な技術に関する案件のため 236 61.0%
9 その他 29 7.5%

無回答 0 0.0%

387 100.0%回答者数  

 

 一方、スーパー早期審査を利用したことがあるかとの質問に対して、「利用したことがあ

る」が 11.1%、「スーパー早期審査を知っているが利用したことはない」が 78.7%であった

（Q2-6）。 

 スーパー早期審査の認知度は 89.8%と非常に高いものであるが、利用率は 11.1%と低くな

っている。【図表Ⅳ-3】参照。 

 スーパー早期審査を利用したことがあると回答した 11.1%に対して、利用した理由につ

いて聞いたところ（Q2-7、複数回答可）、「他者へのけん制」が 67.2%、「重要な技術に関す

る案件のため」が 53.4％、またその次に「他国の特許審査ハイウエイ（PPH）に利用する

ため」が 25.9％であった。【図表Ⅳ-4】参照。 

 「スーパー早期審査を知っているが利用したことはない」と回答した者 78.7%に対して、

利用しなかった理由について聞いたところ（Q2-8）、一番目の理由として、「対象となる案

件がなかった」が 50.2%と約半数を占めた。また、「通常審査の一次審査結果取得のタイミ

ングに満足しているため」が 11.2%、「早期審査の一次審査結果取得のタイミングに満足し

ているため」が 25.1%あった。通常審査（又は早期審査を利用して）の一次審査結果取得

のタイミングに満足しているというものが相当数（36.2%）いることが解る。【図表Ⅳ-5】

参照。 

 「スーパー早期審査を知っているが利用したことはない」又は「スーパー早期審査を知

らなかった」と回答した者 88.5%に対して、今後案件があれば利用したいと思うかについ

て質問したところ（Q2-9）、72.2%が対象となる案件があれば利用したいと回答した。【図表

Ⅳ-6】参照。 
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【図表Ⅳ-3】 スーパー早期審査を利用したことがあるか（Q2-6） 

件数 割合

1 スーパー早期審査を利用したことがある 58 11.1%

2 スーパー早期審査は知っているが利用したことはない 410 78.7%
3 スーパー早期審査を知らなかった 51 9.8%

無回答 2 0.4%

521 100.0%回答者数
 

 

【図表Ⅳ-4】 スーパー早期審査を利用した理由（Q2-7、複数回答可） 

件数 割合

1 他者へのけん制のため（他者の実施を発見した、他者が実施
してくる可能性がある等）

39 67.2%

2 ライセンス契約のため 13 22.4%
3 製品ＰＲのため 8 13.8%
4 他国出願の判断に利用するため（他国へ出願するか、他国の

クレームをどうするか）
8 13.8%

5 他国の特許審査ハイウエイ（ＰＰＨ）に利用するため 15 25.9%
6 実施するか否かの判断に利用するため 2 3.4%
7 (医薬等に関する発明であり)早期に特許権を取得し、特許存

続期間の延長期間をできるだけ長く確保したいため
3 5.2%

8 重要な技術に関する案件のため 31 53.4%
9 その他 4 6.9%

無回答 0 0.0%

58 100.0%回答者数  

【図表Ⅳ-5】 スーパー早期審査を利用していない理由（Q2-8） 

件数 割合

1 通常審査の一次審査結果取得のタイミングに満足しているため 46 11.2%

2 早期審査の一次審査結果取得のタイミングに満足しているため 103 25.1%
3 手続きが煩雑なため 10 2.4%
4 コスト（代理人費用等）がかかるため 6 1.5%
5 自社で先行技術調査をし、対比説明をしなければならないため 16 3.9%
6 対象となる案件がなかったため 206 50.2%
7 その他 8 2.0%

無回答 15 3.7%

410 100.0%回答者数
 

 

【図表Ⅳ-6】 スーパー早期審査を今後利用したいか（Q2-9） 

件数 割合

1 対象となる案件があれば利用したい 333 72.2%

2 利用したいと思わない 96 20.8%
無回答 32 6.9%

461 100.0%回答者数
 

 

 なお、外国等の審査着手に関する制度の利用状況は下記のようになっている（Q2-19）

(Q2-21)（Q2-25)(Q2-28)。【図表Ⅳ-7】参照。 
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【図表Ⅳ-7】 諸外国の審査着手に関する制度の利用状況（Q2-19,Q2-21,Q2-25,Q2-28） 

 米国 欧州 韓国 

 トラックⅠ 早期審査 早期調査83 優先審査 

利用したことがある 2.1% 3.3% 9.9% 3.1% 

制度は知っていたが

利用したことはない 

58.2% 61.5% 52.6% 48.5% 

制度を知らなかった 35.2% 28.0% 30.0% 40.2% 

無回答 7.2% 7.2% 7.5% 8.1% 

  

 各国の早期審査の認知度は少なくとも 5 割以上はあった。しかしながら、実際の利用率は

それほど高くない。 

 

（ⅱ） 早期審査等の改善点 

  

 早期審査等の改善点について説明をする。 

 早期審査について改善点があるか質問したところ（Q2-5、複数回答可）、「公開前に登録

されてしまう場合には情報提供の機会がないため、これを担保する制度を設ける」が 39.9%

と回答が多かった。次いで、「早期審査の事情説明書の簡略化・省略化」が 31.9%、「現行

制度のままで特に問題はない」が 29.0%、「早期審査の適用対象の拡大（条件の緩和）」が

23.2%と続いている。「第三者が、早期審査を請求できるようにする」と回答したものは 8.1%

であった。【図表Ⅳ-8】参照。 

 

【図表Ⅳ-8】 早期審査の改善点（Q2-5、複数回答可） 

件数 割合

1 早期審査の事情説明書の簡略化・省略化 166 31.9%

2 早期審査の適用対象の拡大（条件の緩和） 121 23.2%
3 早期審査の適用対象を減縮（条件の厳格化） 8 1.5%
4 公開前に登録されてしまう場合には情報提供の機会がないため、これ

を担保する制度を設ける（例えば、早期審査を請求した場合は早期公
開される等。）

208 39.9%

5 第三者が、早期審査を請求できるようにする 42 8.1%
6 現行制度のままで特に問題はない。 151 29.0%
7 その他 21 4.0%

無回答 14 2.7%

521 100.0%回答者数
 

                         
83欧州特許の早期調査の利用の結果については、アンケートの自由記載の内容から早期審査を利用したものも含む数値と

思われる。 
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 同様に、スーパー早期審査について改善点があるか質問したところ（Q2-10、複数回答可）、

早期審査と同様の傾向が見られ、「公開前に登録されてしまう場合には情報提供の機会がな

いため、これを担保する制度を設ける」が 35.1%と回答が一番多かった。次いで、「現行制

度のままで特に問題はない」が 33.0%、「早期審査の事情説明書の簡略化・省略化」が 25.7%、

「早期審査の適用対象の拡大（条件の緩和）」が 19.0%と続いている。「第三者が、早期審

査を請求できるようにする」と回答したものは 3.5%であった。【図表Ⅳ-9】参照。 

 

【図表Ⅳ-9】 スーパー早期審査の改善点（Q2-10、複数回答可） 

件数 割合

1 スーパー早期審査の事情説明書の簡略化・省略化 134 25.7%

2 スーパー早期審査の適用対象の拡大（条件の緩和） 99 19.0%
3 スーパー早期審査の適用対象を減縮（条件の厳格化） 7 1.3%
4 公開前に登録されてしまう場合には情報提供の機会がないため、これ

を担保する制度を設ける（例えば、早期審査を請求した場合は早期公
開される等。）

183 35.1%

5 第三者が、早期審査を請求できるようにする 18 3.5%
6 現行制度のままで特に問題はない。 172 33.0%
7 その他 26 5.0%

無回答 30 5.8%

521 100.0%回答者数
 

 

手数料の支払いさえすれば、その他の申請要件なしで一次審査結果取得タイミングを選

択できる制度を導入した場合に利用をしたいかどうかと質問したところ、「有料でも利用し

たい」が 49.7%、「有料なら利用したくない」が 32.2%であった（Q3-13）。【図表Ⅳ-10】参

照。 

また、有料でも利用したいと回答した 49.7%のものに対して、早く一次審査結果を取得

できる場合にいくらまでなら料金を支払っても良いか質問をしたところ、「1 万～3 万円未

満」が 41.9%、「1 万円未満」が 22.7%であった。即ち、64.6％のものが 3 万円未満を希望

するという結果となった（Q3-14）。【図表Ⅳ-11】参照。 

 

【図表Ⅳ-10】 手数料の支払いのみで、一次審査結果取得タイミングを選択できる制度が

あったら利用したいか（Q3-13） 

件数 割合

1 有料でも利用したい 259 49.7%

2 有料なら利用したくない 168 32.2%
3 その他 94 18.0%

無回答 9 1.7%

521 100.0%回答者数
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【図表Ⅳ-11】Q3-13 早く一次審査を受ける場合、いくらまでなら手数料を支払うか 

件数 割合

1 ～1万円未満 59 22.7%

2 1万～3万円未満 109 41.9%
3 3万～5万円未満 56 21.5%
4 5万～10万円未満 27 10.4%
5 10万円以上 6 2.3%

無回答 3 1.2%

260 100.0%回答者数
 

 

（ⅲ） 終審査結果の早期取得の検討の必要性 

 

 現在、一次審査結果の取得を早くする早期審査やスーパー早期審査の制度があるが、現

行制度以外にどのようなニーズがあるか質問したところ（Q3-1、複数回答可）、「一次審査

結果取得の現在のタイミングに満足している」が 46.6%、「 終審査結果取得の現在のタイ

ミングに満足している」35.7%、「一次審査結果取得のタイミングをさらに早くするニーズ

がある」が 17.7%、「 終審査結果取得のタイミングをさらに早くするニーズがある」が

25.9%、「早期審査、スーパー早期審査は不要」が 2.7%であった。【図表Ⅳ-12】参照。 

 

【図表Ⅳ-12】 どのようなニーズがあるか（Q3-1、複数回答可） 

件数 割合

1 一次審査結果取得のタイミングをさらに早くするニーズがある。 92 17.7%

2 一次審査結果取得の現在のタイミングに満足している。 243 46.6%
3 一次審査結果取得のタイミングを遅くするニーズがある。 72 13.8%
4 最終審査結果取得のタイミングをさらに早くするニーズがある。 135 25.9%
5 最終審査結果取得の現在のタイミングに満足している。 186 35.7%
6 最終審査結果取得のタイミングを遅くするニーズがある。 62 11.9%
7 早期審査、スーパー早期審査は不要。 14 2.7%

無回答 17 3.3%

521 100.0%回答者数
 

 

一次審査結果取得のタイミングと、 終審査結果取得のタイミングのどちらを重視する

かという質問をしたところ、「 終審査結果取得のタイミングを重視する」が 38.2%、「一

次審査結果取得のタイミング、 終審査結果のタイミングをともに重視する」が 38.4%で

あった(Q3-2）。【図表Ⅳ-13】参照。 

終審査結果の取得のタイミングを選択できる制度があった場合に利用したいかという

質問をしたところ、「利用したいと思う」が 69.7%、「利用したいと思わない」が 25.7%であ

た（Q3-20）。【図表Ⅳ-14】参照。 
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【図表Ⅳ-13】 一次審査結果取得タイミングと 終審査結果取得タイミング 

のどちらを重視するか（Q3-2） 

 

件数 割合

1 一次審査結果取得のタイミングを重視する。 108 20.7%

2 最終審査結果取得のタイミングを重視する。 199 38.2%
3 一次審査結果取得のタイミング、最終審査結果のタイミングをともに重

視する。
200 38.4%

無回答 14 2.7%

521 100.0%回答者数
 

 

【図表Ⅳ-14】 終審査結果を取得できるタイミングを選択できる制度が 

あったら利用したいか（Q3-20） 

件数 割合

1 利用したいと思う 363 69.7%

2 利用したいと思わない 134 25.7%
無回答 24 4.6%

521 100.0%回答者数
 

 

（２） 国内ヒアリング結果 

 

（ⅰ） 早期審査等の制度継続の必要性 

 

 早期審査の是非を検討するため、現状どのようなタイミングで審査請求を行っているか

質問をした。 

 原則、審査請求期限のぎりぎりのタイミングにて審査請求を行い、早期に権利化をした

いものについては早いタイミングにて審査請求を行うという方針をたてているという回答

が多かった。 

 審査請求期限のぎりぎりのタイミングで審査請求をする理由はコストを理由と回答する

ものが多かった。特許出願をした中で一部のみを審査請求する者は、審査請求期間の 3 年

を利用して審査請求の必要のないものを見きわめ、審査請求をする案件を厳選することに

より権利化にかかるコストを抑えることを目的としている。一方、特許出願したほぼ全て

について審査請求するような者は、登録後の年金のコストを抑えることを目的としている。 

 その他、ぎりぎりのタイミングで審査請求をする理由として、他者牽制のため、顧客ア

ピールに利用するためという意見もあった。 

 

 具体的に、早期審査をするケースはどのようなものかという質問をした。回答は次のよ

うなものが挙げられた。回答数が多い順に並べてある。 
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・事業の実施が確定（又は予定）しているもの 

・重要技術と考えているもの 

・他者牽制のため 

・PCT 出願の国際調査の見解書で肯定的な評価を得たもの 

・営業アピールに利用するもの 

・訴訟に利用できそうなもの 

・外国出願で PPH を利用したいと考えているもの 

・ライセンス交渉に利用できそうなもの 

・外国に出願をするか否かを判断したいもの 

・標準規格が定まっており、当該標準規格に関するもの 

・医薬品の基礎発明となる物質特許（延長期間の確保のため84） 

・（大学）共同研究を行ってくれる企業が見つかっているもの 

・（大学）外国出願について、独立行政法人科学技術振興機構からの補助を受けるため

に、日本での肯定的な審査結果が必要な場合 

  

 早期審査を行う案件はどのようなものかと質問したところ、約半数の者が、事業の実施

が確定（又は予定）しているものと回答した。その次に多かったものは重要技術と考えて

いるものである。 

 

 スーパー早期審査を利用するケースとしては、競合他社に対して早期に権利化をしなけ

ればならない場合、PCT 出願の国際調査の見解書で肯定的な評価を得た場合、重要と思わ

れる発明の場合という回答があった。 

 

 なお、早期審査の審査スピードは、スーパー早期審査ほど速くはないが、十分満足でき

るものであるという意見があった。 

 

（ⅱ） 早期審査等の改善点 

  

 早期審査の申請要件がユーザーにとって厳しすぎるものではないかを調べるために、 

早期審査を申請する場合において、申請理由を何にしているかについて質問した。 

                         
84 特許法 67 条 2 項において、「特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の

規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要する

ものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつ

たときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる」とある。 

医薬品の場合、製造販売のために薬事法の承認を受ける必要があるが、その承認を得るまでの間に特許発明を実施でき

なかった期間は、特許権の存続期間の延長の対象となる。したがって、早期に特許権を取得しておくことにより、特許

発明を実施できなかった期間を長くし、存続期間の延長を長くすることができる。 
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 企業では、「外国関連出願」であることを理由とするという回答が多かった。 

 また、「グリーン技術関連出願」として申請をしているとの回答もあった。明細書中に環

境関連の文言（例えば「使用エネルギー〇％削減」）を入れておくと、「グリーン技術関連

出願」と認定されやすく、早期審査を利用することができるとの回答を得た。 

 一方、「実施関連出願」を理由に申請をすると自社の実施をしている態様が解ってしま

うのでなるべく利用しないという意見もあった。 

 

 現在の早期審査の申請要件で問題点（例えば、申請をしたかったが申請要件を満たさな

いため早期審査が利用できなかった等）があるかについて質問をした。 

 現在の早期審査の申請要件で問題ないという回答をしている企業がほとんどであった。

企業であれば、早期審査を利用したいと思うような特許出願は重要な案件であり、たいて

いは外国出願を行っている。そのため「外国関連出願」として早期審査の申請が可能であ

るためである。また、大学であれば、大学であるという理由により早期審査の申請をする

ことができるため問題がないとの回答を得た。 

 早期審査の申請要件（外国関連出願である等）を無くして、料金を徴収する、又は申請

件数に上限を設けるという案についてどう思うかについて質問をしてみたところ、反対意

見が多かった。現在は無料で早期審査を利用することができ、先にも述べたように申請要

件が問題となり早期審査の申請ができないという事はない。したがって、現状の早期審査

の申請要件で問題ないためである。ただ、中には早く審査をしてもらえるというサービス

の対価として、料金を徴収しても良いという意見もあった。 

 スーパー早期審査の要件について問題があるか質問をしたところ、スーパー早期審査の

申請要件として「実施関連出願」という条件を外して欲しいという回答があった。スーパ

ー早期審査は「外国関連出願」且つ「実施関連出願」であることが申請要件となっている。

しかしながら、「実施関連出願」であることを宣言すると、他者に自社の技術開発の動向が

知られてしまうため申請をしづらい。ある程度高額でもよいので手数料を支払うことによ

りスーパー早期審査を申請可能にしてもらいたいという回答があった。 

 

 他者の特許出願が早期審査を利用して出願公開前に登録になってしまい困ったことがあ

るかを質問した。 

 特に困ったことがないという回答が多かったが、公開段階から他者特許監視を行ってい

る企業については問題があるとの回答があった。 

 なお、その対策として出願公開前に早期審査を申請した場合には早期公開されるように

するという意見が出た。しかしながら、早期公開をされると自社の特許出願が早く他者に

知られてしまう事や、後の出願の先行技術文献となってしまう事から、早期審査の利用が

しづらくなるという意見もあった。その他、異議申立制度を復活させ公衆審査の機会を設
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けるようにするという回答もあった。また、仮に異議申立制度のようなものを設ける場合

には、早期審査等で公開前に登録になった際は、異議申立のための資料を探すための時間

を十分に確保するため85に、公開後に登録になったものに比較して異議申立期間を長くし

て欲しいという意見もあった。 

 

 その他、次のような意見があった。 

 早期審査は一次審査結果の取得までは非常に早いが、それ以降の審査結果が来るまで遅

い場合があるという意見があった。 

 他者が早期審査を行い登録となったものは非常に権利範囲が広く、早期審査を行うと審

査の速度を上げるために審査の質を落としているのではないかという意見があった。一方、

自社が早期審査を行った場合に、審査の質はよいという意見もあった。 

 他者の特許出願について早期審査をできるようにしてもらいたいという意見もあった。

これは、他者の特許出願の審査が早く進まないために事業の方向性が決まらないことがあ

る。そのような場合には、他者の特許出願に早期審査を申請して早期に決着をつけさせる

ようにしたいためである。 

 早期審査の申請のための事情説明書の提出については、提出する書類は少ない方が好ま

しいという意見がある一方、事情説明書の提出が早期審査の申請のためのハードルとして

機能しており早期審査の申請が乱発されるのを防止しているという意見もあった。 

 

（ⅲ） PPH の利用について 

 

 ヒアリング調査において、PPH の利用についてなされたコメントを説明する。 

 日本での審査結果を利用して PPH の申請を行い、外国の出願の早期権利化を行うのに活

用しているという意見があった。特に、PPH に利用するために早期審査を活用するという

意見もあった。 

 PPH の申請のためには、第 2 庁出願のクレームを、第 1 庁出願の特許可能と判断された

クレームと対応させる必要があるため、第 1 庁の審査結果で十分広いクレームが取れた場

合には PPH を利用して、そうでない場合は PPH 利用しないという社内運用をしているとい

う意見があった。 

 否定的な意見としては次のようなものがあった。 

 PPH を申請しても第 2 庁で第 1 庁の審査とは別の引例がつく場合があり、必ずしも早期

権利化に役立たないという意見があった。 

 また、PPH の申請書式が各国で異なるため手続きが煩雑になっている。統一の書式にし

                         
85 公開後に登録になる場合は、公開段階から異議申立の資料を探すことができるのに対し、公開前に登録になる場合は、

資料を探す時間的余裕が少ない。 
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てもらえないかという意見もあった。 

 

（ⅳ） JP-FIRST の利用について 

  

 ヒアリング調査において、JP-FIRST の利用についてなされたコメントを説明する。 

 重要と思われる出願については外国出願のタイミングにおいて日本の審査請求を行う社

内運用を設け、JP-FIRST を積極的に利用して外国での権利化に活用しているという意見が

あった。 

 一方、JP-FIRST の条件を満たすものは自動的に JP-FIRST の対象となるため、意図せず

に早期に審査が開始されてしまって困ったことがある。JP-FIRST を申請制にしても良いの

ではないかという意見もあった。 

 

（３） 諸外国を含めた動向 

 

 米国、韓国ともに、早期に審査着手を受けられる制度をユーザーに利用しやすくするた

めに、申請の要件をなくしてどのような特許出願も早期の審査着手を受けられるようにし、

その代わりに申請者に金銭的な負担をさせる方向に制度改正を行ってきている。 

 なお、欧州特許出願はもともと申請要件がなくどのような出願であっても早期審査をう

けることができる。 

  

（ⅰ） 米国 

 米国では優先審査料 4,800 ドルの支払いによりどのような特許出願であっても早期の審

査着手を受けられることができるトラックⅠが創設された。 

 米国でのトラックⅠの導入は、トラックⅠの導入前に存在していた早期審査制度がユー

ザーにとって利用しにくいものであった点も関係しているものと思われる。 

 米国の早期審査を申請するためには、出願人は先行技術文献との対比説明等を記載した

サポート書面の提出をする必要がある。しかしながら、このサポート書面の提出は不正行

為（inequitable conduct）の入り込む余地がある86。即ち、出願人が故意に自分の発明と

近い先行技術文献を隠して早期審査を申請し権利を取得してしまうという不正行為である。

このような不正行為が認められた場合、権利不行使となる可能性もある。トラックⅠは

4,800 ドルと非常に高額の優先審査料の支払いが必要となるが不公正行為の入り込む余地

がなく、早期審査よりも利用がしやすいと思われる。 

                         
86 不正行為（inequitable conduct）についての危惧は、”Enhanced Examination Timing Control Initiative”のパブ

リックコメントの中の意見に出てくる。 

http://www.uspto.gov/patents/law/comments/threetracks.jsp（ 終アクセス日 2013 年 1 月 7 日） 

http://www.uspto.gov/patents/law/comments/threetracks.jsp


- 58 - 

 

 早期審査は、制度導入の 2006 年 8 月 25 日から 2012 年 4 月 9 日までの約 6 年間で 5,185

件であるのに対し、トラックⅠは、制度導入の 2011 年 9 月 26 日から 2012 年 10 月 15 日ま

での 1 年間で 6,019 件であり、圧倒的にトラックⅠの方が利用がされている。 

 なお、4,800 ドルというトラックⅠの優先審査料は、トラックⅠの導入により他の審査

が遅延しないようなリカバリーコストを考慮して算出されている。このコストの計算には、

新規審査官の雇用、教育の費用も含まれている。 

 

（ⅱ） 欧州特許 

  

 PACE（早期調査、早期審査）の規定について、拡大サーチレポートの導入に伴う細かい

変更はあったものの、申請要件の変更等の大きな変更はない。 

 現在のところ、PACE の制度は円滑に運用されている。PACE は、ユーザーに早期の審査の

選択肢を与えるものであり、欧州特許庁として積極的に利用率を上げるような施策を行う

ことはしていない87。 

 

（ⅲ） 韓国 

  

 韓国では、2008 年 10 月に専門調査機関の調査を条件に、特許出願の技術的な内容に関

わらず優先審査を受けられるようになっている。専門機関の先行技術調査の品質評価を行

い、審査官が専門調査機関の先行技術調査報告書に対して「未活用」と品質評価した場合、

その結果を出願人に通知し、出願人が調査料の一部払戻しまたは追加依頼件の調査料に対

して割引サービスが受けられるようにしている。 

 また、現時点で優先審査、超高速審査ともに安定的に運用されており、特別な問題はな

い。ただ、優先審査及び超高速審査の申請が急増する場合、一般審査の処理期間に遅延が

生じる問題が発生する恐れがあるので、申請状況を継続的にモニタリングしている88。 

 優先審査の申請には、200,000 ウォンの支払いが必要である。この手数料は優先審査の

電算システムの開発及び運営、処理期間の管理、優先審査を行うかどうかの決定業務等の

迅速な行政手続の遂行による負担要素及び優先審査の濫用防止の側面を考慮して決定され

た89。 

 

 なお、米国、韓国ともに早期の審査着手の枠を拡大する制度改革を行ったところ、制度

の申請件数は上がってきている。 

                         
87 EPO へのヒアリングによる 
88 KIPO へのヒアリングによる 
89 KIPO へのヒアリングによる 
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（ⅳ） 日本 

 

 平成 15年の第4回産業構造審議会知的財産政策部会90において早期審査について報告が

された。当該報告において早期審査の有料化についても触れられているが、報告時におい

ては早期審査の周知、利用推進を優先すべきであり、有料化についての検討は必要が生じ

た場合に開始することとした。具体的には次のようなものである。 

 『権利化の時期に対するユーザーのニーズについて、料金面での調整を図る観点から、

早期の権利化を求める案件に割り増し料金を適用すべきであるとの指摘があった。確かに、

欧米においても、審査の順序によって異なる料金を適用している事例はあるが、我が国に

おいては、審査の順序にかかわらず特許審査により生じる行政コストは出願人の間で同じ

であることに鑑み、現行法に基づく優先審査制度、運用で実施している早期審査制度にお

いても、料金面での差異を設けられていない。 

 これらの現行制度の運用に際しては、公平性と透明性の確保が必要であり、料金による

差異を設けることも１つの解決策であると考えられるものの、現行制度については未だそ

の利用の拡大を図る余地があり、現時点で著しい不公平が発生している状況にないと考え

られる。こうした観点から、現行制度の利用状況や、諸外国の制度や我が国ユーザーのニ

ーズの把握に引き続き努め、必要があれば検討を開始することが適切である。』 

  

（４） 論点整理 

 

（ⅰ） （論点 1）早期審査等の継続の必要性 

 

 国内アンケートより、早期審査の認知度（99.6%）、利用率（74.3％）は、きわめて高い

と言える（Q2-1）。 

 一方、スーパー早期審査の認知度（89.8%）は、高いものの、利用率（11.1％）は低かっ

た。 

 Q2-6 で、スーパー早期審査を知っているが利用しなかったと回答した 78.7%のものに対

し、利用しなかった理由を聞いたところ対象となる案件がなかった（50.2%）との回答が相

当数あった（Q2-8）。また、Q2-6 で、スーパー早期審査を知っていたが利用したことがな

い又は知らなかったと回答した 88.5%のものうち、72.2%の者が、対象となる案件があれば

スーパー利用したいと回答した（Q2-9）。したがって、スーパー早期審査については利用率

                         
90 第 4 回産業構造審議会知的財産政策部会（平成 15 年 2 月 18 日） 資料 3 特許制度小委員会中間取りまとめ 29 頁   

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/shingikai/sangyou_kouzou.htm（ 終アクセス日 2013 年 1

月 7 日） 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/sangyou_kouzou.htm


- 60 - 

 

は低いものの、潜在的なユーザーが多くいるものと考えられる。 

 早期審査も、スーパー早期審査も利用する理由としては、「他者へのけん制」、「重要な技

術に関する案件のため」との回答が多かった。 

 

 国内ヒアリングで、早期審査を利用する理由を聞いたところ下記のような様々な理由が

挙げられている。 

・事業の実施が確定（又は予定）しているもの 

・重要技術と考えているもの 

・他者牽制のため 

・PCT 出願の国際調査の見解書で肯定的な評価を得たもの 

・営業アピールに利用するもの 

・訴訟に利用できそうなもの 

・外国出願で PPH を利用したいと考えているもの 

・ライセンス交渉に利用できそうなもの 

 

 早期審査等の利用した理由について、アンケート結果（Q2-2、Q2-7）をみてみると、ス

ーパー早期審査は、早期審査に比較して、他者けん制のため、PPH の利用のためという回

答が多くなっており、利用する理由の傾向が異なっている。【図表Ⅳ-15】参照。 

 

【図表Ⅳ-15】アンケート結果における早期審査とスーパー早期審査の利用理由上位３つ91

（Q2-2、Q2-7） 

早期審査 スーパー早期審査 

重要な技術に関する案件のため（61.0%） 他者へのけん制のため（67.2%） 

他者へのけん制のため（55.3%） 重要な技術に関する案件のため（53.4%）

ライセンス契約のため（21.2%） 他国の特許審査ハイウェイ（PPH）に利用

するため（25.9%） 

  

 国内ヒアリングでは、早期審査について審査の質が落ちているのではないかという危惧

する意見があったものの、積極的に早期審査等の制度自体をなくすべきという意見は見ら

れなかった。 

 

 委員会においては、早期審査自体について否定的な意見はなく、良い制度であるとの意

                         
91 （）は回答割合を示す。ただし、早期審査については、Q2-1 で早期審査を利用したことがあると回答した 74.3%に対

する割合、スーパー早期審査については、Q2-6 でスーパー早期審査を利用したことがあると回答した 11.1%に対する割

合である。 
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見があった。 

 

 諸外国をみても早く権利を取得する制度を取り入れており、各国特許庁間のワークシェ

アの観点、ユーザーの利用もされていることから、日本特許庁が早期に審査結果を出す早

期審査等は有益であると思われる。 

 

（ⅱ） （論点 2）早期審査等の法定化の必要性 

 

 諸外国においては早期審査等の審査着手を早期化する制度について、法律や規則で定め

られている。一方、我が国において、優先審査制度は法定化されているが、早期審査、ス

ーパー早期審査は法律、規則等で規定はされていない。【図表Ⅳ-16】参照。 

 

【図表Ⅳ-16】審査着手を早期化する制度の規定 

 日本 米国 欧州特許出願 韓国 

審 査 着 手

を 早 期 化

す る 制 度

の規定 

「優先審査」は、特

許法、特許法施行規

則で規定。 

「早期審査、スーパ

ー早期審査」は、運

用92、ガイドライン

で規定。 

連邦規則、 

審査基準で規

定93。 

長官による内部管

理通達、 

審査ガイドライン

で規定94。 

特許法、 

特許法施行規則

で規定95。 

  

 国内アンケート、国内ヒアリングにおいて、早期審査等が法定化されていないことにつ

いての不安、不満はなかった。 

 委員会では、制度の安定性という点では法定化した方がよいかもしれないが、我が国に

おいては特許庁とユーザーとの間に信頼関係があり、運用と法定との違いはあまりないの

ではないかという意見があった。また、早期審査は特許庁の行政裁量として運用で開始さ

れたものであり、今後、早期審査の対象を拡大するなどして申請件数が増加してくるよう

であれば要件等を明確にして法定化するのもあり得るのではないかという意見もあった。 

 現在のところ、公平性や透明性が確保されており、法定化を求める意見もないことから、

運用で行うことで特段の問題はないものと考えられる。 

                         
92 優先審査は特許法 48 条の 6、特許法施行規則 31 条の 3 で規定。早期審査等は運用、ガイドラインで規定されている。 

93 37Code of Federal Regulations 1.102, Manual of Patent Examining Procedure 708.02（a）等 

94 Guidelines for Examination E,Ⅶ,3.1 ,Notice from the European Patent Office（OJ EPO 2010/5/4 352 ）等 
95 特許法６１条、特許法施行令９条等 
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（ⅲ） （論点 3）早期審査等の改善点 

 

国内アンケートで早期審査等の改善点（Q2-5、Q2-10）について聞いてみたところ、現状

のままで特に問題ないとするものが一定数存在した（早期審査：29.0％、スーパー早期審

査：33.0％）。 

一方、改善点として一番多く挙げられたのが、公開前に登録されてしまうことを懸念す

るものである（早期：39.9％、スーパー早期：35.1％）。 

その他、事情説明書の簡略化・省略化を求めるもの（早期審査：31.9％、スーパー早期

審査：25.7％）や適用対象の拡大（条件の緩和）を求めるもの（早期審査：23.2％、スー

パー早期審査：19.0％）も存在する（Q2-5,Q2-10）。 

 

そこで、早期審査等の改善点について、早期審査の適用対象（早期審査の申請要件）や

事情説明書の観点と、早期審査を利用した場合の公開前の登録の観点から、ぞれぞれ説明

をする。 

 

初に、早期審査の申請要件、事情説明書についての改善点について述べる。 

 申請要件の具体的なニーズを知るために、国内ヒアリングで早期審査の申請の際に困っ

たことがあるか（例えば早期審査をしたかったが申請要件等が理由でできなかったことが

ある）、申請要件の緩和が必要か聞いてみた。 

 申請要件に関しては、ほとんどのものが「外国関連出願」として早期審査が申請をして

おり、早期審査を申請したかったが申請要件が障壁となり申請できなかったということは

ないと回答した。 

 一方、「実施関連出願」を理由に早期審査を申請するのは使いづらいという意見があった。

これは、「実施関連出願」で申請をすると、その出願に係る発明が実施している（又は実施

しようとしている）発明であることを他者に知られてしまうのは好ましくないためである。

特に、スーパー早期審査は、「実施関連出願」を要件から外して欲しいという意見があった。 

 申請要件の緩和の一つとして、「外国関連出願」や「実施関連出願」という申請要件をな

くし、代わりに有料化を行う、あるいは出願人ごとに申請件数を制限するという案につい

てどう思うかを聞いたところ否定的な意見が多かった。一部では、有料化を肯定する意見

もあった。 

 事情説明書の提出について問題はあるかという点について聞いてみたところ、提出する

書類は少ない方が好ましいという意見と事情説明書の提出が早期審査の濫用を防止する効

果を有しているという意見があった。 
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 委員会においては、早期審査に関して申請要件を完全に撤廃してしまうと、審査請求が

行われる全件について早期審査が申請されるおそれがあり、そうなると早期審査の意義が

不明となってしまう可能性がある。料金を徴収する等の一定の要件を課す必要があると思

われるという意見があった。 

 

 外国の動向をみてみると、米国、韓国では、早期の審査着手に関する制度について申請

要件を緩和する代わりに有料化をするという制度を追加したところ、申請数が上昇してい

る。 

 

なお、早期審査の手数料に関しては次のような意見がある。 

国内アンケートでは、早期審査の対象を全出願に拡大し有料とした場合でも利用したい

とするものが半数程度おり（49.7％）、料金は、3 万円未満を希望するものが多い結果が出

ている（64.6％）（Q3-13,Q3-14）。 

 

 国内ヒアリングでも、手数料を課しても良い、申請要件が無しになるならある程度高額

（例えば 15～20 万円）であっても早期審査を利用したいという意見もあった。 

 

 委員会においては、アンケート等では手数料を支払っても良いという意見があるが、手

数料を払えるであろう大企業と手数料を払うのが難しいそれ以外の企業について考慮する

必要があるのではないかという意見があった。また、ある業界では早期審査は別として、

スーパー早期審査に関しては手数料を徴収しても良いのではないかという意見があるとい

うコメントがあった。また、早期審査をする場合には手数料を徴収するという考え方もあ

るが、逆に早く審査をすれば安くすみ、遅く審査をしてもらう場合には迷惑料として高い

手数料を徴収するという考え方もあるという意見もあった。 

 

 以上のことから、現行の早期審査、スーパー早期審査についてはある程度ユーザーが満

足できるものとなっていると思われる。 

 しかしながら、適用対象の拡大や申請の書類の簡略化・省略化を求める意見もあること

から、早期審査等の趣旨を踏まえつつ、これらの必要性についても検討を行うことが求め

られる。 

 ただし、単純に申請の書類の省略化・簡略化や適用対象の拡大をしてしまうと、早期審

査の申請の増加により早期審査の審査期間の長期化するおそれがある。そのため、申請者

の負荷を減らすような場合には、手数料を徴収する等の別の要件を課すようなことを検討

する必要があると思われる。 

 また、早期審査の申請理由を実施関連出願とすることにより、自社の実施をしている態
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様が判明することを懸念する意見もあることも考慮する必要があろう。 

 

次に、早期審査を利用した場合の公開前の登録の観点について説明をする。 

 

国内ヒアリングで、他者の特許出願が早期審査を利用して出願公開前に登録になってし

まい現実に困ったことがあるかとを質問したところ、特に困ったことがないという意見が

ほとんどであった。しかしながら、現実的に問題になったことはないが、情報提供の機会

がないまま登録になってしまうことに問題を感じるという意見があった。 

 国内アンケートでは、公開前に登録されてしまうことを懸念している声がある程度あっ

たが（早期：39.9％、スーパー早期：35.1％）、これらの中には、現在問題が発生してわけ

ではないが、将来的に何らかの問題が発生することを懸念しているものが含まれているた

めと思われる。 

 

 委員会では、早期審査を利用した場合の公開前の登録に対して何らかの対策が必要では

ないかという意見があった。 

 

 国内ヒアリングで出てきた対策案としては、早期審査を申請した場合には早期公開をす

るようにする、付与後のレビュー制度を設けるというものであった。 

  

 早期公開による対策は、特許付与前に情報提供の機会を第三者に与える点においてよい

と思われる。しかしながら、国内ヒアリングでは、早期審査をした場合に早期公開される

制度があると早期審査を使いづらくなるという意見もあった。具体的には、通常よりも早

期に公開がされることとなると、早期公開された出願が後から出す出願の先行技術になっ

てしまうことを危惧するとのことである。 

 早期審査をして登録査定となれば、いずれにせよ登録公報が発行されるため、早期公開

をしても影響は少ないかもしれない。しかしながら、早期審査をして公開前に拒絶査定と

なる場合は、現在の制度であれば公開されない出願が公開されてしまうことになり出願人

にとっての影響は大きくなる。 

 

 一方、異議申立制度のようなものを設けるという対策案に関しては、現在産業構造審議

会において付与後レビュー制度96が議論されており、この付与後レビュー制度との関係も

含めて検討をしていく必要があると思われる。 

  

                         
96 従前の異議申立制度の問題を改善しつつ、更に今日的な新たな制度意義を与えるための工夫を行った上で、特許の権

利化後の一定期間に特許付与の見直しをする機会を与えるための新たな制度。 
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（ⅳ） （論点 4） 終審査結果の早期取得の検討の必要性 

 

国内アンケートにおいて、審査結果取得のタイミングに満足している（一次審査結果：

46.6%、 終審査結果 35.7%）という回答が多かった。これは、特許庁による施策の結果一

次審査結果取得の期間が短くなってきていることから比較的満足度が高くなっていること

が考えられる。一方、審査結果取得のタイミングをさらに早くするニーズがあるという意

見もある程度あった（一次審査結果 17.7%、 終審査結果取得 25.9%）。さらに早くするニ

ーズについて、一次審査結果よりも 終審査結果を早くという意見がやや多い結果となっ

ている（Q3-1）。 

また、一次審査結果取得と 終審査結果取得のタイミングの重要性については、一次審

査結果取得のタイミングを重視する（20.7%）という回答よりも、 終審査結果取得のタイ

ミングを重視する（38.2%）、又は一次審査結果取得のタイミング、 終審査結果のタイミ

ングをともに重視する（38.4%）という回答が多かった（Q3-2）。 

 終審査結果取得のタイミングを選択できる制度があれば利用したいという回答が存在

する（69.7%）（Q3-20）。 

 

 委員会では、「ある業界団体で審査着手タイミングについての議論をした際に、早い審査

着手、遅い審査着手という審査着手タイミングよりも 終審査結果のタイミングを出願人

がコントロールしたいというニーズもあった」、という報告がされた。 

 

 以上のように、 終審査結果の取得タイミングを重視したいというニーズもあることが

判明した。 

 

 一方、諸外国の制度をみると米国の早期審査、トラックⅠは申請から 終結果の通知ま

でに 12 か月の目標を立てており、 終審査結果の取得タイミングを出願人が予想しやすい

制度となっている。 

 

 現在、 終審査結果を早期に取得するために利用できる制度としてスーパー早期審査が

ある。早期審査が、申請から一次審査結果取得までの期間を短縮する制度に対し、スーパ

ー早期審査は、申請から一次審査までを1か月以内、再着審査97についても、意見書・補正

書の提出から1か月以内に行うことで、申請から 終審査結果までの期間を短縮することが

できる制度である。 

 スーパー早期審査の認知度は高いが利用率はそれほど高くないという状況である。早期

                         
97 一次審査後、出願人からの意見書や補正書の提出を受けて行われる審査 
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審査でも十分に審査が早いという意見がある一方、拒絶理由通知の発送日から 30 日以内に

出願人は応答する必要があるため負担が大きい、また、「実施関連出願」が必須要件とな

っているので使いづらいという声もある。 

 終審査結果を早期に取得したいというニーズはあることから、現行の運用の範囲内で

実行できることについて、公平性、透明性等に留意しつつ、検討を行う必要があると思わ

れる。 

  

２． 審査着手の猶予 

 

 我が国では、審査着手を猶予する制度としては特別に設けられてはおらず、審査請求の

タイミングを遅くすることにより審査の着手を遅くすることができるのみである。 

 このような状況のもと次の点について検討を行った。 

 

（論点 1）そもそも、審査着手を猶予したいというケースがあるのか。審査着手を猶予し

たいニーズがどの程度あるのか。 

 

（論点 2）審査着手を猶予する制度として機能している審査請求制度について改善点はあ

るか。そもそも審査請求制度が必要とされているのか。現在の審査請求期間 3 年はユーザ

ーのニーズを満たすものであるか。 

 

（論点 3）審査着手を猶予する制度として審査請求制度以外の制度が必要であるか。また、

新しい制度を導入する場合の弊害はどのようなものがあるか。 

 

 検討事項を以下にまとめる。 

（論点 1）審査着手の猶予のニーズ 

（論点 2）審査請求制度について 

（論点 3）審査着手の猶予に関する制度の必要性について 

 

（１） 国内アンケート結果 

 

（ⅰ） 審査着手の猶予のニーズ 

 

 現在、一次審査結果の取得を早くする早期審査やスーパー早期審査の制度があるが、現

行制度以外にどのようなニーズがあるか質問したところ（Q3-1、複数回答可）、「一次審査

結果取得のタイミングを遅くするニーズがある」が 13.8%、「 終審査結果取得のタイミン
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グを遅くするニーズがある」が 11.8%という回答があった。【図表Ⅳ-17】参照。 

 

【図表Ⅳ-17】 どのようなニーズがあるか（Q3-1、複数回答可） 

件数 割合

1 一次審査結果取得のタイミングをさらに早くするニーズがある。 92 17.7%

2 一次審査結果取得の現在のタイミングに満足している。 243 46.6%
3 一次審査結果取得のタイミングを遅くするニーズがある。 72 13.8%
4 最終審査結果取得のタイミングをさらに早くするニーズがある。 135 25.9%
5 最終審査結果取得の現在のタイミングに満足している。 186 35.7%
6 最終審査結果取得のタイミングを遅くするニーズがある。 62 11.9%
7 早期審査、スーパー早期審査は不要。 14 2.7%

無回答 17 3.3%

521 100.0%回答者数
 

 

 各業種（Q1-1）とニーズ（Q3-1）のクロス集計を行ったところ次のようになった。一次

審査結果を遅くするニーズのみをピックアップしたものを【図表Ⅳ-18】に、 終審査結果

を遅くするニーズのみをピックアップしたものを【図表Ⅳ-19】に示す。 

 電気、その他工業、金属の分野は、他の業種に比較して一次審査結果、 終審査結果を

遅いタイミングで取得するニーズがあるという回答が多くみられた。 
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【図表Ⅳ-18】業種（Q1-1）とニーズ（Q3-1）のクロス集計（一次審査結果）98 
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【図表Ⅳ-19】業種（Q1-1）とニーズ（Q3-1）のクロス集計（ 終審査結果）
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98 凡例は次の通り。 

（一次審査遅）一次審査結果取得のタイミングを遅くするニーズがある。   

（ 終審査遅） 終審査結果取得のタイミングを遅くするニーズがある。       
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（ⅱ） 審査請求制度について 

  

 知的財産戦略に基づいて審査請求のタイミングを案件によって変えているか質問をした

ところ、「変えている」が 64.1%、「変えていない」が 35.5%であった（Q2-12）。【図表Ⅳ-20】

参照。 

 審査請求のタイミングを案件によって変えていると回答した 64.1%に対して、変えてい

る理由を質問したところ（Q2-13、複数回答可）、自社での実施態様、実施可能性を考慮し

て審査請求を行っているという回答が 79.6%と多かった。【図表Ⅳ-21】参照。 

 

【図表Ⅳ-20】 審査請求のタイミングを変えているか（Q2-12） 

件数 割合

1 変えている 334 64.1%

2 変えていない 185 35.5%
無回答 2 0.4%

521 100.0%回答者数
 

 

【図表Ⅳ-21】 審査請求のタイミングを変えている理由（Q2-13、複数回答可） 

件数 割合

1
自社での実施態様、実施の可能性を考慮して審査請求を行っている 266 79.6%

2 他者の動向を基に審査請求を行っている 120 35.9%
3 先行技術調査等を行った結果、特許となる可能性が高い案件は早く審

査請求を行い、そうでない案件は遅く審査請求を行っている
38 11.4%

4 （大学等の研究機関のため）出願に関係する発明を実施する企業がす
でに決まっている案件は早く審査請求を行い、そうでない案件は遅く審
査請求を行っている

22 6.6%

5 他国に出願する案件は早く審査請求を行い、そうでない案件は遅く審
査請求を行っている

44 13.2%

6 標準技術に関係する案件は遅く審査請求を行い、標準技術に関係ない
案件は早く審査請求を行っている

6 1.8%

7 その他 27 8.1%
無回答 0 0.0%

334 100.0%回答者数
 

 

 審査請求期間として理想の期間を質問したところ、現行の 3 年でよいというのが 64.3％

であり一番回答の割合が多かった。一方、審査制度は不要であると回答したものは 1.7%と

非常に少なかった（Q3-21）。【図表Ⅳ-22】参照。 
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【図表Ⅳ-22】 理想の審査請求期間（Q3-21） 

件数 割合

1 出願から3年未満 23 4.4%

2 現行の出願から3年でよい 335 64.3%
3 出願から3年～5年未満 95 18.2%
4 出願から5年～7年未満 48 9.2%
5 出願から7年以上 7 1.3%
6  審査請求制度は不要 9 1.7%

無回答 5 1.0%

521 100.0%回答者数
 

 

 審査請求期間が短くなること、長くなることのメリット・デメリットについて質問した

（Q3-22～Q3-25、複数回答可）。 

 審査請求期間が短くなることの一番のメリットは「監視負担が減る」（62.6%）であり、

審査請求期間が長くなることの一番のデメリットは「監視負担が増える」（81.6%）であっ

た。 

 一方、審査請求期間が長くなることの一番のメリットは、「自社の実施態様等の考慮時間

の確保ができる」（69.5%）であり、審査請求期間が短くなることの一番のデメリットは「自

社の実施態様等の考慮時間の確保ができない」（78.3%）であった。【図表Ⅳ-23】～【図表

Ⅳ-26】参照。 

 審査請求期間について、短くなった場合のメリットが、長くなった場合のデメリットと

考えられており、逆に短くなった時のデメリットは、長くなった時のメリットとと考えて

いる回答となった。 

 監視負担の観点からも、自社の実施態様等の考慮時間の確保の観点からも、メリットよ

りもデメリットを懸念する意見が多くなっている。 

【図表Ⅳ-23】 審査請求期間が短くなることのメリット（Q3-22、複数回答可） 

件数 割合

1 他者の出願の帰趨が早くわかり、監視負担が減る 326 62.6%

2 自社で審査請求期間を管理する負担が減る（審査請求期間が
長いとそれだけ長く出願を管理する必要がある）

104 20.0%

3 特にない 151 29.0%
4 その他 13 2.5%

無回答 9 1.7%

521 100.0%回答者数  
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【図表Ⅳ-24】 審査請求期間が短くなることのデメリット（Q3-23、複数回答可） 

件数 割合

1 自社の製品の実施態様、実施の可能性を考慮する時間を確保
することができない

408 78.3%

2 他者の動向を見る時間を確保することができない 204 39.2%
3 審査請求をする前までに、先行技術調査等の検討を行うこと

ができない
61 11.7%

4 早期に審査請求をすると、早期に権利化され登録維持年金が
多く必要となるため

66 12.7%

5 出願に関係する発明を実施する企業を探す時間を確保するこ
とができない

37 7.1%

6 他国出願の権利化状態を日本の審査に反映することができな
い

37 7.1%

7 標準技術に関係する案件であり、標準技術がどのように定ま
るかを見てから審査請求を行うことができない

46 8.8%

8 社内システムの変更が必要となり、コストがかかる 46 8.8%
9 特にない 31 6.0%
10 その他 27 5.2%

無回答 7 1.3%

521 100.0%回答者数  

 

【図表Ⅳ-25】 審査請求期間が長くなることのメリット（Q3-24、複数回答可） 

件数 割合

1 自社の製品の実施態様、実施の可能性を考慮する時間を確保
することができる

362 69.5%

2 他者の動向を見る時間を確保することができる 206 39.5%
3 審査請求をする前までに、先行技術調査等の検討を行うこと

ができる
72 13.8%

4 出願に関係する発明を実施する企業を探す時間を確保するこ
とができる

46 8.8%

5 他国出願の権利化状態を日本の審査に反映することができる 66 12.7%
6 標準技術に関係する案件であり、標準技術がどのように定ま

るかを見てから審査請求を行うことができる
47 9.0%

7 審査請求をするか否かの判断期間が長い方が、業務負担が減
らすことができる

33 6.3%

8 特にない 79 15.2%
9 その他 16 3.1%

無回答 9 1.7%

521 100.0%回答者数  

 

【図表Ⅳ-26】 審査請求期間が長くなることのデメリット（Q3-25、複数回答可） 

件数 割合

1 他者の出願の帰趨が長期間不明となり、監視負担が増える 425 81.6%

2 自社で審査請求期間を管理する負担が増える（審査請求期間
が長いとそれだけ長く出願を管理する必要がある）

159 30.5%

3 その他 34 6.5%
無回答 18 3.5%

521 100.0%回答者数  

 

 また、アメリカの 3 トラック制度のように、審査請求制度そのものをなくし、審査着手



- 72 - 

 

のタイミングを出願人が選択できる制度をそのまま取り入れることについてどう思うか質

問したところ「反対」が 68.1%であった。また、制度に反対とした理由として、審査請求

制度がなくなることを問題としている意見が多かった。【図表Ⅳ-27】参照。 

 

【図表Ⅳ-27】 アメリカの 3 トラック制度の導入について（Q3-27） 

件数 割合

1 アメリカの３トラック構想をそのまま日本の制度に取り入れ
るのに賛成である

76 14.6%

2 アメリカの３トラック構想をそのまま日本の制度に取り入れ
るのに反対である

355 68.1%

3 その他 63 12.1%
無回答 27 5.2%

521 100.0%回答者数  

「2(反対)」を選んだ主な理由 件数 

審査請求制度がなくなるのが問題である 131 

 

（ⅲ） 審査着手の猶予に関する制度の必要性について 

 

① 審査着手の猶予する制度について 

 

 審査着手の猶予を実現するための制度を設ける場合にどのような制度がよいかという質

問に対する回答を説明する。具体的には、どのような制度がよいか、どの程度の精度でタ

イミングを選べるのが良いか、申請のタイミングはいつが良いか、どのぐらいまで遅いタ

イミングを選択できるのがよいかについてである。 

 

 現行制度以外にどのようなニーズがあるかという質問（Q3-1）で、「一次審査結果取得の

タイミングを遅くするニーズがある（13.8%）」、「 終審査結果取得のタイミングを遅くす

るニーズがある（11.8%）」という回答をした者に対し、どのような制度であればそのニー

ズを満たすことがでできるかを質問したところ、審査請求期間を長くする、審査開始のタ

イミングを指定できる制度というものが挙げられていた（Q3-3）。【図表Ⅳ-28】参照。 

 仮に、一次審査結果取得のタイミングを選択することができる制度を設けた場合に、ど

の程度までタイミングを選択できるようにしたいか質問をしたところ、『早い審査、通常の

審査、遅い審査の 3 段階で選べるようにする』が 64.7%、『出願人が一次審査結果を取得す

る月を指定できる制度。例えば、20××年×月に一次審査結果を出して欲しいと指定する

ような制度』が 20.7%であった（Q3-8）。【図表Ⅳ-29】参照。 

 仮に審査着手のタイミングを選択できる制度を設けた場合に、当該制度の申請はどのタ

イミングでするのがよいか質問をしたところ、『審査請求時に申請をする』が 73.1%、『審
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査請求後から一次審査結果を取得するまでの間に申請をする』が 12.9%であった（Q3-7）。

【図表Ⅳ-30】参照。 

 仮に、一次審査結果取得のタイミングを、審査請求期間（出願から 3年）を超えて選択

することできる制度を設けた場合に、どの程度先まで一次審査結果取得のタイミングを選

択できるような制度がよいと思うかという質問に対して、『出願から 3 年超～出願から 5

年以下の期間』が 52.0%、『出願から 5 年超～出願から 7年以下の期間』が 23.6%、『出願か

ら 7年超』が 5.6%であった（Q3-9）。【図表Ⅳ-31】参照。 

 なお、制度案について聞く質問（Q3-7,Q3-8,Q3-9）の自由記載のコメント欄においてこ

のような制度については反対であるというコメントが複数あった。反対する理由としては、

制度の複雑化を危惧するもの、必要性が感じられない、他者特許の監視負担増大の危惧等

があった。 

 

【図表Ⅳ-28】 どのような制度が必要と思うか（Q3-3） 

（一次審査結果、 終審査結果の取得のタイミングを遅くするニーズと答えた人の回答） 

 主な自由記載の内容 

コメント 件数 

審査請求期間を長くする 25 

審査開始のタイミングを指定できる制度（韓国の審査猶予制

度） 

24 

審査の開始タイミングを遅延させる制度 5 

審査請求期間を申請で延長できる制度（シンガポールのスロ

ートラック制度） 

5 

申請により所定の期間審査待ちの列から除外する制度（米国

のトラックⅢのような制度） 

4 

新制度は不要 4 
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【図表Ⅳ-29】 一次審査結果取得のタイミングを選択することができる制度を設けた場合

に、どの程度までタイミングを選択できるようにしたいか（Q3-8） 

件数 割合

1 早い審査、通常の審査、遅い審査の3段階で選べるようにする。例え
ば、早い審査については、申請後1～3か月以内に一次審査結果を出
す。遅い審査については、予め決められた期間だけ審査を繰延するよ
うな制度。

337 64.7%

2 出願人が一次審査結果を取得する月を指定できる制度。例えば、20×
×年×月に一次審査結果を出して欲しいと指定するような制度。

108 20.7%

3 その他 65 12.5%
無回答 13 2.5%

521 100.0%回答者数
 

 主な自由記載の内容 

その他 件数 

審査着手を猶予する制度に反対。 43 

 

【図表Ⅳ-30】 一次審査結果取得のタイミングを選択することができる制度を設けた場合

に、申請のタイミングはいつがよいか（Q3-7） 

件数 割合

1 出願時に申請をする 30 5.8%

2 審査請求時に申請をする 381 73.1%
3 審査請求後から一次審査結果を取得するまでの間に申請をする 67 12.9%
4 その他 42 8.1%

無回答 6 1.2%

521 100.0%回答者数
 

主な自由記載の内容 

その他 件数 

制度に反対。必要性が感じられない等。 13 

制度に反対。監視負担増。 11 

制度に反対。 

審査請求が 3年になった趣旨に反する。 

2 

制度に反対。 

審査請求期限を長くすることで対応可能。 

2 

制度に反対。その他の理由 10 

賛成 1 
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【図表Ⅳ-31】 一次審査結果取得のタイミングを審査請求期間の 3 年を超えて選択するこ

とができる制度を設けた場合に、どの程度先まで選択できるようにしたいか（Q3-9） 

件数 割合

1 出願から3年超～出願から5年以下の期間 271 52.0%

2 出願から5年超～出願から7年以下の期間 123 23.6%
3 出願から7年超 29 5.6%
4 その他 78 15.0%

無回答 22 4.2%

521 100.0%回答者数
 

主な自由記載の内容 

その他 件数 

現状で問題ない、又は審査着手を猶予する制度は必要ない。 48 

 

② 対策案 

  

 審査着手を猶予する制度を設けた場合、他者特許の監視負担が増大することが考えられ

る。その対策について質問した結果を説明する。 

 仮に、審査請求期間の 3年を超えて審査着手のタイミングを選択できる制度を設けた場

合、第三者の監視負担が増大するという問題が考えられる。その監視負担増大の対策とし

てどのような制度が良いか質問をした（Q3-10、複数回答可）。 

 回答としては、『出願人が一次審査結果取得のタイミングを選択していることを第三者に

分かるように明示する制度』が 63.7%、『一次審査結果取得のタイミングの選択を申請した

場合、サーチレポートが発行されるようにする』が 27.6%、『第三者が、出願人が選択した

一次審査結果取得のタイミングの申請を解除し、通常の一次審査結果取得のタイミングで

審査を行わせることができる制度』が 18.0%、『申請の要件を厳しくする』が 11.5%であっ

た。【図表Ⅳ-32】参照。 

 監視負担増大の対策として、『第三者が、出願人が選択した一次審査結果取得のタイミン

グの申請を解除し、通常の一次審査結果取得のタイミングで審査を行わせることができる

制度』を回答した 18.0%に対して、具体的にどのような制度がよいか質問をした（Q3-11、

複数回答可）。 

 回答としては、『第三者が匿名で解除できる制度』が 61.7%、『無条件で第三者が解除で

きる制度』が 34.0%、『出願人と事業が競合している場合等に第三者が解除できる制度』が 

19.1%であった。【図表Ⅳ-33】参照。 

 また、監視負担増大の対策として、『申請の要件を厳しくする』を回答した 11.5%に対し

て、具体的にどのような制度がよいか質問をした（Q3-12、複数回答可）。 

 回答としては、『情報提供がされていないこと（第三者に注目されている出願の審査を遅
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らせるのは第三者にとって酷であるという配慮）』が 50.0%、『申請できる技術分野を限定

する（例えば、医薬分野等、事業化に時間がかかる分野のみにする）』が 40.0%、『事業を

行っている出願人であること』が 21.7%、『出願に関係する発明を実施していないこと（実

施態様が不明である）』が 16.7%であった。【図表Ⅳ-34】参照。 

 なお、これらの設問のその他（自由記載）の回答の中には、審査着手を猶予する制度に

反対をする意見や、審査着手を猶予する制度の必要性を感じないという意見があった。 

 

【図表Ⅳ-32】第三者監視負担対策としてどのようなものがよいか（Q3-10、複数回答可） 

件数 割合

1 第三者が、出願人が選択した一次審査結果取得のタイミングの申請を
解除し、通常の一次審査結果取得のタイミングで審査を行わせることが
できる制度

94 18.0%

2 出願人が一次審査結果取得のタイミングを選択していることを第三者に
分かるように明示する制度

332 63.7%

3 申請の要件を厳しくする 60 11.5%
4 一次審査結果取得のタイミングの選択を申請した場合、サーチレポート

が発行されるようにする
144 27.6%

5 その他 53 10.2%
無回答 20 3.8%

521 100.0%回答者数
 

主な自由記載の内容 

その他 件数 

審査着手を猶予する制度に反対又は必要ない 19 

申請したタイミングを明示する 6 

補正の制限をする 3 

第三者が解除できるようにする 3 

終審査結果を早く出す 3 

 

【図表Ⅳ-33】 第三者が申請を解除できる制度として 

具体的にどのような制度がよいか（Q3-11、複数回答可） 

件数 割合

1 無条件で第三者が解除できる制度 32 34.0%

2 第三者が匿名で解除できる制度 58 61.7%
3 出願人と事業が競合している場合等に第三者が解除できる制度 18 19.1%
4 その他 8 8.5%

無回答 0 0.0%

94 100.0%回答者数
 

主な自由記載の内容 
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その他 件数 

有料で解除できる 4 

解除者を明示して解除する 2 

 

【図表Ⅳ-34】 申請要件を厳しくするとして、 

具体的にどのような制度が良いか（Q3-12、複数回答可） 

件数 割合

1 事業を行っている出願人であること 13 21.7%

2 出願に関係する発明を実施していないこと（実施態様が不明である） 10 16.7%
3 情報提供がされていないこと（第三者に注目されている出願の審査を

遅らせるのは第三者にとって酷であるという配慮）
30 50.0%

4 申請できる技術分野を限定する（例えば、医薬分野等、事業化に時間
がかかる分野のみにする）

24 40.0%

5 その他 4 6.7%
無回答 3 5.0%

60 100.0%回答者数
 

 

（２） 国内ヒアリング結果 

 

（ⅰ） 審査着手の猶予99のニーズ 

 

 審査着手を猶予してもらいたいケースとしてどのようなケースがあるか質問したところ、

次の（イ）、（ロ）の二つのケースがあることが解った。 

 

（イ）権利化をするか否か（審査請求をするか否か）を判断するタイミングを遅らせたい

というケース 

（例） 

・基礎研究関連に係る発明で実施まで時間がかかり、事業として実施するか不明の場合 

・個別ユーザー向けに開発した商品に係る発明であって、その商品がビジネスとして成り

立つか不明の場合 

 

（ロ）権利化を行うのは決まっているが、クレームの確定を遅くしたいというケース 

（例） 

・標準規格に係る発明で、該当する標準規格が定まっていない場合。 

・重要な案件であって、他者の技術動向をみてクレームを作成したい場合。 

                         
99 実際のヒアリング調査の回答では、審査着手の猶予を示す言葉として、遅い審査、審査着手タイミングを遅くするな

どの表現が用いられた。読みやすくするために本文では審査着手の猶予という表現に統一した。なお、資料編では遅い

審査などのそのままの表現で記載している。 
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・外国の審査結果を見て、日本の権利化を行いたい場合。 

 

 現在、遅いタイミングで審査着手をしてもらいたいと思った場合にどのように対処して

いるか質問をしたところ下記のような回答が得られた。 

（イ）の場合 

・審査請求を審査請求期限のギリギリまで待ってから行う。 

 

（ロ）の場合 

・分割出願を行い、特許出願を延命させる（審査を継続させておく）。 

・上申書を出して拒絶理由を早く出さないようにしてもらう。 

 

（ⅱ）審査請求制度について 

 

 現行の審査請求期間 3年では、権利化をするか否か（審査請求をするか否か）を判断す

る期間としては短くて判断できない場合があるという意見があった。（上記（イ）のケース） 

 一方、従前の審査請求期間 7 年では他者出願の帰趨が不確定な期間が長すぎるため良く

ないという意見があった。 

 審査請求期間として、現行の 3 年くらいが適当ではないかという意見もあった。3 年が

適当であるという理由としては、他者特許の監視負担の観点を考慮したためや技術の変遷

が早いためという理由が挙げられた。 

 特許出願したものについて全件審査請求を行っている者は、審査請求の制度がなくても

よいという意見があった。 

 以上のように理想の審査請求期間については意見が分かれるものの、多くのものが、権

利化をするか否かの判断をするための期間として審査請求制度を利用していると回答した。 

 

（ⅲ） 審査着手の猶予に関する制度の必要性について 

  

① 審査着手の猶予の制度について 

 

 審査着手の猶予する制度の導入についてはどう思うか質問したところ賛否が分かれた。

なお、賛成の中にも、積極的に制度の導入に賛成をする者もいれば、どちらかというと賛

成のように制度の導入に理解を示す程度のものもいた。 

 賛成をする者の意見としては次のようなものがあった。 

・審査着手の猶予を行いたい発明について、積極的に利用したい。 

・出願人の選択肢が増えるのは良い。 
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・過去、審査に時間がかかっていた時は審査着手の猶予のニーズは大きくなかったが、審

査請求から一次審査結果取得までの期間が短くなってきたため、審査着手の猶予の必要性

が増してきている。 

 一方、反対をする者の意見としては次のようなものがあった。 

・審査着手の猶予のニーズがない。 

・現行の制度でも対応が可能である（分割出願を利用すれば疑似的に審査の着手を猶予す

ることができる。また、上申書の提出をすれば審査の着手を猶予することができる。） 

・帰趨の決まらない他者特許が多くなるというデメリットが大きい。 

・自社で審査着手の猶予をしたいというニーズはあるが、他者が利用することによる監視

負担の増大のデメリットの方が大きい。 

・早い審査は現状のまま早期審査で対応をして、早期審査を申請しなかった場合は、相対

的に審査着手を猶予しているというのでよい。特別に審査着手を猶予する制度を導入しな

くてもよい。 

 

② 制度について 

 

 仮に、審査着手を猶予する制度を設ける場合にはどのような制度が良いか聞いたところ

次のような意見があった。 

・審査請求期間を現在の 3年から例えば 7 年に一律に延ばす。 

・原則審査請求期間は 3年だが、申請により 3年から例えば 7 年に延ばせる制度。 

・審査請求期間は 3 年のまま、3 年以内に審査請求は行い、審査着手タイミングを申請に

より遅くできる制度。 

 

 その他、シンプルな制度が良い、他者への嫌がらせなど悪用されないような制度（例え

ば、申請のための手数料の支払いを要求する、大学との共同出願の案件のみ認める等）に

するべきであるという意見があった。 

 

③ 対策案 

 

 審査着手を猶予する制度が創設された場合、他者特許の監視負担が増大するおそれがあ

る。そのため、現在の他者特許監視負担方法を聞くと共に、仮に新しい制度が創設された

場合に監視負担が増えるか否かについて質問を行った。 

 

(a) 現在の他者特許監視の方法 
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 現在の他者特許の監視方法について質問を行ったところ、主に次の二つのタイミングで

監視を行っているとの回答が得られた。 

・定期的に公開公報、特許公報をチェックし、事業と関係しそうなものをピックアップす

る。 

・製品の発売前に、その製品に係る特許調査を行う。 

 

 他者特許で重要と思われる案件が出てきた場合どのような対応をしているか質問をした

ところ、次のような回答が得られた。なお、監視負荷が軽いと思われる順に記載している。 

・審査経過の監視を行う。 

・先行技術文献の調査を行い、無効資料として手元に確保しておく。 

・先行技術文献の調査を行い、情報提供を行う。 

・特許回避、設計変更を考慮する。 

・第三者機関に非抵触の鑑定を依頼する。 

 

 監視対象となる特許出願件数は業界によって異なっており、食品・製薬関係では監視対

象の特許出願が少ないという意見があった。また、大学では技術が広範の分野にわたるた

め他者特許監視をすることが現実的にできず、ほとんど他者特許監視を行っていないとい

う意見があった。 

 

 審査着手を猶予する制度が導入された場合に監視負担が増大すると思うかどうか質問を

したところ、監視負担がそれほど増大しないという意見と、監視負担が増大するという意

見があった。 

 監視負担が増大しないと回答した者の理由は次のようなものである。 

・公開案件は監視していないので負担は増大しない。 

・監視する対象の特許出願数がそれほど多くないので困らない（食品・医薬、大学）。 

 

 一方、監視負担が増大するという回答した者の理由は次のようなものである。 

・審査着手を猶予する制度が導入されると長い間帰趨の決まらない特許が増えると思われ

る。帰趨の決まっていない特許出願が多数あると、企業の経営方針を決定することができ

ないので困る。 

・公開案件が多数あると製品を出す前の調査の際に、検討対象の特許出願が増える。また、

公開案件は、登録案件よりもクレームが広いため対応に時間がかかる。 

 

(b) 新制度の導入に伴う他者特許監視負担の増大の対策 
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 審査着手を猶予する制度を設けた場合に、他者特許の監視負担が増大しないようにする

ための制度について次のような制度についてどう思うか質問をした。 

 

・審査着手の猶予を申請した場合、他者に申請の事実が解るように公開する制度。 

 多くのものが賛成と回答した。公開の方法としては、特許庁の特許電子図書館（IPDL）

の審査経過の部分で閲覧できればよい。 

 

・審査着手の猶予を申請した場合に、第三者が申請を解除できる制度。 

 多くの者が賛成と回答した。ただし、解除が濫用されてしまうと制度趣旨を没却してし

まうため、解除の手数料の支払いを要求する、解除人の名前を出す等のある程度のハード

ルを設けた方が良いという意見もあった。 

 

・審査着手の猶予が申請された場合には、特許庁から行政サービスとしてサーチレポート

が発行される制度。 

 多くの者が参考になると回答した。しかしながら、サーチレポートが発行されたとして

も、その後にクレーム補正が自由にできるとほとんど意味がないのではないかという意見

もあった。 

 

・審査着手の猶予が申請された場合には、補正の制限（例えば、限定的減縮や請求項の削

除のみを認める）をすることで、第三者が権利の帰趨を予想しやすくする制度。 

 この制度については賛否両論があった。 

 審査着手を猶予する制度について根本的に反対する立場の者は、補正の制限をいれても

良いという意見であった。 

 一方、審査着手を猶予する制度について賛成する立場の者は、補正の制限には反対であ

った。補正の制限がされると制度を利用しないという意見や、補正の機会を確保するため

に制度を利用しようとしているのに補正の制限がされたら制度を利用する意味がなくなっ

てしまうためという意見がでた。 

 

（c） その他 

 審査着手を猶予する制度を導入した場合に、他者特許監視負担以外に問題点があるかど

うか聞いたところ次のような意見がでた。 

・企業内のシステム変更の費用が掛かる。 

・特許出願の管理期間が長くなり管理負担が増える。 

・制度理解のための社員教育が必要となる。 

・特許法 39 条の関係で問題が発生する可能性がある。例えば、先に基礎的な発明を特許出
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願し審査着手の猶予を申請し、その後改良発明を出した場合に、先の出願が審査されない

と後の出願の審査が進まない恐れがある。 

 

 また、現行では審査着手を猶予するために分割出願を利用しているという意見があった。

ただし、分割出願を行うとコストがかかってしまうのが問題であるという意見もあった。 

 一方、分割出願制度を利用して出願を継続しつづけると他者特許の監視負担が大きいた

め困るという意見もあった。また、仮に審査着手を猶予する制度を設けるのであれば、分

割出願について制限をする（例えば、分割出願できるタイミングをさらに厳格化する）よ

うにした方がよいという意見もあった。 

 

（３） 諸外国を含めた動向 

 

（ⅰ） 米国 

 

 米国では、2000 年 5 月 29 日から、37CFR 1.103(d)に基づく審査猶予の申請をすること

ができる。この審査猶予制度は、出願人の申請により出願日（又は優先日）から 3年を上

限として出願人が指定した期間だけ審査を行わないようにしてもらう制度である。 

 しかしながら、審査猶予制度は施行された 2000 年から 2009 年の間で申請数は 200 件に

満たない。 

 一方、2010 年 6 月 4 日に発表された 3 段トラック構想の一つにトラックⅢがある。トラ

ックⅢは、現在未導入であるが、構想としては、出願時に申請を行うことで出願日から 30

か月の間審査をされない状態になるものである。なお、この 30 か月の間に出願人は審査の

開始を請求をすることができ、トラックⅢは、日本の審査請求制度と類似した制度である

と言える。 

 トラックⅢは未導入であるが、これは 3 段トラック構想の検討と同時期に 2011 年の特

許法改正（AIA；Leahy-Smith America Invents Act）があり、比較的賛成の意見が大きか

ったトラックⅠのみを先に導入し、論点があったトラックⅢの導入は見送られたものであ

る。 

 トラックⅢの論点としては、PTA の調整方法をどのようにするか、審査手続を遅延させ

ることでサブマリン特許を生むのではないか、第三者がトラックⅢの出願の審査請求をで

きる規定を設けるか否か等である100。 

（ⅱ） 欧州特許 

                         
100 USPTO ウェブサイト Comments on Request for Comments and Notice of Roundtable on Deferred Examination for Patent 

Applications 参照 

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/comments/deferredcomments/deferred.htm（ 終アクセス日 2013

年 1 月 7 日） 

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/comments/deferredcomments/deferred.htm
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 現在のところ、欧州特許出願では審査着手を猶予する特別な制度はない。しかしながら、

2009 年 3 月、欧州特許条約の 3 つの締約国が、次の条件の審査猶予（deferred examination)

の導入の検討を提案した。 

・審査の開始を所定の期間（例えば、出願から 5年から 10 年）猶予する。 

・第三者の監視負担の不利益対策として以下の手続きが行われる。 

 ①第三者が審査請求をすることができる（第三者の審査請求の濫用防止のため、所定の

手数料を支払う）。 

 ②第三者が審査請求をした場合は通常よりも早い審査をする。 

 ③欧州特許庁により発行されるサーチレポートが、第三者に先行技術の存在の情報を提

供する。 

 

 提案の背景は以下のようなものである。 

 欧州特許出願の手続きでは、出願人は調査報告書の公開から 6 か月以内に審査請求をす

るか否かを決めなくてはならない。そのような短い期間では、特に経済動向や消費者動向

の観点から、発明の有用性の判断を出願人がすることができないことが多い、と 3つの締

約国は主張した。特許権を取得する権利を失わないために出願人は審査請求をその期間内

にとりあえず行うこととなる。結果として、欧州特許庁の負荷を増大させる不必要な審査

請求が増えることとなる。提案した制度の元では、欧州特許庁のバックログを減少させる

ことができ、審査官が重要な出願に注力できることで審査の質を向上させることができる、

と 3つの締約国は考えた。また、出願人は審査する出願を検討する時間を持つことができ

る。 

 この提案は 2009 年 10 月の管理理事会（administrative council）により検討され、2009

年 12 月 8 日～11 日の会議により、欧州特許出願の審査猶予制度の導入に関して、当分の

間、さらなる検討は必要ないと結論を下した。 

 

 主な反対意見は次のようなものであった。 

・第三者のための法的不安定性101 

・特許制度の複雑化 

・審査の取り下げを前提とした、質の低い出願の増加 

・特許庁への負の財政的な影響102 

 

 なお、欧州特許庁に対し日本が審査着手を猶予する制度を導入した場合に問題点がある

                         
101 権利の帰趨が長期間決まらないことを指すと思われる。 
102 審査請求がされない出願が増えることによる特許庁の収入減の影響のことを指すと考えられる。 
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かどうか質問した。危惧する点としてはワークシェアの観点があると回答があった。日本

は、現在でも 3年の審査請求期間があり、これは審査猶予制度のようなものである。現在

の審査請求制度とは別に審査着手を猶予する制度を設ける場合には、ワークシェアを制限

する方向に働くおそれがある。 

 

（ⅲ） 韓国 

  

 2008 年のオーダーメイド型 3 トラック審査制度の制度検討は次のようにされた103。 

 当初は、早い審査も遅い審査も含めて、出願人が所望のタイミングで審査を受けられる

ような制度(審査予約制度)を設けるとユーザーの利便性があがるのではないかということ

で検討が開始された。しかしながら、韓国では特許出願から早いタイミングで審査請求を

する割合が多く104、早いタイミングでの審査着手のニーズが大きいものと思われる。その

ため、早い審査も含めて出願人がタイミングを選択できる制度にしてしまうと、特許出願

からすぐに審査をして欲しいという請求が集中し制度が破たんするおそれがあった。 

 そこで、早い審査と遅い審査を分けて制度化を行うこととした。 

 早い審査については特許庁が指定した先行技術調査専門機関にサーチをさせたものにつ

いて優先審査を認めるというように制度の枠を広げた。 

 一方、遅い審査に関しては審査猶予制度で対応をすることにした。審査猶予制度は、当

初の審査予約制度の考え方をくむものであり、出願人が所望のタイミングで審査の着手を

受けられるという制度である。即ち、審査の着手を通常よりも遅くするという思想ではな

いことから、審査請求期間である出願日から５年を超えない範囲で出願人が審査着手タイ

ミングを指定できる制度とした。 

 このように、審査猶予制度は審査請求期間を超える期間を指定できるものではないので

第三者の監視負担という問題がない。また、第三者は韓国特許庁のウェブサイトにおいて、

検索で申請の有無を知ることができる。仮に、審査猶予を申請された出願について、第三

者が早く審査してもらいたいと考えた場合には、優先審査を申請することにより早期に審

査をさせることができる。 

 審査猶予申請制度の利用率105は、制度導入がされた 2008 年は 1.8%であったが、2010 年

では 0.6％まで下がってきている。利用率は下がってきているものの、出願人に対し適切

な時期に審査を行えるという選択肢を広げる点で肯定的な役割を果たしていると考えられ

ている。現在、審査猶予申請制度の利用率が低いことに対して対策をとることは行ってい

                         
103 KIPO へのヒアリングによる 
104 産業構造審議会知的財産政策部会 第 18 回 「知的財産立国に向けた新たな課題と対応」19 頁（特許庁、2012 年 6 月

25 日）http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tizai_bukai_18_paper/siryou_01.pdf（ 終アクセス日

2013 年 1 月 7 日） 
105 利用率は、その年の審査請求数に対する割合で計算されている。 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tizai_bukai_18_paper/siryou_01.pdf
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ない106。 

  

（ⅳ） シンガポール 

 

 申請により審査請求期間を変更できるFast Track とSlow Trackの制度があったが、2013

年の法改正により当該制度はなくなることとなっている。 

 

（ⅴ） 日本 

 

 日本で審査着手を猶予する制度について過去に議論された内容について紹介をする。 

 

① 特許制度研究会における議論（平成21年） 

 

特許出願の審査は、原則、審査請求の順番に従って行われるが、出願人が特許審査を受

けるに当たり、その審査着手時期には様々なニーズが存在する。早い権利化のニーズがあ

るものとして、iPS細胞に代表される国際的な競争が激化している研究分野における発明や、

ライフサイクルが短い発明、早期に事業化を予定している発明などが挙げられる。一方、

国際標準化に関連する分野、医薬品や基礎的研究など製品化・実施化に時間の掛かる分野

では、遅い権利化のニーズもある。 

早い権利化のニーズについては、所定の条件を満たした特許出願について早期に審査を

行う早期審査・スーパー早期審査により、出願人の望むタイミングでの迅速な審査着手が

可能であるが、遅い権利化のニーズに対応する制度は現在のところ設けられていない。 

そのような観点から、特許庁長官の私的諮問機関として設置された特許制度研究会では、

遅い権利化のニーズにこたえる制度導入の必要性について、遅い権利化のイノベーション

への悪影響、出願人のニーズと第三者の監視負担のバランス、過去の制度改正の趣旨107と

の整合性を考慮しつつ検討している。 

具体的には、遅い権利化のニーズにこたえる制度導入について、例えば、以下の三つの

検討案の例示の下、検討し、研究会としての意見を取りまとめている108。 

（A案）審査請求期間を3年から、例えば、5年又は7年に延長する。 

（B案）審査請求後、出願人の請求により審査着手を（一定期間）繰り延べるとともに、出

願人又は第三者の繰延解除請求により審査着手可能な状態に戻すことを可能と

                         
106 KIPO へのヒアリングによる。 
107 2001年には、権利の帰趨が長期間未確定になることによる第三者への影響を考慮して、審査請求期間を7年から3年に

短縮する制度改正が行われており、遅い権利化を認める制度の導入は、過去の制度改正の趣旨に逆行する可能性がある。 
108 詳細については、「特許制度に関する論点整理について －特許制度研究会 報告書－」27、28頁（特許制度研究会、

2009年12月）を参照。http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/pdf/tokkyoseidokenkyu/houkokusyo.pdf 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/pdf/tokkyoseidokenkyu/houkokusyo.pdf
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する。 

（C案）現行の審査請求制度と早期審査を 大限活用することで対応する。 

 

 終的な研究会としての意見は次のようにまとめられた。 

 遅い権利化のニーズにこたえる制度の導入については、賛否両論109があるため、引き続

き検討を行うべきである。 

 

② 産業構造審議会知的財産政策部会及び知的財産戦略本部における議論（平成24年） 

 

出願人の事業戦略・知財戦略にこたえるような審査タイミングを選択する制度について

は、ニーズ110がそれなりにあるが、第三者の監視負担への懸念もそれなりに示されている。

また、諸外国を見渡すと、米国や韓国において審査タイミングを選択する制度を導入して

いる国もある。 

そのような状況を踏まえ、産業構造審議会第17回知的財産政策部会111や知的財産戦略本

部（知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会）112において、国際標準化や市場

動向を見据えたタイミングでの審査判断に対するニーズにこたえる制度の導入が本当に必

要か否か、諸外国の状況やユーザーニーズを踏まえた検討を行い、短期・中期で結論を得

るべく進めている。 

 

                         
109 制度導入に賛成する意見として、例えば「・・・費用が掛かっても、審査着手を繰り延べられる制度があれば有り難

い。」、「第三者の監視負担という課題については、各分野の事情に応じた出願人間の痛み分けとなるであろうから問題な

い。」がある。一方、制度導入に慎重な意見として、「・・・制度が複雑となり、複雑な制度を活用しきれない中小企業

にとっては不公平となる。」、「ワークシェアリングの観点からタイムリーな審査が重要。」などがある。さらに、留意点

として「審査着手時期の繰延べを認めることと、審査請求期間を7年に戻すこととは実質的に変わらないのではないか。」

との意見も寄せられている。 
110 審査タイミングを選択する制度の導入ニーズに関しては、財団法人知的財産研究所が行った特許庁産業財産権制度問

題調査研究「ユーザーの利便性を向上させる特許審査の運用に関する調査研究」以外に、知的財産協会の知的財産マネ

ジメント第2委員会第2小委員会が2008年に検討を行った「企業の知的財産の現場から観た本当に必要な知的財産政策」

（知財管理Vol.58 No.11 2008）や同協会の特許第1委員会第5小委員会が2010年に協会会員企業に対するアンケート調査

も踏まえて検討を行った「出願人のニーズに応じた審査制度の検討」（知財管理 Vol.60 No.12 2010）からもうかがい

知ることができる。 
111 産業構造審議会知的財産政策部会 第17回「知的財産権を巡る国際情勢と今後の課題」49頁（特許庁、2012年3月） 

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/shingikai/sangyou_kouzou.htm 
112 「知的財産推進計画2012」に盛り込むべき事項（案）～知的財産による競争力強化・国際標準化関連部分～」7頁（知

的財産戦略本部 知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会、平成24年5月14日）

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kyousouryoku/2012dai8/siryou3.pdf 

（ 終アクセス日2013年1月7日） 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/sangyou_kouzou.htm
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kyousouryoku/2012dai8/siryou3.pdf
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（４） 論点整理 

 

（ⅰ） （論点 1）審査着手の猶予のニーズ 

 

 国内アンケートにおいて、一次審査結果取得のタイミングを遅くするニーズは 13.8%、

終審査結果取得のタイミングを遅くするニーズは 11.8%との結果であった。業界によっ

てばらつきがあり、電気、金属、その他工業の業種で審査結果取得を遅くしたいニーズが

他の業界よりも高い。電気業界に絞ってみると 2割以上の者が一次審査結果の取得を遅く

するニーズがあると回答している。一方、食品・医薬の分野では遅くしたいニーズが他の

業界よりも低かった（Q3-1）。 

 

 国内ヒアリングで具体的に審査着手を猶予したいケースについて聞いたところ様々な意

見がでたが、大きく次の二つに分けられた。 

 （a）権利化をするか否かの判断を遅らせたい場合（例えば、基礎研究関連の発明で将来

事業として実施するか不明の発明）、 

 （b）権利化を行うのは決まっているがクレームの確定を遅くしたい場合（標準規格が定

まってからクレームを決めたい、他者の動向を見てクレームを決めたい）。 

 

 委員会では、審査着手を猶予したい具体例として次のような意見があった。 

・電気業界では、標準規格に関する発明の出願がある。標準の規格が決まる前に出願を行

った場合、標準の規格が決まってからその規格に対応した形にクレームを補正したいため、

審査着手をして欲しいニーズがある。 

・侵害訴訟が絡んでくると現在審査が終了していない出願を探しその出願を権利化するこ

とがある。場合によっては分割出願を行うことで審査を終了させないようにすることも考

えられる。特に侵害訴訟ではクレームの要素の一つで侵害と非侵害が分かれることもあり

遅く審査着手をして欲しいというニーズがあると思われる。 

・ライセンス交渉をする場合には、権利の確定しているが小さい権利範囲の案件よりも、

権利が未確定で権利範囲がどうなるか不明の案件（広い権利が取れるかもしれない案件）

の方が有利になる場合がある。 

 一方、次のような意見もあった。 

・製薬業界に関しては他業界に比較して、早い審査着手のニーズも遅い審査着手のニーズ

もそれほど大きくない。基本的には薬の物質特許で他者への排他権を確保し、製剤特許や

製法特許で自社の実施の確保をすることを行っている。そのため、他者との関係でクレー

ムを変化させるという事があまりないからである。 

 委員会でのこれらのコメントは、アンケート結果において、電気業界で遅い審査着手の
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ニーズが高い傾向があること、食品・医薬の業界において遅い審査の着手のニーズが低い

傾向があることと一致するものである。 

 

 以上のように、基礎研究の成果や標準化関連技術等に関する発明等、審査着手を猶予し

たいケースとしていくつか考えられる。審査着手のユーザーニーズは業界に偏りはあるも

のの一定程度の割合があることが解った。 

 

（ⅱ） （論点 2）審査請求制度について 

 

 国内アンケートでは、知的財産戦略に応じて、審査請求のタイミングを変えていると回

答した者が多かった（64.1%）（Q2-12）。また、アメリカの 3トラック制度のように、審査

請求制度そのものをなくし、審査着手のタイミングを出願人が選択できる制度をそのまま

取り入れることについてどう思うか質問した所（Q3-27）、「反対」の回答が 68.1%で、その

理由として審査請求制度がなくなることが問題であるという意見が多かった。 

 

 国内ヒアリングでは、早く権利化をしたいものと、早く権利化をする必要がないものを

判別して審査請求を行うタイミングを変えているという意見がほとんどであった。また、

早く権利化をする必要がないものについて、そもそも権利化をするか否かの判断をする期

間として審査請求期間の 3年を利用しているとのことである。即ち、権利化が不必要なも

のは審査請求をしないことによりコストを低減するためである。このように、審査着手を

猶予するという目的の手段として審査請求制度は一定の効果をあげていると言える。 

 

 国内アンケートにおいて、理想の審査請求期間は現行の 3 年と回答したものが多く

（64.3%）、審査請求制度が不要であるとの回答はほとんどなかった（1.7%）（Q3-21）。 

 審査請求期間が現在より短くなる場合、長くなる場合のメリット・デメリットについて

の質問では（Q3-22～Q3-25）、監視負担の観点と、自社の実施態様等の考慮時間の確保の観

点がユーザーのメリット・デメリットの関心事項であることが解った。 

 即ち、審査請求期間が短くなることの一番のメリットは「監視負担が減る」（62.6%）で

あり、審査請求期間が長くなることの一番のデメリットは「監視負担が増える」（81.6%）

である。一方、審査請求期間が長くなることの一番のメリットは、「自社の実施態様等の考

慮時間の確保ができる」（69.5%）であり、審査請求期間が短くなることの一番のデメリッ

トは「自社の実施態様等の考慮時間の確保ができない」（78.3%）である。 

 監視負担の観点からも、実施態様等の考慮時間の確保の観点からも、メリットよりもデ

メリットを懸念する意見が多くなっている。 

 国内ヒアリングで理想の審査請求期間について質問したところ、基礎研究関連の発明の
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場合は有用性の判断が現行の 3 年では短すぎるという意見もあったが、他者特許の監視負

担の観点や技術の変遷が早くなってきていることを鑑みると現行の 3年程度がちょうどよ

いのではないかという意見が複数あった。審査請求期間の理想期間を検討する際のポイン

トとしては、国内アンケートと同様に、自社の実施態様等の考慮時間の確保を含む権利化

の要否の判断の先延ばしと、他者特許の監視負担とのバランスであった。 

 

 以上のことから、ユーザーは、審査請求制度を活用しており、また現行の審査請求期間

でよいとするものが多く、制度の改正は必要ではないと思われる。 

  

（ⅲ） （論点 3）審査着手の猶予に関する制度の必要性について 

 

① 審査着手を猶予する制度について 

 

 （ⅰ）で述べたように、審査着手を猶予して欲しいというニーズが一定数あることが解

った。 

 一方、国内アンケートにおいて、仮に審査着手を猶予する制度を設けた場合にどのよう

な制度がよいかという質問（Q3-7～Q3-9）の自由記載欄に、審査着手を猶予する制度につ

いては反対であるというコメントが複数あった。反対する理由としては、制度の複雑化を

危惧するもの、必要性が感じられない、他者特許の監視負担増大の危惧等があった。 

 国内ヒアリングでは、審査着手を猶予する制度の導入について賛成か反対かを質問した

ところ、賛成と反対それぞれの意見が出ている。また、賛成の中にも積極的に賛成するも

のもいれば、制度導入に理解を示すという程度のものもいる。自社の審査着手を猶予した

いニーズと、他者特許の監視負担の関係から審査着手を猶予する制度の賛成・反対の方針

が変わってきているものと思われる。【図表Ⅳ-35】を参照。 

 例えば、審査着手を猶予するニーズが大きく、他者特許の監視負担が小さいと考えてい

る企業では審査着手を猶予する制度に賛成している。 

 自社の審査着手を猶予するニーズが大きいが、他者特許の監視負担も大きくなると考え

ている者は、反対、どちらでもないと意見が割れた。両者を比較考量してどちらかという

と他者特許の監視負担が増えることを問題視している場合は、制度に反対をしているもの

と思われる。 
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【図表Ⅳ-35】ヒアリングまとめ113 

ヒアリング企業
114 

審査着手

の猶予の

ニーズ 

他者特許監

視負担 

審査着手を猶予する制度の賛

成・反対 

D,E,F,I,K,O,R 大 小 賛成 

L,N 小 小 どちらかというと賛成 

C,J 大 大 反対 

B,M,P 小 大 反対 

G,H,S 大 大 どちらでもない 

A,Q,T 小 小 どちらでもない 

 

 委員会において、審査着手を猶予する制度について次の様な意見が出た。 

・アンケートQ3-1の結果から、遅い審査結果取得のニーズが約1割程度ある。この1割のニ

ーズをどう判断するのかは難しい。この結果を見て、9割の人が審査着手を猶予する制度は

いらないと考えていると判断してよいと単純に言ってよいかどうか。ニーズが少なくても

重要度が高ければ制度が必要とも考えられる。また、同じ出願人の中で100件ある案件のう

ち数件は審査着手を猶予する制度を利用したいという場合も考えられる。その場合にどう

考えるべきかが難しい。 

・アンケートQ3-1では一次審査結果（又は 終審査結果）の取得を遅くするニーズがある

と回答したものが所定数いるが、アンケートQ3-7～Q3-9の自由記載として審査着手を猶予

する制度に反対するという記載をしている者もいる。自由記載で回答を行うのは選択肢を

選ぶよりもハードルが高く回答しづらいものと思われる。したがって、単にアンケート結

果の遅くするニーズがあることだけに注目して判断をしてしまうことには疑問がある。 

・制度が複雑化してしまうと、知的財産に関する担当者が少ない中小企業では対応が困難

ではないか。そもそも特許制度というのは、制度をうまく使って勝負するのではなく、技

術を早く開発し早く出願して権利をとることで本来勝負すべきではないか。 

 一方、別の意見としては次のような意見もあった。例えば標準関係に関する発明がでて

くる業界では審査着手を猶予するニーズがあり、ニーズがあればそのニーズにこたえる制

度を設けるべきである。制度がうまく利用できない人がいるからといって、利用できない

人に合わせて制度を作らないという話にはならない。 

・統計を取っているわけではないが、分割出願を行ったり、審査官に上申書を提出して審

                         
113 「審査着手の猶予のニーズ」は、ヒアリングの問 2-1～2-3 の回答に基づいて総合的に判断した。「他者特許監視負担」

は、問 3-1～3-4 の回答に基づいて総合的に判断した。「審査着手を猶予する制度の賛成・反対」は、問 4-1 に基づいて

判断した。 
114ヒアリング企業等の技術分野は次の通り。 

食品・医療 A,B、金属 C,D、建設 E,F、化学 G,H、機械 I,J、電気 K,L,M、その他工業 N,O,P、大学 Q,R、その他 S,T。 
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査着手を猶予してもらう出願は、相対的に重要度が高いと思われる。このような重要な出

願から生まれる権利は日本の競争力を向上させるものであり、こうした権利を生み出せる

制度の検討は必要である。 

・ニーズがある場合は、ニーズにこたえる制度設計をすべきであるが、 終的な産業発展

に寄与するかという観点からも検討する必要がある。 

・審査着手を猶予する制度を考える際は、その制度を導入した際の弊害（例えば第三者監

視負担の増大）も含めて検討すべきである。 

 

 外国調査の結果、欧州特許庁では、庁同士のワークシェアの観点から日本の審査着手を

猶予する制度の導入を危惧している。 

 

 以上のように、審査着手の猶予のニーズは一定数あるものの、権利の確定が遅れること

に伴う監視負担の増大への危惧等審査着手の猶予に対する反対も少なくない。 

 審査着手を猶予する制度・運用の在り方については、監視負担の増大等の弊害以外にも、

特許法の目的である産業の発展へ寄与がされれるかどうか、諸外国とのワークシェアに問

題はないか等の様々な観点から考慮し、公平性、透明性、効率性等に留意した検討を行う

必要があると思われる。 

 

② 制度について 

 

 本調査研究の国内アンケート、国内ヒアリングで仮に審査着手を猶予する制度を設ける

場合にはどのような制度が好ましいかを調査したのでその結果をまとめる。 

 

 初に、審査着手を猶予する制度のユーザーのニーズについての意見を説明し、後から

制度を導入する場合に考えらえる他者特許の監視負担の増大に対する対策案について説明

する。 

  

 国内アンケートで、一次審査結果取得（又は 終審査結果取得）のタイミングを遅くす

るニーズがあると答えた者（Q3-1）に対し、ニーズを満たす制度はどの様なものか自由記

載で回答してもらったところ、審査請求期間を延ばす、審査開始タイミングを指定できる

制度と回答したものが多くあった。 

 審査請求期間を延ばせることができれば、審査着手を遅くしたい二つのケース、（イ）権

利化をするか否か（審査請求をするか否か）を判断するタイミングを遅らせたいというケ

ース、（ロ）権利化を行うのは決まっているが、クレームの確定を遅くしたいというケース、

のどちらのパターンにおいても対応可能である。そのため、審査請求期間を延ばすという
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回答が多くなっているものと思われる。 

 

 また、国内アンケートで、一次審査結果取得のタイミングを選択できる制度を設けた場

合において、「早い・通常・遅いの三段階で審査を選択できるような制度」と、「一次審

査結果を取得できる月を指定できる制度」、を例としてどのような制度良いか聞いたとこ

ろ、三段階の制度（64.7%）が、月を指定できる制度（20.7％）よりも回答としては多かっ

た（Q3-8）。 

 この結果から、審査結果取得のタイミングを選択するとしても月単位まで細かく指定で

きるニーズはそれほど大きくないものと思われる。 

 なお、国内ヒアリングでは、月まで指定できる制度があったとしてもそこまでの期限管

理は難しいという意見があった。一方、月まで指定できれば拒絶理由受けのタイミングを

意図的にずらすことができるので仕事の標準化に利用できるという意見もあった。 

 

 国内アンケートにて、審査着手を猶予する制度を申請をするタイミングはいつがよいか

という質問に対しては、審査請求時に申請をするという意見が多かった（73.1%）（Q3-7）。 

「審査請求時に申請」という意見が多い理由としては、出願人の立場としては申請のタイ

ミングは遅い方がよいためと思われる。また、出願の管理として、審査請求をするか否か

の検討の際に同時に審査着手を猶予する申請するか否かを決定した方が楽であるためと思

われる。 

 委員会では、制度を考える上では申請のタイミングとその公表が監視負担という観点か

ら重要になってくるという意見がでた。例えば、出願をしたときに申請をするのか、出願

から 3 年たったタイミングで申請するか否かを選択できるのかで監視負担は異なる。出願

時に申請を行い、出願公開のタイミングで公表を行うような制度であれば監視負担の問題

を減らすことはできると思われる。 

 

 国内アンケートにて、現在の審査請求期間の 3年を超えて一次審査結果を取得できると

した時にどの程度先まで選択できるようにしたいかという質問に対しては、出願から 3 年

～5 年（52.0%）、5～７年（23.8%）が多く、出願から 7 年超（5.4％）は少なかった（Q3-9）。

ユーザーのニーズとしては、一次審査結果取得を出願から 7年を超えるような遅いタイミ

ングで必要と考えているものは少ないことがいえる。 

 

 なお、国内ヒアリングで、審査着手を遅くする制度としてどのようなものが良いか質問

したところ、次のような審査請求期間を延ばすという制度案がでてきた。 

・審査請求期間を現在の 3年から例えば 7 年に一律に延ばす。 

・原則審査請求期間は 3年だが、申請により 3年から例えば 7 年に延ばせる制度。 
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 委員会では審査請求期間について次のような意見が出てきている。監視負担の軽減とい

う点では現行の3年の審査請求制度が役立っている。審査請求費用がかかるため、審査請求

期限のタイミングで少なくとも審査請求されるものと、審査請求されないで取り下げにな

るものが判別されることになるからである。その後、審査がされたものに関しては、審査

が多少遅くなったり、早くなったりしたとしても負担が大きいものではない。 

 

 以上のように、審査着手を猶予する制度については、現行の審査請求制度との関係、申

請のタイミング、審査着手を猶予できる期間の上限等様々な検討事項がある。制度設計に

よって、発生する弊害の大きさも変わってくるものと思われる。 

 

③ 対策案 

 

 次に、制度を導入する場合に考えらえる弊害の対策案について説明をする。 

 弊害として一番大きいと思われるのは、他者特許の監視負担の増大である。欧州特許庁

で審査猶予制度が導入されなかった理由の一つも他者特許の監視負担の増大がある。韓国

の審査猶予制度のように審査請求期間の範囲内で審査着手を指定できるような制度であれ

ば他者特許の監視負担の増大の問題は発生しないと思われるが、韓国の制度では、我が国

で必要とされている審査着手を猶予したいニーズは満たせないと思われる。 

 

 委員会でも次のような問題提起がされている。審査着手を猶予する制度が導入された場

合に考えられる懸念点として、ある企業が制度を利用して、非常に広いクレームで出願を

行いそのまま審査をせずに引き延ばすという使い方が考えられる。このような利用法は経

済厚生の面で問題となる。 

 

 国内ヒアリングでは、審査着手を猶予する制度が導入された場合に監視負担が増大する

と思うかどうかという質問では、監視負担がそれほど増大しないという意見と、監視負担

が増大するという意見それぞれでている。監視負担がそれほど増大しないと回答したもの

は、公開案件は監視していないこと、業界として監視対象となる特許出願が少ないことを

理由としていた。一方、監視負担が増大すると回答したものは、帰趨の決まっていない公

開案件が増えることを危惧しており、企業の経営方針を決定することができない、製品を

出す前の特許調査に時間がかかることを挙げている。このように、監視負担の増大は審査

着手を猶予する制度を導入した場合に発生する帰趨の決まらない公開案件の増加が大きな

原因であり、その対策として公開案件の監視を軽減するような対策が必要と思われる。 

 

 具体的な対策については次のようなものが考えられる。 
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・審査着手を猶予する制度を申請したことを他者に開示する。 

 この対策は、国内アンケートでも、国内ヒアリングでも賛成が多かった。 

 

・第三者が、審査着手を猶予する申請を解除できる制度。 

 審査請求は、出願人以外の第三者が行うことができる115。これは、特許出願された発明

について実施を行いたい出願人以外の第三者が、出願の決着を早く知りたいという要望に

こたえるものである。この考え方からすると、出願人が審査着手の猶予を申請した場合に、

それ以外の第三者が出願の決着を早く知るために申請を解除するような制度にしても良い

ものと思われる。ただし、この対策を入れる場合は、濫用されると審査着手を猶予する制

度の趣旨を没却するため、手数料の支払いを要求することや、解除者の名前を出すことを

要求するなど、ある程度のハードルを設ける必要があると思われる。 

 

・審査着手を猶予する申請がされた場合にサーチレポートの発行をする制度。 

 これは他者特許の監視負担の対策だけでなく、出願人が権利化をするか否かの判断とし

ても有効であると思われる。しかしながら、他者特許の監視負担対策としては、サーチレ

ポート発行後に大きくクレーム補正がされてしまうとサーチレポートの内容が利用できな

くなるおそれがある。また、サーチレポートの発行にともなう特許庁の負荷も考慮する必

要がある。 

 

・審査着手を猶予する申請がされた場合には、補正の制限を加える。 

 国内ヒアリングにおいて、例えば、請求項の削除や限定的な減縮のみしか認めないよう

な補正の制限をすることについてどう思うか聞いたところ、審査着手を猶予する制度に賛

成のものは、補正の制限を入れることに反対であった。審査着手を猶予する制度の利用目

的が、クレームの確定を遅くしたいというケースの場合には、補正の制限がされてしまう

とクレーム作成の自由度が下がり、制度の利用価値が下がってしまうためであろう。 

 仮に請求項の削除しか認めない補正の制限を対策案とすれば、第三者は権利の帰趨が予

測しやすくなるであろう。しかし、そのような補正の制限が加えられた場合、申請をする

ものはクレームの自由度を確保するために数十や数百などの多量のクレームをあらかじめ

作成してくることも考えられる。その場合には、他者特許の監視負担はそれほど減少せず、

また審査を行う特許庁の負担も大きくなると思われる。 

  

 以上のように、弊害への対策として様々なものが考えられる。先に述べたように、審査

                         
115 特許法 48 条の 3 



- 95 - 

 

着手を猶予する制度によって他者特許の監視負担の大きさは変わってくるため、必要とな

る対策も変わってくるであろう。対策案を検討する場合は、制度を利用するものと、他者

特許を監視するものとのバランスを考慮して、制度案とセットで検討する必要があると思

われる。 
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Ⅴ． まとめ 
 

 本調査研究は、平成 24 年 3 月に開催された産業構造審議会第 17 回知的財産政策部会に

おいて指摘された「出願人の事業戦略・知財戦略にこたえるような審査タイミングを選択

できる制度について、出願人のニーズと第三者の監視負担のバランスにも留意しつつ、諸

外国の制度等を踏まえて検討することが必要」等を受けて、実施されたものである。 

グローバル化の進展等に伴い、多様化する出願人の知財戦略に対応するため、我が国に

おける審査着手のタイミングを選択できる制度の利用状況や出願人の要望、諸外国の制度

の現状等について、網羅的に調査研究を行った。 

 

１． 審査着手の早期化 

 

 我が国における早期審査は、導入から２０年以上経過し、その間に徐々に対象の拡大が

なされたこともあり、出願人に浸透しており、利用率もきわめて高い。 

一方、スーパー早期審査は、導入からまだ日が浅いこともあり、認知度は、高いものの、

利用率は低調であるが、その理由として、審査の一次審査結果取得のタイミングに満足し

ていることが挙げられている。 

 早期審査及びスーパー早期審査に対する出願人の評価も高く、現状のままで特に問題な

いとするものが相当数存在することから、今後も継続することが求められる。また、現在

は、早期審査及びスーパー早期審査とも運用上の施策として行われているが、公平性や透

明性が確保されており、法定化を求める意見もないことから、今後も運用で行うことで特

段の問題はないものと考えられる。 

一方において、公開前に登録されてしまうことを懸念する意見もあることから、現在検

討されている付与後レビュー制度との関係も含め、第三者による情報提供の機会の確保の

在り方の検討を行うことも求められよう。 

また、申請要件については、特に問題がないとするものがほとんどであるが、事情説明

書の簡略化・省略化や適用対象の拡大（条件の緩和）を求める意見も存在することから、

施策や審査実務への影響のない範囲で、有料化も含め、これらについても不断の検討を行

うことが求められよう。 

なお、その際には、早期権利化を希望する出願が多岐にわたっており、早期審査の申請

理由を実施関連出願とすることにより、自社の実施をしている態様が判明することを懸念

する意見もあることも考慮する必要があろう。 

さらに、特許庁による施策の結果、一次審査結果の取得時期が短縮していることもあり、

一次審査結果の取得のタイミングに満足とするものが多かったが、 終審査結果取得のタ

イミングをさらに早くすることを希望する意見も一定数存在した。このため、出願人のニ
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ーズに合わせ、 終審査結果取得のタイミングをさらに早くすることを希望する出願への

対応を検討することが求められよう。 

 

２． 審査着手の猶予 

 

 審査着手を猶予する方法としては、現行の審査請求制度の見直し、審査着手の猶予を希

望する出願人が審査着手時期を選択できる制度・運用の創設等が考えられる。 

審査請求制度については、出願審査請求制度を廃止することに反対とする意見が多く、

出願審査請求期間については、現行の出願から３年でよいとするものが多く、審査請求期

間の短縮、延長のいずれについても、メリットよりもデメリットを危惧するものが多いこ

とから、審査請求制度の見直しを行う必要性は低いものと考えられる。 

 一方、従来から指摘されているように、基礎研究の成果や標準化関連技術等については、

審査着手の猶予により、審査結果取得のタイミングを遅くすることを求めるものも存在す

る一方で、権利の確定が遅れることに伴う監視負担の増大への危惧等、審査着手の猶予に

対する反対も少なくない。 

このため、審査着手の猶予を可能とする制度・運用の在り方については、今後、出願人

のニーズのより詳細な把握、特許法の目的との関係、諸外国とのワークシェアとの関係、

監視負担の増大への危惧等も踏まえ、公平性、透明性、効率性等が担保されることに十分

留意して検討を行うことが求められよう。 
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（資料Ⅰ-1） 調査票 

「適切なタイミングでの権利取得のための特許制度の在り方に関する 

調査研究」に関するアンケート願い 

一般財団法人 知的財産研究所 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 平素は、知的財産行政及び知的財産研究所の活動にご理解・ご協力をいただき、厚く御礼申し上げま

す。 

さて、当研究所では、今年度、経済産業省・特許庁の委託により、「適切なタイミングでの権利取得

のための特許制度の在り方に関する調査研究」を実施しております。 

特許庁は、2013年に審査請求から一次審査結果118取得までの期間を11か月にするという目標（FA11）

を定め、任期付審査官の採用等の審査の迅速化施策を行っており、審査請求から一次審査結果取得まで

の期間を、29.3か月（2008年）から22.2か月（2011年）まで短縮してきました。また、2013年に審査請

求から一次審査結果取得までの期間を11か月にするという目標も達成できる見込みとなっております。

このように、審査請求から一次審査結果取得までの期間が短縮されるのに伴い、審査請求から 終審査

結果119取得までの期間も短縮されていくものと思われます。 

一方、出願人がどのようなタイミングで一次審査結果又は 終審査結果の取得を望むかについては、

その発明の内容、技術分野固有の事情、当該発明を利用する事業計画等の多様性に応じてさまざまなニ

ーズがあると思われます。 

例えば、早期の事業化を目指す発明、ライフサイクルが短い発明、日本の審査結果に基づき外国で早

期の権利化を目指す発明等については早いタイミングでの一次審査結果取得のニーズが考えられるの

に対し、事業化までに長期間を要する発明、国際標準の策定と密接に関連する発明等については、遅い

タイミングでの一次審査結果取得のニーズが考えられます。 

また、日本の審査結果に基づき外国で早期の権利化を目指す発明等については、一次審査結果ではな

く、早いタイミングでの 終審査結果の取得のニーズが考えられます。 

諸外国においては、出願人の多様な権利取得のニーズに対応するため、出願人が、早期、通常、遅延

といった段階的な一次審査結果取得のタイミングを選択できるような制度の導入を行っているところ

もあります。このような背景のもと、今回のアンケートは、我が国における一次審査結果取得、 終審

査結果取得のタイミングに関するユーザーのニーズを拾い上げ、ユーザーニーズに応えられるより良い

特許制度の在り方を検討する際の基礎情報とさせていただきたいと思います。 

質問数が多く誠に恐縮ではございますが、趣旨をご理解の上、ご協力賜りますよう宜しくお願い申し

上げます。 

敬具 

                         
118一次審査結果とは、審査を開始してから初めて受け取る審査結果（拒絶理由通知、特許査定等）を指す。 
119 終審査結果は、特許査定、拒絶査定などの 終的な審査結果を指す。 
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【アンケートのご回答にあたって】 

１．本アンケートへのご回答は、国内外の特許業務全般について把握されている方にお願いします。 

２．ご回答いただいた内容は、統計的に処理し、本調査の目的以外には一切使用致しません。担当

部門の必要 小限の従業員のみがアクセス可能とし、外部からのアクセスは厳重に管理し、個別情

報を公表するなどのご迷惑をおかけすることは決してございません。ありのままをご記入ください

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

３．ご回答いただいたアンケート調査結果に基づき、電話や訪問によるヒアリング調査をお願いす

る場合があります。その際には、重ねてのご協力をよろしくお願い申し上げます。 

４．アンケート調査結果などは統計的に処理した上で本調査研究の報告書に掲載され、来年 4 月頃

に特許庁ホームページで公表される予定です。 

５．本アンケート調査にあたり、「株式会社アドレス」に回答の集計等の業務を委託しております。

このため、返信用封筒の宛先は「株式会社アドレス」になっております。ご了承ください。同社と

は「個人情報保護管理に関する誓約書」を取り交わしています。 

 

【ご記入上のお願い】 

１．ご回答は特に断らない限り、平成24年 8月 1日現在の業務等に基づいてご記入をお願いします。 

２．ご回答は、 

①アンケート用紙に直接ご記入して頂くか、 

②以下のウェブサイトにアクセスして頂き、ダウンロードした国内アンケートの電子ファイルに

回答をご入力ください。 

国内アンケートダウンロード先： http://www.iip.or.jp/jp_/threetrack.doc 

別冊資料ダウンロード先   ： http://www.iip.or.jp/jp_/threetrackadd.doc 

３．選択肢形式の質問に対するご回答は、特に指定のない場合は、あてはまる選択肢を 1 つだけ選

んでください。 

４.特に指定のない場合については、日本国内における出願として、回答をしてください。 

５．アンケート調査票は、平成 24 年 9 月 12 日（水）までに届くように、 

①同封の返信用封筒にてご返送頂くか、 

②電子ファイルを以下の E-mail アドレス宛に送信してください。 

E-mail アドレス：3track@iip.or.jp 

 

【お問い合わせ先】 

本アンケート調査に関するお問い合わせは、下記までお願いします。 

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町３-１１ 精興竹橋共同ビル５Ｆ 

TEL：03－5281－5672、FAX：03-5281-5676、e-mail：3track@iip.or.jp  

一般財団法人 知的財産研究所       担当：河村、冨田、中島

mailto:03%EF%BC%8D5281%EF%BC%8D5672%E3%80%81FAX%EF%BC%9A03-5281-5676%E3%80%81e-mail%EF%BC%9A3track@iip.or.jp
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◆ご回答いただく方（ご回答代表者）のご連絡先を、差し支えない範囲で教えてください。 

ご回答内容に基づき、追って電話や訪問によるヒアリング調査をさせていただく場合がございます。 

 

貴社名  

所属部署  

お名前  

住所  

電話番号  

ＦＡＸ番号  

e-mail アドレス  
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１.基本情報 

（１）業種  

Q1-1：貴社の事業として最もあてはまるもの1つをお選びください。なお、複数の事業がある場合は、

直近の決算で売上高が最も大きいものをお選びください。なお、大学の方は、42をお選びください。 

1 農林水産業 18 非鉄金属製造業 35 インターネット附随サ

ービス業 

2 鉱業，採石業，砂利採取業 19 金属製品製造業 36 映像・音声・文字情報制

作業 

3 建設業 20 はん用機械器具製造業 37 卸売業 

4 食料品製造業 21 生産用機械器具製造業 38 小売業 

5 飲料・たばこ・飼料製造業 22 業務用機械器具製造業 39 金融･保険業 

6 繊維工業 23 電子応用・電気計測器製造業 40 不動産業，物品賃貸業 

7 パルプ・紙・紙加工品製造業 24 23以外の電気機械器具製造業 41 宿泊業，飲食サービス業

8 印刷・同関連業 25 情報通信機械器具製造業 42 学習教育（大学の方） 

9 医薬品製造業 26 電子部品・デバイス・電子 43 42以外の教育，学習支援

業 

10 総合化学・化学繊維製造業 27 自動車製造業 44 技術移転機関（TLO） 

11 油脂・塗料製造業 28 27以外の輸送用機械製造業 45 公的研究機関（独立行政

法人含む） 

12 10～11以外の化学工業 29 4～28以外の製造業 46 44～45以外の学術・開発

研究機関 

13 石油製品・石炭製品製造業 30 電気・ガス・熱供給・水道業 47 専門サービス業 

14 プラスチック製品製造業 31 運輸業 郵便業 48 42～47以外のサービス業

15 ゴム製品製造業 32 通信業 49 公務（他に分類されるも

のを除く） 

16 窯業・土石製品製造業 33 放送業 50 その他 

17 鉄鋼業 34 情報サービス業  
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（２）規模等 

Q1-2.貴社の従業員数を次の中からお選びください。親会社・持株会社の場合は連結の従業員数につい

てお選びください。大学については知的財産関連業務に携わる従業員数をお選びください。（なお、パ

ートタイム等の非正規雇用者は従業員数に含めないようにしてください） 

1. 10人以下； 2. 11人以上、50人以下； 3. 51人以上、100人以下； 

4. 101人以上、300人以下； 5. 301人以上、1000人以下； 6. 1001人以上、5000人以下；  

7. 5001人以上 

 

Q1-3.貴社（貴大学）の特許担当者（特許出願・権利化業務に携わる方）の人数を次の中からお選びく

ださい。 

1. 5人以下； 2. 6人以上、10人以下； 3. 11人以上、30人以下； 

4. 31人以上、50人以下； 5. 51人以上、100人以下； 6. 101人以上 

 

Q1-4.貴社の資本金の額若しくは出資の総額を次の中からお選びください。大学の方は 6.その他をお選

びください。 

1. 5千万円以下； 2. 5千万円超、1億円以下； 3. 1億円超、3億円以下； 

4. 3億円超； 5. 資本又は出資を有しない法人； 6. その他（大学） 

 

Q1-5.貴社の売上高（平成 23 年度決算）を次の中からお選びください。親会社・持株会社の場合は、

連結売上高についてお選びください。大学についてはライセンス収入をお選びください。 

1. 1000万円以下； 2. 1000万円超、1億円以下； 3. 1億円超、10億円以下； 

4. 10億円超、100億円以下； 5. 100億円超、1000億円以下；  

6. 1000億円超、2000億円以下； 7. 2000億円超、5000億円以下； 8. 5000億円超 

 

Q1-6. 貴社（貴大学）における 2011 年度の日本特許出願件数を次の中からお選びください。 

1. 10件以下； 2. 11件以上、50件以下； 3. 51件以上、100件以下； 

4. 101件以上、500件以下； 5. 501件以上、1000件以下； 6. 1001件以上、3000件以下；  

7. 3001件以上、5000件以下 8. 5001件以上 

 

Q1-7. 貴社（貴大学）における 2010 年度の日本特許出願のうち、海外へ特許出願（ＰＣＴ出願120を

含む）した比率を次の中からお選びください。 

1. 0％； 2. 0％超、10％以下； 3. 10％超、30％以下； 

4. 30％超、50％以下； 5. 50％超、70％以下； 6. 70％超、100％未満； 7. 100％ 

                         
120 ＰＣＴ出願とは、国際特許出願のことを指す。 
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２．現状調査 

●日本の早期審査について 

（日本の早期審査については、別冊資料のＡ－３を参照ください。） 

Q2-1.早期審査を利用したことがありますか。 

1. 早期審査を利用したことがある 

2. 早期審査は知っているが利用したことはない 

3. 早期審査を知らなかった 

 

Q2-2. Q2-1.で「１.」を選択した方は、その利用した理由はなんですか（複数回答可）。 

1. 他者へのけん制のため（他者の実施を発見した、他者が実施してくる可能性がある等） 

2. ライセンス契約のため 

3. 製品ＰＲのため 

4. 他国出願の判断に利用するため（他国へ出願するか、他国のクレームをどうするか等） 

5. 他国の特許審査ハイウエイ（ＰＰＨ121）に利用するため 

6. 実施するか否かの判断に利用するため 

7. (医薬等に関する発明であり)早期に特許権を取得し、特許存続期間の延長期間をできるだ

け長く確保したいため 

8. 重要な技術に関する案件のため 

9. その他（自由回答） 

 

 

                         
121詳細は、別冊資料のＥを参照してください。 
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Q2-3. Q2-1.で「２.」を選択した方は、その理由を優先順位の高い理由から順に３つ選択して下さい。

（「６.」を選択される場合は、自由回答の部分に、優先順位を付けて回答して下さい）。 

一番目（   ） 

二番目（   ） 

三番目（   ） 

 

1. 通常審査の一次審査結果取得のタイミングに満足しているため 

2. 手続きが煩雑なため 

3. コスト（代理人費用等）がかかるため 

4. 自社で先行技術調査をし、対比説明をしなければならないため 

5. 対象となる案件がなかったため 

6. その他（自由回答） 

 

 

Q2-4. Q2-1.で「２.」「３.」を選択した方は、今後早期審査を利用したいと思いますか。 

1. 対象となる案件があれば利用したい 

2. 利用したいと思わない 

 

Q2-5.早期審査について改善点はありますか（複数選択可）。 

1. 早期審査の事情説明書の簡略化・省略化 

2. 早期審査の適用対象の拡大（条件の緩和） 

3. 早期審査の適用対象を減縮（条件の厳格化） 

4. 公開前に登録されてしまう場合には情報提供の機会がないため、これを担保する制度を設

ける（例えば、早期審査を請求した場合は早期公開される等。） 

5. 第三者が、早期審査を請求できるようにする 

6. 現行制度のままで特に問題はない。 

7. その他（自由回答） 
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●日本のスーパー早期審査について 

（日本のスーパー早期審査の詳細については、別冊資料のＡ－４を参照ください。） 

Q2-6. スーパー早期審査を利用したことがありますか。 

1. スーパー早期審査を利用したことがある 

2. スーパー早期審査は知っているが利用したことはない 

3. スーパー早期審査を知らなかった 

 

Q2-7. Q2-6.で「１.」を選択した方は、その利用した理由はなんですか（複数回答可）。 

1. 他者へのけん制のため（他者の実施を発見した、他者が実施してくる可能性がある等） 

2. ライセンス契約のため 

3. 製品ＰＲのため 

4. 他国出願の判断に利用するため（他国へ出願するか、他国のクレームをどうするか） 

5. 他国の特許審査ハイウエイ（ＰＰＨ）に利用するため 

6. 実施するか否かの判断に利用するため 

7. (医薬等に関する発明であり)早期に特許権を取得し、特許存続期間の延長期間をできるだ

け長く確保したいため 

8. 重要な技術に関する案件のため 

9. その他（自由回答） 
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Q2-8. Q2-6.で「２.」を選択した方は、その理由を優先順位の高い理由から順に３つ選択して下さい。

（「７.」を選択される場合は、自由回答の部分に、優先順位を付けて回答して下さい）。 

一番目（   ） 

二番目（   ） 

三番目（   ） 

 

1. 通常審査の一次審査結果取得のタイミングに満足しているため 

2. 早期審査の一次審査結果取得のタイミングに満足しているため 

3. 手続きが煩雑なため 

4. コスト（代理人費用等）がかかるため 

5. 自社で先行技術調査をし、対比説明をしなければならないため 

6. 対象となる案件がなかったため 

7. その他（自由回答） 

 

 

Q2-9. Q2-6.で「２.」「３.」を選択した方は、今後、スーパー早期審査を利用したいと思いますか。 

1. 対象となる案件があれば利用したい 

2. 利用したいと思わない 

 

Q2-10. スーパー早期審査について改善点はありますか（複数選択可）。 

1. スーパー早期審査の事情説明書の簡略化・省略化 

2. スーパー早期審査の適用対象の拡大（条件の緩和） 

3. スーパー早期審査の適用対象を減縮（条件の厳格化） 

4. 公開前に登録されてしまう場合には情報提供の機会がないため、これを担保する制度を設

ける（例えば、早期審査を請求した場合は早期公開される等。） 

5. 第三者が、早期審査を請求できるようにする 

6. 現行制度のままで特に問題はない。 

7. その他（自由回答） 
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Q2-11. 日本の早期審査、スーパー早期審査についてのご意見、その他、一次審査の取得タイミング、

最終審査結果取得タイミングについて、ご意見があれば教えてください。 

（早期審査、スーパー早期審査を利用する上での問題点。事業で非常に役立った点。一次審査結果取

得のタイミング、 終審査結果取得のタイミングなどの適切性、改善してほしい点等） 
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●審査請求のタイミングについて 

Q2-12. 知的財産戦略上、案件によって審査請求のタイミング（早く審査請求を行う、遅く審査請求を

行う）を変えていますか。 

 （出願した月から3か月後に一律に審査請求をする等、案件の区別なく審査請求をするタイミングが

決まっている場合は「2.変えていない」をお選びください。） 

1. 変えている 

2. 変えていない 

 

Q2-13. Q2-12.で、「１.」を選択した方はその理由を下記からお選びください(複数選択可)。 

1. 自社での実施態様、実施の可能性を考慮して審査請求を行っている 

2. 他者の動向を基に審査請求を行っている 

3. 先行技術調査等を行った結果、特許となる可能性が高い案件は早く審査請求を行い、そう

でない案件は遅く審査請求を行っている 

4. （大学等の研究機関のため）出願に関係する発明を実施する企業がすでに決まっている案

件は早く審査請求を行い、そうでない案件は遅く審査請求を行っている 

5. 他国に出願する案件は早く審査請求を行い、そうでない案件は遅く審査請求を行っている 

6. 標準技術に関係する案件は遅く審査請求を行い、標準技術に関係ない案件は早く審査請求

を行っている 

7. その他（自由回答） 

 

 

Q2-14. 2008 年度に日本出願された案件の審査請求時期について、一番割合が多いものと、二番目に割

合が多いものをそれぞれ一つずつお選びください。 

一番目（   ） 

二番目（   ） 

 

1. 出願とほぼ同時（出願日から１か月未満で審査請求） 

2. 出願から1か月～12か月未満 

3. 出願から12か月～24か月未満 

4. 出願から24か月～36か月 
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Q2-15. Q2-14.で一番目又は二番目に多い時期として「４.」を選択した方はその理由を下記からお選び

ください(複数選択可)。 

1. 自社の製品の実施態様、実施の可能性を考慮する時間を確保するため 

2. 他者の動向を見る時間を確保するため 

3. 先行技術調査等の検討を行った上で審査請求をしたいため 

4. 早期に審査請求をすると、早期に権利化され登録維持年金が多く必要となるため 

5. 審査請求期限が近付いてきたものについて、審査請求をするか否か検討する運用のため 

6. 共同で出願しており、審査請求は共同出願人に一任しているため 

7. 出願に関係する発明を実施する企業を探す時間が必要なため 

8. 他国出願の権利化状態を日本の審査に反映したいため 

9. 標準技術に関係する案件であり、標準技術がどのように定まるかを見てから審査請求を行

いたいため 

10. その他（自由回答）  
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Q2-16.審査請求制度がある外国（例えば、韓国、ドイツ、欧州特許庁）へ出願した場合において、外国

での審査請求のタイミングとして、一番割合が多いと思われるものを一つお選びください。 

1. 出願とほぼ同時に審査請求を行っている（ＰＣＴ出願の場合は、国内移行とほぼ同時に審

査請求をする） 

2. その国の審査請求期間が満了する時期に審査請求を行っている 

3. 対応する日本出願と同じ時期に審査請求を行っている 

4. その他（自由回答） 

 

 

Q2-17. Q2-16.で「１.」を選択した方はその理由を下記からお選びください(複数選択可)。 

1. 自社の製品の実施態様、実施の可能性が定まっている案件を外国に出願しているため 

2. 他者の動向を見て、必要と思われる案件を外国に出願しているため 

3. 特許となる可能性が高いものを外国に出願しているため 

4. 外国出願と同時に審査請求をする運用のため 

5. 共同で出願しており、審査請求は共同出願人に一任しているため 

6. 出願に関係する発明を実施する企業が決まっている案件を外国に出願しているため 

7. 外国出願の審査状況を日本の審査に反映したいため 

8. 標準技術に関係する案件であり、標準技術がどのように定まるかを見てから審査請求を行

いたいため 

9. その他（自由回答） 

 

 

 

 

 

・外国に出願をしたことがない方は、『３. ニーズ調査』まで進み、Q3-1から回答

をしてください。 
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Q2-18. Q2-16.で「２.」を選択した方はその理由を下記からお選びください(複数選択可)。 

1. 自社の製品の実施態様、実施の可能性を考慮する時間を確保するため 

2. 他者の動向を見る時間を確保するため 

3. 先行技術調査等の検討を行った上で審査請求をしたいため 

4. 早期に審査請求をすると、早期に権利化され登録維持年金が多く必要となるため 

5. 審査請求期限が近付いてきたものについて、審査請求をするか否か検討する運用のため 

6. 共同で出願しており、審査請求は共同出願人に一任しているため 

7. 出願に関係する発明を実施する企業を探す時間が必要なため 

8. 日本出願の審査を他国の審査に反映したいため 

9. 標準技術に関係する案件であり、標準技術がどのように定まるかを見てから審査請求を行

いたいため 

10. その他（自由回答）  
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●アメリカのトラックⅠの優先審査制度（2011 年導入）について 

（アメリカのトラックⅠの優先審査制度については別冊Ｂ－４をご参照ください。） 

 Q2-19. アメリカ出願において、トラックⅠの優先審査制度を利用したことがありますか。 

1. 利用したことがある 

2. 制度は知っていたが、利用したことはない 

3. 制度を知らなかった 

 

Q2-20. Q2-19で「１.」を選択した方は、どのような理由でトラックⅠの優先審査制度を利用しました

か。また、Q2-19で「２.」又は「３.」を選択した方は、もし利用する場合は、どのような理由でトラ

ックⅠの優先審査制度を利用すると思いますか。（複数回答可）。 

1. 他者へのけん制のため（他者の実施を発見した、他者が実施してくる可能性がある等） 

2. ライセンス契約のため 

3. 製品ＰＲのため 

4. 他国出願の判断に利用するため（他国のクレームをどうするか等） 

5. 特許権の取得が自社で実施するかどうかを決定する要因の一つになるため 

6. (医薬等に関する発明であり)早期に特許権を取得し、特許存続期間の延長期間をできるだ

け長く確保したいため 

7. 重要な技術に関する案件のため 

8. その他（自由回答） 
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●アメリカの改訂早期審査制度（2006 年導入）について 

（アメリカの改訂早期審査制度については別冊Ｂ－３をご参照ください。） 

 Q2-21. アメリカ出願において、改訂早期審査制度を利用したことがありますか。 

1. 利用したことがある 

2. 制度は知っていたが、利用したことはない 

3. 制度を知らなかった 

 

Q2-22. Q2-21で「１.」を選択した方は、どのような理由で改訂早期審査制度を利用しましたか。また、

Q2-21で「２.」又は「３.」を選択した方は、もし利用する場合は、どのような理由で改訂早期審査制

度を利用すると思いますか。（複数回答可）。 

1. 他者へのけん制のため（他者の実施を発見した、他者が実施してくる可能性がある等） 

2. ライセンス契約のため 

3. 製品ＰＲのため 

4. 他国出願の判断に利用するため（他国のクレームをどうするか等） 

5. 特許権の取得が自社で実施するかどうかを決定する要因の一つになるため 

6. (医薬等に関する発明であり)早期に特許権を取得し、特許存続期間の延長期間をできるだ

け長く確保したいため 

7. 重要な技術に関する案件のため 

8. その他（自由回答） 
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Q2-23. Q2-19 の「１.」、Q2-21 の「１.」いずれかを選択した方にお聞きします。改訂早期審査制度と

トラックⅠの優先審査制度を利用するにあたり、制度の使い分けはどのようにして決めましたか。また、

その理由はなんですか。 

例１：〇〇の案件は、改訂早期審査制度を利用している。一方、△△の案件は、トラックⅠの優先

審査制度を利用している。理由は、××という理由である。 

 例２：すべて、改訂早期審査制度を利用している。理由は、□□という理由である。 

 

（使い分けの方法） 

 

 

（理由） 
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Q2-24.米国の改訂早期審査又は、トラックIの優先審査制度や、米国における一次審査結果取得のタイ

ミング、最終審査結果取得のタイミングについて、ご意見（問題点や改善してほしい点等）があれば教

えてください。 

（例えば、改訂早期審査制度又はトラックIの優先審査制度を利用する上での問題点、優先審査により

事業で非常に役立った点。米国における一次審査結果取得のタイミング、 終審査結果取得のタイミ

ング等の適切性、改善してほしい点等） 
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●欧州特許の早期調査（PACE：Program for Accelerated Prosecution of European Patent Application）

について 

（欧州特許の早期調査（PACE）については、別冊Ｃ－３をご参照ください。） 

Q2-25.欧州特許において、早期調査（PACE）を利用したことがありますか。 

1.利用したことがある 

2.制度は知っていたが、利用したことはない 

3.制度を知らなかった 

 

Q2-26.Q2-25 で「１.」を選択した方は.どのような理由で早期調査（PACE）を利用しましたか。また、

Q2-25 で「２.」又は「３.」を選択した方は、もし利用する場合は、どのような理由で早期調査（PACE）

を利用すると思いますか（複数回答可）。 

1. 他者へのけん制のため（他者の実施を発見した、他者が実施してくる可能性がある等） 

2. ライセンス契約のため 

3. 製品ＰＲのため 

4. 他国出願の判断に利用するため（他国のクレームをどうするか等） 

5. 実施するか否かの判断に利用するため 

6. (医薬等に関する発明であり)早期に特許権を取得し、特許存続期間の延長期間をできるだ

け長く確保したいため 

7. 重要な技術に関する案件のため 

8. その他（自由回答） 
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Q2-27.欧州特許庁の早期調査（PACE）や、一次審査結果取得のタイミング、最終審査結果取得のタイミ

ング等について、ご意見（問題点や改善してほしい点等）があれば教えてください。 

（例えば、早期調査（PACE）を利用する上での問題点、あるいは事業で非常に役立った点。 

欧州におけるサーチレポート発行のタイミング、一次審査結果取得のタイミング、 終審査結果取得

のタイミング等の適切性、改善してほしい点等） 
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●韓国の 3トラック審査制度について 

（韓国の優先審査制度及び審査猶予制度については、Ｄ－３及びＤ－４を参照ください。） 

Q2-28.韓国出願において、優先審査制度を利用したことがありますか。 

1. 利用したことがある 

2. 制度は知っていたが、利用したことはない 

3. 制度を知らなかった 

 

Q2-29.Q2-28で「１.」を選択した方は、どのような理由で優先審査制度を利用しましたか。また、Q2-28

で「２.」又は「３.」を選択した方は、もし利用する場合は、どのような理由で優先審査制度を利用す

ると思いますか。（複数回答可） 

1. 他者へのけん制のため（他者の実施を発見した、他者が実施してくる可能性がある等） 

2. ライセンス契約のため 

3. 製品ＰＲのため 

4. 他国出願の判断に利用するため（他国のクレームをどうするか等） 

5. 実施するか否かの判断に利用するため 

6. (医薬等に関する発明であり)早期に特許権を取得し、特許存続期間の延長期間をできるだ

け長く確保したいため 

7. 重要な技術に関する案件のため 

8. その他（自由回答） 

 

 

Q2-30.韓国出願において、審査猶予制度を利用したことがありますか。 

1. 利用したことがある 

2. 制度は知っていたが、利用したことはない 

3. 制度を知らない 
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Q2-31.Q2-30 で「１.」を選択した方は、どのような理由で審査猶予制度を利用しましたか。また、Q2-30

で「２.」又は「３.」を選択した方は、もし利用する場合は、どのような理由で審査猶予制度を利用す

ると思いますか。（複数回答可） 

1. 自社の製品の実施態様、実施の可能性を考慮する時間を確保するため 

2. 他者の動向を見る時間を確保するため 

3. 先行技術調査等の検討を行った上で審査を開始してもらいたいため 

4. 早期に審査請求をすると、早期に権利化され登録維持年金が多く必要となるため 

5. 共同で出願しており、審査請求は共同出願人に一任しているため 

6. 出願に関係する発明を実施する企業を探す時間が必要なため 

7. 日本出願の審査を他国の審査に反映したいため 

8. 標準技術に関係する案件であり、標準技術がどのように定まるかを見てから審査を開始し

てもらいたいため 

9. その他（自由回答）  

 

 

Q2-32.韓国の審査制度について、ご意見があれば教えてください。 

（優先審査制度、審査猶予制度を利用する上での問題点、あるいは事業で非常に役立った点。 

韓国における一次審査結果取得のタイミング、 終審査結果取得のタイミング等の適切性、改善して

ほしい点等） 
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３. ニーズ調査 

●制度のニーズについて 

Q3-1.現在、日本では早期審査、スーパー早期審査等の審査により、一次審査結果取得を早くすること

ができる制度があります（スーパー早期審査を利用すれば最終審査結果取得も早くすることができま

す）。現行の制度以外にどのようなニーズがありますか（複数回答可）。 

1. 一次審査結果取得のタイミングをさらに早くするニーズがある。 

2. 一次審査結果取得の現在のタイミングに満足している。 

3. 一次審査結果取得のタイミングを遅くするニーズがある。 

4. 終審査結果取得のタイミングをさらに早くするニーズがある。 

5. 終審査結果取得の現在のタイミングに満足している。 

6. 終審査結果取得のタイミングを遅くするニーズがある。 

7. 早期審査、スーパー早期審査は不要。 

 

Q3-2.一次審査結果取得のタイミングと 終審査結果取得のタイミングのどちらを重視しますか。 

1. 一次審査結果取得のタイミングを重視する。 

2. 終審査結果取得のタイミングを重視する。 

3. 一次審査結果取得のタイミング、 終審査結果のタイミングをともに重視する。 

 

Q3-3. Q3-1で、「１.」,「３.」,「４.」,「６.」のいずれかを選択した方にお聞きします。そのニー

ズを満たすためには、どのような制度が必要だと思いますか。ご意見がある場合は記載してください。 

 自由回答 
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●審査請求から一次審査結果取得までの期間のニーズについて 

Q3-4. 審査請求から一次審査結果取得までの期間は、2011年で22.2か月であり、2013年には11か月とな

る予定です。審査請求から一次審査結果取得までの理想的な期間についてお選びください。 

1. 11か月未満 

2. 11か月～24か月未満 

3. 24か月～ 

4. 特に理想の期間はない 

 

Q3-5. Q3-4で、「１.」を選択された方は、その理由を教えてください。（複数選択可） 

1. 他者の出願の帰趨が早くわかり、監視負担が減るため 

2. 審査請求をしたからには、早期に権利化を行い登録としたいため 

3. その他（自由回答） 

 

 

Q3-6. Q3-4で、「２.」又は「３.」を選択された方は、その理由を教えてください。 

（自由回答） 
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Q3-7. 審査請求から一次審査結果取得までの期間は、2011年で22.2か月であり、2013年には11か月とな

る予定です。現行の制度では、早く一次審査結果を得るための制度として、早期審査やスーパー早期審

査等の制度がありますが、通常よりも遅いタイミングで一次審査結果を受けることができるような制度

はありません。 

仮に、申請をすれば、一次審査結果取得のタイミングを選択することができる制度を創設するとします。

（例えば、申請により早い、普通、遅いタイミングなどを選択して一次審査結果を受け取ることができ

る制度です） 

このような制度を設けた場合に、一次審査結果取得のタイミングの選択を行う申請の期間として、どの

時点が適切だと考えますか。また、その理由はなんですか。 

（申請の時点が早いほど、申請する決断を早くしなければならなくなります。一方、申請の時点が遅い

ほど、申請の決断を遅くすることができるというメリットがありますが、逆に他者が申請をするか否か

の監視をする負担が大きくなるというデメリットがあります。） 

1. 出願時に申請をする 

2. 審査請求時に申請をする 

3. 審査請求後から一次審査結果を取得するまでの間に申請をする 

4. その他（自由回答） 

 

 

 

 

 

（理由） 
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Q3-8.仮に、一次審査結果取得のタイミングを選択することができる制度を設けた場合に、どの程度ま

でタイミングを選択できるようにしたいですか。また、その理由はなんですか。 

1. 早い審査、通常の審査、遅い審査の 3段階で選べるようにする。 

例えば、早い審査については、申請後 1～3か月以内に一次審査結果を出す。遅い審査に

ついては、予め決められた期間だけ審査を繰延するような制度。 

2. 出願人が一次審査結果を取得する月を指定できる制度。 

例えば、20××年×月に一次審査結果を出して欲しいと指定するような制度。 

3. その他（自由回答） 

 

 

 

Q3-9.仮に、一次審査結果取得のタイミングを選択することができる制度を設けた場合に、審査請求期

間（出願から3年）を超えて選択することできる制度を設けた場合に、どの程度先まで一次審査結果取

得のタイミングを選択できるような制度がよいと思いますか。また、その理由はなんですか。 

1. 出願から3年超～出願から5年以下の期間 

2. 出願から5年超～出願から7年以下の期間 

3. 出願から7年超 

4. その他（自由回答） 

 

 

 

 

（理由） 

 

（理由） 
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Q3-10.仮に、一次審査結果取得のタイミングを選択できる制度を設けた場合で、審査請求期間（出願か

ら 3 年）を超えたタイミングまで一次審査結果取得タイミングを選択可能な制度とすると、第三者の出

願の監視負担が増大するという問題が考えられます。その対策にはどのような制度が良いと思いますか

（複数選択可）。また、その理由はなんですか。 

1. 第三者が、出願人が選択した一次審査結果取得のタイミングの申請を解除し、通常の一次

審査結果取得のタイミングで審査を行わせることができる制度 

2. 出願人が一次審査結果取得のタイミングを選択していることを第三者に分かるように明

示する制度 

3. 申請の要件を厳しくする 

4. 一次審査結果取得のタイミングの選択を申請した場合、サーチレポートが発行されるよう

にする 

5. その他（自由回答） 

 

 

 

Q3-11. Q3-10 で、「１.」を選択された方にお聞きします。具体的にはどのような制度がよいですか（複

数選択可）。また、その理由はなんですか。 

1. 無条件で第三者が解除できる制度 

2. 第三者が匿名で解除できる制度 

3. 出願人と事業が競合している場合等に第三者が解除できる制度 

4. その他（自由回答） 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

 

（理由） 
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Q3-12. Q3-10で、「３.」を選択された方にお聞きします。どのような要件がよいですか（複数選択可）。

また、その理由はなんですか。 

1. 事業を行っている出願人であること 

2. 出願に関係する発明を実施していないこと（実施態様が不明である） 

3. 情報提供がされていないこと（第三者に注目されている出願の審査を遅らせるのは第三者

にとって酷であるという配慮） 

4. 申請できる技術分野を限定する（例えば、医薬分野等、事業化に時間がかかる分野のみに

する） 

5. その他（自由回答） 

 

 

 

Q3-13.日本では、一定の条件を満たす案件のみ（外国関連出願等）、無料で早期審査を受けられる制度

となっています。一方、アメリカのトラック Iでは、所定の手数料を特許庁のみに支払えばどのような

案件でも、早期に審査結果を取得できるような制度があります。 

仮に、日本でも現行の早期審査に代えて、アメリカの制度のようにどのような案件でも特許庁のみに

手数料さえ支払えば、一次審査結果取得のタイミング（早い又は遅い）を選択できる制度を導入した場

合に、この制度を利用したいですか。 

1. 有料でも利用したい 

2. 有料なら利用したくない 

3. その他（自由回答） 

 

Q3-14. Q3-13で、「１.」を選択された方にお聞きします。 

早く一次審査結果を取得できる場合において、いくらまでなら特許庁に料金を支払いますか。 

1. ～1万円未満 

2. 1万～3万円未満 

3. 3万～5万円未満 

4. 5万～10万円未満 

5. 10万円以上 

 

（理由） 
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Q3-15. Q3-13で、「１.」を選択された方にお聞きします。 

遅く一次審査結果を取得できる場合において、いくらまでなら特許庁に料金を支払いますか。なお、遅

く一次審査結果を取得できるとは、平均的な一次審査結果取得までの待ち期間よりも遅く結果を得られ

る場合を指します。 

1. ～1万円未満 

2. 1万～3万円未満 

3. 3万～5万円未満 

4. 5万～10万円未満 

5. 10万円以上 

 

Q3-16.仮に、一次審査結果取得のタイミングを選択できる制度を設ける場合について、以下の観点で優

先する順位をお選びください。また、その理由を教えてください。 

    一番目（   ） 

    二番目（   ） 

    三番目（   ） 

    四番目（   ） 

 

1. 申請の可能な時期 

2. 一次審査結果取得のタイミングの精度 

3. 他者の特許の監視負担の観点 

4. 料金 

 

 

（理由） 
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●審査請求から 終審査結果取得までの期間のニーズ 

Q3-17. 審査請求から最終審査結果取得までの期間は、2011年で平均34.0か月であります。審査請求か

ら最終審査結果取得までの期間として理想的な期間について一つお選びください。 

1. 24か月未満 

2. 24か月～36か月未満 

3. 36か月～48か月未満 

4. 48か月～ 

5. 特に理想の期間はない  

 

Q3-18. 3-17で、「１.」又は「２.」を選択された方は、その理由を教えてください。（複数選択可） 

1. 他者の出願の帰趨が早くわかり、監視負担が減るため 

2. 早期権利化を行いたいため 

3. その他（自由回答） 

 

 

Q3-19. 3-17 で、「３.」又は「４.」を選択された方は、その理由を教えてください。（複数選択可） 

1. 自社の製品の実施態様、実施の可能性を考慮する時間を確保するため 

2. 他者の動向を見る時間を確保するため 

3. 終審査結果が出るまでに、先行技術調査等の検討を行うことができるため 

4. 出願に関係する発明を実施する企業を探す時間が必要なため 

5. 他国出願の権利化状態を日本の審査に反映するため 

6. 標準技術に関係する案件であり、標準技術がどのように定まるかを見てから 終審査結果

を取得したいため 

7. その他（自由回答）  
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 Q3-20. 現在、早期に一次審査結果を取得することができる早期審査があり、一次審査結果取得のタイ

ミングを出願人が選択するというニーズをある程度満たしています。 

一方で、海外での権利取得の促進のために特許審査ハイウェイ（ＰＰＨ）を利用する場合や事業を展

開する場合においては、一次審査結果よりは最終審査結果が必要であり、最終審査結果を取得できる

タイミングを予見できるようにしたいとの意見があります。 

仮に、最終審査結果を取得できるタイミングを選択できる制度が創設された場合、利用したいと思い

ますか。また、その理由を教えて下さい。 

1. 利用したいと思う 

2. 利用したいと思わない 

     

（理由） 
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●審査請求期間のニーズについて 

Q3-21.出願審査請求期間として理想的と思われる期間を一つお選び下さい。 

1. 出願から3年未満 

2. 現行の出願から3年でよい 

3. 出願から3年～5年未満 

4. 出願から5年～7年未満 

5. 出願から7年以上 

6. 出願審査請求制度は不要  

 

Q3-22.仮に、審査請求期間を現行よりも短い期間（出願から 3 年未満）とした場合、どのようなメリッ

トがあると思いますか(複数選択可)。 

1. 他者の出願の帰趨が早くわかり、監視負担が減る 

2. 自社で審査請求期間を管理する負担が減る（審査請求期間が長いとそれだけ長く出願を管

理する必要がある） 

3. 特にない 

4. その他（自由回答） 
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Q3-23.仮に、審査請求期間を現行よりも短い期間（出願から3年未満）とした場合、どのようなデメリ

ットがあると思いますか(複数選択可)。 

1. 自社の製品の実施態様、実施の可能性を考慮する時間を確保することができない 

2. 他者の動向を見る時間を確保することができない 

3. 審査請求をする前までに、先行技術調査等の検討を行うことができない 

4. 早期に審査請求をすると、早期に権利化され登録維持年金が多く必要となるため 

5. 出願に関係する発明を実施する企業を探す時間を確保することができない 

6. 他国出願の権利化状態を日本の審査に反映することができない 

7. 標準技術に関係する案件であり、標準技術がどのように定まるかを見てから審査請求を行

うことができない 

8. 社内システムの変更が必要となり、コストがかかる 

9. 特にない 

10. その他（自由回答）  
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Q3-24. 仮に、審査請求期間を現行よりも長い期間（出願から 3 年より長い期間)とした場合、どのよう

なメリットがあると思いますか(複数選択可)。 

1. 自社の製品の実施態様、実施の可能性を考慮する時間を確保することができる 

2. 他者の動向を見る時間を確保することができる 

3. 審査請求をする前までに、先行技術調査等の検討を行うことができる 

4. 出願に関係する発明を実施する企業を探す時間を確保することができる 

5. 他国出願の権利化状態を日本の審査に反映することができる 

6. 標準技術に関係する案件であり、標準技術がどのように定まるかを見てから審査請求を行

うことができる 

7. 審査請求をするか否かの判断期間が長い方が、業務負担が減らすことができる 

8. 特にない 

9. その他（自由回答）  

 

 

Q3-25. 仮に、審査請求期間を現行よりも長い期間（出願から3年より長い期間)とした場合、どのよう

なデメリットがあると思いますか(複数選択可)。 

1. 他者の出願の帰趨が長期間不明となり、監視負担が増える 

2. 自社で審査請求期間を管理する負担が増える（審査請求期間が長いとそれだけ長く出願を

管理する必要がある） 

3. その他（自由回答） 
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Q3-26. Q3-21.で「６.」を選択された方は、その理由を下記よりお選び下さい（複数選択可）。 

1. 審査請求手続きが煩雑なため 

2. 審査請求手続きを忘れてしまう恐れがあるため 

3. 出願した案件はすべて審査請求をするものであるため 

4. その他（自由回答） 
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●アメリカの3トラック制度について。 

Q3-27. 米国では、出願人が審査取得タイミングを選択可能な３トラック構想が発表されています。こ

の構想は、優先審査（トラックⅠ）、通常審査（トラックⅡ）、遅延審査（トラックⅢ）の３つのタイミ

ングを出願人が選択し、権利の取得タイミングを選択できる構想であります（詳細については、別冊資

料のＢ－４をご参照ください）。 

仮に、このような米国の制度（即ち、出願審査請求制度をなくし、優先審査、通常審査、遅延審査の３

つの審査タイミングを選択する制度）を日本の制度にそのまま取り入れるとしたら賛成ですか、反対で

すか。また、その理由はなんですか。 

1. アメリカの３トラック構想をそのまま日本の制度に取り入れるのに賛成である 

2. アメリカの３トラック構想をそのまま日本の制度に取り入れるのに反対である 

3. その他（自由回答） 

 

 

 

●その他の意見募集 

Q3-28. その他、何かご意見がありましたらご記載ください。 

（自由回答） 

 

 

以上でアンケートは終了です。ご協力ありがとうございました。 

 

（理由） 
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「適切なタイミングでの権利取得のための特許制度の在り方に関

する調査研究」に関するアンケート（別冊資料） 

 

一般財団法人 知的財産研究所 

Ａ．日本の制度について 

Ａ-１.審査制度について 

日本では、出願から３年以内に審査請求を行う必要がある。 

期限内に審査請求がない場合は、出願は取り下げられたものとみなされる。 

 

Ａ-２.日本の審査タイミングを選択する運用の主な変遷 

1986 年に、実施あるいは実施予定の特許出願（実施関連出願）について、通常の出願に優先して審査

を行う早期審査の運用を開始した。 

その後、外国関連出願や、中小企業等の出願など、早期審査の対象案件を増やしている。 

また、平成20年10月1日から、早期審査よりも更に早期に審査を行うスーパー早期審査の運用が開始さ

れている。 
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Ａ-３.日本の早期審査について 

〔概要〕早期審査は通常審査に比べて早期に一次審査結果を受けとることができる制度である。 

〔要件〕早期審査を申請するためには、下記のような案件のいずれかである必要がある。 

①中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願、②外国関連出願、③実施関連出願 

④グリーン関連出願、⑤震災復興支援関連出願 

〔手続き〕審査請求を行った後、先行技術文献との対比説明を含む、早期審査のための事情説明書の提

出が必要である（なお、出願人が中小企業の場合は、先行技術調査を必ずしも行う必要はない）。 

〔手数料〕無料。 

〔効果〕早期審査を申請してから一次審査結果が出るまで約1.7か月である。早期審査を申請しない場

合は審査請求から一次審査結果が出るまで平均28.7か月である（どちらも2010年実績）。（図1参照） 

一次審査結果  

出願（通常） 

早期審査 

申請から平均 1.7 か月以内に一次審

手数料 無料 

先行技術文献との対

 

 

【図１】早期審査イメージ図 
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Ａ-４．日本のスーパー早期審査について 

〔概要〕早期審査に比べて、スーパー早期審査は、申請から最終審査結果取得（特許査定・拒絶査定）

までの期間をさらに短縮することができる制度である。 

〔要件〕スーパー早期審査の申請を得られるのは次の①及び②を満たす出願に限られる。 

①「外国関連出願」かつ「実施関連出願」の出願 

②スーパー早期審査の申請前4週間以降になされたすべての手続をオンライン手続とする出願 

〔手続き〕審査請求後に、先行技術文献との対比説明を含む、早期審査のための事情説明書の提出が必

要である（出願人が中小企業の場合であっても、先行技術調査を必ず行う必要がある）。 

〔手数料〕無料。 

〔効果〕スーパー早期審査の申請から一次審査までの期間を1か月以内、一次審査結果に対する出願人

の応答期間を30日以内、更に応答から次の審査結果通知までの期間を1か月以内とすることを目標とし

ている。（図２参照） 

 

一次審査結果

出願

スーパー早期審査

申請から30日以内に一次審査結果を出す

手数料 無料
・出願人は30日以内に応答
・出願人の応答から二次審査結果まで1か月以内

30日 1か月

出願人応答

二次審査結果

 

【図２】スーパー早期審査イメージ図 
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Ｂ．アメリカの制度について 

Ｂ-１.審査制度について 

アメリカでは、審査請求の手続きは必要ない。出願された案件は順番に全件審査される。 

 

Ｂ-２.アメリカの審査タイミングを選択する制度の主な変遷 

米国では、2006 年に早期審査制度が改定され、請求項の数や先行技術文献との対比説明が必要となる

ものの、原則すべての出願について早期審査の申請が可能となった。 

さらに、米国は、2010 年 6 月 4日に、出願人が審査着手時期を選択可能な三つのトラックを設ける提

案（Enhanced Examination Timing Control Initiative）を発表した。 

この三段トラック構想は、通常審査（トラックⅡ）に加え、 

1)手数料を支払うことを条件にした優先審査（トラックⅠ）、 

2)最大30か月の間、審査開始を遅延可能とする遅延審査（トラックⅢ） 

を創設する提案である。 

その後、導入の是非や外国出願の取扱い等をめぐって議論され、導入支持が圧倒的であったトラックⅠ

のみを 2011 年 9 月 26 日に施行している。 

改定早期審査制度は、トラックⅠの優先審査と比較して手数料が安いが、先行技術文献の調査と、先行

技術文献と発明との対比説明が必要となる。 

 

Ｂ-３．2006 年に改定された改定早期審査制度（Revised Accelerated Examination Program） 

〔概要〕改訂早期審査制度は通常よりも早く最終審査結果を受けとることができる制度である。 

〔要件〕独立請求項の数が3個以下、総請求項の数が20個以下であることが必要。 

〔手続き〕出願時に、先行技術調査及び先行技術と発明の対比説明等を記載したサポート書面の提出が

必要。 

〔手数料〕130ドル（約10400円。1ドル≒80円換算）。 

〔効果〕改訂早期審査制度を申請された案件は、12か月以内に最終審査結果が出されるように目標が掲

げられる。（図３参照） 
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出願

早期審査

１２か月以内に最終審査結果を出す

通常審査

一次審査背結果

最終審査結果

１２か月130ドル
先行技術文献との対比説明

 

【図３】改定早期審査のイメージ図 

 

Ｂ-４.アメリカのトラックⅠによる優先審査制度（2011年導入）について 

〔概要〕トラックⅠによる優先審査制度は通常よりも早く最終審査結果を受けとることができる制度で

ある。 

〔要件〕独立請求項の数が4個以下、総請求項の数が30個以下であること、かつマルチ従属クレームが

含まれない案件であることが必要。 

〔手続き〕出願時にトラックⅠを選択する旨の書面の提出が必要である。 

〔手数料〕4800ドル（約38万円。1ドル≒80円換算）。 

〔効果〕トラックⅠの優先審査を申請された案件は、12か月以内に最終審査結果が出されるように目標

が掲げられる。（図４参照） 

 

出願 

優先審査 

（トラックⅠ） 

１２か月以内に 終審査結果を出す 

通常審査 

（トラックⅡ） 

一次審査結果 

終審査結果 

 

１２か月

 

【図４】トラックⅠの優先審査のイメージ図 
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Ｃ．欧州特許出願の制度について 

Ｃ-１.審査制度について 

欧州特許出願では、優先日から 18 か月後にサーチレポートが公開される。 

欧州特許出願では、このサーチレポートの公開から６か月以内に審査請求をする必要がある。 

期限内に審査請求がない場合は、出願は取り下げられたものとみなされる。 

 

Ｃ-２.欧州特許出願の審査タイミングを選択する制度の主な変遷 

早期審査制度（PACE：Program for Accelerated Prosecution of European Patent Application）は、

1989 年に創設された制度である。創設後、改定が数回あり、現在は 2010 年の改定が最新のものである。

改定により手続きの簡略化、及び PACE の申請から一次審査結果までの期間の短縮化を行っている（申

請から一次審査結果の発行までの審査官の努力目標は、7か月（1989 年）から 3か月まで短縮）。 

なお、PACE は、サーチレポートを早期に取得する早期調査と、審査を迅速に行う早期審査の 2つの種

類がある。本アンケートでは、早期調査について質問をする。 

 

Ｃ-３.早期調査について 

〔概要〕早期調査は通常よりもサーチレポートを早期に受けとることができる制度である。 

〔要件〕案件に条件はない。 

〔手続き〕早期調査を請求する旨の書面の提出が必要である。 

〔手数料〕無料。 

〔効果〕通常、サーチレポートは優先日から１８か月で発行されるが、申請をした場合は、審査部はサ

ーチレポートをできるだけ早く出せるように努力をする。（図５参照） 

 

サーチレポート   

出願 

PACE（早期調査） 
審査部はサーチレポートをできるだけ早く出す 

手数料 無料

通常は優先日から１８か月でサーチレポートが公開

 

【図５】PACE（早期調査）のイメージ図 
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Ｄ．韓国の制度について 

Ｄ-１.審査制度について 

韓国では、出願から５年以内に審査請求を行う必要がある。 

期限内に審査請求がない場合は、出願は取り下げられたものとみなされる。 

 

Ｄ-２.韓国の審査タイミングを選択する制度の主な変遷 

韓国は、第三者が実施している出願や、緊急処理が必要な出願（防衛産業分野、輸出促進に関連した出

願等）について優先的に審査を行う優先審査制度をとっていた。2008 年 10 月 1 日に、従来の優先審査

を利用しやすく申請の要件を緩和122すると共に、「優先審査（早い審査）」、「通常の審査」、「審査

猶予制度（遅い審査）」の３つの審査タイミングを選択できるオーダーメイド型 3トラック審査制度を

導入した。 

 

Ｄ-３.優先審査制度について 

〔概要〕優先審査制度は通常審査に比べて早期に一次審査結果を受けとることができる制度である。 

〔要件〕特許庁が指定した専門機関に優先審査用の先行技術調査を依頼し、その調査結果を特許庁長官

に通知するよう要請すれば、優先審査の対象となる。 

その他、第三者実施出願、緊急処理が必要であると認められる出願等が優先審査の対象となる。 

〔手続き〕先行技術文献との対比説明を含む、早期審査のための事情説明書の提出が必要である。なお、

専門機関に先行技術調査を依頼した場合は対比説明は必要ない。 

〔手数料〕200,000ウォン（約14000円、１ウォン≒0.07円換算）。 

〔効果〕申請から5か月以内に一次審査結果を出すようにする。（図６参照） 

 

Ｄ-４.審査猶予制度について 

〔概要〕審査猶予制度は、出願人が指定したタイミングにおいて審査を開始してもらえる制度である。 

〔要件〕要件は特にない。 

〔手続き〕審査請求から9か月以内に申請が必要である。また、出願人が指定できる審査開始のタイミ

ングは、申請から24か月以降であり、かつ出願から5年を超えない範囲である。 

〔手数料〕無料。 

〔効果〕出願人の指定した日から3か月以内に一次審査結果を出すようにする。（図６参照） 

 

 

 

 

                         
122 2008 年 10 月 1 日から、特許庁のが指定した専門機関に優先審査用の先行技術調査を依頼し、その調査結果を特許庁

長官に通知するよう要請すれば、優先審査の対象となるようになった。 
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出願 

優先審査 
５か月以内に一次審査結果を出す 

審査猶予制度 

指定された時点から３か月以内に一次審査結果を出す。 

指定日 

一次審査結果  

３か月

申請から２４か月以降、且つ出願から５年以内 

５か月

指定可能期間 

 
【図６】３トラック審査制度のイメージ図 

手数料 200,000 ウォン 

先行技術文献との対比説明

手数料 なし
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Ｅ．ＰＰＨ（特許審査ハイウエイ）について 

Ｅ-１.ＰＰＨについて 

PPH: Patent Prosecution Highway（特許審査ハイウエイ）は、第１庁（日本特許庁）で特許可能と判

断された発明を有する出願について、出願人の申請により、第 2庁（外国特許庁）において簡易な手続

で早期審査が受けられるようにする枠組みである。（図７参照）。現在、日本から 23 か国の国でＰＰＨ

を利用可能である（米、欧州、韓国でもＰＰＨは利用可能）。 

 

特許庁ＨＰより 

【図７】ＰＰＨの説明図 

 

PPH を利用すると以下のようなメリットが考えられる。 

・メリット 1 外国での早期審査の手続きが簡素化できる 

・メリット 2 審査期間の短縮できる 

・メリット 3 外国特許庁からの拒絶理由の回数が減少し、応答コストが軽減される 

・メリット 4 特許となる可能性が向上する 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 
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（資料Ⅰ-2） 集計結果 

配布数 1057
回収数 521
回収率 49.3%

１.基本情報
（１）業種　
Q1-1

件数 割合

1 農林水産業 1 0.2%

2 鉱業，採石業，砂利採取業 1 0.2%
3 建設業 29 5.6%
4 食料品製造業 17 3.3%
5 飲料・たばこ・飼料製造業 2 0.4%
6 繊維工業 10 1.9%
7 パルプ・紙・紙加工品製造業 4 0.8%
8 印刷・同関連業 4 0.8%
9 医薬品製造業 34 6.5%
10 総合化学・化学繊維製造業 26 5.0%
11 油脂・塗料製造業 4 0.8%
12 10～11以外の化学工業 35 6.7%
13 石油製品・石炭製品製造業 4 0.8%
14 プラスチック製品製造業 25 4.8%
15 ゴム製品製造業 6 1.2%
16 窯業・土石製品製造業 8 1.5%
17 鉄鋼業 4 0.8%
18 非鉄金属製造業 14 2.7%
19 金属製品製造業 10 1.9%
20 はん用機械器具製造業 1 0.2%
21 生産用機械器具製造業 22 4.2%
22 業務用機械器具製造業 9 1.7%
23 電子応用・電気計測器製造業 11 2.1%
24 23以外の電気機械器具製造業 43 8.3%
25 情報通信機械器具製造業 19 3.6%
26 電子部品・デバイス・電子 17 3.3%
27 自動車製造業 19 3.6%
28 27以外の輸送用機械製造業 13 2.5%
29 4～28以外の製造業 33 6.3%
30 電気・ガス・熱供給・水道業 6 1.2%
31 運輸業　郵便業 2 0.4%
32 通信業 6 1.2%
33 放送業 0 0.0%
34 情報サービス業 5 1.0%
35 インターネット附随サービス業 1 0.2%
36 映像・音声・文字情報制作業 0 0.0%
37 卸売業 4 0.8%
38 小売業 0 0.0%
39 金融･保険業 0 0.0%
40 不動産業，物品賃貸業 0 0.0%
41 宿泊業，飲食サービス業 0 0.0%
42 学習教育（大学の方） 35 6.7%
43 42以外の教育，学習支援業 0 0.0%
44 技術移転機関（TLO） 0 0.0%
45 公的研究機関（独立行政法人含む） 1 0.2%
46 44～45以外の学術・開発研究機関 4 0.8%
47 専門サービス業 2 0.4%
48 42～47以外のサービス業 1 0.2%
49 公務（他に分類されるものを除く） 0 0.0%
50 その他 1 0.2%

無回答 28 5.4%

521 100.0%

「適切なタイミングでの権利取得のための特許制度の在り方に関する調査研究」

貴社の事業として もあてはまるもの1つをお選びください。なお、複数の事業が
ある場合は、直近の決算で売上高が も大きいものをお選びください。なお、大
学の方は、42をお選びください。

回答者数  
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0.2%

0.2%

5.6%

3.3%

0.4%

1.9%

0.8%

0.8%

6.5%

5.0%

0.8%

6.7%

0.8%

4.8%

1.2%

1.5%

0.8%

2.7%

1.9%

0.2%

4.2%

1.7%

2.1%

8.3%

3.6%

3.3%

3.6%

2.5%

6.3%

1.2%

0.4%

1.2%

0.0%

1.0%

0.2%

0.0%

0.8%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

6.7%

0.0%

0.0%

0.2%

0.8%

0.4%

0.2%

0.0%

0.2%

5.4%

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

無回答
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（２）規模等
Q1-2

件数 割合

1 10人以下 14 2.7%

2 11人以上、50人以下 16 3.1%
3 51人以上、100人以下 5 1.0%
4 101人以上、300人以下 40 7.7%
5 301人以上、1000人以下 101 19.4%
6 1001人以上、5000人以下 181 34.7%
7 5001人以上 163 31.3%

無回答 1 0.2%

521 100.0%

Q1-3

件数 割合

1 5人以下 233 44.7%

2 6人以上、10人以下 113 21.7%
3 11人以上、30人以下 118 22.6%
4 31人以上、50人以下 22 4.2%
5 51人以上、100人以下 22 4.2%
6 101人以上 12 2.3%

無回答 1 0.2%

521 100.0%回答者数

貴社の従業員数を次の中からお選びください。親会社・持株会社の場合は連結の
従業員数についてお選びください。大学については知的財産関連業務に携わる従
業員数をお選びください。（なお、パートタイム等の非正規雇用者は従業員数に
含めないようにしてください）

回答者数

貴社（貴大学）の特許担当者（特許出願・権利化業務に携わる方）の人数を次の
中からお選びください。

2.7% 3.1%
1.0%

7.7%

19.4%

34.7%

31.3%

0.2%

1

2

3

4

5

6

7

無回答

44.7%

21.7%

22.6%

4.2%

4.2%
2.3%

0.2%

1

2

3

4

5

6

無回答
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Q1-4

件数 割合

1 5千万円以下 15 2.9%

2 5千万円超、1億円以下 21 4.0%
3 1億円超、3億円以下 17 3.3%
4 3億円超 428 82.1%
5 資本又は出資を有しない法人 0 0.0%
6 その他（大学） 36 6.9%

無回答 4 0.8%

521 100.0%

Q1-5

件数 割合

1 1000万円以下 16 3.1%

2 1000万円超、1億円以下 20 3.8%
3 1億円超、10億円以下 7 1.3%
4 10億円超、100億円以下 33 6.3%
5 100億円超、1000億円以下 181 34.7%
6 1000億円超、2000億円以下 66 12.7%
7 2000億円超、5000億円以下 92 17.7%
8 5000億円超 96 18.4%

無回答 10 1.9%

521 100.0%

貴社の資本金の額若しくは出資の総額を次の中からお選びください。大学の方は
6.その他をお選びください。

回答者数

貴社の売上高（平成23年度決算）を次の中からお選びください。親会社・持株会
社の場合は、連結売上高についてお選びください。大学についてはライセンス収
入をお選びください。

回答者数

2.9%

4.0%
3.3%

82.1%

0.0%

6.9% 0.8%

1

2

3

4

5

6

無回答

3.1% 3.8%

1.3%

6.3%

34.7%

12.7%

17.7%

18.4%

1.9% 1

2

3

4

5

6

7

8

無回答
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Q1-6 貴社（貴大学）における2011年度の日本特許出願件数を次の中からお選びください。

件数 割合

1 10件以下 65 12.4%

2 11件以上、50件以下 170 32.5%
3 51件以上、100件以下 79 15.1%
4 101件以上、500件以下 143 27.3%
5 501件以上、1000件以下 37 7.1%
6 1001件以上、3000件以下 14 2.7%
7 3001件以上、5000件以下 4 0.8%
8 5001件以上 8 1.5%

無回答 3 0.6%

523 100.0%

Q1-7

件数 割合

1 0％ 57 10.9%

2 0％超、10％以下 121 23.2%
3 10％超、30％以下 176 33.8%
4 30％超、50％以下 91 17.5%
5 50％超、70％以下 33 6.3%
6 70％超、100％未満 34 6.5%
7 100％ 3 0.6%

無回答 6 1.2%

521 100.0%

貴社（貴大学）における2010年度の日本特許出願のうち、海外へ特許出願（ＰＣ
Ｔ出願 を含む）した比率を次の中からお選びください。

回答者数

回答者数

12.4%

32.5%

15.1%

27.3%

7.1%

2.7%

0.8% 1.5%

0.6% 1

2

3

4

5

6

7

8

無回答

10.9%

23.2%

33.8%

17.5%

6.3%

6.5% 0.6%
1.2%

1

2

3

4

5

6

7

無回答
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２．現状調査
●日本の早期審査について
（日本の早期審査については、別冊資料のＡ－３を参照ください。）
Q2-1 早期審査を利用したことがありますか。

件数 割合

1 早期審査を利用したことがある 387 74.3%

2 早期審査は知っているが利用したことはない 132 25.3%
3 早期審査を知らなかった 0 0.0%

無回答 2 0.4%

521 100.0%回答者数

74.3%

25.3%

0.0% 0.4%

1

2

3

無回答
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Q2-2 Q2-1.で「１.」を選択した方は、その利用した理由はなんですか（複数回答可）。

件数 割合

1 他者へのけん制のため（他者の実施を発見した、他者が実施
してくる可能性がある等）

214 55.3%

2 ライセンス契約のため 82 21.2%
3 製品ＰＲのため 59 15.2%
4 他国出願の判断に利用するため（他国へ出願するか、他国の

クレームをどうするか等）
57 14.7%

5 他国の特許審査ハイウエイ（ＰＰＨ ）に利用するため 66 17.1%
6 実施するか否かの判断に利用するため 16 4.1%
7 (医薬等に関する発明であり)早期に特許権を取得し、特許存

続期間の延長期間をできるだけ長く確保したいため
24 6.2%

8 重要な技術に関する案件のため 236 61.0%
9 その他 29 7.5%

無回答 0 0.0%

387 100.0%回答者数

55.3%

21.2%

15.2%

14.7%

17.1%

4.1%

6.2%

61.0%

7.5%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

無回答

 

 

主な「その他」の記載 件数 

共同出願人の希望 8 

事業戦略上のため 7 

国際調査結果で良い（特許性あり）の判断がでたため 5 

特許性の判断のため 3 

研究の方向性の判断のため 2 
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Q2-3

一番目

件数 割合

1 通常審査の一次審査結果取得のタイミングに満足しているた
め

32 24.2%

2 手続きが煩雑なため 5 3.8%
3 コスト（代理人費用等）がかかるため 6 4.5%
4 自社で先行技術調査をし、対比説明をしなければならないた

め
5 3.8%

5 対象となる案件がなかったため 82 62.1%
6 その他 1 0.8%

無回答 1 0.8%

132 100.0%

二番目

件数 割合

1 通常審査の一次審査結果取得のタイミングに満足しているた
め

40 30.3%

2 手続きが煩雑なため 18 13.6%
3 コスト（代理人費用等）がかかるため 17 12.9%
4 自社で先行技術調査をし、対比説明をしなければならないた

め
16 12.1%

5 対象となる案件がなかったため 23 17.4%
6 その他 2 1.5%

無回答 16 12.1%

132 100.0%

Q2-1.で「２.」を選択した方は、その理由を優先順位の高い理由から順に３つ選
択して下さい。（「６.」を選択される場合は、自由回答の部分に、優先順位を付
けて回答して下さい）。

回答者数

回答者数

24.2%

3.8%

4.5%

3.8%
62.1%

0.8%
0.8%

1

2

3

4

5

6

無回答

30.3%

13.6%

12.9%

12.1%

17.4%

1.5%

12.1%
1

2

3

4

5

6

無回答
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「その他」の記載 

・他社の状況を見極めてクレーム等の補正を検討する必要があり、早期に審査を行う必要

性を感じない。   

 

三番目

件数 割合

1 通常審査の一次審査結果取得のタイミングに満足しているた
め

11 8.3%

2 手続きが煩雑なため 29 22.0%
3 コスト（代理人費用等）がかかるため 26 19.7%
4 自社で先行技術調査をし、対比説明をしなければならないた

め
20 15.2%

5 対象となる案件がなかったため 9 6.8%
6 その他 3 2.3%

無回答 34 25.8%

132 100.0%回答者数

8.3%

22.0%

19.7%
15.2%

6.8%

2.3%

25.8%
1

2

3

4

5

6

無回答

 

 

「その他」の記載  

・実施例が十分とはいえない状況下で出願しなければならないため（国内優先による 1年

内での出し直し覚悟での出願）。   

・ライセンス上､権利をせまく確定をできるだけ先のばしする。   

・登録を急ぎたいため｡   

・一番目:権利化を急ぐ必要のある出願が無かった為｡   

・ライセンスの関係。   

・「実施関連出願」又は「外国関連出願」の条件を満たすのか不明確なところがあるため。 

・中間処理の負荷を集中させないため。  
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Q2-4 Q2-1.で「２.」「３.」を選択した方は、今後早期審査を利用したいと思いますか。

件数 割合

1 対象となる案件があれば利用したい 111 84.1%

2 利用したいと思わない 13 9.8%
無回答 8 6.1%

132 100.0%回答者数

84.1%

9.8%

6.1%

1

2

無回答
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Q2-5 早期審査について改善点はありますか（複数選択可）。

件数 割合

1 早期審査の事情説明書の簡略化・省略化 166 31.9%

2 早期審査の適用対象の拡大（条件の緩和） 121 23.2%
3 早期審査の適用対象を減縮（条件の厳格化） 8 1.5%
4 公開前に登録されてしまう場合には情報提供の機会がないた

め、これを担保する制度を設ける（例えば、早期審査を請求
した場合は早期公開される等。）

208 39.9%

5 第三者が、早期審査を請求できるようにする 42 8.1%
6 現行制度のままで特に問題はない。 151 29.0%
7 その他 21 4.0%

無回答 14 2.7%

521 100.0%回答者数

31.9%

23.2%

1.5%

39.9%

8.1%

29.0%

4.0%

2.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

1

2

3

4

5

6

7

無回答

 

主な「その他」の記載 件数 

審査の質が低い 5 

手続きの省略化（事情説明書を不要にする等） 5 

情報提供する機会がないことの問題に対し異議申立制度で対

応する 

3 

早期審査を請求した場合には早期公開をする 2 

早期審査を請求した場合の早期公開には反対（又は疑問） 2 

早期審査の速さの問題 2 

早期審査に関するデータの公開 1 

弁護士報酬を安価にする 1 
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●日本のスーパー早期審査について
（日本のスーパー早期審査の詳細については、別冊資料のＡ－４を参照ください。）
Q2-6 スーパー早期審査を利用したことがありますか。

件数 割合

1 スーパー早期審査を利用したことがある 58 11.1%

2 スーパー早期審査は知っているが利用したことはない 410 78.7%
3 スーパー早期審査を知らなかった 51 9.8%

無回答 2 0.4%

521 100.0%回答者数

11.1%

78.7%

9.8% 0.4%

1

2

3

無回答
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Q2-7 Q2-6.で「１.」を選択した方は、その利用した理由はなんですか（複数回答可）。

件数 割合

1 他者へのけん制のため（他者の実施を発見した、他者が実施
してくる可能性がある等）

39 67.2%

2 ライセンス契約のため 13 22.4%
3 製品ＰＲのため 8 13.8%
4 他国出願の判断に利用するため（他国へ出願するか、他国の

クレームをどうするか）
8 13.8%

5 他国の特許審査ハイウエイ（ＰＰＨ）に利用するため 15 25.9%
6 実施するか否かの判断に利用するため 2 3.4%
7 (医薬等に関する発明であり)早期に特許権を取得し、特許存

続期間の延長期間をできるだけ長く確保したいため
3 5.2%

8 重要な技術に関する案件のため 31 53.4%
9 その他 4 6.9%

無回答 0 0.0%

58 100.0%回答者数

67.2%

22.4%

13.8%

13.8%

25.9%

3.4%

5.2%

53.4%

6.9%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

無回答

 

 

「その他」の記載 

・早期に権利化可能なため｡ 

・規格関連出願の早期権利化のため。 

・制度の有効性検証のためのテスト（試用）。 

・トライアルのため。 
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Q2-8

一番目

件数 割合

1 通常審査の一次審査結果取得のタイミングに満足しているた
め

46 11.2%

2 早期審査の一次審査結果取得のタイミングに満足しているた
め

103 25.1%

3 手続きが煩雑なため 10 2.4%
4 コスト（代理人費用等）がかかるため 6 1.5%
5 自社で先行技術調査をし、対比説明をしなければならないた

め
16 3.9%

6 対象となる案件がなかったため 206 50.2%
7 その他 8 2.0%

無回答 15 3.7%

410 100.0%

Q2-6.で「２.」を選択した方は、その理由を優先順位の高い理由から順に３つ選
択して下さい。（「７.」を選択される場合は、自由回答の部分に、優先順位を付
けて回答して下さい）。

回答者数

11.2%

25.1%

2.4%

1.5%
3.9%

50.2%

2.0%
3.7%

1

2

3

4

5

6

7

無回答

 

「その他」記載 

・「出願人の応答が 30 日以内」という部分が業務的に利用しにくい。   

・一番目（7.）一次審査結果に対する出願人の応答期間が 30 日以内と短いため。  

・応答期限が短い。   

・必要性がなかったから｡   

・一番目:権利化を特に急ぐ必要のある出願が無かった為｡   

・実施関連技術のであることを公にしたくない。   

・実施が条件となっており､自社の開発動向が早期に他社に判明してしまうため｡  

・応答期間が短いため。   

・大学自体では実施しないため。（優先順位：（7），（2）） 現在の要件では、大学は

スーパー早期審査を利用できないと考えられるため、 Q2-9 は無回答にしています（実施

関連出願要件）。   
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二番目

件数 割合

1 通常審査の一次審査結果取得のタイミングに満足しているた
め

55 13.4%

2 早期審査の一次審査結果取得のタイミングに満足しているた
め

96 23.4%

3 手続きが煩雑なため 38 9.3%
4 コスト（代理人費用等）がかかるため 27 6.6%
5 自社で先行技術調査をし、対比説明をしなければならないた

め
38 9.3%

6 対象となる案件がなかったため 60 14.6%
7 その他 7 1.7%

無回答 89 21.7%

410 100.0%回答者数

13.4%

23.4%

9.3%
6.6%

9.3%

14.6%

1.7%

21.7%

1

2

3

4

5

6

7

無回答

 

 

「その他」の記載 

・拒絶理由への応答期限が 30 日のため。   

・一次審査送達の日から応答期間が 1ヶ月と短いため。   

・実施技術発明であることを自白したくない為。   

・審査結果後の対応期限が早期審査より短く､十分な対応が出来ない可能性があるため。 

・応答期間が短いため。   

・他社に重要技術であることを知らせることになるため。   

・応答期間が短く、発明者の対応が難しい場合があるため。  



-163- 

 

三番目

件数 割合

1 通常審査の一次審査結果取得のタイミングに満足しているた
め

43 10.5%

2 早期審査の一次審査結果取得のタイミングに満足しているた
め

23 5.6%

3 手続きが煩雑なため 54 13.2%
4 コスト（代理人費用等）がかかるため 48 11.7%
5 自社で先行技術調査をし、対比説明をしなければならないた

め
49 12.0%

6 対象となる案件がなかったため 51 12.4%
7 その他 6 1.5%

無回答 136 33.2%

410 100.0%回答者数

10.5%

5.6%

13.2%

11.7%

12.0%
12.4%

1.5%

33.2%

1

2

3

4

5

6

7

無回答

 

「その他」の記載 

・他社の状況を見極めてクレーム等の補正を検討する必要があり、早期に審査を行う必要

性を感じない。   

・拒絶理由対応の仕事を先延ばしにするため。   

・実施例が十分とはいえない状況下で出願しなければならないため（国内優先による 1年

内での出し直し覚悟での出願）。   

・スーパー審査と通常早期との違いがわかりにくい。   

・早期審査制度を利用する主目的を､互いに関連する複数の出願について早期かつ同時に審

査を受ける､ことに置いている｡スーパー早期審査の利用には外国関連出願であることが求

められるが､出願の相当数が対応外国出願を持たないため､複数の出願について手続が異な

ることによる業務の煩雑化を防ぐため､スーパー早期審査の利用は控えている｡  

・「実施関連出願」と「外国関連出願」の両方を満足させるというハードルのレベルが不

明確で、自社の案件がその基準をクリアしているのかわからないところがある。 
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Q2-9

件数 割合

1 対象となる案件があれば利用したい 333 72.2%

2 利用したいと思わない 96 20.8%
無回答 32 6.9%

461 100.0%回答者数

Q2-6.で「２.」「３.」を選択した方は、今後、スーパー早期審査を利用したいと
思いますか。

72.2%

20.8%

6.9%

1

2

無回答
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Q2-10 スーパー早期審査について改善点はありますか（複数選択可）。

件数 割合

1 スーパー早期審査の事情説明書の簡略化・省略化 134 25.7%

2 スーパー早期審査の適用対象の拡大（条件の緩和） 99 19.0%
3 スーパー早期審査の適用対象を減縮（条件の厳格化） 7 1.3%
4 公開前に登録されてしまう場合には情報提供の機会がないた

め、これを担保する制度を設ける（例えば、早期審査を請求
した場合は早期公開される等。）

183 35.1%

5 第三者が、早期審査を請求できるようにする 18 3.5%
6 現行制度のままで特に問題はない。 172 33.0%
7 その他 26 5.0%

無回答 30 5.8%

521 100.0%回答者数

25.7%

19.0%

1.3%

35.1%

3.5%

33.0%

5.0%

5.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

1

2

3

4

5

6

7

無回答

 

 

主な「その他」の記載 件数 

手続きの省略化（事情説明書不要） 4 

応答期限の長期化 3 

審査の質に疑問がある 3 

（情報提供の機会を与えるため）付与後異議制度の導入 3 

必要性に疑問 2 
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Q2-11 日本の早期審査、スーパー早期審査についてのご意見、その他、一次審査の取得
タイミング、 終審査結果取得タイミングについて、ご意見があれば教えてくだ
（早期審査、スーパー早期審査を利用する上での問題点。事業で非常に役立った
点。一次審査結果取得のタイミング、 終審査結果取得のタイミングなどの適切
性、改善してほしい点等）  

主な「コメント」の内容 件数 

情報提供の機会がなく登録されることが問題。 12 

審査の質が不十分になるおそれがある 12 

適用条件の緩和（適用分野の拡大） 7 

事情説明書の問題点（どこまで調査すべきか。出願人ごとに

レベルが異なる等） 

4 

早期審査が多くなりすぎるのが問題。 

（通常の案件の審査が遅れないか） 

4 

PCT の調査報告の審査結果と早期審査の審査結果の齟齬が問

題 

4 

データや資料を閲覧したい 3 

複数の制度があり解りづらい 2 

要件の厳格化（費用を取る等） 2 

早期審査・スーパー早期審査のどちらか一方でよい 2 

遅延審査の制度があるとよい 1 

良い・特に問題なし 25 
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●審査請求のタイミングについて
Q2-12

件数 割合

1 変えている 334 64.1%

2 変えていない 185 35.5%
無回答 2 0.4%

521 100.0%

知的財産戦略上、案件によって審査請求のタイミング（早く審査請求を行う、遅
く審査請求を行う）を変えていますか。
 （出願した月から3か月後に一律に審査請求をする等、案件の区別なく審査請求
をするタイミングが決まっている場合は「2.変えていない」をお選びくださ

回答者数

64.1%

35.5%

0.4%

1

2

無回答
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Q2-13 Q2-12.で、「１.」を選択した方はその理由を下記からお選びください(複数選択可)。

件数 割合

1 自社での実施態様、実施の可能性を考慮して審査請求を行っ
ている

266 79.6%

2 他者の動向を基に審査請求を行っている 120 35.9%
3 先行技術調査等を行った結果、特許となる可能性が高い案件

は早く審査請求を行い、そうでない案件は遅く審査請求を
行っている

38 11.4%

4 （大学等の研究機関のため）出願に関係する発明を実施する
企業がすでに決まっている案件は早く審査請求を行い、そう
でない案件は遅く審査請求を行っている

22 6.6%

5 他国に出願する案件は早く審査請求を行い、そうでない案件
は遅く審査請求を行っている

44 13.2%

6 標準技術に関係する案件は遅く審査請求を行い、標準技術に
関係ない案件は早く審査請求を行っている

6 1.8%

7 その他 27 8.1%
無回答 0 0.0%

334 100.0%回答者数

79.6%

35.9%

11.4%

6.6%

13.2%

1.8%

8.1%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

1

2

3

4

5

6

7

無回答

 

 

主な「その他」の記載 件数 

事業化の様々な条件に応じて決定 18 

共同出願人の要望 7 
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Q2-14

一番目

件数 割合

1 出願とほぼ同時（出願日から１か月未満で審査請求） 8 1.5%

2 出願から1か月～12か月未満 9 1.7%
3 出願から12か月～24か月未満 53 10.2%
4 出願から24か月～36か月 444 85.2%

無回答 7 1.3%

521 100.0%

二番目

件数 割合

1 出願とほぼ同時（出願日から１か月未満で審査請求） 79 15.2%

2 出願から1か月～12か月未満 84 16.1%
3 出願から12か月～24か月未満 204 39.2%
4 出願から24か月～36か月 45 8.6%

無回答 109 20.9%

521 100.0%回答者数

回答者数

2008年度に日本出願された案件の審査請求時期について、一番割合が多いもの
と、二番目に割合が多いものをそれぞれ一つずつお選びください。

1.5%
1.7%

10.2%

85.2%

1.3%

1

2

3

4

無回答

15.2%

16.1%

39.2%

8.6%

20.9%

1

2

3

4

無回答

 



-170- 

 

Q2-15

件数 割合

1 自社の製品の実施態様、実施の可能性を考慮する時間を確保
するため

374 79.9%

2 他者の動向を見る時間を確保するため 199 42.5%
3 先行技術調査等の検討を行った上で審査請求をしたいため 61 13.0%
4 早期に審査請求をすると、早期に権利化され登録維持年金が

多く必要となるため
30 6.4%

5 審査請求期限が近付いてきたものについて、審査請求をする
か否か検討する運用のため

280 59.8%

6 共同で出願しており、審査請求は共同出願人に一任している
ため

22 4.7%

7 出願に関係する発明を実施する企業を探す時間が必要なため 26 5.6%
8 他国出願の権利化状態を日本の審査に反映したいため 13 2.8%
9 標準技術に関係する案件であり、標準技術がどのように定ま

るかを見てから審査請求を行いたいため
17 3.6%

10 その他 17 3.6%
無回答 8 1.7%

468 100.0%

Q2-14.で一番目又は二番目に多い時期として「４.」を選択した方はその理由を下
記からお選びください(複数選択可)。

回答者数

79.9%

42.5%

13.0%

6.4%

59.8%

4.7%

5.6%

2.8%

3.6%

3.6%

1.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

無回答

 

主な「その他」の記載 件数 

権利化の要否の時間を確保するため 5 

運用フローのため 2 

金銭的理由 2 

外国の審査に影響をださないため 2 

他者牽制のため 2 
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Q2-16

件数 割合

1 出願とほぼ同時に審査請求を行っている（ＰＣＴ出願の場合
は、国内移行とほぼ同時に審査請求をする）

194 37.2%

2 その国の審査請求期間が満了する時期に審査請求を行ってい
る

247 47.4%

3 対応する日本出願と同じ時期に審査請求を行っている 15 2.9%
4 その他 21 4.0%

無回答 44 8.4%

521 100.0%

審査請求制度がある外国（例えば、韓国、ドイツ、欧州特許庁）へ出願した場合
において、外国での審査請求のタイミングとして、一番割合が多いと思われるも
のを一つお選びください。

回答者数

37.2%

47.4%

2.9%
4.0%

8.4%

1

2

3

4

無回答

 

 

主な「その他」の記載 件数 

案件に応じて決定 7 

出願国に応じて決定 6 

調査報告書の内容に応じて決定 3 

日本の審査状況に応じて 1 

出願公開時 1 

共同出願人の意向による 1 

期限設定を行っていない 1 

出願を行ったことがない 1 
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Q2-17 Q2-16.で「１.」を選択した方はその理由を下記からお選びください(複数選択可)。

件数 割合

1 自社の製品の実施態様、実施の可能性が定まっている案件を
外国に出願しているため

123 63.4%

2 他者の動向を見て、必要と思われる案件を外国に出願してい
るため

55 28.4%

3 特許となる可能性が高いものを外国に出願しているため 63 32.5%
4 外国出願と同時に審査請求をする運用のため 89 45.9%
5 共同で出願しており、審査請求は共同出願人に一任している

ため
5 2.6%

6 出願に関係する発明を実施する企業が決まっている案件を外
国に出願しているため

3 1.5%

7 外国出願の審査状況を日本の審査に反映したいため 6 3.1%
8 標準技術に関係する案件であり、標準技術がどのように定ま

るかを見てから審査請求を行いたいため
2 1.0%

9 その他 19 9.8%
無回答 0 0.0%

194 100.0%回答者数

63.4%

28.4%

32.5%

45.9%

2.6%

1.5%

3.1%

1.0%

9.8%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

無回答
 

 

主な「その他」の記載 件数 

権利化するものを外国出願している 10 

期限渡過防止 5 

早期権利化のため 3 
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Q2-18 Q2-16.で「２.」を選択した方はその理由を下記からお選びください(複数選択可)。

件数 割合

1 自社の製品の実施態様、実施の可能性を考慮する時間を確保
するため

171 69.2%

2 他者の動向を見る時間を確保するため 72 29.1%
3 先行技術調査等の検討を行った上で審査請求をしたいため 20 8.1%
4 早期に審査請求をすると、早期に権利化され登録維持年金が

多く必要となるため
19 7.7%

5 審査請求期限が近付いてきたものについて、審査請求をする
か否か検討する運用のため

119 48.2%

6 共同で出願しており、審査請求は共同出願人に一任している
ため

12 4.9%

7 出願に関係する発明を実施する企業を探す時間が必要なため 19 7.7%
8 日本出願の審査を他国の審査に反映したいため 24 9.7%
9 標準技術に関係する案件であり、標準技術がどのように定ま

るかを見てから審査請求を行いたいため
3 1.2%

10 その他 6 2.4%
無回答 7 2.8%

247 100.0%回答者数

69.2%

29.1%

8.1%

7.7%

48.2%

4.9%

7.7%

9.7%

1.2%

2.4%

2.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

無回答

 

主な「その他」の記載 件数 

発明の重要性を判断する時間を確保するため 2 

他国の審査状況を反映するため 2 
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●アメリカのトラックⅠの優先審査制度（2011年導入）について
（アメリカのトラックⅠの優先審査制度については別冊Ｂ－４をご参照ください。）
 Q2-19 アメリカ出願において、トラックⅠの優先審査制度を利用したことがありますか。

件数 割合

1 利用したことがある 11 2.1%

2 制度は知っていたが、利用したことはない 303 58.2%
3 制度を知らなかった 169 32.4%

無回答 38 7.3%

521 100.0%回答者数

2.1%

58.2%

32.4%

7.3%

1

2

3

無回答
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Q2-20

件数 割合

1 他者へのけん制のため（他者の実施を発見した、他者が実施
してくる可能性がある等）

227 47.0%

2 ライセンス契約のため 114 23.6%
3 製品ＰＲのため 40 8.3%
4 他国出願の判断に利用するため（他国のクレームをどうする

か等）
38 7.9%

5 特許権の取得が自社で実施するかどうかを決定する要因の一
つになるため

19 3.9%

6 (医薬等に関する発明であり)早期に特許権を取得し、特許存
続期間の延長期間をできるだけ長く確保したいため

18 3.7%

7 重要な技術に関する案件のため 200 41.4%
8 その他 15 3.1%

無回答 89 18.4%

483 100.0%

Q2-19で「１.」を選択した方は、どのような理由でトラックⅠの優先審査制度を
利用しましたか。また、Q2-19で「２.」又は「３.」を選択した方は、もし利用す
る場合は、どのような理由でトラックⅠの優先審査制度を利用すると思います
か。（複数回答可）

回答者数

47.0%

23.6%

8.3%

7.9%

3.9%

3.7%

41.4%

3.1%

18.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

1

2

3

4

5

6

7

8

無回答

 

主な「その他」の記載 件数 

基本的に利用しない 8 

必要があれば利用したい 4 

IDS 提出義務の期間を早めるため。 1 

当地での事業化が確実なため 1 
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●アメリカの改訂早期審査制度（2006年導入）について
（アメリカの改訂早期審査制度については別冊Ｂ－３をご参照ください。）
 Q2-21 アメリカ出願において、改訂早期審査制度を利用したことがありますか。

件数 割合

1 利用したことがある 18 3.5%

2 制度は知っていたが、利用したことはない 319 61.2%
3 制度を知らなかった 146 28.0%

無回答 38 7.3%

521 100.0%回答者数

3.5%

61.2%

28.0%

7.3%

1

2

3

無回答
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Q2-22

件数 割合

1 他者へのけん制のため（他者の実施を発見した、他者が実施
してくる可能性がある等）

257 53.2%

2 ライセンス契約のため 126 26.1%
3 製品ＰＲのため 44 9.1%
4 他国出願の判断に利用するため（他国のクレームをどうする

か等）
36 7.5%

5 特許権の取得が自社で実施するかどうかを決定する要因の一
つになるため

21 4.3%

6 (医薬等に関する発明であり)早期に特許権を取得し、特許存
続期間の延長期間をできるだけ長く確保したいため

19 3.9%

7 重要な技術に関する案件のため 225 46.6%
8 その他 14 2.9%

無回答 50 10.4%

483 100.0%回答者数

Q2-21で「１.」を選択した方は、どのような理由で改訂早期審査制度を利用しま
したか。また、Q2-21で「２.」又は「３.」を選択した方は、もし利用する場合
は、どのような理由で改訂早期審査制度を利用すると思いますか。（複数回答

53.2%

26.1%

9.1%

7.5%

4.3%

3.9%

46.6%

2.9%

10.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

1

2

3

4

5

6

7

8

無回答

 

主な「その他」の記載 件数 

基本的に利用しない 5 

必要があれば利用したい 4 

未検討 3 

当地での事業化が確実なため 1 

技術標準の策定のタイミングに合せた特許成立を図るため 1 
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Q2-23 Q2-19の「１.」、Q2-21の「１.」いずれかを選択した方にお聞きします。改訂早
期審査制度とトラックⅠの優先審査制度を利用するにあたり、制度の使い分けは
どのようにして決めましたか。また、その理由はなんですか。
例１：〇〇の案件は、改訂早期審査制度を利用している。一方、△△の案件は、
トラックⅠの優先審査制度を利用している。理由は、××という理由である。
例２：すべて、改訂早期審査制度を利用している。理由は、□□という理由であ
る。  

主な「コメント」の内容 件数 

特に使い分けていない 6 

費用対効果を考えて 4 

改訂早期審査のみを利用 2 

 

Q2-24 米国の改訂早期審査又は、トラックIの優先審査制度や、米国における一次審査結
果取得のタイミング、 終審査結果取得のタイミングについて、ご意見（問題点
や改善してほしい点等）があれば教えてください。
（例えば、改訂早期審査制度又はトラックIの優先審査制度を利用する上での問題
点、優先審査により事業で非常に役立った点。米国における一次審査結果取得の
タイミング、 終審査結果取得のタイミング等の適切性、改善してほしい点等）  

主な「コメント」の内容 件数 

トラックⅠについて手数料が高すぎる 24 

制度を利用してみたいと思う 5 

改訂早期審査について審査手続き面での条件緩和（OA123応答

期限、クレームの補正制限等） 

3 

改訂早期審査の申請条件緩和 2 

手続きが煩雑である 2 

 

                         
123 Offiece Action のこと。OA 応答期限は、拒絶理由に対する応答の期限を指す。 
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（欧州特許の早期調査（PACE）については、別冊Ｃ－３をご参照ください。）
Q2-25 欧州特許において、早期調査（PACE）を利用したことがありますか。

件数 割合

1 利用したことがある 51 9.8%

2 制度は知っていたが、利用したことはない 272 52.2%
3 制度を知らなかった 158 30.3%

無回答 40 7.7%

521 100.0%

●欧州特許の早期調査（PACE：Program for Accelerated Prosecution of European
Patent Application）について

回答者数

9.8%

52.2%

30.3%

7.7%

1

2

3

無回答
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Q2-26

件数 割合

1 他者へのけん制のため（他者の実施を発見した、他者が実施
してくる可能性がある等）

246 51.1%

2 ライセンス契約のため 120 24.9%
3 製品ＰＲのため 42 8.7%
4 他国出願の判断に利用するため（他国のクレームをどうする

か等）
49 10.2%

5 実施するか否かの判断に利用するため 23 4.8%
6 (医薬等に関する発明であり)早期に特許権を取得し、特許存

続期間の延長期間をできるだけ長く確保したいため
15 3.1%

7 重要な技術に関する案件のため 232 48.2%
8 その他 25 5.2%

無回答 36 7.5%

481 100.0%

Q2-25で「１.」を選択した方は.どのような理由で早期調査（PACE）を利用しまし
たか。また、Q2-25で「２.」又は「３.」を選択した方は、もし利用する場合は、
どのような理由で早期調査（PACE）を利用すると思いますか（複数回答可）。

回答者数

51.1%

24.9%

8.7%

10.2%

4.8%

3.1%

48.2%

5.2%

7.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

1

2

3

4

5

6

7

8

無回答

 

 

主な「その他」の記載 件数 

EPO の通常の審査が遅いため 8 

利用しない 5 

早期権利化のため 3 

共同出願人が希望する場合 2 

その他 4 

検討していない 3 
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Q2-27 欧州特許庁の早期調査（PACE）や、一次審査結果取得のタイミング、 終審査結
果取得のタイミング等について、ご意見（問題点や改善してほしい点等）があれ
（例えば、早期調査（PACE）を利用する上での問題点、あるいは事業で非常に役
立った点。欧州におけるサーチレポート発行のタイミング、一次審査結果取得の
タイミング、 終審査結果取得のタイミング等の適切性、改善してほしい点等）  

主な「コメント」の内容 件数 

審査が遅い（通常の審査、及び PACE を申請した場合双方とも） 25 

出願更新料（維持年金）の費用負担があること 4 

PACE は無料な点がよい。 2 

PACE は OA の延長が認められないことが問題 2 

 

●韓国の3トラック審査制度について
（韓国の優先審査制度及び審査猶予制度については、Ｄ－３及びＤ－４を参照ください。）
Q2-28 韓国出願において、優先審査制度を利用したことがありますか。

件数 割合

1 利用したことがある 16 3.1%

2 制度は知っていたが、利用したことはない 252 48.4%
3 制度を知らなかった 210 40.3%

無回答 43 8.3%

521 100.0%回答者数

3.1%

48.4%
40.3%

8.3%

1

2

3

無回答
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Q2-29

件数 割合

1 他者へのけん制のため（他者の実施を発見した、他者が実施
してくる可能性がある等）

264 55.2%

2 ライセンス契約のため 125 26.2%
3 製品ＰＲのため 39 8.2%
4 他国出願の判断に利用するため（他国のクレームをどうする

か等）
27 5.6%

5 実施するか否かの判断に利用するため 18 3.8%
6 (医薬等に関する発明であり)早期に特許権を取得し、特許存

続期間の延長期間をできるだけ長く確保したいため
18 3.8%

7 重要な技術に関する案件のため 233 48.7%
8 その他 15 3.1%

無回答 39 8.2%

478 100.0%

Q2-28で「１.」を選択した方は、どのような理由で優先審査制度を利用しました
か。また、Q2-28で「２.」又は「３.」を選択した方は、もし利用する場合は、ど
のような理由で優先審査制度を利用すると思いますか。（複数回答可）

回答者数

55.2%

26.2%

8.2%

5.6%

3.8%

3.8%

48.7%

3.1%

8.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

1

2

3

4

5

6

7

8

無回答

 

 

主な「その他」の記載 件数 

必要に応じて利用したい 4 

利用しない（PPH 等を利用するため） 2 

共同出願人の希望に応じて 2 

利用しない 2 

韓国出願の実績がほとんどない 3 

未検討 1 
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Q2-30 韓国出願において、審査猶予制度を利用したことがありますか。

件数 割合

1 利用したことがある 0 0.0%

2 制度は知っていたが、利用したことはない 197 37.8%
3 制度を知らない 269 51.6%

無回答 55 10.6%

521 100.0%回答者数

0.0%

37.8%

51.6%

10.6%

1

2

3

無回答
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Q2-31

件数 割合

1 自社の製品の実施態様、実施の可能性を考慮する時間を確保
するため

279 59.9%

2 他者の動向を見る時間を確保するため 196 42.1%
3 先行技術調査等の検討を行った上で審査を開始してもらいた

いため
26 5.6%

4 早期に審査請求をすると、早期に権利化され登録維持年金が
多く必要となるため

24 5.2%

5 共同で出願しており、審査請求は共同出願人に一任している
ため

11 2.4%

6 出願に関係する発明を実施する企業を探す時間が必要なため 23 4.9%
7 日本出願の審査を他国の審査に反映したいため 67 14.4%
8 標準技術に関係する案件であり、標準技術がどのように定ま

るかを見てから審査を開始してもらいたいため
23 4.9%

9 その他 22 4.7%
無回答 40 8.6%

466 100.0%

Q2-30で「１.」を選択した方は、どのような理由で審査猶予制度を利用しました
か。また、Q2-30で「２.」又は「３.」を選択した方は、もし利用する場合は、ど
のような理由で審査猶予制度を利用すると思いますか。（複数回答可）

回答者数

59.9%

42.1%

5.6%

5.2%

2.4%

4.9%

14.4%

4.9%

4.7%

8.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

無回答

 

主な「その他」の記載 件数 

利用しない 11 

必要に応じて利用したい 5 
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Q2-32 韓国の審査制度について、ご意見があれば教えてください。
（優先審査制度、審査猶予制度を利用する上での問題点、あるいは事業で非常に
役立った点。韓国における一次審査結果取得のタイミング、 終審査結果取得の
タイミング等の適切性、改善してほしい点等）  

主な「コメント」の内容 件数 

審査が早くてよい 7 

審査制度の選択肢があることが良い 4 

審査の質が悪い 3 

審査猶予制度の趣旨が不明 2 
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３. ニーズ調査
●制度のニーズについて
Q3-1

件数 割合

1 一次審査結果取得のタイミングをさらに早くするニーズがあ
る。

92 17.7%

2 一次審査結果取得の現在のタイミングに満足している。 243 46.6%
3 一次審査結果取得のタイミングを遅くするニーズがある。 72 13.8%
4 終審査結果取得のタイミングをさらに早くするニーズがあ

る。
135 25.9%

5 終審査結果取得の現在のタイミングに満足している。 186 35.7%
6 終審査結果取得のタイミングを遅くするニーズがある。 62 11.9%
7 早期審査、スーパー早期審査は不要。 14 2.7%

無回答 17 3.3%

521 100.0%

現在、日本では早期審査、スーパー早期審査等の審査により、一次審査結果取得
を早くすることができる制度があります（スーパー早期審査を利用すれば 終審
査結果取得も早くすることができます）。現行の制度以外にどのようなニーズが
ありますか（複数回答可）。

回答者数

17.7%

46.6%

13.8%

25.9%

35.7%

11.9%

2.7%

3.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

1

2

3

4

5

6

7

無回答
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Q3-2

件数 割合

1 一次審査結果取得のタイミングを重視する。 108 20.7%

2 終審査結果取得のタイミングを重視する。 199 38.2%
3 一次審査結果取得のタイミング、 終審査結果のタイミング

をともに重視する。
200 38.4%

無回答 14 2.7%

521 100.0%

一次審査結果取得のタイミングと 終審査結果取得のタイミングのどちらを重視
しますか。

回答者数

20.7%

38.2%

38.4%

2.7%

1

2

3

無回答
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Q3-3 Q3-1で、「１.」,「３.」,「４.」,「６.」のいずれかを選択した方にお聞きしま
す。そのニーズを満たすためには、どのような制度が必要だと思いますか。ご意
見がある場合は記載してください。  

主な「コメント」の内容 件数 

審査請求期間を長くする 25 

審査開始のタイミングを指定できる制度（韓国の審査猶予制

度） 

24 

審査官の増員（審査の質向上） 6 

審査の開始タイミングを遅延させる制度 5 

審査請求期間を申請で延長できる制度（シンガポールのスロ

ートラック制度） 

5 

申請により所定の期間審査待ちの列から除外する制度（米国

のトラックⅢのような制度） 

4 

新制度は不要 4 

面接等の出願人と審査官の密な連携 4 

拒絶理由に対する応答後の早期審査 3 

終審査結果を早くする 3 

早期審査について手数料の追加 3 

公開公報の早期発行 2 

早期審査の手続き緩和 2 
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●審査請求から一次審査結果取得までの期間のニーズについて
Q3-4

件数 割合

1 11か月未満 312 59.9%

2 11か月～24か月未満 96 18.4%
3 24か月～ 4 0.8%
4 特に理想の期間はない 106 20.3%

無回答 3 0.6%

521 100.0%

審査請求から一次審査結果取得までの期間は、2011年で22.2か月であり、2013年
には11か月となる予定です。審査請求から一次審査結果取得までの理想的な期間
についてお選びください。

回答者数

59.9%18.4%

0.8%

20.3%

0.6%

1

2

3

4

無回答
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Q3-5 Q3-4で、「１.」を選択された方は、その理由を教えてください。（複数選択可）

件数 割合

1 他者の出願の帰趨が早くわかり、監視負担が減るため 151 48.4%

2 審査請求をしたからには、早期に権利化を行い登録としたい
ため

254 81.4%

3 その他 19 6.1%
無回答 0 0.0%

312 100.0%回答者数

48.4%

81.4%

6.1%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

1

2

3

無回答

 

主な「その他」の記載 件数 

早期の権利化を望むため 6 

発明を知る担当者がいる間に対応できるようにしたい 4 

権利の存続期間を長くするため 2 

ライセンス交渉に役立てるため 2 

対応外国出願の参考にするため 2 

 

Q3-6 Q3-4で、「２.」又は「３.」を選択された方は、その理由を教えてください。  

主な「コメント」の内容 件数 

早期に権利化を行いたいため 18 

そのくらいが適当であると思われるため 17 

早く審査を行いたいものは早期審査を行えばよいので通常審

査はこの程度でよい。 

13 

事業との関係のため 12 

早く審査をすると審査の質が落ちるおそれがある 9 

情報提供の機会を設ける必要があるため 9 

現状で満足している 7 

発明の実施状態との関係 7 

外国との審査の関係上 6 

他社へのけん制のため 4 

技術移転先を探すため 3 

ライセンス交渉の関係 3 
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Q3-7

件数 割合

1 出願時に申請をする 30 5.8%

2 審査請求時に申請をする 381 73.1%
3 審査請求後から一次審査結果を取得するまでの間に申請をす

る
67 12.9%

4 その他 42 8.1%
無回答 6 1.2%

521 100.0%

このような制度を設けた場合に、一次審査結果取得のタイミングの選択を行う申
請の期間として、どの時点が適切だと考えますか。また、その理由はなんです
（申請の時点が早いほど、申請する決断を早くしなければならなくなります。一
方、申請の時点が遅いほど、申請の決断を遅くすることができるというメリット
がありますが、逆に他者が申請をするか否かの監視をする負担が大きくなるとい
うデメリットがあります。）

回答者数

審査請求から一次審査結果取得までの期間は、2011年で22.2か月であり、2013年
には11か月となる予定です。現行の制度では、早く一次審査結果を得るための制
度として、早期審査やスーパー早期審査等の制度がありますが、通常よりも遅い
タイミングで一次審査結果を受けることができるような制度はありません。
仮に、申請をすれば、一次審査結果取得のタイミングを選択することができる制
度を創設するとします。（例えば、申請により早い、普通、遅いタイミングなど
を選択して一次審査結果を受け取ることができる制度です）

5.8%

73.1%

12.9%

8.1%

1.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

1

2

3

4

無回答

 

主な「その他」の記載 件数 

制度に反対。必要性が感じられない等。 13 

制度に反対。監視負担増。 11 

制度に反対。 

審査請求が 3年になった趣旨に反する。 

2 

制度に反対。 

審査請求期限を長くすることで対応可能。 

2 

制度に反対。その他の理由 10 

賛成 1 

 

主な「1」を選んだ理由 件数 

第三者の監視負担の観点から 9 
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遅く審査したいという特別案件であれば出願時に決められる

はず 

4 

 

主な「2」を選んだ理由 件数 

権利化の方針（事業動向・実施の態様）を判断できるため 63 

管理運営の観点から 44 

出願時では判断できないため 42 

第三者監視負担の観点から 31 

審査請求時が適当であるため（明確な理由なし） 26 

 

主な「3」を選んだ理由 件数 

選択幅は広い方がよい 15 

状況を見ながら判断できる 4 

審査請求後に申請をしたくなる可能性があるため 3 

早期審査の申請タイミングと同じでよい 2 

制度に反対である 1 
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Q3-8

件数 割合

1 早い審査、通常の審査、遅い審査の3段階で選べるようにす
る。例えば、早い審査については、申請後1～3か月以内に一
次審査結果を出す。遅い審査については、予め決められた期
間だけ審査を繰延するような制度。

337 64.7%

2 出願人が一次審査結果を取得する月を指定できる制度。例え
ば、20××年×月に一次審査結果を出して欲しいと指定する
ような制度。

108 20.7%

3 その他 65 12.5%
無回答 13 2.5%

521 100.0%

仮に、一次審査結果取得のタイミングを選択することができる制度を設けた場合
に、どの程度までタイミングを選択できるようにしたいですか。また、その理由

回答者数

64.7%

20.7%

12.5%

2.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

1

2

3

無回答

 

主な「その他」の記載 件数 

審査着手を猶予する制度に反対。 43 

3 段階がよい。 3 

3 段階でも審査開始希望月指定でもよい 3 

審査を早くして欲しい 3 

審査開始希望月の指定がよい 2 

審査請求期間を 7年を選択できるようにする 1 

現行でよい 1 

 

主な「1」を選んだ理由 件数 

月指定まで必要なし（3段階で十分） 55 

管理運用面を考慮 25 

第三者の監視負担を考慮 20 

制度の単純化のため 13 

審査負荷を考慮 9 

実現可能性を考慮 6 

審査着手を猶予する制度に反対 3 

 

主な「2」を選んだ理由 件数 
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計画を立てやすい 23 

業務負荷の分散・平準化ができるため 11 

案件ごとに選択をしたいため 10 

権利化のタイミングを予測できるため 8 

管理運用面を考慮 7 

自由度が高い方がよい 2 

審査着手を猶予する制度に反対 2 
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Q3-9

件数 割合

1 出願から3年超～出願から5年以下の期間 271 52.0%

2 出願から5年超～出願から7年以下の期間 123 23.6%
3 出願から7年超 29 5.6%
4 その他 78 15.0%

無回答 22 4.2%

521 100.0%

仮に、一次審査結果取得のタイミングを選択することができる制度を設けた場合
に、審査請求期間（出願から3年）を超えて選択することできる制度を設けた場合
に、どの程度先まで一次審査結果取得のタイミングを選択できるような制度がよ
いと思いますか。また、その理由はなんですか。

回答者数

52.0%

23.6%

5.6%

15.0%

4.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

1

2

3

4

無回答

 

主な「その他」の記載 件数 

現状で問題ない、又は審査着手を猶予する制度は必要ない。 48 

 

主な「1」を選んだ理由 件数 

第三者監視負担の観点から 78 

5 年程度が妥当である 23 

長く伸ばす必然性がない。長すぎると良くない。 10 

早く結果を知りたい 7 

これ以上長いと技術が陳腐化する 7 

反対（不必要） 5 

審査請求期間を７年から 3年にした意味を没却する 5 

権利期間が短くなってしまうため 4 

 

主な「2」を選んだ理由 件数 

第三者監視負担の観点から 22 

7 年程度が妥当 14 

かつて審査請求期間が７年だったことを考慮して 14 

技術が陳腐化するため 6 
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権利期間が短くなってしまうため 5 

 

主な「3」を選んだ理由 件数 

事業化に時間がかかるため 8 

選択の幅は広い方が良い 6 
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Q3-10

件数 割合

1 第三者が、出願人が選択した一次審査結果取得のタイミング
の申請を解除し、通常の一次審査結果取得のタイミングで審
査を行わせることができる制度

94 18.0%

2 出願人が一次審査結果取得のタイミングを選択していること
を第三者に分かるように明示する制度

332 63.7%

3 申請の要件を厳しくする 60 11.5%
4 一次審査結果取得のタイミングの選択を申請した場合、サー

チレポートが発行されるようにする
144 27.6%

5 その他 53 10.2%
無回答 20 3.8%

521 100.0%

仮に、一次審査結果取得のタイミングを選択できる制度を設けた場合で、審査請
求期間（出願から3年）を超えたタイミングまで一次審査結果取得タイミングを選
択可能な制度とすると、第三者の出願の監視負担が増大するという問題が考えら
れます。その対策にはどのような制度が良いと思いますか（複数選択可）。ま
た、その理由はなんですか。

回答者数

18.0%

63.7%

11.5%

27.6%

10.2%

3.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

1

2

3

4

5

無回答

 

主な「その他」の記載 件数 

審査着手を猶予する制度に反対又は必要ない 19 

申請したタイミングを明示する 6 

補正の制限をする 3 

第三者が解除できるようにする 3 

終審査結果を早く出す 3 

 

主な「1」を選んだ理由 

第三者への不利益を軽減するため 

第三者が審査請求できるのと整合する。（第三者により早く

審査させる制度がよい。） 

 

主な「2」を選んだ理由 

監視負担の軽減 

少なくとも公表は必要。 
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（明示がないと対応できない） 

 

主な「3」を選んだ理由 

制度の濫用防止のため。必要な場合のみ認めるべき。 

 

主な「4」を選んだ理由 

特許性判断ができるため 

 

Q3-11

件数 割合

1 無条件で第三者が解除できる制度 32 34.0%

2 第三者が匿名で解除できる制度 58 61.7%
3 出願人と事業が競合している場合等に第三者が解除できる制

度
18 19.1%

4 その他 8 8.5%
無回答 0 0.0%

94 100.0%

Q3-10で、「１.」を選択された方にお聞きします。具体的にはどのような制度が
よいですか（複数選択可）。また、その理由はなんですか。

回答者数

34.0%

61.7%

19.1%

8.5%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

1

2

3

4

無回答

 

主な「その他」の記載 件数 

有料で解除できる 4 

解除者名を明示して解除する 2 

 

主な「1」を選んだ理由 件数 

審査請求は第三者が誰でも可能であるため 3 

簡単な制度が良い 2 

 

主な「2」を選んだ理由 件数 

匿名でないと制度を利用しづらい 10 

 

主な「3」を選んだ理由 件数 
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第三者による解除の濫用防止 7 

 

Q3-12

件数 割合

1 事業を行っている出願人であること 13 21.7%

2 出願に関係する発明を実施していないこと（実施態様が不明
である）

10 16.7%

3 情報提供がされていないこと（第三者に注目されている出願
の審査を遅らせるのは第三者にとって酷であるという配慮）

30 50.0%

4 申請できる技術分野を限定する（例えば、医薬分野等、事業
化に時間がかかる分野のみにする）

24 40.0%

5 その他 4 6.7%
無回答 3 5.0%

60 100.0%

Q3-10で、「３.」を選択された方にお聞きします。どのような要件がよいですか
（複数選択可）。また、その理由はなんですか。

回答者数

21.7%

16.7%

50.0%

40.0%

6.7%

5.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

1

2

3

4

5

無回答

 

 

「その他」の理由 

・個別に判断して正当な理由がなければ認めない。   

・第三者に遅い審査は差し控えるべきとの申請書が出れば､遅い審査に回さず､通常審査に

する制度。   

・大学等の不実施機関に限定する。   

・有料とする。   

   

「1」にした理由   

・質問が複雑すぎて正直わからない。“仮に”が多すぎて想像できない。   

・第三者の利益も考慮しつつ､真に自己の事業上必要と認められる出願人のみこの制度の利

用を認めるべき。   

・NPE による権利行使を抑止する必要があるから。   

・制度の乱用、悪用を防ぐ為。   

   

「2」にした理由   
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・第三者に不利にならないようにする必要があると考える。   

・制度の乱用、悪用を防ぐ為。   

   

「3」にした理由   

・第三者に注目されている出願の審査を遅らせるのは第三者にとって酷であるという配慮。 

・第三者が判断に困るから。明確に通常の審査タイミングにする事ができるから。  

・出願人の保護と第三者の保護とをバランスできるから。   

・第三者の利益も考慮しつつ､真に自己の事業上必要と認められる出願人のみこの制度の利

用を認めるべき。   

・他社に影響の無い形､業務上必要な場合のみの運用が望ましい。   

・第三者への配慮。   

・第三者に注目されている出願の審査を遅らせるのは第三者にとって酷であるという配慮。

     

「4」にした理由   

・安易な申請を防止したいため。   

・必要な技術分野のみで、テストしてからで良いのではと思います。   

・事業化にもともと時間がかかるのであれば、合理性があるから。   

・第三者に不利にならないようにする必要があると考える。   

・他社に影響の無い形､業務上必要な場合のみの運用が望ましい。   

・いたずらに不安定な出願を増加させる必要性が見当たらない｡しかし､特定の分野では､

必要性がありそう。   

・第三者への配慮。   

   

「5」にした理由   

・第三者が判断に困るから。明確に通常の審査タイミングにする事ができるから。  

・第三者の監視負担の増大を考慮すると､出願人の一方的な意見のみを尊重する必要はない

と考えます｡審査請求期限を 3年と決まっていることから､実質的に審査請求期間が 5年又

は 7年と同じような制度は､第三者との関係でバランスは取れていないと考えます。  

・他者への牽制期間が長くなり、他者の動向を考慮して対応できる。したがって、出願人

に対してはメリットが大きく、他者に対してはデメリットとなる。よって、対価を支払う

必要がある。   
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Q3-13

件数 割合

1 有料でも利用したい 259 49.7%

2 有料なら利用したくない 168 32.2%
3 その他 94 18.0%

無回答 9 1.7%

521 100.0%

日本では、一定の条件を満たす案件のみ（外国関連出願等）、無料で早期審査を
受けられる制度となっています。一方、アメリカのトラックIでは、所定の手数料
を特許庁のみに支払えばどのような案件でも、早期に審査結果を取得できるよう
仮に、日本でも現行の早期審査に代えて、アメリカの制度のようにどのような案
件でも特許庁のみに手数料さえ支払えば、一次審査結果取得のタイミング（早い
又は遅い）を選択できる制度を導入した場合に、この制度を利用したいですか。

回答者数

49.7%

32.2%

18.0%

1.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

1

2

3

無回答

 

主な「その他」の記載 件数 

案件によって必要に応じて利用する 14 

解らない 13 

現状で問題なし 13 

早期審査は有料にしてもよい（又はすべきである） 10 

現行の早期審査制度は残しつつ、それ以外の場合は有料での

早期審査を認める 

7 

料金の額による 6 

中小企業・大学等で現在無料で早期審査を受けられるので必

要ない 

6 

資本力のある者のみが優遇されるのは反対 5 

有料でも事情説明書がなくなれば利用する 2 

有料かどうかは利用の判断基準にならない 2 
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Q3-14 Q3-13で、「１.」を選択された方にお聞きします。

件数 割合

1 ～1万円未満 59 22.7%

2 1万～3万円未満 109 41.9%
3 3万～5万円未満 56 21.5%
4 5万～10万円未満 27 10.4%
5 10万円以上 6 2.3%

無回答 3 1.2%

260 100.0%

早く一次審査結果を取得できる場合において、いくらまでなら特許庁に料金を支
払いますか。

回答者数

22.7%

41.9%

21.5%

10.4%
2.3% 1.2%

1

2

3

4

5

無回答
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Q3-15 Q3-13で、「１.」を選択された方にお聞きします。

件数 割合

1 ～1万円未満 124 47.7%

2 1万～3万円未満 69 26.5%
3 3万～5万円未満 26 10.0%
4 5万～10万円未満 8 3.1%
5 10万円以上 6 2.3%

無回答 27 10.4%

260 100.0%

遅く一次審査結果を取得できる場合において、いくらまでなら特許庁に料金を支
払いますか。なお、遅く一次審査結果を取得できるとは、平均的な一次審査結果
取得までの待ち期間よりも遅く結果を得られる場合を指します。

回答者数

47.7%

26.5%

10.0%

3.1%
2.3%

10.4%

1

2

3

4

5

無回答
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Q3-16

一番目

件数 割合

1 申請の可能な時期 154 29.6%

2 一次審査結果取得のタイミングの精度 125 24.0%
3 他者の特許の監視負担の観点 123 23.6%
4 料金 81 15.5%

無回答 38 7.3%

521 100.0%

二番目

件数 割合

1 申請の可能な時期 163 31.3%

2 一次審査結果取得のタイミングの精度 138 26.5%
3 他者の特許の監視負担の観点 83 15.9%
4 料金 77 14.8%

無回答 60 11.5%

521 100.0%

仮に、一次審査結果取得のタイミングを選択できる制度を設ける場合について、
以下の観点で優先する順位をお選びください。また、その理由を教えてくださ

回答者数

回答者数

29.6%

24.0%

23.6%

15.5%

7.3%

1

2

3

4

無回答

31.3%

26.5%

15.9%

14.8%

11.5%

1

2

3

4

無回答
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三番目

件数 割合

1 申請の可能な時期 106 20.3%

2 一次審査結果取得のタイミングの精度 123 23.6%
3 他者の特許の監視負担の観点 109 20.9%
4 料金 109 20.9%

無回答 74 14.2%

521 100.0%

四番目

件数 割合

1 申請の可能な時期 42 8.1%

2 一次審査結果取得のタイミングの精度 72 13.8%
3 他者の特許の監視負担の観点 138 26.5%
4 料金 183 35.1%

無回答 86 16.5%

521 100.0%回答者数

回答者数

20.3%

23.6%

20.9%

20.9%

14.2%

1

2

3

4

無回答

8.1%

13.8%

26.5%35.1%

16.5%

1

2

3

4

無回答
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●審査請求から 終審査結果取得までの期間のニーズ
Q3-17

件数 割合

1 24か月未満 360 69.1%

2 24か月～36か月未満 70 13.4%
3 36か月～48か月未満 9 1.7%
4 48か月～ 0 0.0%
5  特に理想の期間はない 76 14.6%

無回答 6 1.2%

521 100.0%

審査請求から 終審査結果取得までの期間は、2011年で平均34.0か月でありま
す。審査請求から 終審査結果取得までの期間として理想的な期間について一つ
お選びください。

回答者数

69.1%

13.4%

1.7%

0.0%

14.6%
1.2%

1

2

3

4

5

無回答
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Q3-18

件数 割合

1 他者の出願の帰趨が早くわかり、監視負担が減るため 282 65.6%

2 早期権利化を行いたいため 290 67.4%
3 その他 46 10.7%

無回答 1 0.2%

430 100.0%

3-17で、「１.」又は「２.」を選択された方は、その理由を教えてください。
（複数選択可）

回答者数

65.6%

67.4%

10.7%

0.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

1

2

3

無回答

 

 

主な「その他」の記載 件数 

早く結論を知りたいため 19 

その程度の期間が適当である 8 

現状で満足している 3 

期間が長いと担当が変わってしまうおそれがあるため 2 
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Q3-19

件数 割合

1 自社の製品の実施態様、実施の可能性を考慮する時間を確保
するため

4 44.4%

2 他者の動向を見る時間を確保するため 6 66.7%
3 終審査結果が出るまでに、先行技術調査等の検討を行うこ

とができるため
1 11.1%

4 出願に関係する発明を実施する企業を探す時間が必要なため 2 22.2%
5 他国出願の権利化状態を日本の審査に反映するため 1 11.1%
6 標準技術に関係する案件であり、標準技術がどのように定ま

るかを見てから 終審査結果を取得したいため
0 0.0%

7 その他 0 0.0%
無回答 0 0.0%

9 100.0%

3-17で、「３.」又は「４.」を選択された方は、その理由を教えてください。
（複数選択可）

回答者数

44.4%

66.7%

11.1%

22.2%

11.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

1

2

3

4

5

6

7

無回答
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Q3-20

件数 割合

1 利用したいと思う 363 69.7%

2 利用したいと思わない 134 25.7%
無回答 24 4.6%

521 100.0%

現在、早期に一次審査結果を取得することができる早期審査があり、一次審査結
果取得のタイミングを出願人が選択するというニーズをある程度満たしていま
一方で、海外での権利取得の促進のために特許審査ハイウェイ（ＰＰＨ）を利用
する場合や事業を展開する場合においては、一次審査結果よりは 終審査結果が
必要であり、 終審査結果を取得できるタイミングを予見できるようにしたいと
仮に、 終審査結果を取得できるタイミングを選択できる制度が創設された場
合、利用したいと思いますか。また、その理由を教えて下さい。

回答者数

69.7%

25.7%

4.6%

1

2

無回答

 

主な「1」を選んだ理由 件数 

海外での権利化に役立てる（PPH に利用する等） 64 

事業計画が立てやすい 55 

早期権利化を行いたいため 32 

積極的なニーズはないが制度があれば利用する 23 

ライセンス契約に役立てる 11 

 

主な「2」を選んだ理由 件数 

必要性がない。現状で特に問題ない 33 

審査の質の低下のおそれがある 14 

早期に 終審査結果が得られれば十分（タイミングまで指定

できなくてよい。早期審査で十分） 

9 

実現性に疑問がある 4 
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●審査請求期間のニーズについて
Q3-21 出願審査請求期間として理想的と思われる期間を一つお選び下さい。

件数 割合

1 出願から3年未満 23 4.4%

2 現行の出願から3年でよい 335 64.3%
3 出願から3年～5年未満 95 18.2%
4 出願から5年～7年未満 48 9.2%
5 出願から7年以上 7 1.3%
6  審査請求制度は不要 9 1.7%

無回答 5 1.0%

521 100.0%回答者数

4.4%

64.3%

18.2%

9.2%

1.3%

1.7%

1.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

1

2

3

4

5

6

無回答
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Q3-22

件数 割合

1 他者の出願の帰趨が早くわかり、監視負担が減る 326 62.6%

2 自社で審査請求期間を管理する負担が減る（審査請求期間が
長いとそれだけ長く出願を管理する必要がある）

104 20.0%

3 特にない 151 29.0%
4 その他 13 2.5%

無回答 9 1.7%

521 100.0%

仮に、審査請求期間を現行よりも短い期間（出願から3年未満）とした場合、どの
ようなメリットがあると思いますか(複数選択可)。

回答者数

62.6%

20.0%

29.0%

2.5%

1.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

1

2

3

4

無回答

 

主な「その他」の記載 件数 

メリットはない 5 

外国出願の権利化に利用できる 3 

権利化が早くできる 2 
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Q3-23

件数 割合

1 自社の製品の実施態様、実施の可能性を考慮する時間を確保
することができない

408 78.3%

2 他者の動向を見る時間を確保することができない 204 39.2%
3 審査請求をする前までに、先行技術調査等の検討を行うこと

ができない
61 11.7%

4 早期に審査請求をすると、早期に権利化され登録維持年金が
多く必要となるため

66 12.7%

5 出願に関係する発明を実施する企業を探す時間を確保するこ
とができない

37 7.1%

6 他国出願の権利化状態を日本の審査に反映することができな
い

37 7.1%

7 標準技術に関係する案件であり、標準技術がどのように定ま
るかを見てから審査請求を行うことができない

46 8.8%

8 社内システムの変更が必要となり、コストがかかる 46 8.8%
9 特にない 31 6.0%
10 その他 27 5.2%

無回答 7 1.3%

521 100.0%

仮に、審査請求期間を現行よりも短い期間（出願から3年未満）とした場合、どの
ようなデメリットがあると思いますか(複数選択可)。

回答者数

78.3%

39.2%

11.7%

12.7%

7.1%

7.1%

8.8%

8.8%

6.0%

5.2%

1.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

無回答
 

主な「その他」の記載 件数 

審査請求数が増える（質の低下、コスト増など） 16 

情報提供期間が短くなる。監視負担増 4 
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Q3-24

件数 割合

1 自社の製品の実施態様、実施の可能性を考慮する時間を確保
することができる

362 69.5%

2 他者の動向を見る時間を確保することができる 206 39.5%
3 審査請求をする前までに、先行技術調査等の検討を行うこと

ができる
72 13.8%

4 出願に関係する発明を実施する企業を探す時間を確保するこ
とができる

46 8.8%

5 他国出願の権利化状態を日本の審査に反映することができる 66 12.7%
6 標準技術に関係する案件であり、標準技術がどのように定ま

るかを見てから審査請求を行うことができる
47 9.0%

7 審査請求をするか否かの判断期間が長い方が、業務負担が減
らすことができる

33 6.3%

8 特にない 79 15.2%
9 その他 16 3.1%

無回答 9 1.7%

521 100.0%回答者数

仮に、審査請求期間を現行よりも長い期間（出願から3年より長い期間)とした場
合、どのようなメリットがあると思いますか(複数選択可)。

69.5%

39.5%

13.8%

8.8%

12.7%

9.0%

6.3%

15.2%

3.1%

1.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

無回答
 

主な「その他」の記載 件数 

必要な案件の絞り込みができる 6 

他者牽制となる 2 
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Q3-25

件数 割合

1 他者の出願の帰趨が長期間不明となり、監視負担が増える 425 81.6%

2 自社で審査請求期間を管理する負担が増える（審査請求期間
が長いとそれだけ長く出願を管理する必要がある）

159 30.5%

3 その他 34 6.5%
無回答 18 3.5%

521 100.0%

仮に、審査請求期間を現行よりも長い期間（出願から3年より長い期間)とした場
合、どのようなデメリットがあると思いますか(複数選択可)。

回答者数

81.6%

30.5%

6.5%

3.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

1

2

3

無回答

 

主な「その他」の記載 件数 

デメリットはない 5 

第三者監視負担が大きくなる 3 

権利取得まで時間がかかる 2 

担当者がいなくなるおそれがある 2 

早い技術進歩についていけない 2 

 



-215- 

 

Q3-26

件数 割合

1 審査請求手続きが煩雑なため 3 33.3%

2 審査請求手続きを忘れてしまう恐れがあるため 3 33.3%
3 出願した案件はすべて審査請求をするものであるため 5 55.6%
4 その他 2 22.2%

無回答 0 0.0%

9 100.0%

Q3-21.で「６.」を選択された方は、その理由を下記よりお選び下さい（複数選択
可）。

回答者数

33.3%

33.3%

55.6%

22.2%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

1

2

3

4

無回答

 

 

「その他」の記載 

・審査が必要か否か不明な案件､公開目的の案件等は実用新案制度を設ければよいと思いま

す｡この場合､実用新案の登録公報の発行時期を遅らせる制度（秘密実用新案?）が必要と思

います。   

・現行の米国の制度に､特に不自由や不都合を感じていない｡（そもそも審査請求制度の存

在意識が薄い）   
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●アメリカの3トラック制度について。
Q3-27

件数 割合

1 アメリカの３トラック構想をそのまま日本の制度に取り入れ
るのに賛成である

76 14.6%

2 アメリカの３トラック構想をそのまま日本の制度に取り入れ
るのに反対である

355 68.1%

3 その他 63 12.1%
無回答 27 5.2%

521 100.0%

仮に、このような米国の制度（即ち、出願審査請求制度をなくし、優先審査、通
常審査、遅延審査の３つの審査タイミングを選択する制度）を日本の制度にその
まま取り入れるとしたら賛成ですか、反対ですか。また、その理由はなんです
か。

回答者数

米国では、出願人が審査取得タイミングを選択可能な３トラック構想が発表され
ています。この構想は、優先審査（トラックⅠ）、通常審査（トラックⅡ）、遅
延審査（トラックⅢ）の３つのタイミングを出願人が選択し、権利の取得タイミ
ングを選択できる構想であります（詳細については、別冊資料のＢ－４をご参照

14.6%

68.1%

12.1%

5.2%

1

2

3

無回答

 

主な「その他」の記載 件数 

解らない。どちらともいえない。 34 

現状で問題ない 8 

適宜修正のうえ導入に賛成 7 

 

主な「1」を選んだ理由 件数 

案件ごとによりタイミングを選択できるため。出願人の自由

度が大きくなるため。 

21 

国ごとの制度は調和しているのが好ましいため 5 

 

主な「2」を選んだ理由 件数 

審査請求制度がなくなるのが問題である 131 
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優先審査に問題がある（手数料が高額・クレーム数の制限等） 26 

監視負担が増大する 21 

遅延審査に問題がある 21 

制度変更に伴う業務負荷増 13 

現状で問題ない 13 

制度が複雑になるため 5 

●その他の意見募集
Q3-28 その他、何かご意見がありましたらご記載ください。

 

主な「コメント」の内容 件数 

審査請求期間の延長を望む 5 

他国の制度との調和 5 

審査の質の向上 5 

審査の迅速化 4 

簡素な制度となることを望む 4 

異議申立制度の復活 3 

遅延審査の導入に賛成である 2 

サーチレポートの導入 2 

大学への費用負担を望む 2 

 

  



 



 

 

 

 

 

資料Ⅱ 
国内ヒアリング 
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（資料Ⅱ-1） 質問項目 

 

 各ヒアリング対象者に次の質問を行った。 

  

問 1.審査請求のタイミングについてどのような企業戦略で審査請求を行っているか。 

問 2.遅い審査について。 

問 2-1.過去に遅い審査をしたくなったケースがあるか。 

問 2-2.遅い審査をしたくなった場合、現在どのように対応しているか。 

問 2-3.遅い審査制度が導入された場合に、現在遅く審査をしたいと考えている案件にお

いて利用をすると思うか。 

問 3.他者特許監視について。 

問 3-1.現在どのように他者特許の監視をしているか。 

問 3-2.他者が審査を遅くして困ったようなケースはあるか。 

問 3-3.他者特許の審査が遅くて困った場合、現在どのように対応しているか。 

問 3-4.遅い審査制度が導入された場合に監視負担の増大の問題点は助長される可能性

が高いと思うか。 

問 4.遅い審査について。 

問 4-1.遅い審査の制度が必要だと思うか。 

問 4-2.どのような制度案が望ましいか。 

問 4-3.遅くできる期間の上限はどのくらいが望ましいか。 

問 4-4.遅い審査の申請の際の手数料について。 

問 5.遅い審査の導入による第三者監視負担の増大に対する対策について。 

問 5-1.遅い審査の申請の公開について。 

問 5-2.遅い審査を第三者が解除できる制度について。 

問 5-3.遅い審査を申請した場合にサーチレポートが発行される制度について。 

問 5-4.遅い審査が申請された場合に補正が制限される制度について。 

問 5-5.監視負担の増大の他、遅い審査の制度を導入した場合のデメリットはあるか。 

問 6.早期審査、スーパー早期審査について。 

問 6-1.早期審査等の早い審査をしたくなったケースはどのようなものがあるか。 

問 6-2.早期審査の改善点について。 

・早期審査等をしたかったができなかった例があるか。 

・申請要件の緩和の必要性（・特別な要件なしだが手数料が取られる制度や、申

請件数が制限される制度の可否）。 

問 6-3.早期審査により他者特許が公開前に登録となって困ったことがあったか。早期審

査を行った案件が公開前に登録されてしまうことによる対応策についてコメント

があるか。 

問 7.その他要望等。 

以上 
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（資料Ⅱ-2） 調査結果 

問 1.審査請求のタイミングについてどのような企業戦略で審査請求を行っているか。 

分野  回答 

食品 

・医薬 

A →製薬業界では、開発から事業化まで 10 年～15 年と時間がかかる場合が多

い。先願主義であるので、開発により有効な化合物が得られた場合には他

社に先駆けて早期に特許出願を行う。事業化に時間がかかるからと言って

特許出願を遅くするということはない。 初に物質特許として出願を行い、

その後関連発明として製法や製剤 の出願を行う。 初に出す物質特許は事

業が開始されてから権利満了までの期間は短いが、その他の関連出願で多

面的に権利を取得し、事業を守るようにしている。 

 事業化の度合いにより早く審査をしたいもの、遅く審査をしたいものが

分かれる。 

 特許の設定登録がされてから許認可を得られるまでに実施することがで

きなかった期間について特許期間の延長が認められるため、事業化が近い

ものに関してはなるべく早期に権利化をする。ただし、医薬の化合物の中

間体のような発明は、延長の対象とならないため早期に権利化のニーズは

ない。 

 事業化がまだ先のものに関しては、早く権利をとっても年金を支払うだ

けで活用されることもない。重要な物質特許はともかくその他の関連発明

に関しては事業化がされるまでに審査が完了していればよく、早期に権利

化をしたいというニーズはない。 

 原則は、出願から2～2年半くらいに審査請求をするか否かの検討を行い、

審査請求期限ぎりぎりに審査請求を行う。 

 出願をしたものはほぼ全件審査請求を行っている、化合物のスクリーニ

ングに使われるリサーチツールのようなものは実施される見込みがないも

のに関しては審査請求を行わないことがある。審査請求の 3年という期間

は、審査請求をするか否かの判断をするためではなく、早く権利化をして

も活用できないものについて年金の発生を遅らせるという目的と、審査が

終結してしまうと分割出願をすることができないので分割の機会を確保す

る目的として利用している。 

 

→業界的に外国出願をする率は 6～7割と高い。外国出願をする場合は PCT

出願を利用している。PCT 出願をしたもので事業化が近い場合など特に権利

化を急ぐ必要のないものについては国内以降期限30か月のぎりぎりで国内

移行を行う。また、国内移行時に各国での審査請求も行う。管理負担の軽

減のために、各国ごとに個別に審査請求タイミングを変更するということ

は行っていない。 
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食品 

・医薬 

B →原則として審査請求期限ギリギリのタイミングで審査請求を行う。例外

として、早く審査をしなければならいものについては早いタイミングで審

査請求を行うようにしている。例えば、実施が決まっている発明で且つ他

者牽制力が大きいと思われる案件、ライセンス交渉を行っているもので登

録前よりも登録後のロイヤリティーが高い案件があげられる。 

 基本的には自社で実施をするものを特許権で守るという知財方針であ

る。 

 食品業界では、他の業界に比べて特許権で差止請求を行うことや、ライ

センスを行うことは少ないと思われる。そのため、それほど早期に権利化

をしなければならないというニーズは大きくない。 

 

→外国出願をする場合は PCT 出願を利用することが多い。国際調査の結果

を利用して国内移行する国の選定をする。国際調査の結果においてはどの

国にも国内移行を行わないということもある。原則、国内移行をしたタイ

ミングにおいて外国での審査請求を行う。外国出願をする場合は原則権利

化を目指しており、事務手続きの手間を省くために国内移行と共に審査請

求をするようにしている。ただし、タイ、マレーシア等では審査請求をす

ぐに行なわずに審査請求期限が満了する直前に現地代理人から連絡をもら

って審査請求を行うこともある。国内移行をするタイミングは、早く権利

化を行う案件については早期に国内移行をするようにしている。 

金属 C →事業分野によって審査請求のタイミングを変えている。原則、出願から 2

年経過後に事業部に審査請求の要否の問い合わせを行う。例外的に、事業

部から早く審査を行って欲しい要望がある場合には早く審査請求を行う。

例えば、すでに実施を行っているもの、競合他社との関係で対抗する特許

権が必要な場合などが早く審査を行うものである。 

一方、研究所から出てくるような発明に関しては事業化までに時間がかか

るため審査は遅くしたいという希望がある。 

  

→外国出願をするものは重要な案件であるので、外国出願をしたタイミン

グで審査請求を行い、対応する日本出願についても外国出願と同じタイミ

ングで審査請求を行っている。 

PCT 出願を行った場合は、国際調査の結果を活用するようにしている。例え

ば、国際調査で進歩性があるという結果が出た場合には、早期に国内移行

を行い早期に権利化をすすめるようにしている。また、進歩性がないとな

った場合には、クレーム補正の参考としている。 



-224- 

 

金属 D →原則、出願から 2年半で各部門に審査請求の要否の検討を依頼する。そ

して 2年半～2年の間に審査請求を行う。 

 例外的に早く審査を行いたいものがあり、そのような案件は審査請求を

早いタイミングで行う。 

 早く審査をする場合は以下のような場合がある。 

①営業アピールのために早期権利化をしたい場合。顧客と共同で事業を行

っている場合。  

②係争がからんでいる場合。 

③PCT の国際調査の結果で肯定的な評価が出た場合。 

 早い審査をしたいものの中で重要なものについては早期審査を行う。上

記③の場合は、国際調査の評価をした審査官に審査をしてもらうために早

期審査を行っている。 

 審査請求を行った案件の 7～8％程度について早期審査を行っている。 

 審査請求期間の 3年は、審査請求の要否の判断のために用いられる。だ

いたい全出願の 7割強について審査請求をしている。 

 事業部系の出願であれば、審査請求期間の 3年の間にだいたい傾向が解

る。しかしながら、基礎研究系の発明であると審査請求期間の 3年だけで

は判断がつかない。 

 

→外国出願をしたものは、出願と同時に審査請求を行っている。外国出願

をするものは重要なものであり権利化を行う前提であるためである。外国

出願の審査請求のタイミングと、日本出願の審査請求のタイミングを関連

付けてはいない。 

建設 E →次の年に審査請求期間が満了となる案件について、年に一回まとめて、

審査請求の要否の検討を行う。実際に審査請求を行うのは審査請求期間満

了の 2～3か月前に行っている。審査請求期間が 3年だと、出願の有用性を

判断するのは困難である。そのため、出願後に実験がうまくいかないもの

等の一部を除いて、ほとんどの出願について審査請求を行っている。 

登録になった後、期間満了まで権利を維持することは少ない。不要になっ

た技術（権利）は年金の支払いを停止する社内運用となっている。したが

って、審査請求ではほぼ全件を審査し、年金の支払いにより物になるかな

らないか（発明の重要性）の判断をするという知財戦略である。 

 

・審査請求のタイミングが出願から 24 か月～36 か月と遅いが、早期権利化

による他者への権利行使、ライセンシング活動等は考えないのか？ 

→発明を公開することにより、補償金請求権などある程度の他者牽制を行

うことができる。また、特許性のある権利であれば問題ないが、特許性が

危うい権利であると審査請求を行うことにより拒絶査定が確定してしまう
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おそれがある。そうなると他者牽制効果がなくなってしまう。 

年金の支払いが早くなる（又は遅くなる）という理由により審査請求のタ

イミングを変えるということはない。 

 

・外国出願と日本の審査タイミングの戦略について 

→弊社においては、外国での売上比率が非常に低い。そして、外国への出

願件数も非常に少ない。したがって、日本の審査状態を見て外国の審査を

進める（又はその逆）ということは今の所行っていない。しかしながら、

今後は検討していく予定である。 

建設 F →基本的には、次の四半期において審査請求期限の満了となるような案件

について、四半期ごとに審査請求の検討を行っている。 

 だいたい 7～8割程度は審査請求を行っている。 

 ごく例外的に早期審査のように早く審査を行うことがある。 

 

→建設業界では受注生産であり、同じものを何度も作るということが少な

い。したがって、どのような技術が今後も利用可能な技術かは、3年という

審査請求期間では判断がつかない場合が多い。 

 

・審査請求のタイミングが出願から 24 か月～36 か月と遅いが、早期権利化

による他者への権利行使、ライセンシング活動等は考えないのか？ 

→下記の理由から新しい技術を早期に権利化をするというニーズは高くな

い。 

 建設業界は技術的に成熟した産業であり、建造物は従来の技術で作られ

ることが多い。顧客は、新しい技術でコストがかかるようであれば、従来

の技術でではあまりコストがかからない方を選ぶ。 

 製造方法の発明であると、他者の実施の検証が困難であり新しい技術の

権利を取得したとしても権利行使をする機会は少ない。 

 業界としてクロスライセンスを他者と結ぶということも多くない。 

 

・外国出願と日本の審査タイミングの戦略について 

→外国出願の件数は非常に少ない。業界的に建設は国内で行っているため、

本業である建設以外の発明を外国出願することが多い。 

外国出願をする場合には、PCT 出願を行い、国内移行期間の出願から 30 か

月を使って出願国を見極めることを行っている。 

特に日本出願と外国出願との審査タイミングについての戦略は考えていな

い。 
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化学 G →事業分野によって方針が変わっている。 

（エレクトロニクス関係） 

 テーマごとに責任者と相談して重要なものをピックアップして早期審査

をするか否かを検討する。実施が見えている場合、競合他社に先駆けて特

許ポートフォリを作りたいという場合、市場の動きが早い場合には早期に

権利化を目指す。早く審査をしたいものの中には、出願と同時に早期審査

を行い数か月で 終審査をもらっている。当社の早期審査案件の場合、4～

5ヶ月で 終審査結果を得ている。また、実施関連発明として早期審査を利

用している。なお、早く審査をしたいものが多いが、遅く審査をしたいと

いうものもなかにはある。重要な技術が生まれた場合に技術の変遷に合わ

せた権利を取得するために、権利を確定したくないという場合である。 

 グローバルに展開している事業の場合は、日本で出願をして、外国にも

出願を行っている。外国出願を行う場合は PCT 出願をすることが多い。PCT

出願は、優先日から 30 か月の間、どの国で権利化を行うか猶予をもらえる

のが良い。市場の変化に合わせて国を選択できるのが良い。 

 日本で出願と同時に早期審査を行い、その結果をみて外国出願の判断を

するということを行っていきたいと考えている。技術分野によっては外国

出願の判断をするタイミングまでに 終審査結果を得ることができるくら

い審査の期間は短縮されている。 

（光学分野） 

 原則、出願から 2年 6月くらいで審査請求の要否の検討を行い、審査請

求期限の 3年ぎりぎりに審査請求をすることが多い。例外的に、早く審査

を行いたいものについて早期審査を行う。 

（基礎研究） 

 早期審査を行う場合は、外国関連出願として申請をするか、グリーン技

術関連として申請することが多い。明細書に環境関連の文言（例：本発明

の実施により「使用エネルギー〇%削減」）を入れておくことでグリーン技

術として認定してもらえるので早期審査は利用しやすい。基礎研究の分野

で早期審査を利用する場合は、事業化が見えてきたときに他社に対して有

効なポートフォリを形成したいという場合と、自社がどの程度のポートフ

ォリオを組めるかどうかを判断するのに特許庁の審査結果を利用したいと

いう場合がある。 

 PCT の国際調査で引例がついた場合には、国際予備審査請求をするよりも

日本での早期審査を利用した方が、対応が丁寧という印象があるので早期

審査を利用することが多い。そして早期審査により登録となった場合には

PPH を利用している。 

 

→日本特許庁で OK と判断されても、US での審査でひっくり返ることはあ
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る。US で違う引例をひかれる場合がある。分野によるかもしれないが、光

学分野では 近はUSの審査も特に進歩性の判断について厳しくなってきて

いる印象である。 

 

→早期審査を行うのは 1割ない程度である。 

 

→審査請求の率はだいたい 6割程度である。出願時は全部審査請求を行う

つもりで出してはいる。しかしながら受注産業であるので顧客の意向で出

願の重要度が変わり、出願はしたが権利化は必要がなくなってしまうとい

うことがある。 

 

→技術分野によるが、他者に権利を取られるのが困るので出願をするとい

う防衛出願を行うこともある 。 

化学 H →製品の段階によって審査を早くしたいかどうか判断されることがある。

製品がすぐ出るような段階では早く審査をしたいが、基礎研究の段階では

事業がどうなるか不明なので遅く審査したい。 

その他、早く審査をしたい場合としては、他社に先駆けて特許のポートフ

ォリオを構築したい場合がある。 

また、エレクトロニクスの分野のように製品サイクルが短い事業では早期

の権利化が望まれる。 

 

→8 割から 9割審査請求を行っている。3年の審査請求期間は審査請求の要

否の判断に利用している。しかしながら、3年の期間で判断ができずにとり

あえず審査請求をしてしまうものもある。審査請求期間が 7年から 3年に

短くなった際に審査請求をする率は増加した。 

 

→外国での早期審査制度の活用はそれほど行っていない。ヨーロッパ特許

出願は審査がおそすぎるので審査を促進するという目的で早期審査制度を

利用したことがある。 

 日本で早期審査を行い、日本の審査結果に基づく PPH、PCT-PPH を利用す

ることはあるが、それほど数は多くない。 

 日本の審査結果に基づいて US の審査で PPH を利用した際に、日本での審

査とは異なる引例を引かれて拒絶をされたことがある。 
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機械 I →日本の審査請求の判断を行うタイミングは以下の 3つである。 

①出願をして 9か月くらいに外国出願を行うかの検討とともに、審査請求

の要否の検討を行う。 

②PCT 出願をした案件については、国内移行期限の満了少し前の優先日から

27 か月くらいのタイミングでどの国に移行をするか決めると共に、日本の

審査請求の要否の検討を行う。 

③審査請求期限のぎりぎり（出願から 33 か月くらい）のタイミングにて日

本の審査請求の要否の検討を行う。 

 基礎研究関連の発明は審査請求のタイミングが遅く、事業部関連の発明

は審査請求のタイミングが早いものが多い。 

 基礎研究の研究テーマはだいたい 3年スパンでテーマを回している。し

かしながら、審査請求期間の 3年以内に、事業として有効な発明か否かを

判断するのが困難である。そのため、とりあえず審査請求をしてしまうこ

とが多い。 

 一方、事業部関連の発明で、製品に実施されることが解っている発明は

出願から 1年以内に審査請求を行うことがある。 

 審査請求は出願の 7～8 割程度は行っている。外国出願を行っている出願

は重要な発明であるとして日本でも審査請求を行うようにはしている。し

かしながら、今後は外国でしか実施されないような発明に関しては日本で

は審査請求を行わないという運用も考えている。大学や企業と共同研究を

行っているものは、先方の意見も考慮するので、結果として審査請求を行

うことが多い。 

 審査請求を行わない案件としては、PCT 出願の国際調査にて特許性が否定

された場合や、審査請求期間内に事業化が行われないのが明らかになった

場合等である。 

 

→外国出願の審査請求のタイミングは、昨年までは外国出願と同時に（又

は PCT 出願の国内移行と同時に）審査請求を行っていた。しかしながら、

今年から日本の審査結果を利用した PPH の活用をするために、外国での審

査請求のタイミングをその国の審査請求期限の満了近くのタイミングまで

遅くする運用をしている。なお、重要と思われる発明は PPH をあえて利用

しないことも考えている。日本の審査が厳しく登録クレームが狭くなりす

ぎることを考えてであり、PPH を利用しないほうが他国で日本よりも広いク

レームを取れる場合があるからである。また、PPH を利用したからと言って

必ずしも早く審査が行われることもなく、EP 出願では特に日本の審査で引

かれなかった引例に基づいて新たな拒絶理由を打たれることがある。一方

韓国と中国では日本の登録クレームで一発登録となることが多いと代理人

から聞いている。 



-229- 

 

機械 J →審査請求のタイミングは事業分野によってまちまちである。 

実施をするものは早く権利化をする。開発期間が長いもの、その技術が使

われるかがわかるのに時間がかかるようなものは遅く審査請求を行ってい

る。ロボット事業のようなかなり先を見据えたものは審査請求を遅くして

いる。そのような、遅く審査請求をしたいような事業では審査請求期間の 3

年は短い。 

ただ、量産技術のようなものは他者の技術が 5年、7年と権利が確定しない

と自社の製品でどこまで実施して大丈夫なのかわからず、設計の自由度が

制限されて困る。 

審査請求のタイミングは出願から２年を経過してから行うものが 7，8割で

ある。 

 

→外国に出願をした案件については、外国ではすぐに審査請求を行うよう

にしている。外国の国ごとに審査請求期間を考慮して審査請求するのは管

理が難しい。一方、対応する日本出願については外国出願に合わせて同時

に審査請求をするわけではない。早期に審査をしたいもの（実施が確定し

ているもの等）かどうかによって審査のタイミングを変えている。 

なお、市場の関係から、外国での権利化を望むが、日本での権利化はそれ

ほど望まないという案件も増えてきている。 

 

・日本の一次審査結果をみて、海外に出願をするか否かを決めてはいない

のか？ 

→無条件で早期審査、スーパー早期審査を申請できればそのような対応を

したいところではある。しかしながら、実施関連出願で早期審査を申請し

てしまうと、他社に自社の事業戦略を知らせてしまうことになるので、実

施関連で早期審査を申請するのは利用しづらい。 

 ただし、日本の審査はかなり早くなってきているので、審査が早くでれ

ば外国出願の PPH に利用することもある。 

 

・ライセンス交渉等のために、早く審査請求を行い、早期の権利化を目指

すことはないのか？ 

→日本での権利行使のために日本で審査を早くするというのはあまりな

い。日本の審査の質は高いので、外国での権利行使ができるか否かの判断

材料として日本の審査結果を利用することは考えられる。 

 例えば、コピー商品が出回るような中国では、日本で早期権利化をして

特許性の判断をした上で、中国でのコピー商品対策に使うことが考えられ

る。その場合には、日本で早期の権利化を行い、PPH で中国の早期権利化を

目指すということも考えていきたいと思っている。 
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 ただ、コピー商品対策としては、意匠、商標による権利行使、その次に

特許による権利行使となるであろう。コピー商品の対策になるような特許

権があまりないこと、また中国での特許訴訟は長引くことが予想され使い

づらいことが理由である。 

電気 K →審査請求を行うか否かの判断のタイミングは次の 2回である。 

①出願から 3か月後に審査請求の要否の検討と外国出願の要否の検討を行

う。各年の 4半期ごとの案件をまとめて検討を行う。 

②出願から 2年半経過後に審査請求を行っていない案件について、審査請

求の要否の検討を行う。 

 実施が決まっている案件、他社が実施しそうな案件は早く審査請求を行

い、基礎研究関係の 5年乃至 10 年先を見越した案件については遅く審査請

求をするようにしている。全体としては、審査請求期限ギリギリのタイミ

ングで審査請求を行っているものが多くなっている。 

 社内運用として、実施が決まっており、重要と思われる案件については、

JP-FIRSTを積極的に利用するようにしている。JP-FIRSTを利用する場合は、

外国出願と同時に日本の審査請求を行うようにしている。管理上の手間を

省くため優先日から 24 か月を目安とした審査請求は行っていない。

JP-FIRST を利用する目的としては、外国の審査を進めるにあたり、日本の

審査結果を利用したいためである。外国の審査に反映するためには日本の

終審査結果までは必要なく、少なくとも一次審査結果を早期に取得でき

るようにしてもらえればよい。 

 

→外国出願を行う場合は原則外国出願と共に審査請求を行っている。しか

しながら、 近では韓国、中国ではある程度期間をおいてから審査請求を

行うようにしている。韓国では審査が早く、出願と同時に審査請求を行う

と各国に出した出願のなかで 初に審査結果が通知される可能性がある。

韓国の審査が 初となるのは知財戦略上好ましくないと考え、審査請求を

遅くしている。 

 外国出願を行っている案件の中で PCT 出願の割合は約 15％程度である。

外国出願を行った案件は基本的に日本でも審査請求を行う。 
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電気 L →審査請求をするタイミングとしては審査請求期限のギリギリになること

が多い。なお、事業性の判断により早く審査をする場合もある。約半数は

審査請求を行っている。審査請求期間の 3年を審査請求するかしないかの

判断に利用している。審査請求をするかしないかの判断する期間として 3

年で短すぎるということはない。 

 早く審査をするか否かの判断は、出願のタイミング、外国出願をするか

否かの判断のタイミング（出願から 1年以内）等、ケースバイケースで判

断されている。外国出願をするか否かはその発明のグローバル展開の観点

から決める。グローバルに展開するものは、外国も日本も審査請求を行っ

ている。例外的に、外国のみで権利化を行い、日本で審査請求をしないこ

ともある。外国に出願をする場合は PCT 出願をすることが多い。PCT 出願を

した場合、国内移行のタイミングで審査請求を行っている。各国ごとに細

かく審査請求のタイミングをずらすということはない。審査請求をするか

否かの判断をする回数はなるべく減らしたいためである。 

 JP-FIRST を利用する場合もあるが、必ずしも利用することを考えてはい

ない。 

 外国で PPH を利用したいものについては、日本で早期審査を利用してそ

の結果を用いて PPH をすることがある。事業分野ごとに PPH を多く利用す

る分野や、あまり利用しない分野がある。 

電気 M →日本出願後、半年のタイミングで外国出願の要否の検討を行う。外国出

願を行う場合には、さらに日本の審査請求を早く行うか、JP-FIRST の利用

要否、早期審査の利用要否の検討も行う。外国出願をしなかった件、外国

出願をしたが早くの審査請求をしなかった件に関しては出願から2～2年半

くらいのタイミングで審査請求の要否の検討を行う。特に早期に審査しな

いものについては2年半くらいを見て実施の状態を判断するようにしたい。

 審査請求のタイミングを変える際の判断基準は、自己実施の要否、他者

実施の動向、市場の独占の可能性（特許の回避の容易性）を考慮する。 

 出願した案件の 8割程度は審査請求を行っている。 

  

→外国の審査請求のタイミングと、日本の審査請求のタイミングは同時に

判断するような運用を行っている。これは、日本と外国とで審査請求の要

否の判断のタイミングを変えると、業務負荷が増えるためである。したが

って、例えば、日本出願について 2年～2年半のタイミングで審査請求の要

否を検討する場合については、外国を含めて審査請求の要否の判断をする

ことになる（米国のように審査請求のない国では出願の維持の要否を行

う）。2年くらいで事業の方向性が変わることもあり、当初は重要と思われ

て海外出願をしたにもかかわらず、権利化をしないような案件もある。 
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その

他工

業 

N →原則、審査請求期限ぎりぎりのタイミングで審査請求を行っている。一

方、製品が市場に出るタイミングと特許の権利化タイミングについては関

心をもっており、必要があれば審査請求を早く行っている。 

 開発のフェーズごとに発明の出願漏れがないか、また審査請求を行うか

どうかの検討会を行っている。開発初期のフェーズでは、抽象的なアイデ

アの発明が生まれる。開発中期においては、製品のセールスポイントや性

能アップ等の要素技術的な発明が生まれる。開発の終期には、実際の製品

を製造していく上での不具合の対策の発明が生まれる。開発の初期、中期

で生まれた発明については製品化までの時間がかかる場合が多く、権利化

の要否の判断ができるまでなるべく遅く審査を行いたい。特に開発の初期

にでてきた発明のようなものは出願から10年くらい経過しないと実施され

るか否か判断できないこともある。 

 出願の約 8割は審査請求を行っている。審査請求期間の間に明らかにい

らないものは審査請求をしないが、実施をする可能性があるものについて

はとりあえず審査請求を行っている。 

 

→事業をグローバルに展開しているので積極的に外国出願を行っている。

だいたい外国出願の割合は 40％程度である。今後は外国出願を行う割合は

さらに増えていくと思われる。外国出願も基本的には日本出願と同様に製

品で実施される発明については早期の権利化を行う。一方、実施の可能性

が未定である場合には審査をそれほど急ぐ必要性がないため、PCT 出願をし

ている場合には国内移行期間ギリギリまで国内移行を遅らせるようにして

いる。なお、国内移行をしたタイミングで審査請求を行うようにしている。

これは審査請求のし忘れを防止するたである。 

 また、実施見込が高い発明であり早期に権利化を行う必要がある場合は、

日本で早期審査を行い、その結果に基づいて PPH を利用することもある。
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その

他工

業 

O →製品がすぐ出る場合、営業で製品をアピールするために特許番号が早く

欲しい等の特殊な事情がある場合は出願時に審査請求を行う。 

 早期に審査をしないような案件は、原則審査請求期限末の出願から 3年

目に行う（社内運用上は、出願から 2年経過後に審査請求の要否の検討を

行い始める）。なお、出願時にもある程度審査請求をするか否かの判断は

行っている。出願と同時に審査請求をしなかった案件は、2年後に再検討を

しても状態が大きく変わっていることは少なく、出願時の判断が維持され

ることが多い。戦略的に出願から 3年目に遅く審査をしているというより

も、審査請求期限が 3年しかないので 3年目に審査請求をするというよう

な実情である。過去のように審査請求期間が 7年であったならば、さらに

審査請求を遅くする可能性もある。 

 審査請求を行うのはだいたい出願全体の 6～7割程度である。審査請求期

間の 3年を利用して、審査請求の要否の判断している。 

 事業分野（基礎研究分野や、製品系の事業分野等）により審査請求を行

う率は変わらない。全社的に審査請求率の目標値を持って管理している。

 

→日本出願をする際に外国出願をするかをある程度決めておき、日本出願

後のチェックポイントにおいて外国出願の要否の判断を 終決定する。中

には、第 1国出願から PCT 出願をする場合もある。 

 研究分野から出てくる、事業化に時間がかかるような出願については、

PCT 出願を行い、国内移行期間の 30 か月を利用してどの国で権利化を目指

すかを検討する時間的な猶予を得るという知財戦略をとっている。 

 なお、PCT 出願をした場合には、日本の審査請求を行うか否かについて、

事業化の可能性の他、国際調査の結果も用いて判断している。 

 外国での早期の権利化を目指す場合には、日本で早期審査を行い早く

終審査結果を得るようにし、PPH を利用して外国での審査を早期に進めるよ

うにしている。 
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その

他工

業 

P →基本的には審査請求期間の満了直前に審査請求を行う運用となってい

る。製品のライフサイクルが短いため、ある製品は 3年後に市場からなく

なっている場合もある。その場合には審査請求を行わないですむため、な

るべく審査請求のタイミングを遅くしている。  

 予算を立てる際に審査請求の要否の検討をする。具体的には、次年度に

審査請求期限が来る案件について、その前の年に審査請求の検討を行う。

 基本的にほぼ全件審査請求を行う。出願件数が少ないため基本的には権

利を取りたいものについて出願を行っている。意匠・商標と異なり、ある

一つの製品のみに利用するというものではないためである。 

 他社の権利化を防ぐという防衛出願をする場合には、実用新案制度を利

用している。現在は実用新案から特許出願に変更することも可能であるの

で、仮に権利化が必要になれば特許に変更をすればよい。防衛出願につい

て実用新案を利用しているのは費用が安いからである。 

 早期の権利化のニーズはそれほどない。他者から類似の品が出てきた場

合には早めに審査請求を行う場合があるが、早期審査を申請したことはな

い。早期審査を利用していないのは、他者の製品をすぐに差し止めたいと

いうような状態になったことがなかったため。 

 業界的に、権利を早期に獲得してライセンス交渉や、差止請求権の行使

を行うような傾向はない。 

 なお、制度としては審査請求をしたら直ちに審査が開始されて審査結果

がすぐに出るようなものが望ましいと思われる。出願人の立場からすれば、

なるべく権利化を遅くさせて他者牽制に使いたいところだが、逆に第三者

の特許監視の観点では早く権利の帰趨が解るようにしてもらった方が良い

ため。 

 

→外国の審査請求のタイミングと、日本の審査請求のタイミングとで戦略

的に特にタイミングを変更するということは行っていない。外国の審査請

求の期限の満了が近づいてきたものに関して特許事務所から連絡が来るの

で、そのタイミングで審査請求を行っている。日本の審査請求結果を利用

して外国の審査のクレームを変更する（又はその逆）のようなことはマン

パワー的にすることができないので行っていない。 
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大学 Q →大学と企業との共同開発のものは共同出願（共願）を行っている。共願

に関しては、企業が権利化の費用負担を行う場合、企業に審査のタイミン

グ等を任せていることが多い。また、共同開発のものであっても、共願と

せず、特許を受ける権利を出願前後にその企業に譲渡する場合もある。 

 大学単独出願（単願）のものに関しては、大学と TLO とが相談しながら

出願戦略を練り、審査請求のタイミングや外国出願の要否等を判断してい

る。大学単願のものは出願全体の 25％程度である。 

 審査請求は案件ごとに個別に管理している。 

 ライセンス等が決まりそうなものに関しては、早い審査請求を行い、場

合によっては早期審査請求を行っている。企業によっては、権利化済みの

特許権でなければライセンスを受けないという場合があるため。また、共

同出願契約によっては、権利化後の企業の実施に対して対価をもらえる条

件となっている場合もあるため。 

 ライセンス等が決まっていないものに関しては、出願から半年後よりも

少し前のタイミングで、外国出願の要否と審査請求の要否の検討を行う。

そのタイミングで審査請求を行わなかった案件に関しては、出願から 2年 6

月のタイミングで審査請求を行うか否かの 終決定を行う。 

 審査請求を行うか否かの判断基準としては、特許性、市場性（特許の活

用先がありそうか）、大きいプロジェクトの一環としての知的財産か、等

に基づいて決められる。 

 大学としては、遅い審査のニーズはない。 

 大学にとっての特許出願の意義としては、 

1．大学の知的財産を社会で活用（併せて、ライセンス等による対価を次の

研究に還元することにより、知的創造サイクルを実現） 

2．大学の研究結果と研究ポテンシャルの発信、等を考えている。 

 このうち、1のように企業へのライセンスを検討しているものに関して

は、早期の権利化が望まれる。2のような案件に関しては、必ずしも権利化

が必要ではないことがある。2の場合には、審査請求の要否の検討の際に、

審査請求を行わないという判断がされる場合がある。 

 大学の予算が潤沢にあればすべての案件について権利化を行うことがで

きるであろうが、そういうことはできない状態である。そのため、審査請

求期間の 3年を使って要否の判断をしている。 

 現在のところ、審査請求期間が 3年であることに問題はない。 

 特許庁への支払いの減額措置はありがたいものの、特許事務所への手数

料が高いため、大学にとっては特許出願の金銭的な負担は大きい。なお、

過去は大学の出願に関しては登録料、維持料等が無料であったので、特許

事務所への負担さえ考えなければ権利化をして特許権の維持を出願から 20

年までの満了時まで行うことができたが、近年は大学も登録料を支払う必
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要があるため、定期的に棚卸をして不要な権利を放棄するようにしている。

  

→外国出願については、たいてい PCT 出願を行っている。また、独立行政

法人 科学技術振興機構（JST；Japan Science and Technology Agency) に

よる補助を受けて行っている。PCT 出願を行い指定国への移行で JST の援助

を受ける場合は、優先日から 2年 3月後くらいに承認が下りる。承認後国

内移行手続きを行い、たいていは早い段階で外国での審査請求を行うよう

にしている。外国に出願をする時点で権利化を目指すものであるので、特

に審査タイミングを遅らせるようなことはしていない。外国での審査の際

に、日本の審査が終わっている場合は PPH の利用を検討する。 

大学 R →大学と企業との共願案件に関しては、基本的に企業が審査請求のタイミ

ングや拒絶理由の対応等の権利化の主導権を持っている。 

 大学の単願案件の場合には、実施してもらえる可能性のある企業がある

かどうかによって審査請求のタイミングが異なる。そのような企業が見つ

かっていない場合には、なるべく審査請求のタイミングを遅らせて、企業

がみつかったら審査請求を行うようにする。一方、その出願に興味をもっ

ている企業が共同研究を組み上げる上で特許出願の結果に基づいて判断し

たいと言われる場合もある。そのような場合には早く審査請求を行うよう

にしている。 

 また、大学単願で外国出願をする場合には、独立行政法人 科学技術振興

機構（JST；Japan Science and Technology Agency) による補助を受ける

必要がある。その際に、JST の認可をもらうために、日本特許庁での審査結

果を提示することが必要な場合がある。そのような場合には、日本での審

査を早くすることがある。 

 実施先企業が見つからない、将来の実施の可能性が低い案件に関しては

審査請求を行わない。 

 なお、単願、共願いずれも約 6割程度は審査請求を行っている。 

 審査請求は案件ごとに個別に管理している。 

 

→大学単願で外国に出願をした場合は、外国で早期の権利化をするように

している。特に日本の審査請求のタイミングと合わせるようなことは行っ

ていない。 



-237- 

 

その

他 

S →半年ごとに審査請求の要否を検討する社内運用を行っている。 

 標準規格が決まっているもの、実装が決まっているものは早く審査請求

を行う。それら以外の特に早く審査をしなくてもよい案件に関しては、出

願から 2年の時点で審査請求の要否の判断を行い、出願から 2年半のタイ

ミングで審査請求を行う。 

 

→だいたい出願全体のうち 8割くらいは審査請求を行っている。2割くらい

は審査請求を行わないので、審査請求期間の 3年は、審査請求の要否の判

断をするための期間として使っている。 

 

→外国出願を行った案件に関しては、対応する日本出願の審査請求は外国

出願のタイミングで行う。また外国出願自体もすぐに審査請求を行う。外

国出願をするものは原則権利化をするものであるためである。 

ただし、標準規格が決まっていない等の遅く審査をする必要性があるもの

に関しては日本も外国も審査請求のタイミングを遅くするようにしてい

る。 

その

他 

T →企業の知財戦略として、特許出願件数増加および査定率のアップの戦略

と同義であるが、特許権の数を増加させていこうという基本戦略をとって

いる。その上で、なるべく早期に権利化を行う方向性で動いている。 

審査請求のタイミングについては、だいたい次の 4つのケースがある。 

①2年以内に実施予定など、近い将来の実施が決まっている案件は、日本出

願時に審査請求をするかどうかを判断する(参考：日本出願に替えて第一国

出願から PCT 出願にするか否かを検討することはある)。 

②日本出願と同時に審査請求を行わなかった案件は、優先権期限以内に外

国出願を行うか否かの判断をする。ここで外国出願を行わないと判断した

案件については、そのタイミングで審査請求を行うか否かの判断も行う。

③PCT 出願をした場合は、その国際調査結果が出たタイミングで、日本の審

査請求の判断を行う。 

④①～③のタイミングで審査請求しなかった案件は、審査請求期間の満了

半年前のタイミングで審査請求をするかどうかを判断する。 

実際は、②のタイミングで審査請求を行う場合が多い。 

 

→弊社では、出願の６割以上は外国出願を行っている。外国での早期権利

化をするために早期に日本の審査請求を行っている。 

 具体的には次のようなフローである。日本の出願をしてから半年程度で

PCT 出願を行う。PCT 出願から 3か月程度で国際調査（及び見解書）が来る

のでその見解書に基づいて日本出願を審査請求して権利化を進める。見解

書で肯定的な見解が出ていた場合は早期審査を行い権利の確定を図る。否
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定的な見解が出ていた場合には適宜補正を行いつつ権利化を行う。日本で

登録となった場合には、PCT 出願について国内移行を行い、国内移行ととも

に審査請求を行う。日本での登録クレーム、審査過程についた引例を参考

に必要に応じて PPH を使い外国での早期権利化を行う。例えば、日本の登

録クレームが必要以上に限定がされている場合は PPH を利用しない。 

 PCT の非加盟国（例えば台湾）については、パリルートで出願を行う。こ

の場合、外国出願と同時に審査請求を行うのではなく、日本の審査結果を

待ってから審査を行えるようにするために、台湾での審査請求は待つよう

にしている。 
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問 2.遅い審査について。 

問 2-1.過去に遅い審査をしたくなったケースがあるか。 

分野   回答 

食品 

・医薬 

A →リサーチツールの関係については、事業に利用されるかどうか不明の場合が

あり、審査請求をすべきか否かの判断のために審査を遅くしたい場合がある。

また、一つの出願に特定の効果が得られる複数の化合物が記載されており、開

発の過程によって記載されている化合物のうちのどれが実際利用されるかが

変化していく場合がある。そのような場合は遅く審査をしたいことがある。 

食品 

・医薬 

B →他者へのいやがらせ目的として遅く審査をしたいと思うことがあるが、特に

遅く審査したいというものはない。 

基礎研究関係の発明は、審査請求期限の 3年で判断がつきづらいということは

あるが、現状それほど困ってはいない。 

金属 C →遅く審査をしたくなったケースはある。原則 2年で審査の要否の判断を行っ

ている。全出願のうち数％程度は、2年の段階で権利化をする必要があるかど

うかが解らないような案件がある。技術的に確立していても事業として成り立

つか否か不明なものである。例えば、個別ユーザー向けに特化した材料である

場合、その後の継続的な購入が見込めるかどうか判断がつかない場合である。

このように、審査請求期間内において判断がつかないような場合は遅く審査を

したくなる。 

 

→拒絶査定不服審判の際に分割出願を行い、審判の結果をまってから分割出願

の審査をすすめたいという希望はある。 

金属 D →今までは審査請求から一次審査結果の判断がでるまで時間がかかっていた

ので特に問題はなかった。しかしながら、2013 年には審査請求から一次審査結

果がでるまでの期間が 11 か月に短縮されるとのことであれば遅く審査したく

なるものも出てくる。例えば、基礎研究に係る発明で、 終的にどのような物

になるか不明なものに関しては遅く審査をしたくなると思われる。 

建設 F →拒絶がされる可能性が高いと思われるものは、審査を引き延ばしたいと思う

ことがある。拒絶が確定するまでは、他者へのけん制効果が見込めることと、

顧客への技術力のアピールに使える。建設業界は成熟産業であり、出願をして

も拒絶される可能性が高いことが背景としてある。 

なお、拒絶査定不服審判請求をする際に分割出願を行い、当該審判の結果が出

るまで待ちたいので遅く審査をしてほしい、というニーズは今までにはない。

化学 G →事業化に時間がかかるものは、審査請求をするか否かを、より遅いタイミン

グで判断できると良い。審査請求期間が 3年のため判断がつかないものに関し

ては審査請求をせざるをえない状況である。過去、審査請求期間が 7年から 3

年に切り替わった際に審査請求率が上がった経緯がある。 
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→ただ、技術の流れが速い昨今では、審査請求期間は 3年くらいが妥当ではな

いかという考え方もある。あまり遅く権利化をしても技術が陳腐化して利用価

値がなくなる場合がある。 

化学 H →前述したように、研究開発段階のもの、外国の審査結果をみてから審査をし

たいというものは遅く審査をしたいということがある。 

また、審判請求をする際に分割出願を行い、当該審判の結果が出るまで待ちた

いので遅く審査をしてほしいと思うことがある。 

機械 I →基礎研究関連の発明は遅く審査を行いたくなる。 

基礎研究関連の発明は3年の審査請求期間では発明の有用性の判断がつきづら

い。 

機械 J →ロボット等の開発期間が長いものは遅く審査をしたくなることはある。 

登録査定時に分割出願をするか否かを検討してはいるが、ほとんど分割出願に

よる出願の延命をするようなことは行っていない。 

権利行使される側の立場として他社の特許が長期係属するようなことは非常

に困る。 

電気 K →事業部関係の発明は、事業中期計画が向こう 3年であることから、審査請求

期限の 3年以内に判断できるものが多い。しかしながら、長期的な視点の発明

も 2～3割程度あり、そのような将来の実施可能性が不明な発明については審

査請求期間の 3年以内に判断することができない。同様に基礎研究関連の発明

についても 3年以内に判断するのは難しい場合が多い。このようなものは遅く

審査をしたいと思っている。 

電気 L →R&D 関連の発明のように事業性の見通しが不明なもの、標準規格に係わるも

ので規格が定まっていないような場合については遅く審査をしたいと考えて

いる。なお、公開すらしてほしくないような発明であれば出願を遅くすること

もある。 

 遅く審査をしたいというケースはそれほど多くはない。 

 拒絶査定不服審判を請求した場合に、分割出願を行い、その分割出願の審査

をなるべく遅くしてほしいという要望は社内であまり聞いたことはない。 

電気 M →遅い審査をしたくなるケースはない。市場の展開が早いためである。業界の

5年後を見越しての戦略は立てられるが、10 年後というとほとんど見通すこと

ができない。したがって、遅い審査をしてもらいたいというニーズはなく、む

しろ早くしてもらいたいというニーズはある。 

その

他工

業 

N →開発の初期に出てくる発明は審査請求を遅くしたい。3年の審査請求期間で

は発明の有用性の判断がつきづらいためである。 

 拒絶査定審判請求をする際に分割出願を行い、当該審判の結果が出るまで分

割出願の審査を待ちたいと思ったことはないが、そのようなケースがでてくる

ことは考えられる。 



-241- 

 

その

他工

業 

O →遅い審査をしたくなるケースは次のような 3つのパターンが考えられる。 

①研究所からでてくるような基礎研究の場合であって事業化までに時間がか

かるもの。 

②標準規格に係る発明で、標準規格が定まるまで時間がかかるもの。 

③他者の製品の動向を見極めるためになるべく遅く権利の取得を行いたいも

の。 

全体の 1～2割程度は遅くしたいと思うことがある。 

その

他工

業 

P →遅い審査をしたくなるケースはほとんどない。 

 拒絶査定不服審判時の分割出願について、遅く審査をしてもらいたいと思っ

たことはない。拒絶査定不服審判時に分割出願をする場合は、早く権利化をし

たいものであるため、とくに遅く審査をしたいと思うことはない。 

大学 Q →大学では基本的に早く審査をしてもらいたいことはあるが、遅く審査をして

ほしいという特別な事情は考えづらい。 

 ライセンス先を探すために審査を遅くしてもらいたいという事情はない。大

学において、企業への特許のライセンス収入というものはそれほど大きいもの

ではない。どちらかというと、大学と企業との共同研究をする際に、企業側か

ら受ける共同研究費の方が額として大きい。 

 また、大学の知財担当者は任期付であり、大学の教員も別の大学へ異動して

しまうことがある。したがって、なるべく、当事者がいる間に審査結果は決着

をつけたいという気持ちが大きい。 

大学 R →発明について実施をしてくれる企業を探す場合には必ずしも早く結果が出

ることがライセンス上良い結果を生むとは限らない。即ち、審査までに時間が

あれば、ライセンシー候補企業（ライセンスの可能性のある会社）の意見を取

り入れて拒絶理由通知対応したり、自発補正を行ったりすることが可能となる

ためである。そのような場合遅く審査をしてもらいたいということはある。 

 審判請求をする際に分割出願を行い、当該審判の結果が出るまで待ちたいの

で遅く審査をしてほしいと思ったことは、企業との共願案件であったと思われ

るが１件程度である。なお、提携企業がある場合には、権利化は企業との協力

で行っていくが、大学単願で実施先企業が見つかっていないような場合には審

判請求をしてまで権利化を行うということはまずない。 

その

他 

S →標準規格が定まっていないもの、実装が定まっていないものに関しては遅く

審査をしたいことがある。 

 なお、拒絶査定不服審判請求をする際に分割出願を行い、当該審判の結果が

出るまで待ちたいので遅く審査をしてほしかったこともある。例えば、標準規

格に関する出願が拒絶査定となり、拒絶査定不服審判を請求するとともに分割

出願を行うことがある。拒絶査定不服審判の方で所望のクレームで権利が取れ

なかった場合には、分割出願の方で権利化を進めたいことがあり、その場合に

は、拒絶査定不服審判の結果が出るまで分割出願の審査を進めて欲しくない。
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その

他 

T →IT 業界であるので、3年の審査請求の期間内に実施をするか否か判断ができ

ないということはあまりない。 

 ただ、中には早期に権利を確定したくない案件というものもある。 

 また、別の観点では分割出願をした場合に分割のクレームをどのように補正

するかを検討するために時間が欲しいということもある。 

 審判請求をする際に分割出願を行い、当該審判の帰趨が明確になるまで分割

出願について遅く審査をしてほしいと思った事例がある。 
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問 2-2.遅い審査をしたくなった場合、現在どのように対応しているか。 

分野  回答 

食品 

・医薬 

A →審査請求のタイミングを遅くする。分割出願をすることを行っている。 

食品 

・医薬 

B →遅く審査をしたい場合は、審査請求期限のギリギリで審査請求を行うこと

で対応をしている。分割出願を繰り返して出願を延命させるということはほ

とんど行っていない。 

金属 C →現在は、審査請求期間のぎりぎりまで審査請求を待つことで対応してい

る。他社では遅く審査を開始してほしいと上申書を提出する場合もあるよう

だが、弊社ではそこまでのことは行っていない。また、拒絶査定不服審判時

に分割出願を行った場合において、先に分割出願の審査がされて困ったとい

う経験はない。 

 遅く審査をする上で、現時点の対応でそれほど困ってはいない。 

金属 D →現在は、審査請求期間のぎりぎりまで審査請求を待つことで対応してい

る。 

 分割出願を繰り返して出願を延命させるようなことはほとんど行ってい

ない。分割出願をするのにもコストがかかるためである。 

 拒絶査定不服審判時に分割出願を行った場合において、先に分割出願の審

査がされて困ったという経験はない。たいてい、分割出願の審査が早く進む

ことがないため。 

建設 E →審査を引き延ばしたい案件があるような場合には、拒絶査定が出た場合に

は分割出願をするという対応を取っている。 

建設 F →国内優先出願をすることや、拒絶査定時に分割出願を行うことが考えられ

るが、このようなことはほとんど行っていない。 

化学 G →前述したように、エレクトロニクス関係では、重要技術が生まれた場合に

は、権利を早期に確定したくない場合がある。他社の出願戦略を見ると、重

要と思われる出願について何度も分割出願を行っているものもみられる。こ

のような分割出願による出願の延命をする戦略をとる必要があるかもしれ

ない。ただし、分割出願を繰り返すとなるとコストがかかるため、コストが

安く遅い審査ができる制度があると良いと思われる。 

 

→審判請求をする際に分割出願を行い、当該審判の結果が出るまで待ちたい

ので分割出願は遅く審査をしてほしいと思うことはある。分割出願をすると

いうことは重要であると判断した場合であり、先の出願の審決の結果を得て

から権利化の方針を決められるようにしたい。 

化学 H →審査請求を審査請求期間のギリギリに行うことで対応している。 
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機械 I →遅く審査請求をすることを行っている。遅く審査をしてもらうために分割

出願を利用するというのは行っていない。 

 ただし、重要と思われる発明（例えば、他社からライセンスオファーを受

けたような発明）の場合は、出願を継続するために分割を行うことはある。

電気 K →将来的な実施可能性が不明なものについては審査請求のタイミングを遅

くすることで対応をしている。 

 また、数は多くないが訴訟を行うような重要な案件において分割出願を行

うことがある。例えば、登録後にクレームの表現が不適切であったことが解

ることがある。このような場合は権利の活用に障害となる恐れがあるため、

分割出願を係属させておく。係属中の分割出願があれば、より適切なクレー

ムを取得することが可能であるためである。 

 仮に、重要な案件は自動的に分割出願を行うという社内運用を取ったとし

ても、分割出願についても早く審査結果が出しまうと、さらにまた分割出願

をするという対応をせざるをえなくなる。したがって、継続的に分割して出

願を係属させる方法ではなく、抜本的に審査を遅くするような制度が必要で

ある。現在は審査請求から一次審査結果がでるまでが約 15～16 か月程度で

あるが、さらに一次審査結果がでるタイミングが早くなっていく場合は、分

割出願をする割合が増える可能性がある。 

電気 L →分割出願を利用することが多い。その他は、審査請求を審査請求期間のギ

リギリに行うこと、PCT 出願で国内移行のタイミングをなるべく遅くするこ

とで対応している。遅く審査をしたい場合について、現在の対応でそれほど

困っているということはない。 

その

他工

業 

N →遅く審査請求をすることを行っている。コストを考えて、遅く審査をして

もらうために分割出願を利用するというのは行っていない。 

その

他工

業 

O →遅く審査請求をすること、分割出願を利用すること、PCT 出願で国内移行

のタイミングを遅くすることで、審査を遅くすることを行っている。 

しかしながら、審査請求期間は出願から 3年しかできないこと、分割出願を

あまり数多くすることは不経済となってしまい、現状の制度では十分に遅く

審査をすることに対応できていない。 

その

他工

業 

P →研究から実施まで長く時間がかかるものには遅い審査も有効かもしれな

い。しかしながら、補正できる範囲は明細書の記載の範囲内であるので、遅

い審査の制度があったとしてもあまり利用しないと思われる。 

 研究期間が長いもので比較的新規な構成のものについては、古い出願の審

査を先延ばしにしてクレームを同行するのではなく、その都度新しい出願を

して周辺を固めていくような知財戦略をとっている。 

 一方、従来技術の数値限定のような発明（組成の比率を限定するようなも

の）に関しては、ある程度製品化の方向性を見極めてから出願をする傾向で



-245- 

 

ある。 

大学 Q →遅く審査をして欲しいというニーズはない。 

大学 R →遅く審査をしたくなることはあるが特に特別な対応はしていない。 

その

他 

S →審査を引き延ばしたい場合は、分割出願を行うことで対応をしている。ま

た、審査官に標準規格に関わる特許である、又は他国の審査状況をみて審査

を行いたいので審査を遅くして欲しい旨の上申書を提出し、審査の着手を遅

らせてもらうことをしている。 

 現状の対応においてある程度遅く審査をして欲しいというニーズは満た

せている。 

その

他 

T →遅延目的で分割出願を行うことはない。分割の制度趣旨に即して、３７条

違反の発明の権利化、明細書中の別発明の権利化、または、より上位概念で

の権利化が可能と判断した場合に限り、分割出願を活用している。遅く審査

をしたい場合には分割出願を利用することがある。しかしながら、他者牽制

のために分割出願を利用するというのは行っていない。顧客が一般消費者で

あるため、露骨な他者へのいやがらせ行為をした場合には風評被害によるダ

メージが考えられる。 
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問 2-3.遅い審査制度が導入された場合に、現在遅く審査をしたいと考えている案件におい

て利用をすると思うか。 

分野  回答 

食品 

・医薬 

A →制度があれば使うだろうが積極的に利用をしたいというニーズはない。

自社が使用したい発明に関しては早く審査をして権利化をするであろう

が、自社は使う予定はないが他社が使いそうな出願については遅く審査を

したくなるかもしれない。特に、回避がされ易い製剤関連の出願は遅くし

たいことはないが、汎用性が高い発明であれば遅くして他社牽制としたい

と思うかもしれない。 

食品 

・医薬 

B →遅い審査制度があれば利用すると思われる。 

金属 C →制度があれば利用すると思われる。 

金属 D →利用すると思われる。特に開発が進行している物に関しては、開発の動

向を見ながらクレームの補正を行いたい。 

建設 E →それほど多くはないだろうが、制度があれば利用すると思われる。 

建設 F →前述したような審査の引き延ばしをするような案件については使うこと

があるかもしれない。日本はヨーロッパ出願と違って、出願維持のための

年金が必要ないため遅く審査をしてもらうことに特段のデメリットがな

い。 

化学 H →そのような制度があれば利用したいと思う。 

機械 I →利用すると思われる。 

電気 K →利用すると思われる。何百件も利用するということはないと思うが、審

査請求から一次審査結果の取得までが 11か月と短くなっていく現在の動向

からすると、利用をしたいと思う案件が出てくる。 

電気 L →そのような制度があれば利用したいと思う。出願人が選べるオプション

が増えるのはありがたい。 

その

他工

業 

N →利用すると思われる。出願人にとっては選択肢が広がるのは好ましい。 

その

他工

業 

O →利用すると思われる。 

その

他工

業 

P →それほど使わないと思われる。他社へのけん制に関してもその効果は疑

問である。 
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大学 Q →遅く審査をして欲しいというニーズはない。 

大学 R →審査請求料の繰り延べの制度のようなものがあれば利用をすると思われ

る。実際に利用をしたこともある。 

大学は知財に掛けられる予算が少ないため、審査請求を行うまでには実施

先企業の目処をつけておきたい。拒絶理由通知に対応する際には更に弁理

士費用がかかるので、できるだけ早く実施先企業を見つける必要がある。

そのような場合、一次審査の結果が遅くでることを望むことがある。 

その

他 

S →遅い審査の制度があれば利用する可能性はある。理由としては分割出願

の費用を削減することができるからである。 

その

他 

T →制度があれば、分割出願の自発補正検討時間を確保したい場合に、利用

することがあるかもしれない。 
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問 3.他者特許監視について 

問 3-1.現在どのように他者特許の監視をしているか？ 

分野  回答 

食品 

・医薬 

A →製薬業界の場合は、自社も他社もそれほど多くの出願を行うものではな

い。したがって、第三者の特許負担が非常に大きいということはない。 

 競合他社の出願を定期的に監視を行い、注目の特許に関しては審査経過

を追うようにしている。 

食品 

・医薬 

B →次の二つの対応を行っている。 

①自社に関連する技術分野について自動検索により毎月登録案件、公開案

件をピックアップする。 

②商品を販売する前に、登録案件、公開案件についてクリアランス調査を

行う。 

 重要度に応じて対応は変えており、事業に影響がありそうなものについ

ては公開段階において、先行技術文献の調査や特許回避を行うこともある。

 その他、外部機関（特許事務所、弁護士）に非抵触性の鑑定を依頼する

こともある。 

 公開案件の方が、登録案件のものよりも対応に時間がかかる場合が多い。

公開案件はクレームが広く抵触する可能性のあるものが多く、且つ公開案

件では審査がされていないので、どの部分が権利化をされる部分なのか予

測しなければならないためである。 

金属 C →事業に関連する分野について、毎月公開公報、特許公報をチェックし、

経過観察が必要と思われるものをピックアップする。公開件であれば必要

に応じて情報提供を行い、登録件であれば抵触性の判断、無効資料の調査、

特許の回避を検討する。ピックアップされる案件は月 10 件程度であり、業

務負荷としてはそれほど大きくはない印象である。 

金属 D →各事業分野にリエゾンがいて監視を行っている。決まった検索式に基づ

いて対象を抽出して、さらに問題と思われる案件があった場合はその審査

経過を監視する。 

 監視対象の案件に対して有効な先行技術文献が見つかった場合に、情報

提供をするか否かについては事業分野ごとの考え方による。情報提供を行

うことで権利化を必ず阻止しようという事業分野もあれば、情報提供をせ

ずに無効理由を持ったまま権利化をさせて、有効な先行技術文献は自分の

手元にストックしておくということもある。 

建設 E →公開公報、特許公報をチェックする。問題となるものが出てきた場合、

先行文献の調査をする社内運用がある。必要に応じて、情報提供をする、

無効資料として蓄積することを行っている。 
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建設 F →競合他社などを対象として、SDI（Selective Dissemination of 

Information）調査を行っている。気になる出願が見つかった場合には、必

要に応じて先行技術文献を調べるようにしている。ただし、他者の出願に

関心を持っていることを気づかれたくはないので、情報提供は行わず静観

することもある。 

 

化学 G →技術テーマを立ち上げる際に、大まかに他社の特許調査を行い自社の特

許上の順位の把握を行う。その後、ある程度開発が進んだ後に他者特許に

ひっかかっていないかどうかの調査を行う。この調査によって大体の他者

特許を把握できる。その後は、定期的に新しい特許出願を通知するシステ

ムを利用して他社出願を把握する。 

他社出願で問題の特許があった場合には、審査経過の情報を自動的に通知

するシステムで現状を把握している。 

 

→情報提供を利用する場合はあるが、情報提供を利用するか否か判断に迷

うことがある。情報提供をして出した文献が必ず審査官に利用してもらえ

るか、あるいは情報提供をしても審査官の審査結果を出す方が早くて利用

されないのではないか、情報提供をして審査官に利用してもらえないので

あれば単に他社に有効な情報を知らせてしまうことになるので手元に隠し

持っておいた方が良いのではないか、という点が迷う理由である。特に、

他社の特許出願に対して有効な先行技術文献を持っている場合には迷う。 

化学 H →事業分野ごとに検索式を用いて隔週で他社特許をピックアップする。そ

の後、注目した特許出願については、審査経過をウオッチングするように

している。 

 情報提供はあまり行っていない。今年は数件行った。問題の特許が見つ

かった場合は、特許の回避を検討するか、先行技術文献を無効資料として

ストックしておく。 

機械 I →事業部ごとに競合する企業の特許出願を SDI（Selective Dissemination 

of Information）で監視をするようにしている。 

また、事業部で新しく行う技術が出てきた場合には、そのタイミングで特

許調査を行うようにしている。 

 なお、公開段階において要注意の出願を発見した場合は、登録までその

経過を見守ることが多く、先行技術調査や情報提供等の積極的な対策をす

ることはしていない。業界として、競合他社と特許訴訟を積極的に行わな

いことも関係しているかもしれない。なお、情報提供は他社にその特許出

案について注目していることを知らせてしまうことになるのでやらないよ

うにしている。 

 ただし、公開段階であっても、特に事業の障害になりそうな出願を発見
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した場合には、先行文献調査等の対策を行うようにしている。 

機械 J →公開公報を監視し、要注意の案件に関しては、特許となりそうなクレー

ム範囲を予想し、特許を回避するかどうかを検討する。また、審査経過を

チェックしている。情報提供を行うことはほとんどない。無効資料として

ストックをしておく。他社にその特許出願が注目されていることを知らせ

たくはないため。 

電気 K →次の二つの監視を行っている。 

①関連する技術分野において、登録になった他者特許を特定の外国を含め

て監視している。 

②製品を出すタイミングで新しい技術が搭載された場合は、その技術に関

して権利存続期間にある特許すべてを対象にした調査を行う。 

 公開案件についても特定の技術分野に関しては調査を行っている。また、

必要に応じて情報提供の活用を行っている。しかしながら、その他の多く

の分野では公開件数が多すぎるため、公開案件についての監視は行ってい

ない。 

電気 L →近似する技術分野について調査ツールを使ってピックアップを行い、問

題の特許がある場合は、IPDL 等で審査経過を監視するようにしている。問

題特許に対しては特許の回避、先行技術文献を探して無効資料として準備

しておく、他国の審査経過をチェックすることで対応をする。EPO では、特

許庁のサービスで、無料で審査経過の経過情報を通知してくれるシステム

があるのでそのようなサービスが日本で受けられるとよい。また、EPO や

USPTO では審査経過の書類を一括でダウンロードや閲覧をすることができ

るので審査経過の書類閲覧をしやすいのでよい。情報提供はあまり行って

いない。ヨーロッパ特許出願では WEB で 24 時間いつでも情報提供が簡単に

できる。日本でも情報提供を活用させるためには、情報提供の利用のしや

すさも考慮してもらいたい。  

電気 M →商業データベースに所定の検索式を打ち込んで引っかかってくる案件、

事業部から特に注意してほしいと言われた案件について監視を行ってい

る。監視対象となった案件については、事業部と知財部とで話し合いを行

い、先行文献を探して情報提供を行う、登録されるまで放置をして登録後

に対応を行う、等の対応を決定する。 近はそのような監視対象となるも

のは少なく、年に数十件程度である。 

その

他工

業 

N →関連技術に関して、公開公報と登録公報の監視を行っている。情報提供

はほとんど行っていない。情報提供を行うことにより、他社に注目されて

いる出願であることが解るのが嫌であること、また情報提供に基づいて補

正され自社の実施予定の形態に近い形で補正されるのは嫌なためである。 

公開段階であっても、重要性が高いと思われるものについては、自社の製

品の設計変更や先行技術調査を行う。 
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その

他工

業 

O →新しく製品を出す前に他者特許の調査を行うようにしている。問題の特

許が発見された場合には業者に委託して審査経過を監視する。必要に応じ

て製品の設計変更を検討する。 

 製品を出す前の特許調査以外において、定期的に他者特許を監視するこ

とは行っていない。基礎発明的なものが出願された場合は、審査経過を監

視することがあるが、それ程数は多くない。 

その

他工

業 

P →発明者が公開公報を監視し、要注意案件があった場合は、審査状況の監

視を行っている。 

大学 Q →特許監視の数は少ない。年に数件である。大学は事業を行っていないの

で積極的に他社特許を監視する必要は少ない。 

 大学で他社の特許を監視しているケースの一つに、大学の先生が学会発

表をした内容を受けて他者が同様の内容を出願したものがある。この場合

は、審査経過を監視し、情報提供を行った。 

大学 R →産学連携推進本部の業務として他者の特許の監視を行うことはやってい

ない。大学では技術分野が多岐に渡り、その一方人員は非常に少ないため

他者の特許監視をすることは事実上困難である。なお、大学の先生や産学

連携推進本部の職員が自主的に他者の特許の監視をすることはあると思わ

れる。したがって、他者の特許の審査が遅くて困ったことなどはない。 

その

他 

S →公開公報、登録公報の監視を行っている。要注意の案件が出てきた場合

は、公開件の場合はウオッチングを行う。情報提供をすることは少ない。

登録件の場合は抵触性の判断と無効資料の調査を行う。 

その

他 

T →競合他社の公開公報、登録公報の監視を行っている。また、新規なサー

ビスの提供の前に他者特許の侵害をしていないかの検討を行っている。気

になる内容の出願が出てきた場合には、監視を行うこともある。 

現在のところ情報提供を行わなければならないというケースにあっていな

いため、情報提供は行っていない。 

なお、差止には敏感である。懸念特許が出てきた場合には、開発と協力を

して回避技術の検討を行う。メーカーと違い比較的仕様の変更が容易であ

るので、基本的には特許の回避、それでもだめなら無効審判や情報提供の

検討をするという戦略である。 
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問 3-2.他者が審査を遅くして困ったようなケースはあるか。 

分野  回答 

食品 

・医薬 

A →他社の審査が遅くて困ることはそれほど多くはない。他社の進歩性が低

いと思われる製剤特許が分割を行って監視を継続しなければならなかった

時は困ったことがある。 

食品 

・医薬 

B →それほど多くないが他社が分割を繰り返して困るということはある。 

金属 C →過去に 1回だけある。他者の特許に対して無効審判を請求したところ、

審判の請求をしている案件から分割出願を行い、また上申書で審査を遅く

し、出願の継続を図ってきたことがある。 

金属 D →他者が分割を繰り返すことにより審査結果が確定せずに困ったことはあ

る。しかしながら数は少ない。 

建設 E →困ったことはほとんどない。チェックしていた出願が、拒絶査定になっ

た場合は、分割出願がなされていないかは確認をしている。 

建設 F →特に他者の出願の審査が遅くて困ったことはない。 

化学 G →分割出願を他社が行ってきて困ることはあった。親の出願は狭いクレー

ムで権利となったにもかかわらず、分割の出願で親出願よりも広いクレー

ムになって驚いたことがあった。 

化学 H →他者が分割を繰り返して審査の結果がなかなか決まらなくて困ったこと

は少ないながらある。 

機械 I →よくある。 

機械 J →困ったことはある。具体的には、他社が拒絶査定時に分割出願を行い、

自社の実施態様をみて分割出願のクレームを補正してきたことがある。 

他者が遅い審査をすることによる対応策はない。 

→第三者が分割出願をした場合には、すぐに分割出願をしたということが

わかるようにしてもらいたい。 

電気 K →日本では困ったことがない。米国でパテントトロールと思われる者から

警告をされて、警告された案件について係属出願があって困ることはあっ

た。 

電気 L →あまり困ったことはない。 

電気 M →他者の特許出願で、自社の製品と同じような構造を権利化しようとして

いるもの、進歩性がないと思われるが非常に広いクレームを記載している

ものが見つかった場合に、早く審査結果がでてくれないと困る。現状にお

いても、監視対象の特許について、ファースト OA がなかなか出なかったり、

ファースト OA は出ているがその後のセカンド OA がなかなか出なかったり

して困ることがある。 
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その

他工

業 

N →他者が分割出願を繰り返すことで困ったということはない。業界的にそ

れほど分割出願が多くはない。業界としては、相手からのカウンターを警

戒しているのもあるが、特許権で他社の製品を差し止めしようという風潮

はない。 

その

他工

業 

O →他者の特許出願の審査が遅くて困ったということはほとんどない。分割

出願を複数回行い、権利がなかなか確定せずに困るということはあるが、

そのように複数回分割を行っている案件については、その他者が重要と判

断している出願であると予想を立てることができる。したがって、こちら

も監視対象としてのフラグを立てやすい。 

なお、そのように遅い審査で困るのは、1つの研究テーマについて数件ある

程度である。 

その

他工

業 

P →他者の特許で困ったことはない。 

大学 Q →大学の先生の学会発表を受けて他者が出願をしてしまった案件につい

て、早く結果が出て欲しいと思ったことはある。 

その

他 

S →それほど多くはないがある。例えば、分割出願を利用して出願を延命さ

せる場合や、在外人の手続き期間の延長申請により審査がなかなか進まな

い場合がある。 

その

他 

T →いわゆるパテントトロール的な企業が分割の制度を利用して権利の確定

を遅くするようなケースがあって困っている。 

競合他社については、今のところ、そのような審査を遅くして困ったケー

スはない。 

 

 



-254- 

 

問 3-3.他者特許の審査が遅くて困った場合、現在どのように対応しているか。 

分野  回答 

食品 

・医薬 

B →特に通常の監視と対応が変わることはない。重要な案件であれば、前述

したように、先行技術文献の調査、特許回避、外部機関での鑑定を行う。

金属 C →特に対応策はない。 

金属 D →審査過程で補正が入るたびに、設計変更の検討や無効資料の調査を行う

ようにしている。数が少ないので現在はそれほど対応に苦慮はしていない。

建設 E →現状、他者の審査が遅くで困ることがないないので、特に対策も行って

いない。 

化学 G →過去、他社が分割出願を繰り返し行ってきた場合には、その都度対応策

を打ち合わせしていた。 

仮に、すでに製品が出てしまっており、簡単に設計変更ができないような

場合であれば無効資料を探す対応を取ることになると思われる。 

化学 H →通常の他社特許と同様の監視を行っている。 

機械 I →特に対策はなく、通常の出願と同じように対応をしている。 

電気 K →他者の審査が遅いからと言って、特別な対応を行ってはいない。 

電気 M →無効化できる資料をそろえて対処をすることをしている。しかしながら、

事業の方向性を決めるのが難しい（その問題特許を回避しなければいけな

いのか、それとも問題ないのかが解らないため）。 

その

他工

業 

O →情報提供を行うようなことはしていない。情報提供を行うことにより、

その出願について注目していることを他者へ知られたくないこと、情報提

供により先行技術を考慮した無効理由のない強い権利が確定してしまうこ

と、が理由である。先行技術が見つかった場合は、無効資料としてストッ

クしておく。 

その

他工

業 

P →特に対策はない。 

 過去、個人発明家が弊社に警告を行ってきた際に、分割出願を多くして

おり権利の帰趨が不明で嫌だったことはあった。その時には、分割出願が

登録になるごとに異議申立を行って権利の無効化を図った。 

 遅い審査をしてきた場合であっても、その分野の技術が解る弁理士に相

談をすることで対応ができると思われる。例えば、出願公開時にやけに広

いクレームであっても、その技術分野の先行技術からこの程度のクレーム

でしか登録できないとわかれば、対応可能であると思われる。 

その

他 

S →他者の遅い審査に対してはウオッチングを続けることで対応を行ってい

る。他社の遅い審査については早く審査が決定してくれればよいなと思う。

監視期間が長くなるため、管理コストが増えることが問題であると考えて

いる。 
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その

他 

T →対応策があるとすれば、情報提供や無効審判であるがそのようなことは

していない。前述したように基本的には特許の回避を行うのが優先順位と

して高い。 
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問 3-4.遅い審査制度が導入された場合に監視負担の増大の問題点は助長される可能性が

高いと思うか。 

分野  回答 

食品 

・医薬 

A →監視対象となる出願の件数が多くないため、遅い審査が導入されてもそ

れほど監視負担が大きくなることはないと思われる。 

食品 

・医薬 

B →監視負担は大きくなると思われる。理由としては、遅い審査が導入され

ると、商品を出すときに行うクリアランス調査において、結果が出ていな

い公開案件が増えてしまうためである。仮に審査請求期間が出願から 3年

から 7年に延長された場合、 終的に審査請求をされないような案件であ

っても、出願から 7年たつまでずっと検討をする必要がある。即ち、出願

から 3年を経過した段階で検討をしなくても済む案件が 7年目までずっと

検討対象となってしまい、監視対象の絶対数が増えてしまうのである。特

に公開案件は登録案件よりも対応に時間がかかるためより監視負担は大き

くなる。 

金属 C →監視する期間が増えるため、監視負担の増大が懸念される。 

金属 D →審査経過を自動的に通知してくれるサービスを利用して監視を行ってい

るので、審査経過を把握することは苦にならない。 

 審査の過程で補正が入れられる毎に対応を検討するようにしているの

で、早期審査のように拒絶理由がでる間隔が短い案件の方が対応するのが

大変である。 

建設 E →監視負担は増えると思われる。 

建設 F →それほど影響は大きくないのではないかと考えている。 

化学 H →他社特許監視負担の懸念はある。他社の特許出願のクレームがどのよう

に決着するかわからない場合は、自社の事業の方向性を決めるのが困難に

なる。 

機械 I →公開から登録までに行う他者特許への対策はそれほど負荷が大きくない

ため、公開段階から積極的に他社特許の対策を行っている企業に比較する

と、遅い審査の導入による負荷の増大はそれほど大きくないかもしれない。

 しかしながら、 終結果が決まっていない出願が多くなるのは好ましい

状態とは言えない。 

機械 J →監視負担以外の問題点として、他者が遅い審査を行うと監視する期間が

長くなるという負荷以外に、他社のクレームがどのようなところで登録と

なるかを見極めるのが大変である。 

電気 K →基本的に公開案件の監視は行っておらず、登録になった権利をみて対応

を行うようにしている。そのため、登録までの期間が多少延びたとしても

検討するタイミングが遅くなるだけで、監視負担がそれほど多くなること

はない。これは審査請求期間が長くなる制度でも、審査請求期間は３年の
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ままで審査着手タイミングを遅くする制度であっても、監視負担の影響は

変わらない。遅い審査を導入することにより他社特許の監視負担が増大す

るという話を聞いたことがあるが、公開段階の出願を詳細に検討して審査

経緯を監視する対応をとっていない限り現実的に負担が大きくなるとは思

えない。 

電気 L →製品開発のタイミングで他社の特許調査を行い、問題がある場合には特

許回避等の対策を行っているので、遅い審査による第三者特許監視負担の

増大はないと思われる。もちろん、特許調査の際に権利が確定していない

案件が増えるであろうが、他国の審査状況や明細書の記載内容からだいた

い特許の帰結がどうなるかが予想できるので問題はない。現在、第三者が

審査請求を行うことができるので、早く審査をしてもらいたい場合は第三

者が審査請求をすればそれほど問題はないのではないか。 

電気 M →特に進歩性がないような出願を大量に出して、且つ遅い審査を利用して

引き延ばしをするようなことをされると困る。 

その

他工

業 

N →それほど負荷は増えないと考えている。遅い審査が導入されると公開か

ら登録までの期間が延びることは考えられるが、チェックする絶対件数が

変わるわけではない。また検討についても、登録案件の対応をするよりも

公開案件の対応の方が検討は緩くなる。例えば、公開でクレームが広い案

件があった場合、技術常識的にそのような広いクレームが取れるとは思え

ない時は、登録になるまで静観をするという対応をとることができる。 

その

他工

業 

O →審査請求期間を 3年から申請により延ばせるような制度であれば、第三

者に審査請求期間が申請によって延びたことを公開する必要がある。理由

としては、審査請求期間を徒過してこれ以上の権利化の可能性はなく監視

から外してよいのか、それとも申請により審査請求期間が延びているので

継続して監視を続ける必要があるのかを判断するためである。 

 

→審査請求期間はそのままで、審査着手のタイミングが遅くなるような制

度であれば、その審査着手のタイミングが極端に遅くなるような場合でな

ければ、監視負担の増大はそれほどないと思われる。 

その

他工

業 

P →監視負担の増大はあると思われる。 

大学 Q →大学では他者特許の監視をほとんど行っていないので、特に遅い審査が

導入されたとしても監視負担が増大して困るということはない。 

その

他 

S →監視負担の増大の問題の危惧はある。 
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その

他 

T →それほど監視負担が増大するとは思えない。しかしながら、パテントト

ロール的な企業が制度を悪用するのは困る。例えば、利用する場合には、

特許発明の現実の実施等を要件にして悪用を防ぐようにしてもらいたい。 
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問 4.遅い審査について 

問 4-1.遅い審査の制度が必要だと思うか。 

分野  回答 

食品 

・医薬 

A →特に賛成も反対もない。あれば使うだろうという程度。遅い制度があれ

ば審査請求をするか否かの判断を先送りすることができるのでよいが、現

行の審査請求期間 3年の制度でもそれほど困ってはいない。仮に必要があ

れば分割出願で対応が可能である。 

食品 

・医薬 

B →制度の導入に反対である。自社で遅い審査を利用したいと思うこともあ

るかもしれないが、自社で使うメリットよりも、他社が利用することによ

る監視負担増大のデメリットの方が大きい。 

金属 C →それほど必要性は感じない。自社と他社とのメリット・デメリットの関

係ではデメリットの方が多いと思われる。 

審査請求期間が７年だった時のように、権利が不確定な時間が長期にわた

るのは好ましくない。 

仮に遅い審査の制度を導入するのであれば、第三者が早期に審査を進める

ことができるような制度とセットですべきである。 

金属 D →審査請求から一次審査の結果がでるまでが 11 か月と短くなるのであれ

ば、遅い審査制度は必要であると思われる。必要とされる権利が取得でき

ないようなことは制度として問題があると思われる。 

建設 E →遅い審査の制度があれば使うと思われるので賛成である。しかしながら、

社内のシステムの変更をすることや、知財担当者が制度を勉強したりしな

ければならなくなることは不安に思っている。 

建設 F →選択肢は多い方がよいので、遅い審査の制度はあった方が良いと思われ

る。 

化学 G →自社が利用する場合には遅い審査の制度があった方が良いと思わるが、

一方で他社が利用してくることを考えると遅い審査の制度はない方が良

い。事業分野ごとに制度のニーズは変わってくる。 

 監視負担の観点から、遅い審査の制度を作る場合では、ある程度制限を

かけて簡単に利用できないようにした方が良い。 

 一方、制度が複雑になりすぎると利用が困難になると思われるのでなる

べくシンプルな制度を望む。 

化学 H →事業分野によりけりで一概に賛成も反対も言えない。 

 自社が使う場合には利用したいと思う。 

 しかしながら、他者特許の監視からすると反対ではある。他社特許の数

と自社特許の数を考えると、他社特許の数の方が多い。また、その事業分

野において先行している企業は、遅く審査をすることにメリットはあるか

もしれない。しかしながら、後追いの企業にとっては先行する企業の特許

出願が確定しないことは非常に不利に働く。 
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機械 I →遅い審査には賛成である。 

機械 J →特別な遅い審査の導入は必要がない。 

 早い審査制度は現在のまま、早い審査を申請しなかった場合には、早い

審査と比較して相対的に遅い審査となるというものでよいのではないか。

 いろいろな制度があると管理が困難であると思われる。遅い審査の場合

は、他社による特許監視の負担が大きくなるのが問題である。 

電気 K →遅い審査の制度は必要である。 

電気 L →どちらかというと賛成。あれば利用するというぐらい。 

電気 M →どちらかというと遅い審査には反対である。 

その

他工

業 

N →遅い審査にはどちらかというと賛成である。補正の機会が増えるのは出

願人にとっては嬉しい。ただ、現状の制度でやっていけないほど遅く審査

をしたいというニーズはない。 

その

他工

業 

O →積極的に賛成である。前述したように、基礎研究の発明には事業化まで

に時間が必要であり事業化の見込みが出てから審査を行いたい希望があ

る。また、先行している事業分野では競合他社が類似の製品を出してくる

のに 2～3年のタイムラグがある。そのような場合は、他者の製品、技術動

向をみて審査を行いたいという希望がある。 

 しかしながら、他社が制度を利用することにより、昔のサブマリン特許

のような問題が発生してしまうような制度はやめてもらいたい。 

その

他工

業 

P →遅い審査は必要ない。 

大学 Q →遅い審査の導入の可否については特にコメントはない。ただし、結果の

帰趨が解らない案件が多いのは良くないので、早く決着をつけた方がよい

と思われる。 

大学 R →遅い審査の制度があっても良いとは思われる。提携してくれる企業を探

す時間的な余裕が確保できるからである。 

その

他 

S →メリット・デメリットがあるのでどちらともいえない（積極的に賛成も

反対もない）。 

その

他 

T →自社にとって必要とは思わない。電機業界等でニーズがあることは理解

できるが、自社では利用の予定がないため。 
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問 4-2.どのような制度案が望ましいか。 

分野  回答 

食品 

・医薬 

A →出願人側と、第三者特許の監視側との立場があり一概に何とも言えない。

出願人側としては審査請求期限が過去のように 7年になった方がよい。し

かしながら、他社特許の監視をする立場からすれば審査の着手がいつされ

るのか解らないのは困る。 

ただ、複雑な制度になると自社の特許出願の管理が大変になるのでシンプ

ルな制度が良い。 

食品 

・医薬 

B →他者への嫌がらせ目的のために制度を悪用されることを防げるような制

度がよい。 

 例えば基礎研究関係の発明に限り遅い審査の申請を認めるという趣旨の

もと、大学との共同出願については遅い審査を認めるというのは一つの手

であると思われる。 

金属 C →一律に審査請求の期間を延ばすというのは好ましくない。例えば、審査

請求期間は延ばさずに、申請により審査の着手のタイミングを変更できる

のがよいのではないか。 

 弊社で遅い審査の制度を利用するとすれば、コストのメリットの観点か

ら利用する可能性が高い。したがって、遅い審査を申請して、審査の着手

前に出願を取り下げたような場合は、審査請求料の半額の返還制度を導入

してほしい。 

金属 D →審査請求期間が延びるのがよい。審査請求期間が延びれば審査請求をす

るものとしないものとの判断をする期間が延びるので、権利化が必要のな

い案件を審査請求しないことによりコストを下げることができる。ただし、

従前の審査請求期間 7年というのは現状においては長すぎると思われるの

で、5年程度がよいのではないか。研究部門の発明の権利化の必要性につい

ても 5年くらいあればめどが立つ。 

審査請求期間はそのままで審査着手のタイミングが遅くなるという制度だ

と、結局のところ早めに審査請求料金の支払いを行わなければならないた

めコストがかかってしまうという問題がある。 

着手タイミングを指定するような制度であると特許庁の管理も大変なので

はないか。 
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建設 E →審査請求期間が 3年よりも長くなれば、出願の重要性の判断をすること

ができるため、重要ではない出願について審査請求をしないことで、費用

削減をすることができると思われる。そういう意味では審査請求期間は長

い方が良いが、他者監視負担も考えるとあまりに長いのも問題である。個

人的には、現在の 3年というのは妥当ではないかと思われる。 

 

→韓国の審査猶予制度のようなもの（審査を遅くする制度）を採り入れれ

ば、特許庁の審査官の審査負担が減り、審査の効率化ができるのではない

か、また、審査請求をした後に取り下げをすることで審査料の一部を返還

してもらえるような仕組みであれば、出願人としてもメリットがあってよ

いと思われる。 

 

→原則、審査請求期間は現状の 3年としておき、申請により審査のタイミ

ングを遅くできるような制度があればよいのではないか。例えば、出願か

ら 5年まで審査を待ってもらえるというような制度でよいのではないか。

業界によってどの程度審査請求を待ってもらいたいかというのは分かれて

くるだろう。建設業界においては 5年程度でよいと思われる。 

なお、韓国のようにピンポイントでタイミングを指定できる制度でなくて

もよい。そのような制度を設けたとしてもピンポイントでの指定をできる

とは思えない。 

 

→申請できる要件として、例えば業界を限定するという制度については、

現実的に無理であると思われる。 

建設 F →監視負担の増大を考えなければ、審査請求期間を昔の 7年に戻すのがよ

い。 

監視負担のことを考えると、審査請求期間は 3年のまま、審査請求時の申

請により一次審査着手のタイミングを選択できるような制度が良いのでは

ないか。一次審査着手のタイミングを選択できる場合には、所定の月など

ある程度精確に指定をできた方が良い。その方が拒絶理由のタイミングを

任意に分散することができ業務効率が図れるからである。 

化学 G →審査請求期間を申請により延長できる制度が良いと思われる。なお、審

査請求期間が延長された場合には、延長の旨が公開されるのが前提である。

他社が審査請求をするか否か監視する期間が延びることになるが、申請の

ために手数料を要求するなど、すべての案件について審査請求期間を延長

できるような制度にならない限りは監視負担の増大も抑えられると思われ

る。 
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化学 H →審査請求期間は長く、審査請求をした後の一次審査着手までの期間は短

い方が良い。 

 審査請求期間は 3年のまま、審査着手のタイミングを遅くするような制

度だと、結局 3年という短い期間で審査請求をするかしないかを判断しな

ければならず、審査請求の数を減らすことはできずあまり意味がないと思

われる。 

機械 I →審査請求期間は基本的に 3年であるが、申請により 7年に延ばせるよう

な制度がよい。また、過去にあった申請給料の納付の猶予制度のようなも

のでもよい。 

 申請可能な条件の一つとして大学との競願というのが考えられる。 

電気 K →出願が係属している期間をなるべく長く確保することができればよい。

したがって、その期間を確保できる制度であれば、審査請求期間が申請に

より長く延ばせるような制度であっても良いし、審査請求期間はそのまま

で審査着手のタイミングを遅らせるような制度であっても良い。 

 ただし、制度を濫用的に使用されないようにするために手数料を取る等

の対応は必要と思われる。 

電気 L →制度を複雑化するのはやめてもらいたい。審査請求期間を 7年に戻すの

が一番制度としてシンプルで遅い審査のニーズにもこたえられるのではな

いか。また、審査請求期間は 3年のまま、着手タイミングを選択できる制

度でもよい。 

 

→出願人以外の第三者が遅い審査を請求できるような制度はやめてもらい

たい。 

電気 M →特に遅い審査のニーズがないので、どのような制度がよいかは解らない。

ただ、遅い審査を申請した場合には、一次審査結果の取得までは遅くても

よいが、その後の審査は通常よりも迅速に審査を行うような制度が良いと

思われる。例えば、遅い審査を申請しても、通常の審査であっても 終の

審査結果は同じタイミングで得られるような制度である。 

その

他工

業 

N →例えば、審査請求期間は基本的に 3年であるが、申請により一次審査の

着手タイミングを選択できるような制度がよい。 

どのような制度でもよいが、日本の産業政策上、出願人の望む特許権を取

得できないような制度であるならば制度を改変すべきである。一方、審査

請求期間を 7年に延ばして帰趨の定まらない出願の数を増やすことは、他

社の特許の帰趨を見て事業方針を決めるような場合には大きな足かせとな

る可能性がある。そのような制度は他社への嫌がらせとしてはよいかもし

れないが、日本の産業政策上は好ましくないであろう。 

 また、グローバル展開をしている企業としては日本だけで審査を遅くで

きるようになっていても意味はなく、外国でもそのように遅く審査をでき
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るようになるのがよい。 

その

他工

業 

O →出願人の立場からすれば自由度が大きい制度の方が良いと思われる。し

かしながら、他社特許の監視の立場からすると自由度が大きすぎると問題

が発生すると思われる。 

 申請条件として、技術分野による切り分けは難しいのではないか。 

 いろいろな手続き書類を出す必要があると手続きが煩雑になってよくな

いと思われる。 

 出願人以外が審査請求を行った場合に、どのように遅い審査の制度を取

扱うかまで検討しておくべきではないか。 

その

他工

業 

P →審査請求期間は 3年に据え置きにする。 終の審査結果のタイミングが

どのタイミングで出るかが解るような制度が良い。できれば、審査請求か

ら 2～3年程度で 終審査結果が出るのが監視負担上好ましい。 

大学 Q →大学では基本的に権利化を目指して出願を行っているので、そもそも審

査請求制度はなくてもよい。審査請求制度はなくし、その中で一律に順番

に審査をするのではなく、早く審査をするもの、遅く審査をするものを分

けていくという制度でも良いと思われる。しかしながら、現在の企業等は

審査請求制度に慣れ親しんでおり、そのような大きな制度改革は難しいの

ではないかと思われる。 

大学 R →審査請求期間を延ばせるような制度がよい。前述したように、大学では

審査請求をしてから一次審査結果が出るまでの期間を長く延ばしたいとい

うニーズはない。審査請求をしたからには早く審査結果が出た方が望まし

い。 

その

他 

S →審査請求期間は 3年据え置きがよい。そして、審査着手の待ち行列に入

るのを 1～2年伸ばす申請ができるような制度が良いと思われる。出願人が

所定の月を指定するような制度にまでしなくて良いと思われる。出願人が

月を指定できたとしても、利用するのは難しいと思われる。 

その

他 

T →制度の悪用を防げるようにしてもらいたい。 

ここで言う、悪用とは、パテントトロールのような不実施主体（NPE：

Non-Practicing Entity）による分割出願の行為、訴訟で争っている案件に

ついて分割出願をして権利を確定させず訴訟の成り行きにより分割出願の

クレームを補正するような行為、を指す。一方、正しい利用としては、国

際標準の規格の策定をまってから審査を進めたい、実施予定はあるが態様

が固まっていない事情がある等があげられる。 

 したがって、悪用が簡単にできてしまう、手数料さえ払えば誰でも利用

できるというのはやめてもらいたい。 

 例えば、前述したように、現実の実施をしていることが要件である等の

縛りを入れる、 

 分割の回数に応じた遅延審査請求の制限を行う（第三世代以降の分割出



-265- 

 

願については遅延審査を認めない等）のが好ましい。 

 

→他国で同様の制度で成果が上がっているようであればその制度を参考に

するのが良い。 

 

→審査請求手数料の納付繰り延べ制度もある意味遅く審査着手をする制度

であったと思われる。 
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問 4-3.遅くできる期間の上限どのくらいが望ましいか。 

分野  回答 

食品 

・医薬 

A →7 年くらいが良いと思われる。遅くできる期間が長すぎると監視負担が増

大すると思われる。 

食品 

・医薬 

B →特に希望の期間はない。 

金属 C →5 年くらいでよいのではないか。7年だと長すぎると思われる。 

金属 D →審査請求期間を延ばす場合でも審査着手タイミングを遅くする場合であ

っても、出願から 5年くらいでよいと思われる。第三者監視の立場からす

るとなるべく早く審査の結果が決まってもらう方がよい。 

建設 F →建設業界であれば出願から 7年くらいまで審査タイミングを遅らせられ

れば、十分であると思われる。 

化学 G →審査請求期間が 7年くらいあればある程度、審査請求の判断ができると

思われる。3年だと短すぎる。 

機械 I →審査着手は出願から 7年くらいまで遅らせられることが可能であり、出

願から 10 年目くらいに登録となるような感じでよいと思われる。あまり遅

くしても権利期間が短くなるだけで意味がない。 

電気 K →出願から 5～7年くらいまで遅らせられることができればよい。基礎研究

に関する発明であってもだいたい5～7年くらいで事業化の可能性が見える

ことが多い。 

電気 L →何とも言えない。 

その

他工

業 

N →審査着手は出願から 6年くらいまで遅らせられることができればよいと

思われる。 

その

他工

業 

O →審査請求期間を延ばす場合も、審査請求着手タイミングを延ばす場合も、

7年くらいを上限にするのがよいのではないか。 

その

他工

業 

P →遅い審査の必要性を感じたことがないのでどの程度の期間が良いかわか

らない。 

大学 Q →遅い審査で延ばせる期間に関しては、特にこの期間がよいというのはな

いが、なるべく延ばさない方がよい。 

大学 R →何とも言えないが、1年くらい延ばせればよいのではないか。あまり長く

延ばせるようにしても技術が陳腐化して意味がないと思われる。 
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その

他 

S →出願から 5年程度が上限でよい。標準規格が固まるのはだいたい 5年く

らいであるため。それ以上に審査着手が遅くなると監視負担の増大の問題

がある。 

その

他 

T →特に期限はなくてもよいのではないか。権利の期間は出願から 20 年とな

っており、遅く審査をしても権利期間が延びるわけではない。 
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問 4-4.遅い審査の申請の際の手数料について。 

分野  回答 

食品 

・医薬 

A →早く審査をする場合には、早くに権利が確定し年金を支払う必要がある

が、遅く審査をする場合はその年金の支払いを遅らせることができる。な

ので、多少の手数料の支払いがあっても良いかもしれない。 

しかし、手数料が高かったら利用しない。遅くするためには分割出願で対

応することができるため、すくなくとも分割出願を行う費用よりも安くな

いと利用しないだろう。 

食品 

・医薬 

B →安易に制度を利用されないくらいの手数料を課すべきである。 

例えば、遅い審査を申請した場合は毎年審査請求料と同額程度の手数料を

要求する。 

金属 C →手数料はない方がよい。 

 また、手数料がかかるとしても1～2万円程度なら利用するかもしれない。

 遅い審査をしてもらいたい案件があった場合に、審査請求をした場合よ

りも、遅い審査の申請をした時の方が安くなるようになっていないと利用

しないと思われる。 

金属 D →手数料はない方がよい。 

 手数料をとると金持ち優遇の制度となってしまうおそれがある。特許庁

の手間もそれほどないと思われる。 

建設 E →遅い審査の利用については、手数料が必要なのは仕方がないと思う。 

 しかしながら、できるだけ金額は少なくしてもらいたい。 

建設 F →制度を利用して、何かしらの恩恵を受けるのであれば手数料があっても

よいのではないか。手数料としては現在の年金の支払いを求めるようにし

てはどうか。 

化学 G →あった方がよい 。仮に申請で審査請求期間を延長した場合に手数料を支

払う場合は、当該手数料を審査請求料に充当できるとなお良い 。 

化学 H →手数料は取った方がよい。遅い審査を濫用的に使われないようにするた

めにある程度金額が高い方が良いと思われる。 

機械 I →大企業からは手数料を取っても良いと思われる。一方中小企業に対して

は手数料の減免措置が必要であると思われる。 

 例えば、類似する発明の出願をまとめて審査を行えば特許庁の先行技術

調査の手間が省けるので手数料を安くするというような制度でも良いと思

われる。 

機械 J →仮に制度を導入するのであれば、申請の手数料を高額にして簡単に申請

できないようにした方がよい。例えば、審査請求手数料よりも高額にして

利用しづらいようにして欲しい。 

電気 K →手数料を取っても良いと思われる。ただし、分割出願をするよりも安い
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値段に設定する必要がある。 

電気 L →手数料はない方がよい。審査請求料は支払うことになるので新たに手数

料を取る必要はない。早期審査も現在無料であるので、遅い審査の場合の

み手数料を取る必要はない。 

電気 M →ある程度高額の手数料を支払うようにした方が良い。必要なものだけが

遅い審査として申請されるようにするためである。例えば、遅い審査を申

請した場合には、ヨーロッパのように維持年金を支払うような制度が良い

のではないか。その維持年金は毎年払うような制度にする。そのようにす

ることで、企業が毎年遅い審査を継続するか否かの判断をするトリガーと

なる（申請時に一括払いだとそのようなトリガーがかからない）。 

その

他工

業 

N →無料でよいと思われる。審査請求後に遅い審査を申請する制度であるな

らば、審査請求料がある程度申請のためのハードルとなるため、濫用的に

遅い審査が利用される恐れはないと思われる。 

その

他工

業 

O →ある程度手数料を支払うようにした方が良い。ただし、懲罰的な手数料

の支払いは必要ない。例外の取り扱いをしてもらうために必要な手続きに

必要なレベルの手数料でよいと思われる。 

その

他工

業 

P →自分が使うのであれば手数料はない方が好ましい。しかし、自分ではあ

まり使わないであろうし、他者が簡単に利用するのを防止するために 3～5

万円くらい料金を取っても良いのではないか。 

大学 Q →早期審査、遅い審査ともに手数料を取ってもよい。遅い審査に関しては

特に事務負担はなさそうだが、受益者負担の原則により、利益を受けられ

るのであれば手数料の支払いがあっても良い。 

大学 R →所定の年金を支払えば、遅く審査をしてもらえるという制度でよいので

はないか。 

その

他 

S →利用する側からすればもちろん無料が良い。 

 仮に、有料であっても、現在出願を延命させるために利用している分割

出願をする費用（特許庁への手続き費用や事務所の手数料等）よりも安い

金額であれば利用したい。 

その

他 

T →ある程度高額の手数料を要求して、簡単に利用できないようにした方が

よい。例えば、1年ごとに手数料の納付を要求する。またその 1年ごとに手

数料が高額になるようにすることが考えられる。 
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問 5. 遅い審査の導入による第三者監視負担の増大に対する対策について。 

問 5-1.遅い審査の申請の公開について。 

分野   

食品 

・医薬 

A →公開をすべきである。例えば IPDL で閲覧可能にする。遅い審査が申請さ

れているというレベルでよく、いつその出願の審査が着手されるか等詳細

な情報は必要ないだろう。詳細に着手の時期が分かったとしても監視する

側の対応が変わるとは思えない。 

食品 

・医薬 

B →公開は必要。特許庁の IPDL で公開されればよい。 

金属 C →公開は必要である。特許庁の IPDL の審査経過の欄で閲覧をできるように

してあればよい。 

金属 D →遅い審査の公開は必要である。特許庁の IPDL の審査経過の欄で閲覧をで

きるようにしてあればよい。 

建設 E →遅い審査を他者が利用しているか否かは公開すべきである。IPDL で遅い

審査の申請の有無が閲覧できるようにするのが現実的で良いと思われる。

建設 F →IPDL での公開を行う。必要な情報はすべて公開する。例えば、一次審査

着手のタイミングまで指定できる制度であればその指定日まで公開する。

化学 G →申請の公開は必要である。審査請求期間を延ばした場合にはその事実を、

審査着手のタイミングを選択した場合にはいつ審査着手がされるのかが解

るようにした方が良い。 

例えば、特許庁の IPDL にリアルタイムで公開されるといったような制度が

必要である。 

化学 H →公開は必要である。また、公開は早期に行われるべきである。 

機械 I →公開した方が良い。現在公開されている特許庁の IPDL の審査経過情報に

のせる形でよい。 

機械 J →申請の公開は必要である。 

電気 K →公開については特にどちらでもよい。公開案件については他者特許の監

視を行っていないため見る機会はほとんどない。 

電気 L →出願人の立場からすると公開はしてもらいたくはない。公開をするので

あれば、IPDL で公開されるのがよいのではないか。 

電気 M →特許庁の IPDL の審査経過一覧で閲覧できるようにするのが良い。出願人

の意図で審査が遅いのか、それとも特許庁の審査が単に遅延しているだけ

なのかを判断できるようにしてほしい。 

その

他工

N →特許庁の IPDL で公開されればよい。 
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業 

その

他工

業 

O →審査請求期間を延長するような制度であれば、第三者に対する公開は必

要である。 

審査着手タイミングを変更するような場合であれば必ずしも必要は無いか

もしれない。審査請求をしているにもかかわらずなかなか一次審査結果が

出ない場合は、出願人が遅い審査を申請しているのであろうということが

予想できるからである（例えば平均一次審査結果取得期間を超えても、一

次審査結果が出ないような場合）。 

その

他工

業 

P →特許庁の IPDL の審査経過一覧で閲覧できるようにするのが良い。 

大学 Q →大学では監視負担はそれほどないので特にコメントはない。 

ただし、遅い審査を申請した場合には、その旨を第三者にも公開した方が

良いと思う。 

遅い審査の申請の解除については、特許庁の手続きや第三者の監視が煩雑

にならないよう、解除禁止とするか、手数料負担とした方がよいだろう。

補償金請求権については特に制限の必要は感じない。 

大学 R →第三者特許の監視を行っていないので特にコメントはない。 

なお、企業から大学の特許出願に対して情報提供をされたことがある。し

たがって、企業は大学の出願も監視しているものと思われる。大学は遅い

審査による監視負担の増大の問題はないが、企業には問題かもしれない。

その

他 

S →特許庁の IPDL の審査経過の部分で閲覧が可能であればよい。 

その

他 

T →特許庁の IPDL で公開するのがよい。 
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問 5-2.遅い審査を第三者が解除できる制度について。 

分野   

食品 

・医薬 

A →解除できた方が良い。ある程度の手数料（例えば、審査請求料相当）を

支払うことで解除できるような制度が考えられる。 

食品 

・医薬 

B →解除はできた方が良い。 

金属 C →解除はできた方が良い。 

遅い審査の制度がどうなるかによるが次のような制度が良いと思われる。

◆審査請求期間はそのままで、審査着手を遅くする場合 

→申請書により解除をする。申請書には、情報提供と同様に先行技術文献

の記載と解除したものの名前を記載する。利害関係性は要求しない。 

◆審査請求期間を延ばす場合 

→第三者による早期審査の請求を可能とする。第三者による早期審査の場

合は先行技術文献の開示を要件とする。 

金属 D →解除はできた方が良い。 

早く審査を進めて欲しい場合に、第三者が審査請求をすることができる現

在の制度設計からすると、出願人が遅く審査をして欲しいと申請した者を

解除できないのはおかしいと思われる。 

解除のための要件はない方が好ましく、手数料の支払いや情報提供のよう

にハードルが高いのは問題である。しかしながら、まったく無条件で解除

可能となると、競合他社の遅い審査はすべて解除するという運用になる恐

れがある。したがって、名前を出して利害関係を要求するのがよいと思わ

れる。 

建設 E →ある程度、条件を付けて解除可能にした方がよいのではないか。匿名で

誰でも申請を解除できるようにしてしまうと、何でもかんでも解除をして

くる『潰し屋』のような者が出てくるのではないか。 

例えば、非匿名、有料で解除が可能である。情報提供のような場合には匿

名で解除を可能にする、のようにする。 

建設 F →第三者が審査請求を行うことにより、遅い審査の申請を解除できるよう

にするのが良い。解除のための審査請求は、通常の第三者による審査請求

と同じ要件にする。即ち、請求人の名前を開示し、審査請求料も払うよう

にする（出願人の審査請求料と重複してしまうが、出願人に審査請求料の

払い戻しは行わない）。第三者が審査請求を行った場合は、出願人と同じ

ように一次審査の着手のタイミングを選択できるようにする。 
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化学 G →解除の条件で、名前を出す必要がある場合は解除の制度は利用されない

と思われる。名前が出てしまうと、敵対関係が明らかになってしまうため

である。 

 第三者の審査請求により解除され、直ちに審査が開始されるという解除

の方法が考えられる。 

 一方、解除の制度はない方がよいという考え方もある。 

化学 H →第三者の審査請求の制度により解除ができるような制度がよいのではな

いか。審査請求の手数料は出願人が負担するような制度が好ましい。 

機械 I →遅い審査の解除の制度はあっても良いが自社では利用しないであろう。

解除の申請をすることにより、出願人に注目されている出願であることが

分かってしまうためでる。仮に、弊社が遅い審査の申請をしていて、他社

から解除の申請がされたら重要な出願だと判断して、分割出願をして保険

としての継続出願をつくる運用をとるかもしれない。 

 解除をするなら匿名でないと利用をしないだろう。 

 少額であるならば手数料をとっても良いと思われる。 

機械 J →第三者が解除できるような制度があった方が良いと思われる。無料が良

いと思う。しかしながら、情報提供と同じで、遅い審査をしている出願人

にその案件が注目されていることを知られてしまうので解除できる制度が

あったとしても利用しづらいと思われる。 

電気 K →遅い審査の申請を解除できる制度があった方がよいとは思われるが、弊

社では利用をしないと思われる。理由としては、解除をした場合、他社に

注目されている発明であるということを知られてしまうことになるからで

ある。仮に、弊社が遅い審査を申請し、他社から解除の申請がされた場合

は、分割出願を行い係属の出願を確保する運用を取ると思われる。 

 解除を申請する場合は名前を出してもらえるとよいが、匿名でも構わな

い。 

電気 L →第三者が簡単に解除できるようにするのはやめてもらいたい。もし、第

三者が解除をしたいのであれば審査請求料を払って審査請求をすることで

解除をするようにする。逆に出願人が遅い審査を解除できるようにはして

もらいたい。遅い審査の申請の場合は無料ではあるが、出願人が解除する

場合は手数料の支払いを求めてもよい。 

電気 M →情報提供をすることにより解除を可能にする制度。遅い審査をやめても

らいたいのであれば、解除を申請する人にもある程度審査の協力をさせる

ようにするのが良い。審査官も情報提供に基づいて審査をすることで迅速

に審査を進めることができる。 

ただし、このような解除の制度を匿名で利用することができたとしても、
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あまり利用はしないと思われる。業界が狭いため情報提供や解除をした場

合にはだいたいどの企業が解除を行ってきたかは予想がされ、またその特

許を注目しているのをお知らせしてしまうことになるためである。 

その

他工

業 

N →出願人からすれば遅い審査の解除は必要ない。第三者の監視負担の立場

からすれば、名前を出し、且つ審査請求料を支払うことにより解除をでき

る制度が良いと思われる。第三者が解除のために審査請求料を支払った場

合には出願人が既に支払っている審査請求料は出願人に還付されるような

仕組みにしても良い。 

その

他工

業 

O →利害関係や名前の出すことを解除の要件にしてしまうと、解除の制度を

利用されることが少なくなると思われる。 

その

他工

業 

P →手数料を取ることにより解除をできた方が良い。手数料を取ることによ

り解除の濫用的な利用が防げると思われる。手数料をとっているため、利

害関係性は必要なく、匿名で解除の申請をできるようにする。 

その

他 

S →遅い審査の解除はできた方が良い。解除は匿名で可能であり、手数料を

取るのが良いと思われる。解除を匿名でできないとすると、出願人にその

特許が気になっていることを知らせてしまうことになり、解除の制度の利

用がしづらくなるためである。 

その

他 

T →解除ができる制度であれば匿名性でできるようにしてもらいたい。手数

料を必要とするようにしても良い。ファミリーのいずれかの特許で訴訟が

提起されている場合、優先審査を利用し、優先審査の他の要件を課される

ことなく、匿名で解除できるようにしてもよい。 

又は、遅い審査の申請の条件を厳しくすることにより、解除の制度を設け

ないようにしてもよい。 

遅い審査を申請して、それが第三者により解除された場合には、その出願

を早期審査に移行するというのはやりすぎであると思われる。現在、他者

の出願を第三者が早期審査にすることができないにもかかわらず、遅い審

査を申請した場合には第三者が他者の出願を早期審査にすることが可能で

あるのは制度としておかしいと思われる。 
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問 5-3.遅い審査を申請した場合にサーチレポートが発行される制度について。 

分野  回答 

食品 

・医薬 

A →それほど必要性は感じられない。製薬関係ではたいてい PCT 出願をして

国際調査が行われるため、それほどサーチレポートの必要性はないかもし

れない。しかしながら、外国出願を行わない案件もあるためそのような案

件に関してはサーチレポートの発行は利用できるかもしれない。 

食品 

・医薬 

B →サーチレポートはあってもよいがそれほど参考にならない。サーチレポ

ートがあったとしても 終的にどのような範囲で権利が取れるかどうかは

不明のためである。 

サーチレポートの発行を名目として遅い申請の手数料を高く設定して、安

易な利用を防ぐというのは考え方としてありかもしれない。 

金属 C →サーチレポートが発行されるのは良いと思われる。仮に、出願のクレー

ムがサーチレポートのクレームから変化していったとしても、サーチレポ

ートに記載された引用文献が記載されていれば、自社で先行調査をする際

に役に立つ。 

金属 D →サーチレポートが発行されるのは良いと思われる。一次審査結果と同じ

タイミングである 11 か月程度でサーチレポートがでると良い。 

建設 E →サーチレポートがあったとしても、本当の審査ではないのでそれほど参

考にならないのではないかと思われる。 

建設 F →遅い審査が請求された場合にサーチレポートが発行される制度には賛成

である。権利化された場合に、クレーム範囲がどの程度になるかを予測で

きるためである。 

化学 G →遅い審査の制度を利用した場合は、実際の審査着手のタイミングとは無

関係に、通常の審査請求期間（審査着手時期）が満了した時点でサーチレ

ポートを発行するようにするのは良いと思われる。自社の場合は新規性が

なければその後の権利化をやめる判断になるし、他社の場合はある程度ど

のような権利範囲に落ち着きそうか判断することができる。 

 なお、サーチレポートの判断結果と実際の審査の判断結果は同じ判断に

なることが前提として必要と思われる。 

化学 H →サーチレポートの発行はあっても良いと思われる。 

機械 I →サーチレポートがあったら参考にすると思われる。 

電気 K →サーチレポートの発行に特に反対はしない。 

電気 L →遅い審査を申請した場合だけでなくできれば全件サーチレポートを出し

てもらえるとよい。全件のサーチレポートを出す場合には簡易なサーチレ

ポートでも良い。第三者にとっての監視負担の軽減になるし、出願人にと

っても補正の方向性の参考になるためである。 
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電気 M →サーチレポートの発行はあった方が良い。サーチレポートによりある程

度権利範囲の方向性が解るためである。 

その

他工

業 

N →あったらよいと思われるが、サーチレポートの発行のために早期審査や

通常の審査に遅延が発生するのであればそこまでは必要は無い。 

その

他工

業 

O →明らかに特許性がないものを判断する際には、サーチレポートが発行さ

れればある程度参考になると思う。しかしながら、サーチレポートの結果

だけでその出願の特許の有効性、無効性が判断できるものではないと思わ

れる。 

その

他工

業 

P →サーチレポートの発行はなくてよい。サーチレポートは特に利用しない

と思われる。 

その

他 

S →他者特許監視の際には役に立つかもしれないが、サーチレポートの発行

の必要性はそれほど感じない。 

その

他 

T →サーチレポートが発行されるのは良いと思われる。 終的に登録クレー

ムとなる部分が予想できるからである。しかしながら、サーチレポート発

行後に補正をすることにより、サーチレポートの意義はなくなってしまう

おそれがある。 
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問 5-4. 遅い審査が申請された場合に補正が制限される制度について。 

分野  回答 

食品 

・医薬 

A →補正の制限はない方が良い。制度の複雑化はやめてもらいたい。 

食品 

・医薬 

B →補正の制限はあった方が良い。 

金属 C →自社で使う立場を考えれば補正の制限は必要ない。 

金属 D →補正の制限はない方が良い。補正をする機会を設けるために制度の利用

をしたいと考えているので、補正の制限をされてしまうのは利用しなくな

るであろう。分割出願で出願の延命をする場合には補正の制限はないこと

からも特に補正の制限は必要無いと思われる。 

建設 E →第三者監視負担の観点からは負担が大きいが、シフト補正の制限のよう

なものは採り入れないほうが良い。 

建設 F →特に補正の制限をする必要はない。 

化学 G →遅い審査を利用するのは補正の自由度を確保するために利用するための

ものであるので、補正に制限がされてしまうと利用されなくなると思われ

る。 

化学 H →補正の制限はあってもよい。例えば 後の拒絶理由のような限定的な減

縮しかできないような制限をしてもよいと思われる。 

機械 I →補正の制限をされるのであれば、遅い審査の制度は利用しないであろう。

仮に補正の制限を導入するのであれば、分割出願による逃げ道があるので、

分割出願の制限をする必要がある。 

機械 J →補正の制限はあった方が第三者特許を監視する側の立場から良いと思わ

れる。例えば遅い審査を申請した場合は、請求項の削除しか認めない、限

定的減縮しか認めないというのがよい。ただ、あまり制度を複雑にするの

はやめた方が良いと思われる。 

電気 K →補正の機会を確保するために遅い審査の導入をしたいという面があるの

で、補正の制限をすることには反対である。 

電気 L →補正の制限はない方が良い。遅い審査をしたい場合は、クレームを補正

したいというニーズから利用をすることを考えていると思われるので補正

の制限をされると利用されない。分割出願が可能であるので、補正を制限

しても第三者監視負担を減らせるという効果もそれほどないと思われる。

電気 M →補正の制限はあった方が良い。例えば、請求項の削除しか認めないとい

う制度である。特にサーチレポートが出る場合は補正の制限が必要である

と思われる。遅い審査という出願人に有利な扱いをされる案件と、通常の

審査とが同じような条件（補正の条件等）で審査される必要は無いと思わ
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れる。 

その

他工

業 

N →補正の制限をされるのであれば、遅い審査の制度は利用しないであろう。

補正の機会を確保するための制度を利用したいと考えているのに、補正の

制限がされては意味がないからである。 

その

他工

業 

O →出願人側からすれば補正の制限はない方がよい。補正の機会を確保する

ために審査を遅くしてもらいたいという事情があるため、例えば遅い審査

を申請した場合に減縮補正しかできないという制度にしてしまうと、制度

は利用しないと思われる。 

 内容による制限ではなく、タイミングの制限をするという考え方もある

かもしれない（例えば、審査請求期間を延ばす制度であれば審査請求のタ

イミングのみ補正を認める）。 

 第三者の観点からすれば、審査経過情報等で補正の履歴を追えるように

なっていれば問題ないと思われる。弊社では、業者を使って他社特許の審

査経過情報を監視してもらっているのでそれ程業務負担は増えないと思わ

れる。 

その

他工

業 

P →補正の制限はない方が良い。補正が制限されると、遅い審査の利用の際

に非常に使いづらくなってしまうと思われる。 

その

他 

S →補正の制限は必要ない。標準規格が定まるまで審査を遅くしたい出願が

あった場合に、出願時のクレームでは標準規格に適合したクレームになっ

ていないが、明細書の記載に基づいて補正を行えば標準規格に適合したク

レームが作れることがある。そのような場合に、クレーム補正ができない

のは問題である。 

 仮に補正の制限を設けた場合には、遅い審査の制度の利用はされなくな

ると思われる。 

その

他 

T →補正の制限はない方がよい。制度が複雑になりすぎてしまう。 
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問 5-5.監視負担の増大の他、遅い審査の制度を導入した場合のデメリットはあるか。 

分野  回答 

金属 C →自社の出願の管理負担が増えるという問題が想定される。権利が確定す

るまでの期間が延びることにより、自社の実施の制限がされることが問題

である。 

金属 D →第三者が解除できる仕組みがあれば、特にない。 

建設 E →管理負担の増大 

化学 G →39 条の関係で問題が発生する可能性がある。例えば、先に基礎的な発明

を出願し遅い審査を申請し、その後改良発明を出した場合に、先の出願が

審査されないと後の出願の審査が進まない恐れがある。 

化学 H →遅い審査は、監視負担の増大というだけではなく、この事業に投資をし

ても良いかどうか等の経営判断がしづらいことが問題である。 

その

他工

業 

P →権利の帰趨が解らない特許が数多く存在してしまう可能性が高い。その

場合には特許の登録の可能性がなければ利用したいと思っている技術につ

いて、長い時間公衆が利用できない状態となってしまう。これは産業の発

展を阻害するのではないか。 

その

他 

S →他者からの警告を受ける等の係争が長期化される恐れがある。現在でも

分割出願を利用した延命措置により、係争の長期化の問題はあるが遅い審

査が導入されるとさらなる係争の長期の恐れがある。 
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問 6.早期審査、スーパー早期審査について 

問 6-1.早期審査等の早い審査をしたくなったケースはどのようなものがあるか。 

分野  回答 

食品 

・医薬 

A →事業化が近いものに関して早期審査をすることがある。 

食品 

・医薬 

B →実施が決まっている発明で且つ他者牽制力が大きいと思われる案件、ラ

イセンス交渉を行っているもので登録前よりも登録後のロイヤリティーが

高い案件については審査請求を早く行い、必要に応じて早期審査を利用す

る。しかしながら、早期審査を利用する数は多くない。 

金属 C →事業化が近い物、重要な技術テーマによるものについて早期審査を行っ

ている。昨年から試験的に利用を始めた段階であり、それほど数は多くな

い。早期審査、スーパー早期審査の両方の利用はあるが、早期審査とスー

パー早期審査の使い分けの基準は明確にはない。 

ただ、競合他社に対して対抗特許を早期に権利化をしなければならない場

合はスーパー早期審査を利用する。また、PCT 出願で国際調査の結果が進歩

性ありの場合（又は簡単に拒絶理由を解消できる場合）には、スーパー早

期審査を利用する。スーパー早期審査の場合、拒絶理由に対する応答期間

が短いため、簡単に応答できるものであれば利用がしやすいという理由か

らである。 

金属 D →早期審査を利用する場合は以下のような場合である。 

①営業アピールのために早期権利化をしたい場合。顧客と共同で事業を行

っている場合。  

②係争がからんでいる場合 

③PCT の国際調査の結果で肯定的な評価が出た場合 

 審査請求を行った案件の 7～8％程度について早期審査を行っている。 

建設 E →早期審査の利用はあるが件数はほとんどない。利用したものとしては、

他者の実施が確認されたものを早期審査したことがある。また、大学と弊

社で開発した技術を学会で発表する際に、その技術が弊社の技術であると

アピールするために早期審査を利用したことがある。 

 

→スーパー早期審査は、利用したことがないがそのような案件がなかった

ためである。なお近年は審査期間が非常に短くなってきており、早期審査

の利用価値も低くなってきているのではないか。 

建設 F →早期審査をしたくなるケースはほとんどない。前述したように、建設業

界では受注生産のため、同じ技術を何度も使うということはあまりない。

仮に繰り返し利用可能な汎用性の高い技術に関しては早期審査を行うこと

がある。 
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化学 G →実施が見えている場合等に早期審査を利用する。 

→実施関連出願として早期審査を申請することもあるが、自社の技術動向

を他社に知られてしまうので困るということはあまりない。事業関係の場

合、競合他社と自社とでは、同じタイミングで同じ技術を扱っていること

が多く、自社の技術を知られて困ることはない。ただし、基礎研究部門の

ような発明の場合は、必ずしも他社が同じ技術を扱っているとは限らない

ため知られると嫌な部分はある。 

化学 H →前述したように、製品化が近いもの、他社に先駆けて特許ポートフォリ

オを構築したい場合等に早期審査を利用する。 

早期審査を行う案件はたいてい外国出願を行っているので、早期審査の要

件が厳しくて申請ができなかったということはない。 

早期審査を行うものは審査請求を行った全体に対して大体１割いかない程

度である。早期審査をするか否かは周りの状況をみて適宜判断をするよう

にしている。 

機械 I →実施が決まっている案件、訴訟に使えそうな案件、PPH を利用したい場合

は、早期審査を利用する。 

早期審査は審査請求をした案件の中で１割いかない程度の利用率である。

機械 J →実施をするものについては早期審査を利用する。 

電気 K →日本出願当初から重要と思われるものは、外国出願を行い且つ外国出願

のタイミングで審査請求を行うことでJP-FIRSTを利用してするような運用

を行っている。また、当初は重要とは判断されなかった発明が、技術のト

レンドが変わったり、他社が実施をしてきたりした等の理由で重要な発明

になってくる場合がある。そのような場合には早期審査を利用している。

日本しか出願していない案件で早期審査をすることもあると思われるが、

数は多くないと思われる。 

 

→早期審査を申請する場合は外国関連出願として申請を行っている。早期

審査を申請したいと思う重要な案件はたいてい外国出願を行っているため

特に早期審査の申請要件で不便は感じない。 

 実施関連出願で早期審査を申請することもある。実施関連出願の場合は、

メカ構成のような市場に出回る物を見てわかるような発明の場合は早期審

査を申請するが、画像処理等の物を目でみて解らないような発明の場合は、

どのような技術を実施しているかを他社に開示してしまうことになるので

早期審査の利用は行わないようにしている。 

 

→早期審査の質、スピードについては現状で非常に満足している。スーパ

ー早期審査についてトライアルで利用したことはあるが、早期審査の審査
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スピード以上に早く審査をして欲しいという場面はあまりない。また、ス

ーパー早期審査の対象となるには（外国関連であることにくわえて）実施

関連出願でなければならず、上述したとおり自社の実施形態を公にするこ

とに対して抵抗があるため、スーパー早期は利用しない。仮に他者へ特許

権の権利行使するために権利化を急ぎたい場合であっても、反訴を考慮し

て他者特許の調査をする必要があり訴訟の準備に半年くらいはかかる。早

期審査を利用してその程度の期間内に権利化ができれば十分である。 

電気 L →事業化が決まっているもの、他社牽制のためのもの、標準規格がすでに

定まっており早く権利の取得をしたいもの等については早期審査を利用す

る場合がある。早期審査を利用するのは審査請求をしているなかで１割程

度である。 

 

→早期審査をする案件は、外国出願をしているので、早期審査を利用した

いのに申請要件を満たさないので早期審査ができなかったというのはな

い。早期審査の審査スピードに満足している。 

電気 M →早く審査をしたくなることは次の２つの場合がある。 

（１）事業の面で必要と思われる時 

（２）PCT 出願の国際調査で特許性ありの判断が出た場合、早期審査をかけ

ることで同じ審査官に審査をしてもらい早期に権利化を行うようにする 

 

→特に事業部から重要であると言われた場合には、スーパー早期審査の利

用をすることもある。 

早期審査の利用はだいたい 10％行かない程度である。 

 

→早期審査をしたかったが利用できなかったということはない。弊社の場

合は、重要な案件は外国出願をする運用があり、早期審査を行うものも外

国出願をする重要なものであるため、申請要件を満たさないということは

ない。 

その

他工

業 

N →実施可能性が高い案件、PPH を利用したい場合は、早期審査を利用する。

その

他工

業 

O →製品がすぐ出る場合、営業で製品をアピールするために特許番号が早く

欲しい場合に早く審査を行うようにしている。すべての案件について早期

審査を行うのは無理であるので、その中で重要な案件に絞り込んで早期審

査を申請している。 

その

他工

業 

P →早い審査をしたくなるということはほとんどない。業界として特許で差

止請求権の行使などやりあうことは少ない。外国から入ってくる模倣品の

対策については、特許ではなく、意匠や商標で対応をしている。 
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大学 Q →早期審査の利用は 1割いかない程度である。早期審査をする場合はライ

センス先が見つかりそう、若しくは見つかった案件である。 

大学の場合は、大学であることで早期審査をすることができるので早期審

査が申請できなくて困ったことはない。早期審査は良い制度だと思うので

ぜひ今後とも継続してもらいたい。なお、早期審査の手数料は無料である

が、特許事務所への手続き費用が発生してしまう。 

大学 R →前述したように、実施先企業や実施可能性のある企業との関係において

特許の登録が必要となる場合、JST の支援をもらうために日本の肯定的な審

査結果を示すことが必要な場合がある。 

レアケースであるが、インド での審査を早く進めるために、日本での審査

結果を提示して審査を早くしてもらったことがある。このように他国の審

査を早く進める場合にも早期審査は活用できるかもしれない。 

 なお、早期審査の利用実績は年に 3、4件程度である。 

その

他 

S →標準規格が定まっているもの、実装が決まっている案件については早期

審査を行い、早期権利化を行っている。 

その

他 

T →実施の予定がある出願、国際調査で肯定的な結果が得られているような

案件は早期審査を行う。 

 

→申請要件の緩和をしてもらいたい。例えば、基礎研究から出てきた発明

については実施を行う予定はない。外国の出願の要否判断のために早期審

査を利用したいと思っても、外国出願前に早期審査をするためには実施関

連出願である必要があり、その要件が障害となって早期審査を請求するの

は困難である。 

できれば、要件なしで早期審査を申請できるのがよい。要件が必要である

ならば、基礎研究であるという理由により申請が可能であるという風にす

る。 
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問 6-2.早期審査の改善点について。 

・早期審査等をしたかったができなかった例があるか 

・申請要件の緩和の必要性（・特別な要件なしだが手数料が取られる制度や、申請件数が

制限される制度の可否）。 

分野  回答 

食品 

・医薬 

A →重要な出願はたいてい外国出願を行っているので、申請の要件を満たさ

ないため早期審査ができないということはない。 

 

→現在の制度で満足しており、特に申請可能な出願を拡大することについ

て要望はない。 

食品 

・医薬 

B →早期審査を利用する案件は、外国出願をたいていは行っており、早期審

査の申請要件が厳しくて早期審査の利用ができなかったという事案はいま

のところない。 

 

→現状の早期審査の制度で満足しており、特に制度の改変は必要ない。 

金属 C →申請条件を満たさなくて問題になったことはない。先行技術文献の対比

もそれほど負荷ではない。 

 

→現状の制度（申請条件ありで手数料は無料）で問題がない。 

企業ごとに申請件数を制限されるのはやめてほしい。 

手数料も取られないほうがよい。 

金属 D →現在の制度で特に問題はない。早期審査をしたいものはたいてい外国出

願を行っているためである。 

 

→現状の制度で問題がない。要件をなくして、すべての案件について無条

件で早期審査ができるようになってしまうと、早期審査の数が増えすぎて、

早期審査をしていない通常の案件の審査が遅延する可能性があるので良く

ない。また、手数料を取るような制度だと金持ち優遇の制度となるので良

くないと思われる。 

建設 E →早期審査の要件にある、先行技術調査は、調査のレベルが出願人に依存

しており、またいずれにせよ特許庁が調査をするのであればあまり意味が

ないのではないか。 

 特許庁が早期審査の申請件数が多くならないようにするために先行技術

調査を要件としているのであれば、申請件数を絞ったり、有料にする等の

条件を課すことで、先行技術調査を不要にしてもよいのではないか。 

建設 F →そもそも早期審査の数は多くなく、早期審査を申請する場合は自社実施

の発明である。よって早期審査の申請条件を満たしていなかったため早期

審査ができなかったということはない。 
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→早期に審査を受けるという恩恵を得るのであるから手数料を徴収しても

良いと思う。その場合は、その他の要件や先行技術調査を不要とするべき

である。 

化学 G →早期審査の要件が厳しすぎるという印象はない。先行技術との対比説明

については、先行技術調査は、重要な案件であれば当然に自社で行ってお

り、記載するのに苦になることはない。また、明細書中の先行技術文献を

簡単に記載することでも対応が可能である。 

 

→現在のところ申請要件を満たさなくて早期審査を申請できなかったとい

うことはない。 

 

→手数料がかかる制度や、申請件数を制限されるのはやめてもらいたい。

化学 H →要件をなくすのであれば、手数料も必要なく無条件で早期審査を利用で

きるようにした方が良い。もちろん、無条件で早期審査が可能とすると、

早期審査が殺到して審査請求期間が長く延びてしまうのはまずいが、出願

人が早期に権利化をしたいと意思を示した場合は早期に審査を進めるのが

妥当である。 

機械 I →先行技術文献の記載が面倒と思ったことはある。早期の審査をしてもら

えるのであればある程度手数料を支払っても良いと思われる。 

機械 J →申請の要件を緩和してほしい。自己実施の要件による早期審査の申請は、

申請をしてしまうと他社に自社の技術動向を知らせてしまうことになって

しまうので利用しづらい。 

例えば、金額がある程度高額（15～20 万円）でもよいので、要件なしで早

期審査、スーパー早期審査を利用できるとよい。 

 

→早期審査の審査結果を、海外に出願をするか否かの判断のために使うの

であれば、出願から 9か月以内に審査結果を得られるとよい。（9か月とは、

優先期間 1年に翻訳に必要な期間 3か月を差し引いたものである。） 

電気 K →現状の制度で満足しており、特に制度の変更は必要ない。 

電気 L →件数を制限してもらいたくはない。できれば手続きを簡易にしてもらい

たいが、現在の申請条件で特に困ってはいない。 
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電気 M →特に、申請要件を満たさないということはないので現状で問題はない。

現在の先行技術調査をさせるというものが、不要な早期審査請求を減らす

というプラスの効果を得られているのではないかと思われる。 

 要件等をなくして、手数料を取る場合には、事業規模が小さい企業等は

手数料の支払いができなくなる可能性がある。また、申請件数で絞るので

あれば、単純に 100 件というような形ではなく、前年の審査請求件数に対

して何％のようにした方が良い。 

 

→早期審査をするとファースト OA は非常に早いが、その後のセカンド OA

が遅いことがあるので早くしてもらいたい。例えば、ファースト OA で拒絶

になっている請求項の削除をする対応をしただけにも関わらず、なかなか

審査結果が来なかったことがある。 

その

他工

業 

N →早期審査の申請は、外国関連出願を理由に申請を行っている。実施関連

出願を理由に申請をすることはない。 

 スーパー早期審査については、先に述べたように実施関連出願であるこ

とが絶対条件となっているので利用することを考えていない。 

 早期審査については要件の緩和は必要ないが、スーパー早期審査につい

ては実施関連出願であることを必須の要件としないでもらいたい。 

その

他工

業 

O →申請条件で困ったことはない。審査着手が開始されてからも申請ができ

ると良い。また、提出する書類は少ない方が利用しやすい。ただし、あま

り利用しやすくして早期審査が濫用されてしまうようだと良くないとは思

う。 

 

→スーパー早期審査を利用したことがないが、申請要件が厳しいから利用

できないという理由ではなく、早期審査のスピードで十分満足している。

その

他 

S →早期審査を行いたい案件は、実施関連出願に該当するため、申請条件が

あって早期審査ができなかったという問題はない。また、申請書類につい

ては、特許事務所に作成を依頼しているので特に困ってはいない。 

 

→企業ごとに申請件数の上限値を決めるのはやめてほしい。 
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問 6-3.早期審査により他者特許が公開前に登録となって困ったことがあったか。 

早期審査を行った案件が公開前に登録されてしまうことによる対応策についてコメントが

あるか。 

分野  回答 

食品 

・医薬 

A →現状、特に困ったことはない。 

食品 

・医薬 

B →公開前に登録となっつぃまい情報提供の機会がなくて困ったことがあ

る。 

 

→公衆審査の機会を設ける必要があると思われる。例えば、早期審査を行

った場合は、早期公開がされることや、異議申立制度を復活させることで

対応する必要があると思われる。 

金属 C →早期審査により他者特許が公開前に登録となって特に困ったことはな

い。 

 

→例えば、早期審査をした場合には、早期公開をさせることで、第三者が

情報提供など手続きの介入ができるような制度があればよいと思われる。

金属 D →早期審査により他者特許が公開前に登録となって困ったことは、いまの

ところない。しかしながら公衆審査の機会がないというのは問題である。

異議申立制度があればよい。公開前に登録になった場合は、異議審査の申

請可能な期間を延ばしてもらえると助かる。 

 

→早期審査をした場合は早期公開されてしまうというのは、出願人がその

後にする補強出願の権利化の目を断ってしまう可能性があるので慎重に考

えるべきである。 

建設 E →早期審査により他者特許が公開前に登録となって困ったことは今のとこ

ろはない。 

 

→早期審査を行った案件が公開前に登録されてしまうことによる対応策に

ついては、異議を復活させるのが良い。 

建設 F →他者が早期審査をして公開前に登録となって困ったことはない。建設業

界では早期審査される数はほとんどない。 

しいてあげるなら、他社が大した技術ではないと思われる出願について早

期審査を行った場合に、なぜ早期審査をかけたか考えてしまうということ

はある。 

 

→異議申立制度など、公開前に登録された物に関しては何かしらの是正の

機会を与えるべきである。 
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早期審査をした場合に早期公開を行うという制度は、早期審査の審査期間

が非常に短縮化してきていること（早期審査では一次審査結果が 1.7 か月

で出される）を考えると現実的には難しいのではないか。 

化学 G →公開前に登録になってしまうことは問題であると考えている。 

化学 H →公開前に登録になって困ったことは 2,3 ある。 

 

→他社特許の監視の点からすれば、早期審査をした場合は早期に公開をし

てもらうのがよい。しかしながら、自分が利用する場合には、早期に公開

されるのは困る。 

機械 I →早期審査により他者特許が公開前に登録となって困ったことはある。公

開公報で検索をしていた場合に、公開前に登録になったものが抜けてしま

ったことがある。 

 

→早期審査をした場合は早期公開をされる制度があっても良いと思われ

る。 

機械 J →たまたまないだけかもしれないが、今までのところ早期審査により他者

特許が公開前に登録となって困ったこと困ったことはない。 

電気 K →過去困った事例があったかもしれないが、現時点で困ってはいない。 

 

→情報提供の機会がなかったとしても弊社では独自に先行技術文献の調査

を行い無効資料として確保しておくことで対応できているので問題はな

い。情報提供の機会がなく公衆審査を経ることなく登録になることが問題

であるというのであれば、異議申し立て制度を復活させるのがよい。 

電気 L →特に困ったことはない。 

 

→付与後レビューがあれば公開前に登録となってしまう問題の軽減にはな

ると思われる。 

電気 M →問題になったことはない。逆に他者のけん制のために審査を引き延ばし

たいと思ったことはある。 

 

→早期審査を請求した場合にはただちに公開をするような運用の方が良い

のかもしれない。しかしながら、利用する側の立場から見ればそのような

制度にしてしまうと利用しづらくなるので公開をするような制度は採り入

れなくてよい。 

その

他工

業 

N →早期審査により他者特許が公開前に登録となって困ったことはない。仮

に公開前に登録になったものがあったとしても、無効審判で対決すればよ

い。 
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→早期審査を行った案件が公開前に登録されてしまうことによる対応策に

ついて現状の制度で特に問題はない。 

その

他工

業 

O →実務的には情報提供を行っていないので問題になったことはない。ただ

し、制度的には情報提供の機会を設けるような制度の方が良いと思われる。

その

他工

業 

P →問題になったことはない。 

 

→できれば公開後に登録されるのが好ましい。ただ、現在は登録後の除法

提供制度があり手続きに関与する機会が全くないわけではなく、公開前に

登録になるものだけ特例扱いとして何か別の運用をするのは企業として対

応が煩雑になるのでやらなくてよいと思われる。 

大学 Q →早期審査により他社特許が公開前に登録となったことで困ったことはな

い。 

大学 R →第三者特許の監視を行っていないので困ったことはない。 

その

他 

S →いままで困ったことはない。 

その

他 

T →現時点で早期審査により他者特許が公開前に登録となって困ったことは

ない。 

 

→現状で問題はないが、次のような制度があってもよい。 

公開前に登録されてしまう場合には、通常（公開後に登録になった場合）

よりも早く登録公報を発行して、第三者が早く権利を閲覧できるにする。

 公開前に早期審査を申請した場合には早期公開が義務付け、登録前まで

に情報提供の機会が与えられるようにする（中国や台湾でのＰＰＨの利用

は、早期公開が条件となっているのと同様な制度とする）。 
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問 7.その他要望等。 

分野  回答 

食品 

・医薬 

A →外国の手続きや制度は各国ごとに異なっており、日本でさらに制度が複雑に

なってくると制度の利用が困難である。なるべくシンプルな制度であることが

好ましい。 

食品 

・医薬 

B →遅い審査の制度の導入には反対である。 

 

→他者の早期審査をした案件をみると特許性の低い案件が登録となっている

場合がある。早期審査を申請した場合の審査の質を上げてもらいたい。 

金属 D →遅い審査を申請した後に、出願人が遅い審査を解除できるような制度にして

もらいたい。開発の動向によっては、当初は遅く審査したいと思っていたもの

の、早く審査をしたくなることもあるからである。 

 

→JP-FIRST は申請していないにも関わらず特許庁が自動的に早期に審査をし

てくれるサービスであるが、本来なら早期に権利化をしたいと思っていなかっ

たものが、気が付いたら JP-FIRST になってしまっていたということもあり得

る。JP-FIRST は申請制の方がよいのではないか。 

化学 H →現在、分割出願をすることにより遅く審査をすることができている。したが

って、遅い審査の制度を新たに設けるのであれば、分割出願についても何らか

の制限を加えるようにしないと制度的におかしいのではないか。例えば、分割

できるタイミングを制限するようなことが考えられる。 

 

→審査において、審査官が変わると判断の傾向が変わるのは良くない。 

→情報提供をしたのに審査官が情報提供をした先行技術文献を利用しなかっ

た場合に、審査官がその情報提供された先行文献を見たのに利用しなかったの

か解らないのは嫌である。仮に審査官が見たのに利用しなかったのであれば、

その理由か、あるいは見たけれども利用しなかった旨が解るようにしてもらい

たい。 

機械 I →早期審査の場合、審査の質が下がっているのではないかと思われる。例えば

他社の出願で特許性が低いものが通ってしまっている場合がある。 

また、他社が早期審査を申請して面接審査をしてすぐに登録になってしまって

いることがある。面接記録をみても特にどのような議論がされて特許性を認め

られたかどうかわからないことがある。面接審査を行った場合の議論内容をも

う少し詳しく書いてもらいたい。 

 

→分割出願の制度を利用して、いつまでも出願を継続できるのは良くないと思

われる。特に、遅い審査の導入をするのであれば同時に分割出願の制度を見直

し、必要に応じて分割出願を制限してもよいと思われる。 
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機械 J →審査のスピードについては、過去と比べると現在の審査請求から一次審査結

果の取得まで 22 か月というので比較的満足をしている。2013 年に審査請求か

ら一次審査結果の取得まで 11 か月になればさらによいと思われる。審査請求

をしたらなるべく早く 終処分結果が分かった方がよいと考えている。 

 

・一次審査結果と 終審査結果とで重要なのは 終審査結果の方であるか？ 

→観点は違うが、PCT のサーチレポートの結果がでても、 終審査結果はどう

なるかはわからないところがある。同様に特許庁の審査についても一次審査結

果だけでは 終的にどうなるかは不明であり、一次審査結果も重要だが 終審

査結果も重要であると考えている。 

電気 K →審査請求から一次審査着手までの期間がある程度時間がかかっていた場合

には遅く審査するニーズはそれ程大きくなかった。しかしながら、今後審査請

求から一次審査結果取得までの期間が 11 か月と非常に早くなっていくことを

考えると、遅い審査の制度の導入が必要であると思われる。 

 

→スーパー早期審査は、面接審査を申し込む場合、審査官が処理しなければな

らない日数が非常に短いため日程の調整がかなり厳しい。そのため、現実的に

は面接をしてもらうことができないのが問題である。 

 

→早期審査のように早く審査を受けられる制度があるのであれば、通常の審査

を 11 か月にまで早くする必要は無いと思われる。通常の審査が早くなりすぎ

ることによる弊害として遅い審査のニーズが出てきている。FA 期間が 24 月程

度で、かつ、早期審査がうまく機能している現在の状況は理想的である。 

電気 L →PPH の各国の申請条件や手続き書式を統一してもらえるとよい。 

 

→一次審査結果の出るタイミング、その後の二次審査の出るタイミングなどが

解ると権利化をするのに参考になるのでよい。 

電気 M →技術分野により審査の速度が異なるのをやめてほしい。ある分野では、審査

請求をしてもなかなか一次審査結果が来ない一方、別の分野では非常に早く審

査結果が来ることがある。特許庁の人員配置的なものかもしれないが、審査結

果が来るタイミングを均質にしてもらいたい。 

その

他工

業 

O →遅い審査は必要であると感じている。制度設計には、出願人と第三者のバラ

ンスがとれた公平な制度となるようにしてもらいたい。 
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その

他工

業 

P ・アンケートで審査請求はなくしても良いと回答した理由 

→弊社では基本的にすべての出願について審査請求を行う運用を取っている。

他社の出願で未審査取り下げの案件があるとせっかく監視をしていても有益

な情報が得られない。審査請求になれば引例が引かれることによりどのような

類似の技術がすでに出願されているかわかるので良い。 

大学 Q →大学の希望として、国際的に調和がとれた制度にしてもらいたい。国ごとに

制度が大きく違うと管理上混乱し、各国制度の統一化も遠のくからである。 

例えば、 近特許法 30 条の新規性喪失の例外規定が改正されたが、日本では

新規性喪失の例外が認められるとしても、外国（欧州等）では認められないと

いうことがある。このように、日本だけ制度を変えたとしても、外国での制度

が異なる場合には利用しづらい制度となってしまう。 

遅い審査についても日本特有の制度になってしまうのはよくないのではない

かと思われる。 

大学 R →出願人が権利化をする上で柔軟な対応をしてもらえると良い。 

例えば、拒絶理由の回答期限を延長できるような制度や、期限を徒過した場合

に救済されるような制度があると良い。 

 

→拒絶理由で、ヨーロッパ出願のサーチレポートや、PCT 出願の国際調査報告

のように、引例ごとにどのクレームが X文献である Y文献であるというのが解

るようにしてもらいたい。 

日本の拒絶理由もちゃんと読めばわかるのであろうが、普段特許の対応をして

いない大学の先生にとっては拒絶理由通知書の読解は困難であり、引例とクレ

ームとの対比が解らない場合がある。 

 

→拒絶理由が出ないで登録査定となる場合には、事前に登録の通知のようなも

のがあった方が良い。 

拒絶理由がでればクレームの補正の機会があるのだが、拒絶理由がこないまま

登録になるとクレームの見直しの機会がないため。 

その

他 

S →スーパー早期審査でなくても、早期審査で十分早いと感じている。 
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（資料Ⅲ-1） 欧州特許庁 

（資料Ⅲ-1-1） 海外質問票調査結果 

Ａ. 欧州特許の審査のタイミングを選択する制度について教えてください 

当方で調査しましたところ、欧州特許出願には下記のような制度があると認識をしており

ます。 

この、制度について、誤り、不足部分、等があればご指摘ください。 

・PACE（Program for Accelerated Prosecution of European Patent Application）につ

いて 

この質問票において PACE とは、早期調査(accelerated  search )と早期審査(accelerated 

examination)の両方についておたずねしています。 

審査制度の導

入趣旨 

特許出願の早期審査はいわゆる "seven measures"の一環として 1988

年に導入されました（OJ EPO1994、244 を参照）。 

このプログラムは数回を改善と簡素化を行い、1996 年に PACE プログ

ラムに置き換えられました（OJ EPO1996、520）。 

PACE プログラムは、2010 年に改正されている（OJ EPO2010、352 参照）。

運用開始日 

（ 新改定日） 

2010 年 

時期的要件 

可能な限り効果的にするために、早期審査は EP 出願時に審査請求と同

時に、又は拡張サーチレポートの受領後 EPC 規則 62 の出願人の応答と

共にされるのが好ましい。 

Euro-PCT 出願では、ヨーロッパへの移行段階前、又は ISR124，IPER125，

SISR126の応答と同時にされるのが好ましい。 

早期調査は、出願書類が調査をできるくらい完全である場合のみに行

われる。特に、明細書、クレーム、翻訳文、必要なら図面、EPC 規則

30 に準拠した配列リストを、その庁に提供することです。 

EPC 規則 40（1）(c）,(2)の元の先の出願の参照、EPC 規則 56 の元の

後に出される図面、明細書、クレームがある場合には、PACE の手続き

は困難である。 

客体要件 
なし 

                         
124 International Search Report ；国際調査報告 
125 International Preliminary Examination Report；国際予備審査報告 
126 Supplementary International Search Report；補充国際調査報告 
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その他 

・制限時間の延長請求の場合には早期審査スキームはその可能性を

大限に発揮できないリスクがある。 

・応答期間の延長をした場合は、早期審査の資格を失う。 

効果 

優先権を主張していない欧州特許出願（ 初の出願）の場合は、庁は

常に早期調査を行い、別個の要求は必要ありません。このような場合

には、庁は、通例、出願日から 6 ヶ月以内に拡張サーチレポートを得

ることを出願人に保証する。出願人が審査の後のステージで優先権を

主張をしない意向の提出を示した場合、 初の出願と取り扱われる。

 

優先権を伴う欧州特許出願（2国出願）では、早期調査の請求が出願

と共にされた場合、できる限り早期に調査結果をえるように努力をす

る。 

早期審査が要求されたときには、庁は、EPC 規則 70a または 161（1）

の応答又は、早期審査の要求のいずれか遅い方の審査部の受領から３

か月以内に、 初の審査通知を発行するよう 大限の努力を払う。 

条文・規則 

Guidelines for Examination E,Ⅶ,3.1, 

Guidelines for Examination  E,Ⅶ,3.2. 

Notice from the European Patent Office（OJ EPO 2010/5/4 352 ）

料金 なし 
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Ｂ通常の審査、早期審査の審査期間の現状について教えてください。 

新の情報について教えてください。 

QB-1 PACE（早期調査）を申請した場合、申請からサーチレポート発行までの平均期間は

どのくらいですか？ 

2011年では、50％は早期調査の申請後3.5ヶ月でサーチレポートは完成した（第二国出願）。

 

QB-2 PACE を申請した場合、申請から一次審査までの平均期間はどのくらいですか？ 

2011 年では、30％は早期審査の申請後 3ヶ月でサーチレポートは完成した（第二国出願）。

 

QB-3 PACE を申請した場合、申請から 終処分までの平均期間はどのくらいですか？ 

2011 年では、PACE の請求があった場合は、欧州特許審査の完了は 41.2 ヶ月だった。 

 

QB-4 上記期間（一次審査までの期間、 終処分までの期間）の今後の見通しはどのよう

な感じですか？（長くなりそうですか？短くなりそうですか？） 

より効率的な審査の継続的な努力により、上記期間は短くなることが予想される。 

 

QB-5 上記期間（一次審査までの期間、 終処分までの期間）について、貴庁での今後の

目標設定はありますか？ 

☒ある 

□ない 
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Ｃ.PACE のユーザーの利用率について教えてください。 

QC-1 PACE について、ユーザーの利用率はどの程度ですか（所定の年に権利が確定した全

出願のうち、〇％が早期審査であるなど）。 

できれば 近の数年の利用率があれば教えてください。 

早期調査: 2009: 6.1%; 2010: 5.7%; 2011: 6.1% 

早期審査: 2009: 6.6%; 2010: 6.8%; 2011: 7.0% 

 

 

QC-2 どのようなユーザーが利用をしていますか（ＩＴ業界、製薬業界等、個人発明家ど

の分野での利用が多い？）。早期審査、早期調査それぞれについてお答えください。 

早期調査、早期審査ともに、デジタル、電気通信業界でよく使われている。 

 

QC-3 ユーザーは、どのような目的、又はどのような案件で利用をしていますか（その他

の国に出願する案件で利用している等）。早期審査、早期調査それぞれについてお答えく

ださい。 

情報なし。 

 

QC-3 早期審査、早期調査のどちらの利用率が高いですか？ 

早期審査の方が、早期調査よりも若干多い。 

  

QC-4 欧州特許庁で、PACE の利用率の目標はありますか？ 

□ある 

☒ない 

 

QC-5 もし利用率の目標があるなら、目標としていた利用率はどの程度ですか？ 
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Ｄ.PACE の導入の経緯 

QD-1 PACE について。どのような背景・経緯で制度が導入されましたか。 

調査・審査の滞貨のため、出願人の早期の調査・審査の要求にこたえるため導入された。

EP 出願の早期手続きのための Seven measures の一環として設けられた。 

 

QD-2 制度の導入にあたり、法律、規則、運用等で様々な規定の方法が考えられますが、

どのような方法で規定を行うかについて、話あいはされましたか？ 

Seven measures も早期審査も、欧州特許庁手続の機能を扱う内部管理命令です。 EPO 長官

はこのような措置を採用する EPC の規定による権限を持っている（EPC10 条（2）127を参照）。

 

 

 

 

 

                         
127EPC 第 10 条 運営 

(1) 欧州特許庁は，欧州特許庁の活動に関して管理理事会に対して責任を負う長官により運営される。 

(2) この目的のために，長官は，特に次の職務及び権限を有する。 

(a) 長官は，内部管理通達の採択及び公衆への情報を含む，欧州特許庁の機能を保障するためのすべての必要な処置を

とる。 



-300- 

 

Ｅ．手数料について 

QE-1 PACE は手数料を無料で行っていますが、手数料を決めるにあたり、どのような背景・

経緯で決められましたか。 

早期調査や早期審査を必要とする志願者にサービスを提供するような背景に対し、PACE は

無料であるべきであると決定された。 

EPO は、できるだけ早く拡張サーチレポートを発行し、又は 3ヶ月以内に 初の審査通知

を出すよう 大限の努力を払っていることにも留意すべきである。 

しかし、出願人は、EPO がこれらの期限を保持する権利を有しません。 
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Ｆ制度の問題点について 

QF-1 PACE を運用してきて問題点がある場合はどのような問題点があったか教えてくださ

い。 

PACE の要求はしばしば重いワークロードでの技術分野で提起された。 

さらに、いくつかの技術分野の出願人はシステマティックに PACE の要求をしている。 

 

QF-2 上記問題点は、どのような対策で解決しましたか？あるいはこれからどのような対策

で解決していくつもりですか？ 

EPO は、それに応じて PACE のプログラムを改正し、その適用性を制限していました。 

 

QF-3 PACE は、手数料が無料で、申請の要件もないにも係わらず、利用率が低いと聞いて

います。その理由は何があると思われますか？ 

明らかに多くの出願人は早期の調査や早期の審査に興味がない。 
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Ｇ.ユーザーニーズについて 

QG-1 現時点において、PACE、と通常の審査によって、ユーザーは、早く権利化したいもの

と、遅く権利化したいものと 2 つのタイミングで審査タイミングを選択することができま

す。 

これらの制度でユーザーのニーズは満たしきれていると思いますか？ 

例えば、さらに、遅く審査開始をするような制度が欲しいという声はありませんか？ 

×ニーズを満たしている 

□ニーズを満たしていない 

 

 

QG-2 ユーザーニーズを満たしていない場合はどのような制度の導入が必要と考えられま

すか？ 
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Ｈ.審査のタイミングを選択できる制度の議論について 

QH-1 現在、貴国において審査のタイミングを選択できる制度についてどのような議論がさ

れていますか？ 

□現在は議論をしていない 

×現在も議論をしている 

 

 

QH-2 現在、議論をしている場合はどのような議論をしていますか？ 

EPO は、出願が並行的に複数の特許庁に提出されたときに、ワークシェアと可能な限り審

査の早期化を行う IP5 プログラム、3極プログラムに関与している。 



-304- 

 

Ｉ. 日本の制度変更に対する外国特許庁の反応 

QI-1 仮に、日本が、審査開始（又は 終処分）のタイミングを出願人が選択できる制度

をとりいれた場合、外国特許庁として何か不都合がありますか？又は良いことがあります

か？ 

（制度の例として、例えば、2012 年１月１日に出願をした出願人が、2014 年 6 月に審査

開始をして欲しいと申請することが可能な制度。） 

 

□日本の制度変更により不都合なこと、又は良いことはない 

□日本の制度変更により不都合なこと、又は良いことがある 

⇒EPO からの回答なし。 

 

QI-2 「日本の制度変更により不都合なこと、又は良いことがある」場合は、どのような

ものがありますか？ 

日本はすでに出願から 3年以内に審査請求をするという審査猶予の制度を持っている。現

在進行しているワークシェア、他庁の審査結果の活用のプロジェクトの観点から、EPO は

できるだけ早く他庁の調査結果を受け取ることに関心がある。審査猶予制度はこの可能性

を制限する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で質問票は終了です。ご協力ありがとうございました。 
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（資料Ⅲ-1-2） 海外ヒアリング調査結果 

〇審査猶予制度の議論について 

→2009 年 3 月、欧州特許条約の 3 つの締約国が、次の条件の審査猶予（deferred 

examination)の導入の検討を提案した。 

・審査の開始を所定の期間（例えば、出願から 5年から 10 年）猶予する。 

・第三者の監視負担の不利益対策として以下の手続きが行われる。 

 ①第三者が審査請求をすることができる（第三者の審査請求の濫用防止のため、所定の

手数料を支払う）。 

 ②第三者が審査請求をした場合は通常よりも早い審査をする。 

 ③欧州特許庁により発行されるサーチレポートが、第三者に先行技術の存在の情報を提

供する。 

 

 提案の背景は以下のようなものである。 

 欧州特許出願の手続きでは、出願人は調査報告書の公開から 6 か月以内に審査請求をす

るか否かを決めなくてはならない。そのような短い期間では、特に経済動向や消費者動向

の観点から、発明の有用性の判断を出願人がすることができないことが多い、と 3つの締

約国は主張した。特許権を取得する権利を失わないために出願人は審査請求をその期間内

にとりあえず行うこととなる。結果として、欧州特許庁の負荷を増大させる不必要な審査

請求が増えることとなる。提案した制度の元では、欧州特許庁のバックログを減少させる

ことができ、審査官が重要な出願に注力できることで審査の質を向上させることができる、

と 3つの締約国は考えた。また、出願人は審査する出願を検討する時間を持つことができ

る。 

 この提案は 2009 年 10 月の管理理事会（administrative council）により検討され、2009

年 12 月 8 日～11 日の会議により、欧州特許出願の審査猶予制度の導入に関して、当分の

間、さらなる検討は必要ないと結論を下した。 

 

 主な反対意見は次のようなものであった。 

・第三者のための法的不安定性 

・特許制度の複雑化 

・審査の取り下げを前提とした、質の低い出願の増加 

・特許庁への負の財政的な影響 

 

〇通常の審査をした際の、1次審査結果、 終審査結果までの平均期間。 

→通常の審査の場合 
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審査請求から１次審査結果の通知まで、20.5 か月（2011 年）。 

審査請求から 終審査結果の通知まで 41.5 か月（2011 年）。 

 

〇早期審査・早期調査の導入に当たりどのような制度設計を考慮したか？ 

→出願から登録までに時間がかかるという出願人の不満を解消するために取り入れられた

制度である。 

 早期審査は、特許庁の手続の機能としての内部管理規則の一部で扱われており、欧州特

許庁の長官は、EPC の締約国に相談することなく実施することができた。 

 

〇PACE についてもっと利用率を上げるような対策は考えているか。 

→PACE は出願人に早期の審査の選択肢を与えるものである。利用したい人が利用すればよ

い。したがって、現在特に PACE の利用率を上げようとはしていない。 

 

〇早期調査を利用するユーザーは、どのような分野が多いか。大企業ではなく、中小企業

や個人発明家が多いのか？ 

→早期審査を利用しているのは、情報通信分野が多い。中小企業、個人発明家はそれほど

利用していないと思われる。 

 

〇欧州特許出願において、審査請求のタイミング（審査請求手数料の納付のタイミング）

はどのタイミングが多いか？サーチレポート公開からすぐか？それとも審査請求期限ギリ

ギリか？ 

→審査請求のタイミングは審査請求期間の 後が多いと思われる。一方早期に審査をして

もらいたい出願人は、できるだけ早く PACE の申請を行っている。このように、出願人は早

い審査と遅い審査を使い分けていると思われる。 

 

〇欧州特許出願のユーザーで遅く権利化をしたいというユーザーニーズはないのか？ 

→欧州特許条約では、審査の猶予又は遅延の制度を設けていない。しかしながら、審査手

続きは、審査官のとのやり取りにおいて出願人が応答を遅くすることにより遅くなる。 

 

〇現行の制度の問題点等、感じていることはあるか？ 

→現行の PACE 制度は円滑に運用されていると思われる。 
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（資料Ⅲ-2） 韓国特許庁 

（資料Ⅲ-2-1） 海外質問票調査結果 

（韓国） 

Ａ. 貴国の審査のタイミングを選択する制度について教えてください 

当方で調査しましたところ、貴国には下記のような制度があると認識をしております。 

これらの、制度について、誤り、不足部分、等があればご指摘ください。 

① 優先審査(accelerated examination)（2008/10/1 に導入されたオーダメイド型審査制

度） 

審査制度の導

入趣旨 
出願人の審査タイミングの選択肢を増やす。 

運用開始日 

（ 新改定日） 
2008/10/1 

申請人適格 優先審査は誰でも申請可能。 

時期的要件 審査請求時または審査請求後に優先審査を申請できる。 

客体要件 

・特許庁が指定した専門機関に優先審査用の先行技術調査を依頼

し 、その調査結果を特許庁長官に通知するよう要請すれば、優先審

査の対象となる。 

・その他、下記のものも認められる。 

① 第三者実施出願 

② 緊急処理が必要であると認められる出願 

ａ．防衛産業分野における特許出願 

ｂ．公害防止に有用な特許出願 

ｃ．輸出促進に直接的に関連した特許出願 

ｄ．国又は地方自治団体の職務に関する特許出願 

ｅ．ベンチャー企業との承認を受けた企業の特許出願 

ｆ．国の新技術開発支援事業の結果産物に関する特許出願 

ｇ．品質認証事業の結果産物に関する特許出願 

ｈ．条約に基づく優先権主張の基礎になる特許出願 
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ｉ．特許出願人が出願された発明を実施している、又は実施準備

中の特許出願 

ｊ．電子商取引に直接的に関連した出願 

その他 
優先審査が決定するまでであれば、いつでも優先審査の申請の取下

げまたは放棄が可能。 

効果 

・一次審査を 5か月以内に出す 

・第三者実施出願又は、緊急処理が必要であると認められる出願の

場合は、1次審査を 3か月以内に出す 

条文・規則 特許法 61 条、施行令 9条。 

料金 
特許：20 万ウォン、実用新案：10 万ウォン 

（2010 年 1 月 1 日以降）。 
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②2009/10/1 に施行された超高速審査（グリーン技術超高速審査:super speed fast track 

program for patent applications directed to green technology inventions）につい

て 

審査制度の導

入趣旨 

国家レベルで推進中の低炭素グリーン成長のために、グリーン技術*

の優先特許権利化が必要だったため 

運用開始日 

（ 新改定日） 
2009/10/1 

申請人適格 誰でも超高速審査申請は可能 

時期的要件 
 審査請求時または審査請求後であればいつでも超高速審査を請求で

きる 

客体要件 

①グリーン技術優先審査の対象であること。 

②専門機関に先行技術調査を依頼された特許出願であること。 

③ 子出願で申請された出願であること。 

その他 
超高速審査が決定するまでは超高速審査申請の取り下げまたは放棄が

可能 

効果 一次審査の結果を 1か月以内に出す 

条文・規則 特許実用新案優先審査申請に関する告示第 5条第 3項 

料金 
特許：20 万ウォン、実用新案：10 万ウォン 

（2010 年 1 月 1 日以降）。 
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③審査猶予制度(deferred examination system)（2008/10/1 に導入されたオーダメイド型

審査制度） 

審査制度の導

入趣旨 
出願人に審査のタイミングの選択を増やす 

運用開始日 

（ 新改定日） 
2008/10/1 

時期的要件 
審査猶予申請書を、審査請求日から 9か月以内に特許庁長に申請する

必要がある。 

客体要件 

・審査請求日から 24 か月以降に審査を行うものが対象。 

・また、下記出願でないこと  

 1.特許出願が分割出願、変更出願または正当な権利者の出願である場

合 

 2.特許出願に対して優先審査決定をした場合 

 3.特許出願審査の猶予申請がある前に、既に拒絶理由を通知するか特

許決定書を通知した場合 

・猶予希望時点は、 "出願審査の請求日から 24 ヶ月〜出願日から 5

年"の期間に任意に設定可能 

 

その他 

・審査猶予申請の取下げまたは猶予希望時期の変更は、審査猶予申請

書の提出日から 2ヶ月以内であれば可能 

分割出願、変更出願、正当な権利者の特許出願：原出願と同様に審査

を進行させるものとしており、出願日も原出願日に遡及するので、猶

予申請の対象外とすることが制度運営上望ましい。 

・申請をした後は、審査猶予制度の資格を失うことはない。 

効果 指定された審査開始時から 3か月以内に審査を着手する。 

条文・規則 特許法施行規則 40 条の 3 

料金 なし 

 

 



-311- 

 

Ｂ通常の審査、優先審査、超高速審査、審査猶予制度の現状について教えてください。 

新の情報について教えてください。 

QB-1 通常の審査の場合、審査請求から一次審査までの平均期間はどのくらいですか？ 

（なお、Four Office Statistical Report では、2010 年は、24.6 か月となっています） 

 

 

QB-2 通常の審査の場合、審査請求から 終審査結果128が出るまでの平均期間はどのくらい

ですか？ 

（なお、Four Office Statistical Report では、2010 年は、34.9 か月となっています） 

 

 

QB-3 優先審査を利用した場合、審査請求から一次審査までの平均期間はどのくらいです

か？ 

 

 

QB-4 優先審査を利用した場合、審査請求から 終審査結果までの平均期間はどのくらいで

すか？ 

 

 

QB-5 超高速審査を利用した場合、審査請求から一次審査までの平均期間はどのくらいです

か？ 

 

 

                         
128 例えば特許査定などの 終の審査結果の通知を指す 

この統計は、対外的に公表していない。 

 

この統計は、対外的に公表していない。 

 

この統計は、対外的に公表していない。 

 

この統計は、対外的に公表していない。 

 

この統計は、対外的に公表していない。 
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QB-6 超高速審査を利用した場合、審査請求から 終審査結果までの平均期間はどのくらい

ですか？ 

 

 

QB-7 上記期間（一次審査までの期間、 終審査結果までの期間）の今後の見通しはどのよ

うな感じですか？（長くなりそうですか？短くなりそうですか？） 

 

 

QB-8 上記期間（一次審査までの期間、 終審査結果までの期間）について、貴庁での今後

の目標設定はありますか？ 

☒ある 

□ない 

 

QB-9 審査猶予を申請した場合、出願人の指定する審査開始のタイミングはどのタイミング

が多いですか？（審査請求期限ぎりぎりなのか、それよりもはるかに前なのか） 

 

 

QB-10 審査猶予を申請した場合、審査請求から一次審査までの期間はどのくらいですか？ 

 

 

QB-11 審査猶予を申請した場合、審査請求から 終審査結果までの期間はどのくらいです

か？ 

 

 

この統計は、対外的に公表していない。 

 

すべての審査処理期間を継続的に短縮する計画であり、現時点では優先審査に限定し

た期間短縮計画はない。 

この統計は、対外的に公表していない。 

この統計は、対外的に公表していない。 

この統計は、対外的に公表していない。 
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QB-12 審査猶予制度を利用して審査開始のタイミングを出願から 5年の一番遅いタイミン

グにした場合と、審査請求を 5 年の一番遅いタイミングにした場合と、 終審査結果のタ

イミングが遅くなるのは、審査猶予制度を利用した場合か、審査請求を遅くした場合か？ 

□審査猶予制度を利用した場合 

☒審査請求を遅くした場合 

 

QB-13 上記期間（FA・ 終審査結果）の今後の見通しはどのような感じですか？？（長く

なりそうですか、短くなりそうですか？） 

 

 

 

すべての審査処理期間を継続的に短縮する計画であり、現時点では遅延審査に限定

した期間短縮計画はない。 
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Ｃ．優先審査、超高速審査, 審査猶予のユーザーの利用率について教えてください。 

QC-1 優先審査について、ユーザーの利用率はどの程度ですか（所定の年に権利が確定した

全出願のうち、〇％が優先審査であるなど）。 

（なお、2011 年に韓国特許庁により発行された知的財産白書によれば、2010 年は 13.3％

となっている） 

 

 

QC-2 どのようなユーザーが利用をしていますか（ＩＴ業界、製薬業界等、個人発明家どの

分野での利用が多い？）。 

 

 

QC-3 ユーザーは、どのような目的、又はどのような案件で利用をしていますか（その他の

国に出願する案件で利用している等）。 

 

 

 

QC-4 貴庁で、優先審査の利用率の目標はありますか？ 

□ある 

☒ない 

 

QC-5 もし利用率の目標があるなら、目標としていた利用率はどの程度ですか？ 

 

 

QC-6 超高速審査について、ユーザーの利用率はどの程度ですか（所定の年に権利が確定し

た全出願のうち、〇％が超高速審査であるなど）。 

できれば 近の数年の利用率があれば教えてください。 

2011 年の全審査請求件数に対する優先審査申請件数の割合は 13.85%である（請求

及び申請基準）。 

建設技術、環境エネルギー、食品生物資源、繊維生活用品の分野等における優先審

査の申請が多い。 

早期に権利を獲得してライセンシング、権利移転等に活用する目的、他人による模

倣盗用を阻止する目的、特許取得により広報に活用しようとする目的等が多い。 

該当なし 
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QC-7 どのようなユーザーが利用をしていますか（IT 業界、製薬業界等、個人発明家どの

分野での利用が多い？）。 

 

 

QC-8 ユーザーは、どのような目的、又はどのような案件で利用をしていますか（その他の

国に出願する案件で利用している等）。 

 

 

QC-9 貴庁で、超高速審査の利用率の目標はありますか？ 

□ある 

☒ない 

 

QC-10 もし利用率の目標があるなら、目標としていた利用率はどの程度ですか？ 

 

 

QC-11 審査猶予について、ユーザーの利用率はどの程度ですか（所定の年に権利が確定し

た全出願のうち、〇％が審査猶予であるなど）。 

（なお、2011 年に韓国特許庁により発行された知的財産白書によれば、2010 年は 0.6％と

なっている） 

 

 

QC-12 どのようなユーザーが利用をしていますか（IT 業界、製薬業界等、個人発明家どの

分野での利用が多い？）。 

2011 年の全審査請求件数に対する超高速審査申請件数の割合は 0.12%である（請求

及び申請基準）。 

温室効果ガス削減技術、エネルギー利用効率化の技術、環境保全型生産技術、再生

可能エネルギー技術の分野等における超高速審査申請が多い。 

特許権を早期に獲得してグリーン市場を先占し、迅速に事業化をするための目的が

多い。 

該当なし 

2011 年の全審査請求件数に対する遅延審査申請件数の割合は 0.10%である（請求及

び申請基準）。 
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QC-13 ユーザーは、どのような目的、又はどのような案件で利用をしていますか（事業化

に時間がかかる発明の案件で利用している等）。 

 

 

 

QC-14 貴庁で、審査猶予の利用率の目標はありますか？ 

□ある 

☒ない 

 

QC-15 もし利用率の目標があるなら、目標としていた利用率はどの程度ですか？ 

 

 

特に集中している分野はありません。 

事業化の時期または市場の状況に合わせて特許取得時期を調整する目的、特許維持

費用を削減する目的等が多い。 

該当なし。 
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Ｄ.オーダメイド型審査制度の導入の経緯 

QD-1 優先審査について。どのような背景・経緯で制度が導入されましたか。 

 

 

QD-2 制度の導入にあたり、法律、規則、運用等で様々な規定の方法が考えられます。 

貴国が特許法、施行令で規定している理由はなにかありますか？ 

 

 

QD-3 審査猶予制度について。どのような背景・経緯で制度の導入が検討されたのですか？ 

 

 

QD-4 制度の導入にあたり、法律、規則、運用等で様々な規定の方法が考えられます。 

貴国が特許法、特許法施行規則で規定している理由はなにかありますか？ 

 

 

アンケート調査結果等によると、特許顧客から、希望する時期に審査サービスの提

供が受けられるように審査処理期間について様々なオプションを設けるよう要望が

あり、顧客が希望する時期に審査結果を提供する必要があるという判断の下、誰もが

利用可能な優先審査制度として対象が拡大された。 

超高速審査は、汎国家的に推進した低炭素グリーン成長のためにグリーン技術の早期

特許権利化が必要であるという判断の下に該当制度を導入した。 

特許法では第三者による実施を除く優先審査の対象を特許法施行令に委任してい

るので、優先審査対象を追加する目的で特許法施行令を改正した。 

超高速審査は、優先審査の一種として申請方法及び処理期間のみ異なるので、特許法

施行令を改正する必要はなく、特許実用新案優先審査の申請に関する告示及び特許実

用新案審査事務取扱規程を改正した。 

アンケート調査結果等によると、特許顧客から、希望する時期に審査サービスの提

供が受けられるように審査処理期間について様々なオプションを設けるよう要望が

あり、顧客が希望する時期に審査結果を提供する必要があるという判断の下、遅い審

査に代えて適切な時期に審査結果を提供する制度を導入した。 

審査猶予は第三者に不利益を与えるおそれがある制度ではなく、その対象を限定せ

ずに手続として該当事項を定めているので、韓国内の法体系上の手続に関する事項を

定めている特許法施行規則に審査猶予に関する根拠規定が設けられている。 
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Ｅ．手数料について 

QE-1 優先審査の手数料を決めるにあたり、どのような背景・経緯で決められましたか。 

 

 

QE-2 超高速審査の手数料を決めるにあたり、どのような背景・経緯で決められましたか。 

 

QE-3 審査猶予制度の手数料を決めるにあたり、どのような背景・経緯で決められましたか。 

 

 

 

超高速審査も優先審査に含まれ、低炭素グリーン成長のためにグリーン技術を支援

する側面を考慮して優先審査申請料と同様に運用される。 

優先審査の電算システムの開発及び運営、処理期間の管理、優先審査を行うかどう

かの決定業務等の迅速な行政手続の遂行による負担要素及び優先審査の濫用防止の

側面を考慮して決定された。 

審査猶予では行政手続の遂行による負担がほとんどなく、審査猶予制度の濫用を防

止しなければならない理由がないので審査料は徴収されない。 
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Ｆ制度の問題点について 

QF-1 優先審査、超高速審査の運用をしてきて問題点がある場合はどのような問題点があっ

たか教えてください。 

 

 

QF-2 上記問題点は、どのような対策で解決しましたか？あるいはこれからどのような対策

で解決していくつもりですか？ 

 

 

QF-3 審査猶予制度の運用をしてきて問題点がある場合はどのような問題点があったか教

えてください。 

 

 

QF-4 2010 年度韓国知的財産白書によると、審査猶予制度の請求割合は、1.8％（2008 年）

から 0.6％（2010 年）と減ってきています。何が理由だと思いますか？ 

 

 

 

現時点で優先審査及び超高速審査制度は安定的に運営されており、特別な問題はな

い。 

優先審査及び超高速審査の申請が急増する場合、一般審査の処理期間に遅延が生じ

る問題が発生する恐れがあるので、申請状況を継続的にモニタリングしている。 

審査猶予の申請が減少した側面がある。 

 

遅延審査申請を多数行っていた一部機関の特許戦略が審査猶予を申請する方法から

審査請求を遅れて行う方法に変更する場合があり、これによって審査猶予の申請が減

少した側面がある。 
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QF-5 2010 年度韓国知的財産白書によると、審査猶予制度の請求割合は 0.6％（2010 年）

となっています。この数値はユーザーのニーズを考慮した場合、妥当な数値でしょうか？ 

（請求割合が 0.6％と少ないですが、ユーザーのニーズがそもそも少ないのであれば、

0.6％という数値はユーザーのニーズを十分に拾い上げた妥当な数値となります。一方、

ユーザーのニーズが 0.6％よりも多いにも関わらず、請求割合が 0.6％であるならば、何

かしらユーザーが制度を利用しない理由が考えられます） 

 

 

QF-6 制度の利用率が低いことについて今後対策を行いますか？ 

 

 

 

 

 

審査猶予の請求件数は減少するにはしたが、遅い審査に代えて適切な時期に審査を

受ける審査猶予制度の長所を活用した申請を行うことができるので、出願人の選択肢

を広げるという側面から審査猶予制度は肯定的な役割を果たしていると判断する。 

 

現在、特別な計画はありません。 
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Ｇ.ユーザーニーズについて 

QG-1 現時点において、オーダメイド型審査請求制度によって、早く権利化したいものと、

通常の権利化をしたいもの、出願人の所望のタイミングで権利化したいものと３つのタイ

ミングで審査開始をすることができます。 

これらの制度でユーザーのニーズは満たしていると思いますか？ 

☒満たしている 

□満たしていない 

 

 

 

 

QG-2 ユーザーニーズを満たしていない場合はどのような制度の導入が必要と考えられ

ますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

該当なし。 
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Ｈ.審査のタイミングを選択できる制度の議論について 

QH-1 現在、貴国において審査のタイミングを選択できる制度についてどのような議論が

されていますか？ 

☒現在は議論をしていない 

□現在も議論をしている 

 

 

 

 

 

 

 

 

QH-2 現在、議論をしている場合はどのような議論をしていますか？ 

 

該当なし 
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Ｉ. 日本の制度変更に対する外国特許庁の反応 

QI-１ 仮に、日本が、審査開始（又は 終審査結果）のタイミングを出願人が選択でき

る制度をとりいれた場合、外国特許庁として何か不都合がありますか？又は良いことがあ

りますか？ 

（制度の例として、例えば、2012 年 1 月 1 日に出願をした出願人が、2014 年 6 月に審査

開始をして欲しいと申請することが可能な制度。） 

 

☒日本の制度変更により不都合なこと、又は良いことはない 

□日本の制度変更により不都合なこと、又は良いことがある 

 

 

 

 

 

QI-2 「日本の制度変更により不都合なこと、又は良いことがある」場合は、どのような

ものがありますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で質問票は終了です。ご協力ありがとうございました。 

該当なし 
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（資料Ⅲ-2-2） 海外ヒアリング調査結果 

〇優先審査、超高速審査の一次審査結果、 終審査結果までの平均期間はどの程度か？ 

→優先審査（専門機関に先行技術の調査を依頼した優先審査対象及び PPH 優先審査対象）

は、庁内の規定値 5か月以内（申請から着手まで、以下、同様である）で、その他の優先

審査は、庁内の規定値 3か月以内であり、超高速審査は規定値 1か月以内である。 

終処分期間は管理していない。理由としては出願人の応答の期限が管理できないため。

なお、出願人の応答を考えない場合、KIPO129では、超高速審査では２か月、優先審査(専門

機関に先行技術の調査を依頼した優先審査対象及び PPH 優先審査の対象)では 7か月、その

他の優先審査では 5ヶ月以内で 終処分までできるような体制としている。 

なお、韓国では指定期間短縮申請制度があり、それを申請すれば OA の回答期限(超高速

審査は 1ヶ月、優先審査は 2ヶ月)を希望する期間に短縮できる。この申請をすることで審

査官は 2か月の応答期限を待たずに審査を開始することができるため出願人は早期の権利

化ができる。 

 

〇審査猶予制度の導入に当たり、現在の審査猶予制度以外の方法を検討したか？いくつか

ある候補のなかで現行の制度にした理由はなにか？ 

→出願人が所望のタイミングで審査を受けられるような制度(審査予約制度)があったらユ

ーザーの利便性があがるのではないかということで制度設計が開始された。 

当初は、所望のタイミングで出願人が選択できる制度を検討した。しかしながら、韓国の

審査請求の傾向から早く審査をしてほしいというニーズが大きく、早い審査も含めて出願

人がタイミングを選択できる制度にしてしまうと、一時期に審査が集中してしまい制度が

破たんする恐れがあった。 

 そのため、早い審査と遅い審査を分けて制度化を行い、早い審査については特許庁が指

定した先行技術調査専門機関にサーチをさせたものについて出願に優先審査を認めるとい

うように制度の枠を広げた。専門機関に調査をさせることにより出願人はクレームの検討

を事前にすることができ、効率の良い審査をすることができる。 

 一方、遅い審査に関しては審査猶予制度で対応をすることにした。既存の審査請求期間

の枠を超えないという思想のため、審査請求可能期間である出願日から 5年以内を超えな

い範囲で期間を指定できる制度とした。 

 

〇審査猶予制度の導入に当たり、利害関係者（特許庁、出願人、出願人以外のユーザー（特

許監視者）等）について、それぞれどのようなメリット、デメリットを考慮して制度を作

ったか？また、どのようなユーザーニーズの調査を行ったか。 

                         
129 Korean Intellectual Property Office；韓国特許庁 
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→大手企業、中小企業、個人出願人、弁理士、学界、審査官などの意見を聴取しており、

審査猶予制度は審査請求期間を超える期間を指定できるものではないので第三者の監視負

担という問題がない。 

 

〇審査請求のタイミングで、審査請求期限ギリギリ（出願日から 4年 6か月～出願日から

5年）に審査請求をされる案件は、全体の何％くらいであるか？ 

→韓国では全体審査請求の 80%程度が出願日から１年以内に行われるし、全体審査請求の

10%程度が出願日から 4～5年以内に行われる。特に、個人発明家や中小企業などは他人の

模倣・盗用の危険を回避するとともに、ライセンシング、権利移転、広報などに活用する

ために早期の審査請求をしている傾向があるように思われる。 

 

〇質問票の QF-4 では、審査猶予制度を利用していた機関が 近その利用をやめたとのこと

である。その機関はどのような分野のものか？また、なぜやめてしまったと思うか？ 

〇一方、遅いタイミングで審査請求（出願日から 4年 6 か月以降に審査請求）を行うのは

どのような技術分野のユーザーが多いのか？" 

→調査を行っていないのでわからない。 

 

〇審査猶予制度をつかうユーザーは、どのような理由又はどのような企業戦略のもとに利

用をしていると思うか？ 

→審査猶予制度を利用するのは所望のタイミングで審査をしてもらいたいというニーズが

ある出願人であると思われる。なお、どのような分野の企業がその利用をやめてしまった

かはデータを取っていないので不明である。 

 

〇遅いタイミングで審査請求を行うユーザーは、どのような理由又はどのような企業戦略

のもとに利用をしていると思うか？" 

→遅いタイミングで審査請求をしているユーザーがどのような分野であるかはデータを取

っていない。 

 

〇質問票 QG-2 で、ユーザーのニーズを満たしているとの回答をいただいた。現在ユーザー

ニーズとして、遅く審査をしてもらいたいというニーズはないか？ 

→韓国の審査請求の傾向として、出願時に 80％近くの出願人が審査請求をしており、遅く

審査をしたいというニーズは多くない方だと思う。 

 

"〇質問票 QB-7 で、すべての審査処理期間を短縮する計画であると回答いただいた。ここ
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でいう、すべての審査処理期間とは、一次審査結果までの期間だけなのか、 終審査結果

までの期間も含むものなのか？なお、米韓 FTA により 終処分期間３６月以内と聞いてい

る。全件 36 月以内を目指すのか。 

→一次審査結果については、2015 年に 10 ヶ月にする目標を特許庁内で立てている。 

終審査結果についても、36 ヶ月以内（出願人によって遅延された期間を除く）にするこ

とを目標としている。大部分は目標を達成できると考えているが、一部のものでは達成で

きないかもしれない。なお、目標期限を超えて特許権者の申請のある場合は、改正法に基

づいてその超えた期間だけ特許存続期間を延ばす計画である。 

 

〇通常の審査の審査期間が短くなっていった場合、優先審査と通常の審査との審査期間の

差が小さくなり、優先審査のメリットが薄れてくると考えられる。この点についてどう思

うか？ 

→審査処理期間が 10 ヶ月に短縮されるとしても、専門機関に先行技術の調査を依頼した優

先審査の場合、申請後 5ヶ月以内に審査に着手するため、制度のメリットは依然として有

効であると思う。しかしながら優先審査の利用率は、審査処理期間が短縮されるにつれて

ある程度は減少するとみられる。 

 

〇審査猶予制度が利用された場合、出願人以外の第三者はどのような対応策をとることが

できるのか？ 

→ウエブ上の検索によって審査状況を知ることができる。第三者が早く審査してもらいた

い場合は、優先審査を申請することにより早期に審査をさせることができる。韓国ではだ

れでも優先審査を申請することができる。 

 

〇優先審査制度について、近年、外部調査機関を用いた調査報告書を提出した場合は、ど

のような案件でも優先審査をうけられることができるようになった。これは、調査のため

のお金を出してでも優先審査を受けたいというユーザーニーズがあったからか？ 

→外部調査機関の調査手数料は 60～70 万ウォンほどであるが、こうした価格設定は、民間

領域の問題であるため、特許庁の方から定められる部分ではない。ただし、高くなりすぎ

ないように逐次チェックを行っている。現在の優先審査で外部調査機関を利用した優先審

査の利用率は高い方であり、ユーザーから大きな苦情は来ていない。 

 

〇ユーザーのニーズとして、優先審査の手数料を減免するようなニーズはないか？ 

→ユーザーの中には手数料を低くしてほしいという人もいれば、逆に優先的な扱いを受け

るものであるから手数料を高くすべきだという人もいる。なお、手数料を下げると優先審
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査が多くなりすぎ処理が追いつかない恐れがあるので現在の料金でバランスが取れている

と考えている。 

 

〇質問票 QF-2 で、優先審査、超高速審査の数が増加した場合に、一般の審査が遅くなる可

能性を危惧している。仮に、優先審査の数が増えて処理が遅れるようになった場合はどの

ような対策を考えているか？ 

→優先審査は 2008 年 10 月にスリートラック制度を導入する直前は 10％で、その後スリー

トラックの導入後 13～14％と急激に増えたが、それから今年まではその利用率が維持され

ている。したがって、今後はこのまま安定するのではないかと思われる。仮に、優先審査

の数が非常に多くなった場合の対策は 2通り。①手数料の調整。②処理期間の調整を考慮

している。しかしながら、それに関しては他の政府部署との協議によって、もしくは優先

審査申請人など出願人の意見を聞いてから決めるべき問題である。 

 

〇審査猶予制度において、特許法施行規則 40 条の 3第 3項で、「分割出願、変更出願、正

当な権利者による出願」は申請の対象とならないとあるがこの趣旨は何か？ 

→分割出願、変更出願、正当な権利者による出願は、親出願と一緒に審査を進めるように

しており、出願日も親出願日から遡及されるだけに猶予申請の対象から除外した方が制度

運営上のぞましいし、これらの出願の場合、審査猶予制度を利用しようとするニーズもほ

とんどない。 

 

〇優先審査の取下げを行うことができるのはだれか？ 

→優先審査を取り下げることができるのは申請人のみである。 

 

〇質問票 QE-3 で、行政負担がほとんどないとあるが、管理コストはほとんどかからないの

か？ 

→優先審査の場合は、優先審査をするべきか否かの判断をするための人的コストが発生す

る。一方審査猶予制度の場合は特にそのような判断をすることなく、後回しにするだけで

ありほとんどコストはかかっていない。 

 

〇優先審査制度、超高速審査により、公開前に特許が登録になる可能性がある。そのため、

無効理由を含むような瑕疵ある特許が増えてしまうおそれがある。このような問題点につ

いてどう思うか？ 

→確かにこのような問題はあると考えている。制度の限界ではないかと考えている。 

以上 
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