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総括 

 

次ページ以降に、本調査研究の総括として、以下の一覧表を示す。 

 

１ 各国地域のPPH の実効性に関する統計情報分析概要一覧 

２ 各国地域のPPH 及び他の主な早期権利化手段概要一覧 

 

１は、PPH の実効性に関する統計指標として、 

 

・特許査定率    ・・・通常出願、PPH 出願 

・FA が特許査定となる割合  ・・・通常出願、PPH 出願 

・OA の回数    ・・・通常出願、PPH 出願 

・審査請求からFA までの期間 ・・・通常出願、PPH 出願 

・審査請求から最終処分までの期間 ・・・通常出願、PPH 出願 

・PPH 申請からFA までの期間 ・・・PPH 出願のみ 

・PPH 申請から最終処分までの期間 ・・・PPH 出願のみ 

 

の分析結果の概要をまとめたものである。詳細は、第４部を参照されたい。 

 

２は、PPH 及び他の主な早期権利化手段の概要を、PPH の実効性を把握する観点から、

現地法律事務所及び知財庁の主な見解を整理したものである。詳細は、第２部を参照され

たい。 
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１ 各国地域のPPH の実効性に関する統計情報分析概要一覧 

インドネシア（ID）、タイ（TH）、フィリピン（PH）、ベトナム（VN） 

①：国内アンケート調査、②：海外アンケート調査、③国内事務所による統計調査17 

上段：PPH出願の数値（通常出願の数値）[US:Track One、EP:PACE]、審査請求はUSでは出願と読み替え 

公開情報：特に注釈がないものは JPOのPPHポータルサイトの統計情報の数値18（PPH,PCT-PPHの順に表記） 

  

                                            
17 2018年の数値はは前半（8月～9月まで）の数値 

18 https://www.jpo.go.jp/toppage/pph-portal-j/statistics.html 

国 特許査定率 FAが特許査定となる割合 OA回数

ID

③の平均値

2016：100%（46.2%）

2017：100％（27.3％）

2018：100%（72.7%）

③の平均値

2016：40.0%（7.7%）

2017：33.3％（0％）

2018：20.0%（0%）

③の平均値

2016：0.6回（0.7回）

2017：0.7回（0.7回）

2018：0.8回（1.0回）

③は、PPHは100％で有意な効果あり

①は、PPH、通常出願ともに90％以上が多い

・・・通常出願は特許査定率が低いものから高いものま

で分布しているが、PPHは高いものに集中している

TH

③の平均値

2016：100%（74.8%）

2017：100％（76.9%）

2018：100%（89.7%）

③の平均値

2016：100%（57.7%）

2017：94.1%（58.2%）

2018：76.9%（46.2%）

③の平均値

2016：0.0回（0.3回）

2017：0.1回（0.2回）

2018：0.2回（0.5回）

③は、PPHは100％で有意な効果あり

①は、PPH、通常出願ともに90％以上が多い

・・・THでは、一般的に対応外国特許の審査結果に基

づいて審査されるが、特許査定率の低いものも見られ

る。このばらつきは、②も同様

PH

③の平均値

2016：50.0%（14.3%）

2017：100％（33.3％）

2018：N/A（50.0%）

③の平均値

2016：0.0%（0.0％）

2017：0.0%（0.0％）

2018：N/A（0.0%）

③の平均値

2016：1.5回（0.4回）

2017：1.0回（1.2回）

2018：N/A（1.0回）

③では、通常出願と比較すると、PPHの方が高い

①では、PPH出通常出願はともに90％以上が多いが、

②では通常出願についてはもっと低い

・・・なお、PPH出願で低い数値がでているのは、そもそも

母集団の件数が少なく、登録にならなかった案件の影

響が大きく出ていると考えられる

VN

③の平均値

2016：N/A（93.3%）

2017：100％（66.1％）

2018：N/A（87.5%）

③の平均値

2016：N/A（26.7%）

2017：100％（20.3％）

2018：N/A（62.5%）

③の平均値

2016：N/A（1.0回）

2017：0回（0.7回）

2018：N/A（0.3回）

③は、件数は少ないがPPHは100％

通常出願も比較的高い数値となっている

①は、PPH、通常出願ともに90％以上が多い

・・・通常出願では特許査定率の低いものも見られる。

②は、通常出願の特許査定率はむしろ低いものが多い

（通常出願）

③「FAが特許査定となる割合」は、OAなしで特許査定となるものはほとんどない

①、②も同様

③「OAの回数」は平均で0.7～1.0回。①は1回、②は2回の回答が多い

（PPH出願）

③「FAが特許査定となる割合」は、40%～20%

・・・2.5～5件に1件がOAなしで特許査定となっている

③「OAの回数」は平均で0.6～0.8回

・・・通常出願より一定の減少が見られ、傾向としては①②の結果も同様

（通常出願）

③「FAが特許査定となる割合」は、THでは、通常出願でもOAなしで特許査定となるものがそれな

りにある（46～58％）

③「OAの回数」は、通常出願で平均0.2～0.5回

（PPH出願）

③「FAが特許査定となる割合」は、PPH出願では高くなっている（77～100％）

①②では、さまざまなケースがあるが、PPHOAなしで特許査定になる割合は高い

③「OAの回数」は、PPHでは平均0.0～0.2回に減少

①②も同様の傾向

③「FAが特許査定となる割合」は、PHでは、通常出願、PPHいずれも0％

③「OAの回数」は、母集団が少なく比較は難しいが、通常出願、PPHともに平均で1回前後

①では通常出願に比べてPPHのOAの回数は少なく、②でも通常出願に比べてPPHのOAの回数は

明らかに少なくなっている

（通常出願）

③「FAが特許査定となる割合」では、通常出願は20～63%と比較的低い

③「OAの回数」は通常出願では平均で0.3～1.0回

①②「OAの回数」は、通常出願では1回が多い。③と同様の傾向

（PPH出願）

③「FAが特許査定となる割合」では、PPH出願は5件のみのデータではあるが100％

③「OAの回数」はPPH出願は0回

①②「OAの回数」は、PPH出願では0回が多い。③と同様の傾向
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１ 各国地域のPPH の実効性に関する統計情報分析概要一覧（続き） 

インドネシア（ID）、タイ（TH）、フィリピン（PH）、ベトナム（VN）（続き） 

  

国 審査請求からFAまでの期間 審査請求から最終処分までの期間 申請からFA／最終処分までの期間

ID

③の平均値

2016：50.8月（39.4月）

2017：52.0月（35.9月）※

2018：42.2月（39.2月）

③の平均値

2016：48.5月（50.6月）

2017：50.3月（52.0月）※

2018：41.0月（40.3月）

③の平均値（FA／最終）

2016：18.0月／20.8月

2017：14.5月／18.3月

2018：22.4月／26.0月

TH

③の平均値

2016：53.7月（80.3月）

2017：32.9月（69.6月）

2018：56.3月（100.5月）※

③の平均値

2016：53.7月（83.7月）

2017：30.4月（73.5月）

2018：52.2月（88.3月）※

③の平均値（FA／最終）

2016：20.9月／20.9月

2017：16.8月／18.4月

2018：13.5月／15.4月

PH

③の平均値

2016：26.0月（65.0月）

2017：18.0月（29.5月）

2018：N/A（29.0月）

③の平均値

2016：31.3月（48.2月）

2017：33.5月（40.6月）

2018：29.0月（33.5月）

③の平均値（FA／最終）

2016：13.0月／17.5月

2017：4.0月／15.0月

2018：N/A／N/A

VN

③の平均値

2016：N/A（34.7月）

2017：22.6月（38.2月）

2018：N/A（41.3月）

③の平均値

2016：N/A（47.7月）

2017：26.0月（47.7月）

2018：36.0月（46.1月）

③の平均値（FA／最終）

2016：N/A／N/A

2017：16.0月／16.0月

2018：N/A／N/A

（通常出願）

③「審査請求からFAまでの期間」は、極端に遅いものもあるが、平均で35～40か月

③「審査請求から最終処分までの期間」は、平均で50か月程度

（PPH出願）

③「申請からFAまでの期間」は1年、2年

・・・審査請求から数年経ってPPH申請をし、1年、2年でFAが来て半年以内に最終処分が来ていることがわかる

※③「審査請求日からFAまでの期間」の平均値は、通常出願に比べてPPHの方が遅いように見えるが、PPH申請時期に注意

※③「審査請求からFAまでの期間」と「審査請求から最終処分までの期間」が逆転しているものもあるが、母集団の違いによる

（通常出願）

③「審査請求日からFAまでの期間」は、基本的にTHでは審査期間が極端に長いものがあり、平均でも通常出願で70～100か月と長い

①でも、早いものもある一方、極端に遅いもの（4年以上）もある

（PPH出願）

③「申請からFAまでの期間」は、PPHでも極端に長いものが存在するが、平均すると1年～2年であり、更に短いものも多くあることがわかる

・・・その後2か月程度で最終処分となっている。②も同様の傾向

・・・平均を見ると、2017年以降、PPHの審査期間は短くなってきている（20か月→13か月）

※③「審査請求からFAまでの期間」と「審査請求から最終処分までの期間」が逆転しているものもあるが、母集団の違いによる

（通常出願）

③「審査請求からFAまでの期間」は、2017年では平均で30か月。①でも2年以上のものが多い

・・・2017年以降は極端に遅いものが減り、審査請求からFAまでの期間が短縮しているようである

（PPH出願）

③「申請からFAまでの期間」では、PPH出願の審査期間は比較的短い

・・・これらの事案では2017年は4か月でFAが来て、しばらくして最終処分が来ている。これは、②の傾向も同様

（通常出願）

③「審査請求からFAまでの期間」は、通常出願では遅いものも存在するが、概ね平均で35～41か月

③「審査請求から最終処分までの期間」は平均で50か月弱

①「審査請求からFAまでの期間」では、かなり遅いものも存在する

①②「審査請求から最終処分までの期間」は、通常出願では最終処分まで4年以上が多い

統計数値が得られた年推移でも審査期間が短縮しているような傾向は見られない。

（PPH出願）

③「申請からFAまでの期間」を見ると、件数は少ないものの、これらの事案は1年～1年半でFA・最終処分が行われていることがわかる

①②「申請からFA/最終処分までの期間」は、1年以内に最終処分となることが多い
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２ 各国地域のPPH 及び他の主な早期権利化手段概要一覧 

インドネシア（ID） 

 

  

PPH 他の早期権利化手段1

国 手段の名称 PPH 対応外国特許の審査結果利用

ID 利用状況

（事務所1）20%/50%（2017年まで/2018年以降）

（事務所2）<3%

（事務所3）10%

（事務所1）40%

（事務所2）25%

（事務所3）80%

効果順位

（事務所1）2/1

（事務所2）1

（事務所3）2

（事務所1）2

（事務所2）3

（事務所3）1

内容 JPO-DGIP間のPPH試行プログラム
非公式の早期審査請求

対応外国特許の付与クレームと整合させる補正を行う

基礎となる国 JPのみ

基本的にIDではいずれの外国の審査結果であっても、実体審

査を実施したものであれば審査手続を早期化するために利用

することができる

時期 公開後6か月経過後、最初のOA発行前 出願後、最初のOA発行前

効果

・2017年までは早期化の有効性は中程度

・2018年5月のDGIP内部回覧によってPPH申請は6か月以

内に処理されるようになり、現在では有効性が高くなっている

・審査が早期化され、審査官の審査が容易になり、一般的に

付与までの期間が短縮される。有効性は中程度

・審査官は通常出願から区別する特別の整理枠を設けていな

い場合がある。したがって有効性は一定しない

・特許法は、審査の最長期間として、審査請求又は公開期間

終了から30か月を規定しているのみ

審査着手

FA前後の効果
・FAの前だけでなく、FAの後も早期審査の効果がある

・FAの前だけでなく、FAの後も効果あり

・FAのみに効果あり（1カ所）

有用な第1国 JP JP、US、EP、KR、AU、DE等。CNは審査官による

費用 庁手数料は無料 庁手数料は無料

制限等

公開、補正関連
・実体審査は公開後6か月経過後でないと着手できない

・自発補正は査定前であればいつでもできる
左に同じ

審査体制等

・昨年審査官を採用し、バックログは大きく改善されてきている

・最近、DGIPは通常出願を審査する審査官とは別にPPH出

願を審査する審査官のチームを編成

現地法律事務所

のコメント

・DGIPに紙形式でPPH申請を行う

・出願と同時に実体審査を請求すべきである

・早期公開請求後にPPH申請を行うことが推奨される

・出願と同時に実体審査を請求すべきである

・早期公開請求が推奨される

・これは非公式の早期審査であることから、6か月以内にOAを

受領しない場合には、書類を再提出することが推奨される

国内ユーザの意見

・書類紛失で審査が進まない

・提出済みの書類の再提出を求められることがある

・JPのクレームと同じにしてPPHを利用しているのに、JPのクレー

ムに合わせよというOAが来ることもあった

・審査の順番がよくわからない

・PPH申請後、特許査定になるまでの期間のばらつきが大きい

・IDは以前は審査が全く進んでいなかったが、最近（この半

年）、急に動きはじめた



第２部 PPH の実効性について 総括 

- 17 - 

２ 各国地域のPPH 及び他の主な早期権利化手段概要一覧（続き） 

インドネシア（ID）（続き） 

 

  

他の早期権利化手段2 他の早期権利化手段3

国 手段の名称 早期公開請求 ASPEC

ID 利用状況

（事務所1）10% （事務所1）5%

（事務所2）<5%

効果順位

（事務所1）2 （事務所1）2

（事務所2）2

内容 早期公開を求める書簡をDGIPに提出する
ASEANにおける特許審査協力プログラム

参加国の調査及び審査結果を活用

基礎となる国 ASPEC参加国

時期 出願後はいつでも請求可能 実体審査の最終結果の発行前

効果

出願は早期に公開される

・PCTの場合は、2週間～1か月

・バリ条約の場合は、早くとも出願から6か月後

・審査の早期化の有効性は中程度

審査着手

FA前後の効果

有用な第1国

費用 庁手数料は約USD20 庁手数料は無料

制限等

公開、補正関連
左に同じ 左に同じ

審査体制等

・昨年審査官を採用し、バックログは大きく改善されてきている

・最近、DGIPは通常出願を審査する審査官とは別にASPEC

出願を審査する審査官のチームを編成

現地法律事務所

のコメント

・出願と同時に実体審査請求を行うべきであり、これによって特

許庁は公開期間終了後に実体審査を開始することができる

・DGIPに紙形式でASPEC申請を行う

・出願と同時に実体審査を請求すべきである

・早期公開請求が推奨される

国内ユーザの意見

・PCTで、国内段階に移行するときには公開されている

・JPの分割出願が登録になったときに、早期公開とPPHを組み

合わせて利用している

・SGに出願しないのでASPECもあまり使う予定はない

・SGを起点にしてASPECを試行的に使用してみたところ、国に

よって審査の状況が異なっている。IDは2年以上経過しても未

OAの案件がある
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Ａ. インドネシア（ID） 

 

１ PPH 及び主な他の早期権利化手段 

海外アンケート調査を基に、PPH 及び主な他の早期権利化手段の利用状況及び効果等

に関する、インドネシアのいくつかの法律事務所の見解をまとめる。この結果は、現地法

律事務所の見解をまとめたものであり、その国全体の客観的な統計分析に基づくものでは

ないことに留意されたい。なお、法律事務所は外国出願の取扱いが多い大手事務所であり、

各比率（％）は当該法律事務所単位の利用比率である。 

 

 利用状況 効果（効果が高い順）22 

事務所 1 事務所 2 事務所 3 事務所 1 事務所 2 事務所 3 

PPH 20％23 

50％ 

＜3％ 10％ 2 

1 

1 2 

ASPEC 5％ ＜5％  2 2  

対応外国特許の審査

結果利用 

40％ 25％ 80％ 2 3 1 

早期公開制度 10％   2   

審査結果を至急通知

するよう公式請求 

  5％   4 

担当審査官との個人

的な連絡 

  5％   3 

 

以下では、現地法律事務所によって挙げられた上記早期権利化手段の概要をまとめる。

なお、以下の記載は、制度自体の説明を含め、現地法律事務所の見解に基づくものである

点に留意されたい。 

 

１．１ PPH 

インドネシア知的財産総局（DGIP）は日本国特許庁（JPO）との間でPPH 試行プログ

ラムを実施している。したがって出願人は対応する日本特許を基礎として、PPH プログラ

ムに基づく早期審査を申請することができる24。 

 

審査を早期化させる公式の手続である。インドネシア知的財産総局（DGIP）に紙形式で

PPH 申請を行う。PPH 申請には次の書類が要求される。 

 

 1. 特許公報の写し 

                                            
22 効果が高い順に、1、2、3、、、とする。 

23 上段は 2017年までの数値。下段は2018年以降の数値。 

24 現在、DGIPは JPOとの間でのみ、PPH試行プログラムを実施している。ある現地法律事務所によると、EPOとの

協力を検討中とのことである。 
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 2. オフィスアクション又は拒絶理由通知（英語翻訳文を添付） 

 3. 外国特許の付与決定（英語翻訳文を添付）又は PCT-PPH の場合には、PCT 出願の

国際段階で国際調査機関である日本国特許庁が発行した国際調査報告 

 4. クレーム対応表 

 5. インドネシアの公開通知 

 6. インドネシアの適合通知（方式書類） 

 7. インドネシアの実体審査請求手数料の支払受領書 

 

上記の 2. 及び 3.の書類に関して、DGIP はAIPN25システム経由ではなく、これらの書

類を依然として紙形式（manually）で提出するよう出願人に要求している。 

この申請は、公開期間経過後（出願が公開され異議申立期間が終了した後）に初めて可

能となる26。PPH 申請時に DGIP が出願審査を開始していない場合に限り許可される27。 

PPH の有効性は 2018 年までは中程度のものであったが、2018 年 5 月の DGIP 内部回

覧28によって PPH 申請は 6 か月以内に処理されるようになり、現在では有効性が高くな

っている29。最近、DGIP は通常出願を審査する審査官とは別にPPH 出願を審査する審査

官のチームを編成して、早期化を図っている30。 

庁手数料は無料である31。 

 

【現地法律事務所のコメント】 

・すべての方式書類（委任状、譲渡証、所有宣言書）を出願時に完備させる。 

・出願と同時に実体審査を請求すべきである。 

・早期公開請求が推奨される。 

・日本出願は概して 31 か月の国内段階移行期間の終了前に特許が付与されるので、出願

時にPPH 申請書類を作成するよう代理人に通知されたい。 

 

１．２ ASPEC32 

DGIP が数年間施行している広域相互審査協力である。ASPEC プログラムは 2009 年 6

月 15 日に開始され、2012 年 4 月 15 日に改正された。参加国はブルネイ・ダルサラーム、

                                            
25 高度産業財産ネットワーク（AIPN: Advanced Industrial Property Network）。海外の特許庁に対して、JPOにお

ける特許出願のサーチ及び審査に関する情報を利用可能とするネットワーク。 

26 従来はいつでもPPH申請が可能であったが、2017年 3月よりPPH申請の時期的要件が変更された。 

27 PPHガイドライン, URL: https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/japan_indonesia_highway/dgipr_ja.pdf,  

https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/japan_indonesia_highway/dgipr_e.pdf 

28 以下、現地法律事務所の英訳を仮訳したものを抜粋する。「通知書：DGIPと JPO（日本国特許庁）との共同方針声明

によると、PPH申請は、通常の実体審査手続と比較して迅速な実体審査を提供するために、付与決定（付与）を早期

化する制度という概念に基づいている。したがって私たちは、知的財産代理人がPPH申請を行うときに、次の要件を

充足するよう通告している。・・・（省略）・・・すべての要件がPPH申請時に充足されている場合、実体審査はPPH

申請日から6か月以内に完了することが予想される。」 

29 事務所 1のコメント 

30 海外ヒアリングでの情報 

31 2018年 10月 5日時点 

32 アセアン特許審査協力（ASEAN Patent Examination Co-operation; ASPEC）プログラム 
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カンボジア、インドネシア、ラオス人民民主共和国、マレーシア、フィリピン、シンガポ

ール、タイ、ベトナムの 9 か国である。このプログラムは、同一の対応出願についての参

加国の調査及び審査結果を活用することによって、作業の重複を削減し、所要期間を早期

化することを目的とする33,34。 

 

審査を早期化させる公式の手続である。DGIP に紙形式でASPEC 申請を行う。ASPEC

申請には次の書類も要求される。 

 

 1. 特許公報の写し 

 2. 第 1 特許官庁による オフィスアクション又は拒絶理由通知（英語翻訳文を添付） 

 3. 外国特許の付与決定（英語翻訳文を添付） 

 4. クレーム対応表 

 5. インドネシアの公開通知 

 6. インドネシアの適合通知（方式書類） 

 7. インドネシアの実体審査請求手数料の支払受領書 

 

ASPEC 申請は、遅くとも実体審査の最終結果の発行前にしなければならない35。 

有効性は、中程度のものである36。最近、DGIP は通常出願を審査する審査官とは別に

ASPEC 出願を審査する審査官のチームを編成して、早期化を図っている37。 

庁手数料は無料である。 

 

なお、インドネシアへは、2018年 2月時点で 11件の出願でASPECが利用されている。

内、シンガポールからが 9 件となっている38。 

 

【現地法律事務所のコメント】 

・すべての方式書類（委任状、譲渡証、所有宣言書）を出願時に完備させる。 

・出願と同時に実体審査を請求すべきである。 

・早期公開請求が推奨される。 

・シンガポール出願は 31 か月の国内段階移行期間の終了前に特許が付与されることもあ

                                            
33 ASEAN IP "What is ASPEC," URL: https://www.aseanip.org/Services/ASEAN-Patent-Examination-Co-operatio

n-ASPEC/What-is-ASPEC 

34 AMS知財庁は、第 1国で行われた調査及び審査結果を参考にすることができるが、他庁の判断結果に従う義務はな

く、各国の法律に基づき独自に判断することが認められている。ASEAN IP " ASEAN PATENT EXAMINATION 

CO-OPERATION (ASPEC) DOCUMENT SUBMISSION GUIDELINE Version 1.1 - 21 May 2018," p.1, UR

L:  https://www.aseanip.org/Portals/0/ASPEC/ASPEC%20Document%20Submission%20Guideline%20-%20Releas

e%2021%20May%202018.pdf?ver=2018-05-21-154329-513 

35 2018年省令第38号第 80条 

36 事務所 1のコメント 

37 海外ヒアリングでの情報 

38 ASEAN Intellectual Property Portal "ASEAN Patent Examination Cooperation (ASPEC) Statistics STATIST

ICS – As of  20 February 2018", URL: https://www.aseanip.org/Statistics/ASEAN-Patent-Examination-Cooper

ation-ASPEC-Statistics 

https://www.aseanip.org/Portals/0/ASPEC/ASPEC%20Document%20Submission%20Guideline%20-%20Release%2021%20May%202018.pdf?ver=2018-05-21-154329-513
https://www.aseanip.org/Portals/0/ASPEC/ASPEC%20Document%20Submission%20Guideline%20-%20Release%2021%20May%202018.pdf?ver=2018-05-21-154329-513
https://www.aseanip.org/Statistics/ASEAN-Patent-Examination-Cooperation-ASPEC-Statistics
https://www.aseanip.org/Statistics/ASEAN-Patent-Examination-Cooperation-ASPEC-Statistics
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るので、出願時にASPEC 申請書類を作成するよう代理人に通知されたい。 

・他の国と異なり、ASPEC 申請はすべての書類を添付して紙形式で特許庁に手続する。 

 

１．３ 対応外国特許の審査結果利用 

非公式の早期審査請求である。クレームを、対応外国特許の付与クレーム（米国、欧州、

オーストラリア、韓国、中国等）と整合させる補正を行う。 

請求には次の書類が要求される。 

 

 1. 対応する外国付与特許の写し、該当すれば（少なくともフロントページ及びクレーム

の）英語翻訳文を添付 

 2. 対応する付与特許を基礎とするクレーム補正を含む、補正インドネシア明細書のプリ

ントアウト 

 

出願後、最初のオフィスアクション発行前であればいつでも請求可能である39。早期化

の請求前に実体審査請求をすることが推奨される。 

庁手数料は無料である。 

対応外国特許の審査結果利用の有効性は、中程度のものである40。審査が早期化され、

特許庁審査官の特許審査が容易になり、一般的に付与までの期間が短縮される。審査官は

対応する付与クレームが提出された出願を、対応する付与クレームが提出されていない出

願から区別する特別の整理枠を設けていない場合がある。したがって有効性は一定しない
41。 

なお、インドネシア特許法（2016 年法律第 13 号改正）第 57 条では、認容又は拒絶の

決定までの期間として、審査請求日から 30 か月、又は公開期間の終了前に審査請求が行

われた場合には、公開期間の終了日から 30 か月を規定しているだけである42。 

 

【現地法律事務所のコメント】 

・すべての方式書類（委任状、譲渡証、所有宣言書）を出願時に完備させる。 

・出願と同時に実体審査を請求すべきである。 

・早期公開請求が推奨される。 

・これは非公式の早期審査であることから、6 か月以内にオフィスアクションを受領しな

い場合には、書類を再提出することが推奨される。 

 

１．４ 早期公開制度 

早期公開を求める書簡をDGIP に提出する。出願後いつでも請求可能である。 

                                            
39 拒絶／付与決定前であればこの手続が可能であるとする事務所もある。 

40 事務所 1のコメント 

41 事務所 2のコメント 

42 インドネシア特許法（2016年法律第13号改正）第57条, URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/idn/i

p/pdf/tokkyo_2016.pdf  

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/idn/ip/pdf/tokkyo_2016.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/idn/ip/pdf/tokkyo_2016.pdf
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出願は早期に公開される。PCT 出願では、2 週間から 1 か月で公開される43。 

庁手数料は、各出願について約USD 20 である。 

 

【現地法律事務所のコメント】 

・実体審査は公開期間終了後でないと着手されない。このため、審査の着手を早めるには、

出願と同時に実体審査請求を行い、早期公開請求を行うのがよい。 

・早期公開請求後にPPH 申請を行うことが推奨される。 

 

１．５ 審査結果を至急通知するよう公式請求 

DGIP に公式書簡を送付し、審査結果を至急通知するよう要請・請求する。特許法で定

める期間44に従いオフィスアクションが発行されない場合、DGIP に公式書簡を送付する。 

これにより、DGIP は書簡に示された特許番号に注意を払う。 

庁手数料は不要である。 

 

【現地法律事務所のコメント】 

・この手段は、担当審査官との個人的な連絡と組み合わせて行うべきである。 

 

１．６ 担当審査官との個人的な連絡 

直接面談又は電話で審査官と連絡する。個人的な連絡はオフィスアクション受領後に行

われる。この手段は有効性が高い。オフィスアクションの内容、及びオフィスアクション

に応答するために講じるステップについて討議する。デメリットは存在しない。 

この手段によって、審査官と出願人との間で、審査結果に関する認識を更に効率的に共

有することができる。個人的な連絡後、特許庁に公式に応答しなければならない。 

 

  

                                            
43 事務所 1のコメント 

44 インドネシア特許法（2016年法律第13号改正）第57条, URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/idn/i

p/pdf/tokkyo_2016.pdf 
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２ 海外ヒアリング調査45 

更に PPH の実効性について深く実態を把握するために、現地法律事務所（以下、単に

「事務所」と表記）に対して海外ヒアリング調査を行った。インドネシアでは、特に PPH

と「対応外国特許の審査結果利用」との比較について調査を行った。また、PPH の実効性

に影響を与える背景として、バックログについても可能な範囲でヒアリング調査を行った。

ここでは、両者の特徴を横串的に、以下の項目ごとに整理する。 

 

２．１ 概数 

２．２ 審査の着手及び審査の期間 

２．３ 早期審査の効果の範囲 

２．４ 審査の範囲及びプロセス 

２．５ 第 1 国による違い 

２．６ 実務上のコメント等 

２．７ バックログ 

 

以下、この章において記号①②を下記の意味で用いる46。 

①PPH 

②対応外国特許の審査結果利用 

 

２．１ 概数 

（事務所A） 

・ID では国全体で、国内出願の割合が約 5%、海外からの出願が約 95%であり（PCT 経

由含む）、海外からの出願のうち、①の割合が約 20%、②の割合が約 40％である。海外

からの出願で多いのは、多い順に JP、 US、DE である。 

 

（事務所B） 

・事務所のデータで、国内出願は 1％以下、海外からの優先権主張出願は 80％以上。JP、

US が多いが、CN、TW、IN が伸びてきている。海外からの優先権主張出願のうち、①

は 3％以下、②は 25％である。効果が高いのは明らかにPPH である。JPO は審査官の

トレーニングに協力していることもあり、JP で登録になっていれば審査官はその結果

を信頼している。USPTO、EPO、UK、AU も同様に信頼されている。 

 

（事務所C） 

・ID では、PPH は JP とのみ締結している。PPH に比べ②の利用の方がずっと多い。 

 

 

 

                                            
45 インドネシアへの海外ヒアリング調査は2018年 11月下旬に実施したものである。 

46 その他の略称については、第1部Eの略称一覧を参照 
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２．２ 審査の着手及び審査の期間 

（事務所A） 

・①の方が審査の待ち時間が短くなる。PPH 申請から 1st OA までは約 6 か月が目安とな

っており、実際は 6～12 か月であり、その 2～3 か月後に grant（認容）の通知47がくる。

現在はほとんどが PPH 申請から 6 月以内である。2018 年 5 月の通知で、PPH 申請か

ら 6 か月以内に 1st OA を行うとされている。 

・②では目安となる期間はなく、②の提出（自発補正）から 6 か月+αの期間で 1st OA が

くる。PPH とあまり変わらない。審査官は、出願人が対応外国特許を提出していなくて

も、自ら探したり、出願人にその存在を確認したりする。なお、2016 年特許法No.13 第

57 条は、審査の最長期間として、審査請求日から 30 か月、又は公開期間の終了前に審

査請求が行われた場合には、公開期間の終了日から30か月を規定しているだけである。 

 

（事務所B） 

・①と②では、PPH の方が 6～9 か月早い。 

・PPH では、公開→PPH 申請→実体審査請求の流れになる。PPH 申請から最終処分まで

6～9 か月早く、12～28 か月である。OA は 1 回でマイナーな例えば誤訳に関するもの

が多い。 

・ASPEC の審査期間はPPH と同じである。 

・通常出願では、公開→実体審査請求の流れで、実体審査請求から最終処分まで 36～42 か

月かかる。平均するとOA は 3 回である。 

・②では、公開→実体審査請求の流れで、対応外国特許のクレーム提出は、実体審査請求

の前でも後でも可能であり、最終処分まではいつでも可能である。OA は通常 1～2 回で

あり、マイナーな誤訳に関するものや、サブジェクトマターに関するものがある。例え

ば、第二医薬用途の発明は許可されない。請求から最終処分までは 12～30 か月程度で

ある。 

・ID では、ドラフトはあるものの審査ガイドラインがない。PPH の審査期間は、内部の

運用によるものである。 

 

（事務所C） 

・①と②は同じであり違いはない。PPH は拘束力はなく、料金もかからない。審査官は①

と②を全く同様に扱う。 

・審査期間に関するガイドラインは審査官は持っていると思うが、公開されていないので

わからない。 

・①の審査期間は、実体審査請求の期限（国際出願日から 36 か月）から約 1 年で First 

Action（FA）が来る。grant までは同じく実体審査請求の期限から 4～5 年である。 

・②の審査期間もPPH と同じである。すなわち、実体審査請求の期限から約 1 年でFA が

来る。grant までは同じく実体審査請求の期限から 4～5 年である。 

・通常出願（②を除く）の審査期間も、実体審査請求の期限から約 1 年で FA が来る。た

                                            
47 インドネシア特許法（2016年法律第13号改正）第58条第 2項 
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だし、grant までは実体審査請求の期限から 6 年かそれ以上である。 

 

２．３ 早期審査の効果の範囲 

（事務所A） 

・①も②も、1st OA 前だけでなく、1st OA 後も早期審査の効果がある。 

・JP の審査が EPO や USPTO に較べると比較的早いので、JP の審査結果を利用すると

効果的である。 

 

（事務所B） 

・①については、1st OA の前だけでなく後も早期審査の効果がある。JPO との取り決め

があり、プレッシャーがあるからだろう。 

・②については、1st OA の前のみ早期審査の効果がある。 

 

（事務所C） 

・①も②も、1st OA 前だけでなく、1st OA 後も早期審査の効果がある。PPH だからとい

って審査の優先度が高くなるわけではない。 

 

２．４ 審査の範囲及びプロセス 

（事務所A） 

・①の場合、審査官は主にクレームのチェックと用語の正しさのチェックのみを行う。第

1 国以外で拒絶されているかや、第 1 国や他のファミリーの審査で引用された先行文献

のチェックまでは行わない。 

・②の場合、審査官は、クレームや用語の正しさのチェックとともに、第 1 国の審査で引

用された先行文献のチェックも行う。第 1 国以外で拒絶されているかや、第 1 国以外の

審査で引用された先行文献までは参照しない。 

 

（事務所B） 

・①については、主に、対応外国特許の許可クレームと同じかどうかを確認する。また、

その国で用語の使い方が正しいかも確認している。経験からすると、JPO で許可されて

いれば許可されており、他の国で拒絶されているかは見ていない。ただし、審査ガイド

ラインはない。 

・②については、対応外国特許の許可クレームと同じかどうかの確認以外に、第 1 国、第

1 国以外、さらには特許ファミリー以外も見ることがある。ある審査官は審査に対して

プロアクティブである。 

 

（事務所C） 

・審査官は、対応外国特許の審査結果を信頼するので、基本的には対応外国特許の審査を

再チェックするのであるが、第 1 国以外の国で拒絶されていないか、用語は適切かを調

べる他、他の先行文献（第 1 国以外で引用された文献、特許ファミリー以外で引用され

た文献など）も調べる。審査官は独自に先行文献を調査するキャパシティを有している。
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これは、①も②も同じである。 

 

２．５ 第 1 国による違い 

（事務所A） 

・基本的に ID では、いずれの外国の審査結果であっても、実体審査を実施したものであ

れば審査手続を早期化するために利用することができる。しかし DGIP は、JP、EP、

US、AU、そして時には KR の審査結果の利用を好む。CN に関していえば、CN の審

査結果を受け入れるのか否かは審査官の裁量次第である。 

 

（事務所B） 

・JP、US、EP、UK の審査については信頼がおかれている。数は少ないが DE も信頼さ

れている。 

 

（事務所C） 

・審査結果が信頼されている国については、EP、US、JP、UK の順に信頼がおかれてい

る。EP、US、JP の対応特許があれば、審査官はEP の審査結果をまず確認する。理由

はわからない。一方で、DGIP に一番協力している知財庁は JPO である。 

 

２．６ 実務上のコメント等 

（事務所A） 

・①と②とどちらを推奨するかについては、①を推奨する。特に、JP の審査結果に基づく

ことができる場合はPPH がよい。審査官にとっても、JP の審査結果があれば①、ない

場合は②が好ましい。 

・タイミングとしては、出願公開済であれば、公開後の係属期間短縮、及び 1st OA 後の

係属期間短縮を目的として、①が望ましい。ただし審査請求も行っていることが条件と

なる。一方、出願は実体審査に入っているが、まだOA が行われていない場合には、1st 

OA 後の係属期間短縮を目的として、②が望ましい。 

・PPH 申請は、出願公開後 6 か月（異議申立て期間）経過後でないと行うことができない
48。実体審査も公開後 6 か月経過後でないと着手することができない。このため、審査

の着手を早めるには、出願と同時に実体審査請求を行い、早期公開請求を行うのがよい。

公開が早くなれば審査の着手時期もその分早めることができる。 

・早期公開請求は出願後いつでも可能である49。PCT 出願では、実務上、早期公開請求か

ら 2 週間～1 か月で公開される。早期公開請求をしない場合は、出願日（国内移行日）

から 6 か月以内に公開される50。パリ条約出願では、早期公開請求をした場合、早くと

も出願日から 6 か月後に公開される51。早期公開請求をしない場合、優先日から 18 か月

                                            
48 PPHガイドライン, URL: https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/document/guideline/dgipr_ja.pdf  

49 PCT出願、パリ条約出願のいずれも 

50 2018年省令第38号第 47条。最近は早くなってきており、早期公開請求しない出願でも、出願日から 3か月以内に公

開されるようになっている。 

51 インドネシア特許法（2016年法律第13号改正）第46条第 3項。この規定はパリ条約出願又は直接出願にのみ適用さ

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/document/guideline/dgipr_ja.pdf
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経過した後に公開される52。 

・自発補正は、公開から 6 か月経過後（実体審査の着手が可能となるとき）から可能とな

る。ただし、OA が来た後はすぐに許可通知がくる可能性があるので、自発補正は OA

の前までに行うことが望ましい。 

・②を利用する場合には、1st OA が行われる前に、早期公開請求、審査請求及び自発補正

を行うことによって、審査の早期化の支援となるであろう。しかし、基準となる審査期

間が存在しないことから、これは完全に、事案を担当する審査官次第と思われる。 

・PPH 申請は、出願公開後 6 か月（異議申立て期間）経過後でないと行うことができない

が、ASPEC の請求は実体審査請求後いつでもできる53。 

・JP の審査結果に基づくPPH を請求する際の問題点等は特にない。 

 

（事務所B） 

・早期審査を望むユーザには①を明らかに推奨する。一方で、審査官は②の方を好む。な

ぜなら、PPH は審査官にはプレッシャーであり、ID の審査官はプレッシャーが好きで

はない。 

・使い分けについて、現在 ID では JP とのみ PPH の合意がなされているので、ID の出

願が JP の有効な優先権主張に基づくものである場合は、①が望ましい。また、ID の審

査官は、US、EPO の審査結果を信頼しているので、特にUS、EPO の対応外国特許の

審査結果がある場合には、②の利用が望ましい。 

・自発補正は、grant の前であればいつでもできる54。自発補正をするタイミングとして

は、理想としては、実体審査の前に行うのがよい。経験では、PPH では、ユーザは審査

を早くするために補正を望まない。 

・公開は実体審査の開始の要件である。早期公開の請求はすることができるが、一般的で

はない（1～2％程度）。早期公開を請求したからといってすべてが早期に公開されるわけ

ではない。70％くらいでは早くなっているだろう。 

・PPH 申請は、出願が公開され、異議申立期間が終了した後に初めて可能となる。したが

って、PPH 申請時に DGIP が出願審査を開始していない場合に限り許可されることか

ら、当所では実体審査請求の直前にPPH 申請を行うのが一般的である。 

・実体審査請求は、出願日から 36 か月以内に行わなければならない55。当所ではまた、も

しあるのであれば、自発補正、及び、対応外国特許の審査結果を実体審査請求と同時に

提出することを、出願人に提案している。 

・PPH、ASPEC、通常出願は別々のチームで行われる。すなわち、PPH とASPEC には

特別のチームがあり、PPH を審査する審査官と、通常出願を審査する審査官は同じでは

ない。 

 

                                            
れ、PCT出願には適用されない。URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/idn/ip/pdf/tokkyo_2016.pdf 

52 インドネシア特許法（2016年法律第13号改正）第46条第 1項 

53 ASPEC申請は、遅くとも実体審査の最終結果の発行前にしなければならない（2018年省令第 38号第80条）。 

54 インドネシア特許法（2016年法律第13号改正）第38条第 2項 

55 インドネシア特許法（2016年法律第13号改正）第51条 
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（事務所C） 

・①と②とどちらを推奨するかについては、両方同じである。いずれも追加の料金は発生

しない。PPH は将来料追加金が発生することも考えられ、追加料金が発生することによ

りプライオリティが上がることを期待する。 

・自発補正は、grant の前まではいつでもできる。明細書の範囲を広げる補正は許されな

い。 

・公開は実体審査開始の前提である。 

・実体審査請求は、出願日から 36 か月以内にしなければならない。 

・通常、出願日から 18 か月で公開され、その後 6 か月間は異議申立ての期間となる。そ

の期間経過後でなければ審査は開始されない。実際はバックログでもっと遅くなる。 

・望ましいタイミングとしては、実体審査請求は、ID への国内移行と同時に行うのがよい。

自発補正はgrantまでは可能だが、OA発生後は審査官の指示に従って審査が進むので、

OA 発生前に行うことになる。 

・JP からのPPH については特に問題はない。 

・担当審査官と個人的な連絡をとることで、審査を加速することができる。審査結果に関

する認識を効率的に共有することが可能だからである。 

 

２．７ バックログ 

（事務所A） 

・バックログに関しては、情報が公開されていないので、よくわからない。 

 

（事務所B） 

・2 年前まではバックログはひどかった。デスクにファイルが山積みされていた。昨年若

い審査官を雇い、セミナーを行って、著しくバックログが改善されている。審査官の部

屋を作ったので審査官は今後も増えるだろう。 

・現在のバックログは、年間の処理件数の 1～2 倍であり、理想の審査官数は、現状の 2～

3 倍だろう。 

・バックログは 1～2 年で解消すると思われる。 

・今後、JPO に協力してもらいたいものとして、審査ガイドラインの作成についての協力

があげられる。 

・ID では、紙の書類の提出が多いが、e-filing システムが導入されており、かなりよい。

ただし、古い世代の審査官は紙ファイルを好み、書類をなくすことがよく起こる。e-filing

システムで書類を取り出せるにもかかわらず、審査官から電話で問い合わせがあり、書

類の再提出を求められる。 

 

（事務所C） 

・バックログはDGIP のみが知っている。しかしバックログは近年大きく改善されてきて

いる。審査官が増えたことがその要因であり、審査官は 100 人以上いる。 
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・昔は書類がなくなるという問題があったが、今はスキャンしているので問題は大きく改

善している。  
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３ 国内アンケート調査及び国内ヒアリング調査 

ここでは、国内アンケート調査及び国内ヒアリング調査のうち、インドネシアに関する

ものをまとめる。なお、国内アンケート調査及び国内ヒアリング調査の全体については、

第３部にまとめる。 

 

３．１ PPH の効果の有無 

国内アンケート調査において、インドネシアで PPH の効果が実感できるか／できない

か、またどのような効果があるかについて質問した（Q2-4）。 

結果をグラフに示す。グラフで「効果有無」は全体的に見て PPH の効果があるかを質

問した結果であり、「早期審査」は早期に審査結果が得られるか、「特許査定率」は特許査

定率が向上するか、「OA 回数」は OA 回数が減るか、「同一権利範囲」は同一権利範囲で

権利を取得できるか、について質問した結果である。 

「効果無」に着目すると、インドネシアでは、「特許査定率」、「OA 回数」、「同一権利範

囲」と比較して、「早期審査」について効果が無いとする回答が比較的多い。 

 

PPH の効果の有無（ID） 

 

 

３．２ PPH の負担 

国内アンケート調査において、PPH の手続又は管理面の負担が大きい国について質問

した（Q2-7）。その結果、負担が大きい国として、3 者がインドネシアを挙げていた。具体

的な内容は以下のものであった。 

 

（負担の具体的な内容） 

・公開されないとPPH 申請ができない。 

・インドネシア特許庁への提出済み書類の再提出を求められたことがある。 

・ID は対応 JP 登録クレームの翻訳文を提出して JP-PPH を利用していても、「対応 JP

が登録になっているので、その登録クレームの翻訳文を提出し、それと同じクレームに

補正せよ」という拒絶理由通知を受け取る。つまり、PPH 申請は完全に無視されている。 

 

３．３ 国内企業のコメント 

国内アンケート調査及び国内ヒアリング調査の結果得られた、インドネシアの PPH 等

0 5 10 15 20 25

効果有無

早期審査

特許査定率

OA回数

同一権利

効果有

効果無

効果不明
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に関する国内企業のコメントをまとめる56。 

 

（PPH の効果がない） 

・PPH を申請しても審査が進んでいない。 

・ID は、PPH を期待したが、実効性が現れないのが課題。放っておかれている。他の国

では効果が現れているのに、ID はまだ効果がない。 

・ID、TH では、審査の順番がよくわからない。PPH をしたから早くなっているかよくわ

からない。 

・PPH を申請しても、ID、TH、MY については、早期に権利化することができない。こ

れらの国では 2010～2017 年の半ばまでPPH を利用したが、結果を得るのに 2～3 年か

かったので、それ以降、PPH は使わず、通常出願をしている。ただし、通常出願をした

案件の結果は、まだ得られていない。 

・ID は依然として審査が遅い。 

・ID は、ID にとってPPH にインセンティブがないという意見を聞く。 

（PPH の効果が最近出てきた） 

・最近、ID でもPPH を行い、効果があった 

・ID は、ここ 1 年～1 年半で、登録査定が増えてきた。 

・ID は、以前は審査が全く進んでいなかったが、最近（この半年）、急に動きはじめた。 

（PPH の効果のバラツキが大きい） 

・PPH 申請した後、登録査定になる迄の期間のバラツキが大きい。3～5 か月で登録査定

になったり、１年以上経過しても何の動きもない特許あり。 

（事務管理の問題、書類の再提出等） 

・JP の登録に合わせたPPH なのに、JP の登録確認OA が出る。 

・ID は、最初のOA が遅い上に、JP の登録特許を基にPPH をしているのに、JP の特許

出願が登録になっていることを確認するOA が出される場合がある。 

・書類紛失で審査が進まない。 

・提出済み書類の再提出を求めないでほしい。 

・1、2 年前、JPO から日本企業に対して、ID に PPH 申請書類を再提出するように依頼

があった。ID で申請書類が紛失していたか、整理不可能な状態になっていたのではない

か。 

・提出済みの書類を再度求められたことがあった。JP のクレームに補正しているのに、JP

の登録クレームに合わせるよう、求められたことがあった（JP で一発登録になり、補正

する必要のないものまで、求められたことがあった）。 

・ID では、提出済みの書類を再度提出するよう要請があったことがある。 

・JP のクレームと同じにして PPH を利用しているのに、JP のクレームに合わせよとい

うOA が来ることもあった。 

・ID は、対応 JP 登録クレームの翻訳文を提出して JP-PPH を利用していても、「対応 JP

が登録になっているので、その登録クレームの翻訳文を提出し、それと同じクレームに

                                            
56 略称については、第1部Eの略称一覧を参照 
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補正せよ」という拒絶理由通知を受け取る。つまり、PPH 申請は完全に無視されている。

PPH 書類をちゃんと読んでいるのか、基礎となる第一庁の結果を調べているのかが不

明。 

（PPH と出願公開の関係） 

・ID では、公開＋6 か月後でないとPPH 申請できないので、JP の分割出願で特許になっ

たときに、早期公開と PPH を組み合わせて利用している。早期公開については特にフ

ィードバックを求めていないので、どの程度効果があるかはわからない。 

・ID は、公開後 6 月の要件はないほうが良い。 

（ID の審査） 

・PPH を申請した ID、TH、MY の案件については、実質的な拒絶理由を受けたことはな

い。独自の審査は行われていないように思われる。 

・ID、TH の審査官が、新規性、進歩性について OA を出してくることはほとんどない。

現地の適切な用語に合わせるようにとか、他国の登録クレームに合わせるように、とい

ったOA が来ることが多い。 

・ID では、オリジナルのOA が出るようになったが、誤訳の指摘のみである。現地代理人

も誤訳チェックは審査官にやらせればよいと言うこともある。 

・JP のクレームに合わせた後、更に独自の審査で何か通知されることは経験していない。 

・審査官より JP の登録クレームに合わせれば良いとコメントされた。 

・ID では全件PPH を利用している。ID では JP の登録クレームに合わせるようにとの指

令がくる。JP の審査結果は尊重されているようである。 

・新興国で、先進国等の登録クレームに補正するという場面で、当該国の審査官が指定す

る先進国に傾向があるようだ。例えば、ID だとEP が指定されることが多いようだ。 

（ASPEC） 

・ASPEC を利用しているが、ID は 2 年経過しても未OA の案件がある。国によりバラツ

キがあるようで、あまりいい成果が出ていない。 

・現在、ASEAN については、SG を起点としたASPEC を試行的に使用してみたところ、

国によって審査の進捗状況は異なっている。VN や PH は審査が進み登録となった案件

もあるが、2 年以上経過しても ID やMY は未OA の案件もある。 

（その他） 

・TH や ID も同様に、待っていたら動かないので、アクションを起こすために PPH を活

用することがある。PH、VN については動きは見える。いずれも、数件は権利を獲って

おきたい。 

・早期審査とは関係がないが、ID では登録後、実施報告書を出さなければならないが、手

続きや提出しなかったときどうなるか等、不明な点も多い。 
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日本国特許庁は PPH ポータルサイトのウェブサイトを運営し、各国から報告された

PPH 申請案件の統計情報を掲載している296。ここで、PPH の実効性を計る指標として、

以下の統計データが採用されている。 

 

・特許査定率 

・FA での特許査定率 

・PPH 申請からFA までの平均期間 

・PPH 申請から最終処分までの平均期間 

・平均オフィスアクション回数 

 

本調査研究でも、各対象国においてこれらの統計数値の集計することを検討したが、こ

れらの具体的な数値を集計することは、各企業等において、早期審査の中で PPH を特に

切り分けて管理していない、PPH を管理していたとしてもPPH 申請日まで管理していな

い、といった理由から一般的に難しい。 

そこで、国内アンケート調査及び海外アンケート調査では、具体的な統計数値ではなく、

範囲を設定し、上記各指標の平均値がどの範囲に属するかについて調査を行った。 

さらに、上記各指標の具体的な統計数値を把握するため、いくつかの大手国内事務所の

協力を得て、統計数値の算出を試みた297。なお、単に統計数値としての算出のみを行い、

個別の具体的な事情が特定される態様での分析は行っていない。 

今回分析した指標は以下のものである。それぞれの指標で年推移を調べ298、上 5 つの指

標では通常出願とPPH 出願の比較を行った。 

 

・特許査定率299 

・最初の審査結果通知（FA: First Action）が特許査定となる割合（一発特許査定率） 

・審査請求からFA300までの平均期間 

・審査請求から最終処分301までの平均期間 

・審査結果通知（OA: Office Action）302の平均回数 

・PPH 申請からFA までの期間 

・PPH 申請から最終処分までの期間 

 

データはいずれも、2018 年前半（8～9 月まで）のものであり、2018 年後半については

含まれていない。 

                                            
296 JPO, "The Patent Prosecution Highway (PPH) Portal Web Site", URL: https://www.jpo.go.jp/ppph-portal-j/st

atistics.htm, https://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm 

297 必然的に、日本のユーザが日本から各対象国に出願したものを対象としているものと考えられる。 

298 2018年のデータは2018年 8月頃までのデータである 

299 特許査定率：特許査定件数÷最終処分件数 

300 最初の審査結果通知（FA）には、特許査定を含む 

301 最終処分：特許査定＋拒絶査定＋審査請求後放棄取下（米国は出願後放棄取下） 

302 審査結果通知（OA）には、最終処分は含まない 
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Ａ. インドネシア（ID） 

以下に概要をまとめる303。統計データは次頁以降にまとめて掲載する。この章において、

記号①②③を下記の意味で用いる。 

①国内アンケート調査、②海外アンケート調査304、③国内事務所による統計数値調査 

 

（１）特許査定率 

・③では、PPH 出願は 100％となっており、通常出願と比べて有意な効果が認められる。

①では、PPH 出願、通常出願いずれも 90％以上が多い。通常出願は特許査定率が低い

ものから高いものまで分布しているが、PPH 出願は高いものに集中している。通常出願

で 90％以上のものが多いのは、「対応外国特許の審査結果利用」が多いためと考えられ

る。 

 

（２）審査期間 

（通常出願） 

・③「審査請求からFA までの期間」を見ると、極端に長いものもあるが、平均で 35～40

か月である。③「審査請求から最終処分までの期間」は、平均で 50 か月程度である。 

（PPH 出願） 

・③「申請からFA までの期間」を見ると 1 年、2 年であり、審査請求から数年経ってPPH

申請をし、1 年、2 年でFA が来て半年以内に最終処分が来ていることがわかる。 

・なお、③「審査請求日からFA までの期間」の平均値を見ると通常出願に比べてPPH 出

願の方がむしろ遅いように見えるが、いつPPH 申請をしたかを考慮する必要がある。 

 

（３）FA が特許査定となる割合及びOA 回数 

（通常出願） 

・③「FA が特許査定となる割合」では、OA なしで特許査定となるものはほとんどなく、

①、②の結果もこれを裏付けている。③「OA の回数」は平均で 0.7～1.0 回である。①

では 1 回が多く、②では 2 回という回答が多かった。 

（PPH 出願） 

・③「FA が特許査定となる割合」は、40%～20%であり、2.5～5 件に 1 件が OA なしで

特許査定になっている。③「OA の回数」は、平均で 0.6～0.8 回であり、通常出願より

一定の減少が見られ、傾向としては①②の結果も同様である。 

  

                                            
303 ③の統計数値については、比較的新しい2016～2018年のデータに着目して考察したものである。 

304 ①②のグラフの数値の大小は回答数の大小であり、出願件数の大小ではないことに留意が必要である。 
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１ 国内海外アンケート調査による統計情報調査①②（ID） 

 

特許査定率（％） 
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審査請求からFA までの期間（か月） 

国内アンケート調査             海外アンケート調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査請求から最終処分までの期間（か月） 
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２ 国内事務所による統計数値調査③（ID） 

 

特許査定率                             FA が特許査定となる割合 
通常出願   ＰＰＨ   

年 件数 登録率 年 件数 登録率 

2012 1 0.0% 2012 0  

2013 4 0.0% 2013 0  

2014 2 0.0% 2014 0  

2015 26 30.8% 2015 4 100.0% 

2016 39 46.2% 2016 5 100.0% 

2017 55 27.3% 2017 6 100.0% 

2018 11 72.7% 2018 5 100.0% 

 

審査請求からFA までの期間（か月） 
通常出願     ＰＰＨ     

年 件数 平均値 最大値 最小値 年 件数 平均値 最大値 最小値 

2012 1 7.0 7 7 2012 0    

2013 4 17.5 36 9 2013 0    

2014 2 20.0 30 10 2014 0    

2015 26 51.5 165 9 2015 4 63.5 107 32 

2016 39 39.4 124 4 2016 5 50.8 81 28 

2017 55 35.9 102 4 2017 6 52.0 88 38 

2018 11 39.2 55 21 2018 5 42.2 65 27 

 

審査請求から最終処分までの期間（か月） 
通常出願     ＰＰＨ     

年 件数 平均値 最大値 最小値 年 件数 平均値 最大値 最小値 

2012 9 32.1 56 9 2012 0    

2013 13 28.6 44 10 2013 0    

2014 11 41.0 84 15 2014 0    

2015 35 58.5 165 12 2015 4 65.8 112 32 

2016 60 50.6 149 4 2016 6 48.5 81 23 

2017 77 52.0 124 16 2017 9 50.3 101 33 

2018 26 40.3 75 16 2018 7 41.0 65 26 

 

OA の回数（回） 
通常出願     ＰＰＨ     

年 件数 平均値 最大値 最小値 年 件数 平均値 最大値 最小値 

2012 1 2.0 2 2 2012 0    

2013 4 1.0 1 1 2013 0    

2014 2 1.0 1 1 2014 0    

2015 26 0.5 1 0 2015 4 0.5 1 0 

2016 39 0.7 2 0 2016 5 0.6 1 0 

2017 55 0.7 2 0 2017 6 0.7 1 0 

2018 11 1.0 2 0 2018 5 0.8 1 0 

 

申請からFA までの期間（か月）    申請から最終処分までの期間（か月） 

 

 

 

 

 

 

  

通常出願   ＰＰＨ   

年 件数 一発登録率 年 件数 一発登録率 

2012 1 0.0% 2012 0  

2013 4 0.0% 2013 0  

2014 2 0.0% 2014 0  

2015 26 19.2% 2015 4 50.0% 

2016 39 7.7% 2016 5 40.0% 

2017 55 0.0% 2017 6 33.3% 

2018 11 0.0% 2018 5 20.0% 

ＰＰＨ     

年 件数 平均値 最大値 最小値 

2012 0    

2013 0    

2014 0    

2015 4 10.0 14 7 

2016 5 18.0 28 8 

2017 6 14.5 21 7 

2018 5 22.4 30 17 

ＰＰＨ     

年 件数 平均値 最大値 最小値 

2012 0    

2013 0    

2014 0    

2015 4 12.3 16 7 

2016 5 20.8 28 13 

2017 6 18.3 26 7 

2018 5 26.0 33 17 
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