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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（続き） 

マレーシア（MY）、ブラジル（BR）、米国（US） 

※219  

                                            
19 USPTO "Advancement of Examination Petitions", URL: https://www.uspto.gov/patents-application-process/peti

tions/timeline/advancement-examination-petitions 

なお、上記ウェブサイトの統計情報は定期的に更新されており、過去の統計情報は掲載されていない 

国 特許査定率 FAが特許査定となる割合 OA回数

MY

③の平均値

2016：83.3%（68.8%）

2017：100％（12.5％）

2018：N/A（100%）

公開情報

2017：100.00%（-）

③の平均値

2016：83.3%（59.4%）

2017：50.0％（8.9％）

2018：N/A（100%）

公開情報

2017：76.00%,84.00%（-）

③の平均値

2016：0.0回（0.2回）

2017：0.5回（0.3回）

2018：N/A（0.0回）

公開情報

2017：2回,2回（-）

③は、PPHは83～100％

通常出願は12.5～100%とばらついている

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高くない

BR

③の平均値

2016：N/A（10.9%）

2017：N/A（49.7％）

2018：N/A（64.2%）

③の平均値

2016：N/A（0.0％）

2017：N/A（11.1％）

2018：N/A（1.9%）

③の平均値

2016：N/A（0.2回）

2017：N/A（0.5回）

2018：N/A（1.0回）

①ではPPHは90%以上のものが多い

②では必ずしもそうではない

・・・①では通常出願は10%未満が多い。これは、多く

の案件で放棄されているためと考えられる。BRでは一般

に放棄率が高い

③でも通常出願の特許査定率は低い

US

③の平均値

2016：90.8%（73.5%）[66.7%]

2017：82.2％（68.6％）[100%]

2018：70.0％（43.7％）[N/A]

公開情報

2017：84.00%（71.25%）[94.00%]※2

③の平均値

2016：34.6%（15.7％）[0.0%]

2017：30.0％（7.0％）[0.0%]

2018：30.0％（2.0％）[N/A]

公開情報

2017：22.66%（12.89%）

③の平均値

2016：1.3回（1.6回）[2.3回]

2017：1.5回（1.9回）[4.0回]

2018：1.2回（2.5回）[N/A]

公開情報

2017：2.96回（3.18回）

③では、通常出願と比較してPPHの方が高い

・・・2016・2017年は、通常出願で約70％、PPHで80

～90％であるが、2018年は低い数値になっており、減

少傾向にある可能性もある

（通常出願）

③「OAの回数」では、PPHよりはOAがくる可能性が高いが、OAの回数が0回のものも多いと考えら

れる。これは①の傾向と同様

（PPH出願）

③「特許査定率」及び「FAが特許査定となる割合」は、PPH出願では相互の値に相関が見られ、

特許査定になったものはFAで特許査定になる傾向が窺える

③「OAの回数」は、OAの回数は多くても1回。①②も同様の傾向

（通常出願）

③「OAの回数」は、平均すれば1回以内であるが、2回3回と来るものもある

①②では、2回程度が多い

（PPH出願）

①②「FAが特許査定となる割合」は、回答はばらついており、FAで特許査定となるものもあり、そうで

ないものもあるが、通常出願より相対的に割合が高くなっている

①②「OAの回数」は、PPHでは回数が少ない方に回答がシフトしている

（通常出願）

③「OAの回数」では、極端に回数の多いものも存在するが、平均すると2回程度

①では2回が多く、②では3回以上が多い

（PPH出願）

③「OAの回数」では、極端に回数の多いものも存在するが、平均すると1回強

③「FAが特許査定となる割合」では、3件に1件はOAなしで特許査定になっている
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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） 

マレーシア（MY）、ブラジル（BR）、米国（US）（続き） 

 

※120、※321  

                                            
20 INPI "Projeto Piloto Patent Prosecution Highway", URL: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/projeto-

piloto-pph 

21 USPTO "Data visualization center", URL: https://www.uspto.gov/corda/dashboards/patents/kpis/kpiFAPendenc

y.kpixml 

なお、上記ウェブサイトの統計情報は定期的に更新されており、過去の統計情報は掲載されていない 

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

MY

③の平均値

2016：32.3月（57.0月）

2017：23.3月（27.6月）※

2018：N/A（51.4月）

③の平均値

2016：32.3月（50.1月）

2017：19.2月（34.1月）※

2018：12.0月（41.8月）

③の平均値（FA／最終）

2016：8.5月／8.5月

2017：7.7月／9.0月

2018：N/A／N/A

公開情報

2017：3.0か月／6.0か月

BR

③の平均値

2016：N/A（46.5月）

2017：N/A（70.8月）

2018：N/A（91.5月）

③の平均値

2016：N/A（49.8月）

2017：N/A（73.1月）

2018：33.4月（93.6月）

③の平均値（FA／最終）

2016：N/A／N/A

2017：N/A／N/A

2018：N/A／N/A

公開情報

2017：224日／285日※1

US

③の平均値

2016：14.9月（24.0月）[4.0月]

2017：14.7月（21.0月）[2.0月]

2018：20.4月（31.8月）[N/A]

公開情報

2017：（16.12月）※3

③の平均値

2016：21.6月（31.4月）[13.0月]

2017：22.8月（30.1月）[31.0月]

2018：29.7月（37.9月）[N/A]

公開情報

2017：（25.14月）※3

③の平均値（FA／最終）

2016：7.7月／14.4月[4.0月／13.0月]

2017：7.5月／15.7月[2.0月／31.0月]

2018：13.1月／26.7月[N/A／N/A]

公開情報

2017：6.31月／18.87月[3.22月／8.58月]※3

（通常出願）

①「審査請求からFAまでの期間」は、早いものから遅いものまでばらついており、③の結果と同様

③「審査請求からFAまでの期間」は、2016年まではかなり遅いものも存在したようである。平均すると28～57か月程度

（PPH出願）

①②「申請からFA／最終処分までの期間」は、多少ばらついているが、申請からFAまでの期間は1年以内のものが多い

③「申請からFAまでの期間」を見ると、2016・2017年では、平均で8～9か月程度

③「申請から最終処分までの期間」を見ると、最終処分はFAと同時のものも多い

※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）

①②「審査請求からFAまでの期間」は、いずれも48か月以上に集中しており、BRでは非常に審査期間が長いことがわかる

③でも平均して47～92か月、遅いものは最近でも160か月のものもある

（PPH出願）

①②「申請からFA／最終処分までの期間」では、3～9か月程度でFAが来るものと考えられる

③「審査請求から最終処分までの期間」では、データは少ないが平均して33か月、通常出願と比較して顕著な差が有り

③「出願からFAまでの期間」は、通常出願と比較して、PPHは短くなっており、Track Oneは更に短くなっている

（通常出願）

③「出願からFAまでの期間」では、短いものから極端に長いものまでばらついているが、平均すると2年前後

・・・2018年は若干遅くなっており30か月を超えている。①では1年～1年半が多い

（PPH出願）

③「申請からFAまでの期間」について、遅いものもあるが、2016・2017年は、平均すると7～8か月程度

・・・①②も同様の傾向

・・・③では、2018年は若干遅くなって1年を超えている

（Track One）

③「申請からFAまでの期間」では、統計調査のデータは少ないものの、Track Oneでは非常に審査が早くなっている

・・・平均すると2～4か月

・・・最終処分までの期間が長いものがあるが、これはOAの回数が多いため
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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（続き） 

マレーシア（MY） 

 

  

国 手段の名称 PPH 修正実体審査（MSE）

MY 利用状況

（事務所1）～10%

（事務所2）3%

（事務所3）35%

（事務所1）～30%

（事務所2）30%

（事務所3）45%

効果順位

（事務所1）1

（事務所2）2

（事務所3）1

（事務所1）1

（事務所2）4

（事務所3）1

内容

MyIPOは、それぞれ、JPO、EPO、CNIPAとの間でPPHプロ

グラムを実施

・修正実体審査は、実体審査との間の択一的な手段

・簡素化された審査手続であり、AU、JP、KR、GB、US又は

EPOの対応特許と基本的に同一である特許明細書（発明の

説明、クレーム、図面）にマレーシア特許が付与される

基礎となる国 JP、EP、CN AU、JP、KR、GB、US、EP

時期

実体審査の請求時又は請求後であって、審査着手前

・なお、実体審査の請求期間は、国内出願日から18か月又

は国際出願日から4年。それぞれの出願日から5年まで延長す

ることができる

・修正実体審査の請求期間は、国内出願日から18か月又は

国際出願日から4年。それぞれの出願日から5年まで延長する

ことができる

効果

・約6か月から9か月と審査は早期化される

・申請から最初のOAまでの期間は、目安として3か月となってい

るが、実際はこれよりも早く、2.6か月でOAをするようになってい

る（IPO）

・簡素化された審査手続によってマレーシア特許が付与される

ので、きわめて有効性が高い。方式要件を充足すればマレーシ

ア特許が付与される。審査手続は約9か月から12か月であり、

比較的早い。PPHと比較してこれを選択する国の数は多い

・PPHと比較してFAまでの期間が多少長いが、通常一発登録

となる

審査着手

FA前後の効果
・FA前も後も早期に審査が行われるよう扱われる

・FA前で効果がある。多くはそのままgrantとなるため2回目以

降のOAは発生しない

有用な第1国 JP、EP
US、EP、JP、KR、AU、UKでの審査を信頼しており、主に対

応外国出願との対応をチェックするだけで登録となる

費用
・庁手数料は無料

・なお、通常の実体審査請求の庁手数料はMYR 1,100.00

・庁手数料は、MYR 640.00

・証明付謄本の取得及び確認済英語翻訳文の作成のコスト

が高くなる

制限等

公開、補正関連

・公開が実体審査開始の前提（事務所コメント）

・早期公開の手段はない

・自発補正は出願が係属している間はいつでもできる

審査体制等

・PPHでは上級審査官による特別チームが存在している

・当所の経験からすると、近年のMyIPOは未処理案件を解消

しているか、又は残されている未処理案件はきわめて少ないも

のと確信している

現地法律事務所

のコメント

・証明付謄本、確認済英語翻訳文の作成が不要。各書類の

単純な写しだけが要求される

・PPHの方がフレキシブルである。少なくとも1つのクレームを海

外で許可されたクレームにしておく必要がある。これに対し、

MSEは外国対応出願と全く同じように補正しなければならない

・出願人が審査官の拒絶理由に応答する機会は1回だけであ

り、これに適応しなければ出願は通常の審査順序に戻される

・証明付謄本、確認済英語翻訳文の作成が必要

・MYの親出願でMSEを請求した場合には、その分割出願でも

MSEを請求しなければならない（分割出願だけ通常の審査

請求をすることはできない）

国内ユーザの意見
・ID、MYでは国内移行と同時にPPHを申請してもFAに2～3

年はかかる

・MYでは特にMSEを利用し、一部PPHを利用している。MYで

は審査請求の延長ができるため、必要に応じて延長し、他国

の結果を待ってMSEを利用する

・MSEはPPHとほとんど変わらないが、費用はMSEの方が若干

安くつき、審査はPPHの方が若干（数ヶ月）早いように思う。

MSEが効果がないわけではない
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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（続き） 

マレーシア（MY）（続き） 

 

  

国 手段の名称 早期審査 ASPEC

MY 利用状況

（事務所1）<0.1%

（事務所2）2%

（事務所3）10%

（事務所1）<0.1%

（事務所2）1%

（事務所3）10%

効果順位

（事務所1）4

（事務所2）1

（事務所3）2

（事務所1）3

（事務所2）3

（事務所3）3

内容

・通常の実体審査ルートに基づく早期審査手続

・出願人が早期審査請求の制定法上の理由を満たし、登録

官が請求を許可した場合、早期審査を求めることができる

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

時期

通常の実体審査請求と同時又はその後、ただしマレーシア出

願が公衆の閲覧に供された後（出願日から18か月後）に限

定される

効果
きわめて早期の審査手続であり、請求から3週間以内に審査

報告書の発行、2か月以内に付与証の取得が期待できる

拒絶理由がなければ、概して18か月以内に特許が付与される

が、特許の付与は義務づけられておらず、付与の決定は審査

官の裁量に委ねられる

審査着手

FA前後の効果

有用な第1国

費用

・庁手数料がきわめて高額である

・早期審査の許可請求としてMYR 250.00、さらに請求許可

時に早期審査手数料としてMYR 2,200.00を支払う

・庁手数料は無料

・なお、通常の実体審査請求の庁手数料はMYR 1,100.00

公開、補正関連

審査体制等

現地法律事務所

のコメント

・関係国に対応する付与特許が存在する場合、マレーシア審

査官は、マレーシア出願をその対応特許に整合させる補正を

行うよう要求することが一般的である。

・出願人が最初の審査報告における審査官の拒絶理由に応

答する機会は1回だけであり、出願人が審査官の拒絶理由を

克服しなければ、出願は通常の審査ルートに戻される

国内ユーザの意見

・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。MYは2年以上経過しても未

OAの案件がある

・ASEPECを使用するか否かは、ファミリーにSGがあるかどうか

で決める。VN、MY、THは効果があると思う
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Ｅ. マレーシア（MY） 

 

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、マレー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）138 

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 ～10％ 3％ 35％ 1 2 1 

ASPEC ＜0.1％ 1％ 10％ 3 3 3 

修正実体審査 ～30％ 30％ 45％ 1 4 1 

早期審査 ＜0.1％ 2％ 10％ 4 1 2 

 

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 

マレーシア知的財産公社（MyIPO）は、それぞれ、日本国特許庁（JPO）、欧州特許庁

（EPO）及び中国国家知識産権局（CNIPA）との間で PPH 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各国特許を基礎として、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139。 

 

PPH 申請には次の書類が要求される。 

1. 発行されたオフィスアクションすべての写し及びその英語翻訳文140 

2. 引用された非特許文献の写し 

3. 認容／付与クレームとマレーシアクレームとの関係を示すクレーム対応表 

証明付謄本、認証付英語翻訳文の作成が不要であり、各書類の単純な写しだけが要求さ

れる。 

 

通常の実体審査ルートに基づく早期審査手続であり、出願人が JPO、EPO 又はCNIPA

で審査され、認容可能と決定された少なくとも 1 つのクレームを有する対応出願を行って

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

139 MyIPOが提供するPPHの主要情報は次のウェブサイトから閲覧可能である。URL: http://www.myipo.gov.my/en/a

pply-for-patentutility-innovation/?lang=en%2F#pph 

140 AIPNで提供されている場合は不要 
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いる場合には、PPH に基づく手続を申請することができる。 

なお、実体審査の請求期間は、国内出願日から 18 か月又は国際出願日から 4 年である。

それぞれの出願日から 5 年まで延長することができる141。 

通常の実体審査請求と別個にPPH 申請を行う場合には、MyIPO が審査手続を開始して

いない場合に限り認められる。 

 

審査が早期化され、認容率が高い。マレーシアクレームが認容／付与クレームのセット

と同一であれば、早期審査に有効性がある。約6か月から9か月と審査は早期化される142。 

 

庁手数料は無料である。通常の実体審査請求の庁手数料であるMYR 1,100.00（紙形式）

又はMYR 950.00（電子形式）を除き、追加の庁手数料は要求されない。 

 

【現地法律事務所のコメント】 

・ガイドラインには、JPO、EPO 又はCNIPA が審査して特許可能と決定した少なくとも

1 つのクレームを有する対応出願を基礎として PPH 申請を行うことができると記載し

ている。しかし、実務上、マレーシアのクレームセットが、JPO、EPO 又はCNIPA が

審査した対応出願について認容されたクレームセットと同一である場合に限り、マレー

シア審査官は、その対応出願を基礎として出願を認容する。それ以外の場合、マレーシ

ア審査官は、マレーシアクレームを補正して認容クレームと整合させるよう要求するで

あろう。 

・対応特許出願の結果を基礎として実体審査が行われ、クレームは正確に同一であること

が要求されないが、対応特許と比較して広い範囲を対象としてはならない。 

・出願人が（該当する場合）審査官の拒絶理由に応答する機会は 1 回だけであり、これに

適応しなければ出願は通常の審査順序に戻される。 

・実体審査を選択した場合には修正実体審査を請求することができない。したがって修正

実体審査が可能な選択肢として存在する場合には、期間終了直前まで待ってから、いず

れのタイプの審査請求を行うのか決定することが概して推奨される。 

・一般的に、付与済の対応特許を基礎とするPPH 申請を伴う特許出願は、PCT-PPH 申請

と比較して早期に付与される。 

 

【知財庁のコメント】 

・通常出願と比較して PPH 出願は優先的に扱っている。方式要件の充足を条件として、

最初のオフィスアクションはPPH 申請日から 3 か月以内に行う。 

・第 1 特許官庁の審査結果を受け入れ、クレームが同一であるのか点検し、マレーシアに

おいて特許を付与する。さらに、第1特許官庁の審査結果はガイドのみとしても利用し、

通常出願の場合と同様に審査を行う。 

                                            
141 マレーシア特許規則27(1), 27B(2)(a), URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/malaysi

a-tokkyo_kisoku.pdf  

142 事務所 1のコメント 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/malaysia-tokkyo_kisoku.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/malaysia-tokkyo_kisoku.pdf
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１．２ ASPEC 

通常の実体審査ルートに基づく早期審査手続であり、出願人がASEAN のいずれかの特

許庁で審査され、認容可能と決定された対応出願を行っている場合には、ASPEC に基づ

く手続を申請することができる。 

他のASEAN 加盟国、すなわちシンガポール、タイ、ブルネイ、インドネシア、フィリ

ピン、ベトナム、カンボジア、ラオス（ミャンマーを除く）における対応する外国出願の

審査官が既に実施した審査を基礎として手続を早期化させる。 

 

ASPEC 申請には次の書類が要求される。 

 

・発行されたオフィスアクションすべての写し及びその英語翻訳文 

・認容／付与クレームとマレーシアクレームとの関係を示すクレーム対応表 

審査官が要求しない限り、証明付謄本・認証付英語翻訳文の作成は不要である。 

 

ASPEC 請求は出願の付与前であればいつでも行うことができる。 

出願人が修正実体審査請求又は PPH 申請に関係する対応出願を行っていない場合には

有用であろう。拒絶理由がなければ、概して 18 か月以内に付与される143。ASPEC 申請の

場合、マレーシア審査官はマレーシア特許の付与が義務づけられておらず、付与決定は審

査官の裁量に委ねられる。 

庁手数料は無料である。通常の実体審査請求の庁手数料であるMYR 1,100.00（紙形式）

又はMYR 950.00（電子形式）を除き、追加の庁手数料は要求されない。 

 

なお、マレーシアへは、2018 年 2 月時点で 89 件の出願で ASPEC が利用されている。

内、シンガポールからが 84 件となっている144。 

 

【現地法律事務所のコメント】 

・マレーシア審査官はASPEC 申請に基づくマレーシア特許の付与が義務づけられていな

い。 

・MyIPO と比較して審査処理が早いのはシンガポール知的財産庁だけであり、したがっ

て出願人がシンガポール特許を取得している場合に限り有用といえる。 

・対応する外国出願の少なくとも 1 つのクレームが認容可能とみなされていなければなら

ない。 

・実体審査を選択した場合には修正実体審査を請求することができない。したがって修正

実体審査が可能な選択肢として存在する場合には、期間終了直前まで待ってから、いず

れのタイプの審査請求を行うのか決定することが概して推奨される。 

・出願人はマレーシアのクレームを対応 ASPEC 特許のクレームと整合させて、1 セット

                                            
143 事務所 2のコメント 

144 ASEAN Intellectual Property Portal "ASEAN Patent Examination Cooperation (ASPEC) Statistics STATIS

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

ration-ASPEC-Statistics 

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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のクレームを提出しなければならない。 

・ASEAN 特許官庁は修正実体審査の所定の特許官庁ではない。すなわち、対応 ASPEC

特許と整合していても、マレーシア特許出願の結果が肯定的になることが保証されるわ

けではない。 

 

【知財庁のコメント】 

・利便性：PPH と同等、早期審査の効果：PPH と同等 

 

１．３ 修正実体審査145 

 修正実体審査請求は、実体審査請求の代わりに行うことができる請求であり、当該出願

と同一の対応外国出願がある場合であって所定の国又は条約に基づき特許が登録となって

いる場合、その審査結果を利用して審査を行うことを請求することができる146。 

 修正実体審査請求を行うことができる対応特許出願の「所定の国又は条約」とは、オー

ストラリア、日本、韓国、イギリス、アメリカ合衆国、又は欧州特許条約（EPO）をいう
147。 

 

修正実体審査は、実体審査との間の択一的な手段である。簡素化された審査手続であり、

オーストラリア、日本、韓国、英国、米国又は欧州特許庁の対応特許と基本的に同一であ

る特許明細書（発明の説明、クレーム、図面）にマレーシア特許が付与される。 

出願を、所定国（欧州、英国、米国、オーストラリア、日本、韓国）における対応する

付与特許と整合させる補正が要求される。付与特許の知財官庁による証明付謄本、英語以

外の言語による場合には認証付英語翻訳文を添付する。 

修正実体審査の請求期間は、国内出願日から 18 か月又は国際出願日から 4 年である。

それぞれの出願日から 5 年まで延長することができる148。 

概して簡素かつ費用対効果の高い手続である。 

簡素化された審査手続によってマレーシア特許が付与されるので、極めて有効性が高い。

方式要件を充足すればマレーシア特許が付与される。審査手続は約 9 か月から 12 か月で

あり、比較的早い。PPH と比較して、これを選択する国の数は多い。 

庁手数料は、MYR 640.00（紙形式）、MYR 600.00（電子形式）。その他、証明付謄本の

取得及び認証付英語翻訳文の作成のコストが高くなる。 

 

【現地法律事務所のコメント】 

・請求は 1 件の付与特許のみを基礎とすることが認められるので、例えば米国の限定要求

のように、他の国では行われているがマレーシアに適用されない一部の限定手続につい

                                            
145 Modified Substantive Examination; MSE 

146 マレーシア特許法第29条A, URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/malaysia-tokkyo.

pdf  

147 マレーシア特許規則27A(5), URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/malaysia-tokkyo_

kisoku.pdf 

148 マレーシア特許規則27A(1), 27B(2)(a) 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/malaysia-tokkyo.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/malaysia-tokkyo.pdf
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ては、分割出願以外に対応策がない。 

・付与特許の証明付謄本及びその認証付英語翻訳文は、修正実体審査請求と併せて提出し

なければならない。マレーシア出願の特許明細書は、付与特許明細書の逐語訳であるこ

とが要求され、異なるクレーム範囲を求める補正は認められない。 

・実体審査を選択した場合には修正実体審査を請求することができない。したがって修正

実体審査が可能な選択肢として存在する場合には、期間終了直前まで待ってから、いず

れのタイプの審査請求を行うのか決定することが概して推奨される。 

・出願人は対応する外国出願のクレームと整合するクレーム 1 セット、及び対応特許の証

明付謄本（例えば認証／公証済謄本）の提出が要求される。 

・マレーシア特許クレームが、対応特許クレームと正確に同一であることが要求される。

唯一許される変更は、マレーシアでは認められない処置方法及びオムニバスクレームに

関するものである。出願人が所定の特許官庁において付与済の対応特許を取得しており、

マレーシアにおいて同一の保護取得を希望する場合には、修正実体審査ルートが推奨さ

れる。 

・修正実体審査の請求時に、修正実体審査の対象とされるマレーシア出願から派生する分

割出願があれば、それについても修正実体審査による審査手続が要求される。これは対

応特許の対象国において出願人が、対応特許について付与済の分割出願を有していない

場合に問題となり得る。出願人は係属中の特許出願を基礎として修正実体審査を請求す

ることができない。 

 

【知財庁のコメント】 

・利便性：PPH より高い、早期審査の効果：PPH より高い 

 

１．４ 早期審査 

通常の実体審査ルートに基づく早期審査手続であり、出願人が早期審査請求の制定法上

の理由を満たしており、登録官が請求を許可した場合、早期審査を求めることができる149。 

早期審査が考慮されるためには、次の理由の少なくとも1つに該当しなければならない。 

 

 1. 国家又は公衆の利益に関係する 

 2. 侵害のおそれ又は侵害行為が進行中である証拠が存在する 

 3. 政府又は公認機関から金銭的付与を受けるために、特許取得が条件とされている 

 4. 発明が既に商業化されている、又は出願人がこの請求から 2 年以内に商業化する意向

である 

 5. グリーン技術に関係する 

 6. その他の合理的な理由が存在する 

 

登録官の許可を求める、法定宣言書の形式による早期審査請求を正当化する書面が要求

                                            
149 マレーシア特許規則27E, URL: https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/malaysia-tokkyo_kis

oku.pdf 
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される。 

早期審査の請求期間は、通常の実体審査請求と同時又はその後、ただしマレーシア出願

が公衆の閲覧に供された後（出願日から 18 か月後）に限定される。 

 

極めて早期の審査手続であり、請求から 3 週間以内に審査報告書の発行、2 か月から 3

か月以内に付与証の取得が期待できる。 

 

庁手数料が極めて高額である。通常の実体審査請求として MYR 1,100.00（紙形式）又

はMYR 950.00（電子形式）、更に早期審査の許可請求としてMYR 250.00（紙形式）又は

MYR 200.00（電子形式）、更に請求許可時に早期審査手数料としてMYR 2,200.00（紙形

式）又はMYR 2,000.00（電子形式）を支払う。 

 

【現地法律事務所のコメント】 

・出願人が最初の審査報告における審査官の拒絶理由に応答する機会は 1 回だけである。

出願人が審査官の拒絶理由を克服しなければ、出願は通常の審査ルートに戻される。 

・当所の経験によると、関係国に対応する付与特許が存在する場合、マレーシア審査官は、

マレーシア出願をその対応特許に整合させる補正を行うよう要求することが一般的であ

る。 

・早期審査請求の庁手数料が高額であることから、この選択肢は付与証を早期に取得する

絶対的な必要性が存在する場合に限り推奨される。出願人が所定の関係国で特許付与を

取得している場合に限り推奨される。 
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２ 海外ヒアリング調査150 

更に PPH の実効性について深く実態を把握するために、マレーシアの知財庁及び現地

法律事務所に対して海外ヒアリング調査を行った。マレーシアでは、特に PPH と修正実

体審査（MSE）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151。 

 

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 

 

２．１ 概数 

（事務所A） 

・全出願のうち、約 20％が国内出願で、約 80％が海外からの出願（MY 全体）。海外から

の出願のうち、PPH が約 6％、MSE が約 42％（事務所データ）。出願の多い国は、JP、

US、KR、DE、GB、CN。上位 6 か国のうち、JP の出願が全体の 35%を占める。 

 

（事務所B） 

・国内出願は、15～20％、海外からの出願は 80～85%（40％がUS、30％が JP）。 

・海外からの出願のうち、PPH は 2～3％（増加傾向）、MSE は 30％。PPH は、JP、EP、

CN で可能だが、多くが JP。CN は始まったばかり。 

 

（事務所C） 

・国内出願は約 10％、外国からの出願は約 90％である。EP、 US、 JP、AU が多い。JP

は約 20％程度。 

・外国からの出願のうち、PPH は約 35％、MSE は約 45％である。 

 

２．２ 審査の着手及び審査の期間 

（知財庁） 

・MSE の方が早く審査される。US、EPO、JP、KR、AU 及びUK での審査を信頼して

おり、主に対応外国特許との対応をチェックするだけで登録となるからである。 

・PPH の場合は、請求から 1st OA までの期間は、目安として 3 か月となっているが、実

際はこれよりも早く、2.6 か月でOA をするようになっている。 

                                            
150 マレーシアへの海外ヒアリング調査は2018年 11月上旬（事務所）、12月上旬（知財庁）に実施したものである。 

151 略称については、第1部Eの略称一覧を参照 
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・MSE の場合は、特に目安として定められているものはないが、審査官に割り当てられて

から大体 1 か月程度で 1st OA（ほとんどが grant）となり、実際にはほとんど 1 か月以

内でOA（grant）がなされる。 

・MyIPO では、早期審査、MSE 及び PPH のいずれかを請求した場合、優先的に審査が

行われるよう扱われる。これら 3 つとも同じように優先度が高くなる。 

 

（事務所A） 

・着手までの期間は、PPH の方が早い。 

・MSE の方がFA までの期間が多少長いが、通常、一発登録となる。 

・PPH は請求されると、MSE よりも早く審査が開始される。PPH 用の内部のガイドライ

ンと処理フローがあり、審査はそのフローにのっとって行われている。PPH の請求から

FA までの期間は 3 か月、登録までは 6 か月程度であり、最も早い。ちなみに、MSE は

請求からFA までは 6～12 か月、最終処分までは 9～12 か月である。 

 

（事務所B） 

・着手はMSE に比べPPH の方が早い。 

・優先順位は、早期にPPH を申請すればPPH の方がFA が早くなるが、審査請求の期限

ぎりぎりで申請すれば、PPH もMSE も変わらない。 

・PPH は早期請求すればその分審査の着手も早くなるが、MSE は審査の優先順位が高く

なるわけではなく、早期に請求したとしても着手時期はかわらない。 

・優先順位のイメージは次の通り。国際出願日から 48 か月（審査請求の期限）に申請する

と、1st OA は、PPH もMSE も約 56 か月（申請＋7～8 か月）だが、例えば、36 か月

で早期に申請をすると、1st OA は、PPH は約 44 か月（申請＋8 か月）、MSE は約 56

か月。早期に請求すると、PPH の場合は優先される。 

・実際の期間は、PPH は申請から FA まで 8～12 か月。MSE は、3～24 か月。MSE は

早いものから遅いものまで幅がある。 

 

（事務所C） 

・審査着手において、PPH とMSE に差はない。 

・審査期間について規定されたものはない。実際の審査期間は、PPH で申請から最終処分

までで約 6 か月又はそれ以上（OA があると長くなる）。MSE も同様である。 

 

２．３ 早期審査の効果の範囲 

（知財庁） 

・PPH は 1st OA の前とその後の審査でも早期に審査が行われるよう扱われる。 

・MSE は、1st OA の前まで効果がある。なぜ 1st OA の後まで効果がないかというと、

多くがそのまま grant となるため、2 回目以降のOA が発生しないからである。 
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（事務所A） 

・PPH、MSE いずれも、FA 後も早期審査の効果がある。 

・PPH では、出願人が審査官の拒絶理由に応答できる機会は 1 回だけであり、そこで対応

できなければ出願は通常の審査ルートに戻される。 

 

（事務所B） 

・効果は、PPH はFA 後にも効果があるが、MSE では案件による。MSE ではネガティブ

なOA の場合はドロップするが、PPH では早期の効果が持続する。 

 

（事務所C） 

・PPH の早期審査の効果の範囲については、FA 以降も早くなる。MSE も同様である。 

 

２．４ 審査の範囲及びプロセス 

（知財庁） 

・PPH では、審査官は、クレームとの対比をチェックし、加えて第 1 国出願の引例、他の

国での審査の引例とともに、その他外国のファミリーの引例などをチェックするととも

に、国内の先願もサーチする。 

・MSE では、主にクレームの対比と国内のサーチを行う。それ以外については、すでに対

応外国出願の審査で調査済みであり、その審査結果を信頼している。 

・PPH より MSE の方を勧める。MSE の方が PPH より安くかつ早く審査結果を得られ

る。 

・MSE は、請求時に登録済の対応外国特許の存在を示し、かつ英語でない場合は翻訳文を

提出することが求められているため、審査官のチェック負担を減らすことができ、より

早期に審査結果を得ることができる。単純に自発補正するよりは優先的に扱われるので、

MSE を利用した方がいい。 

・JP からくる PPH の審査について、特に負担に感じていることはない。PPH 請求時に

翻訳文の提出が要求されているため、チェックもたやすい。ただし、機械翻訳のような

ものの場合は、きちんと対応がなされているか分かりにくいので、再提出を求めること

があり、提出がない場合は拒絶する。 

 

（事務所A） 

・MY では、PPH、MSE いずれも、第 1 国のクレームが一致しているかを見るのみで、

先行文献との比較はしない。他の国で拒絶されているかについても確認していない。違

いは、PPH はクレームのみをチェックするのに対し、MSE はクレームだけでなく、明

細書、図面、要約のすべてをチェックする。MSE は明細書や要約等のすべての書面が対

応する外国出願（登録時）の書面と同一でなければならない。 

 

（事務所B） 

・PPH では、主に、クレームをチェックするが、案件によっては先行文献もチェックする。
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PPH では、少なくとも 1 つの許可クレームを基礎とするが、1 つのクレームが許可さ

れ、残りがネガティブな場合、他の先行文献も参照されることはあり得る。すべてのク

レームが許可される場合は、他の先行文献は参照されない。 

・MSE ではクレームがチェックされ、先行文献は常にチェックされない。MSE の場合は、

完全一致である必要があるため、追加の審査は不要であり、通常は一発特許となる。 

・最終的にどちらの審査が早く終わるかについては、状況による。PPH は少なくとも一つ

のクレームを合わせればよいため、他のクレームについては独自に審査が行われ、拒絶

理由が含まれる場合、その分OA が発生して応答が必要となる場合がある。すべてのク

レームが許可されたものであれば、OA がくる可能性は低くなるのでその分、終了時期

は早くなるだろう。 

 

（事務所C） 

・審査の範囲（クレームの一致のみチェックするのか、第 1 国の先行文献をチェックする

のか等）については、主に、第 1 国で登録された特許のクレームと一致するかを確認す

るのみ。先行文献はチェックしない。MSE でも同様である。MSE では、第 1 国から変

更は殆ど許されない。可能なのは、医療等に関する人体の処置方法やオムニバスクレー

ム等のマレーシアでは許可されないクレームについての補正のみである。 

 

２．５ 第 1 国による違い 

（知財庁） 

・審査官は、US、EPO、JP、KR、AU 及びUK の審査結果を信頼している。そして、こ

れらの国の対応外国特許への補正又はこれらの国に基づく修正実体審査の利用は、対応

外国特許との一致を主にチェックすることですむことから、審査官の負担をも減らすこ

とができる。 

 

（事務所A） 

・現在PPH が可能なのは、JP, EP, CN のみ。どの国が有利かについては差がない。 

・MSE が可能なのは、JP、US、EU、GB、KR、AU で、同様にどの国が有利かについて

は差がない。 

 

（事務所B） 

・JP の特許性判断に関する信頼は高い。EP はMY と法体系が近いのでやはり信頼されて

いる。US は少し特殊で、医療分野などの取扱いでMY と違いがあるため、JP やEP と

は状況が異なる。 

 

（事務所C） 

・第 1 国として、どの国の結果を利用すれば審査が早いかについては、JP、US、EP、（CN）、

KR、UK は早くなる。審査が早くなる理由は、第 1 国が信頼されており、負担が少なく

なるから。 
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２．６ 実務上のコメント等 

（事務所A） 

・PPH の方が早い、安い、準備が楽、MyIPO 内に専門のチームがあり、より早い処理が

期待できる。なお、MSE には専門チームなどはなく、全ての審査官が取り扱うため、処

理の速さは個々の審査官に依存する。 

・したがって、JP、EP、CN に登録がある場合はPPH を推奨する。それ以外の国（US、

KR、GB 又はAU）では、MSE を推奨する。なお、審査官がPPH とMSE のいずれか

を好むということはない。 

・PPH の通常の審査請求料は高く、MSE の審査請求料は安いが、MSE は求められる書

類が多く（certified copy の取得など）、代理人のコストなどトータルで費用が高くなる。 

・手続上でいえば、PPH の方がフレキシブルである。少なくとも 1 つのクレームを海外で

許可されたクレームにしておく必要がある。これに対し、MSE は外国対応出願とまっ

たく同じように補正しなければならない。 

・自発補正は出願が係属している間はいつでもできる。 

・PPH を請求するには出願が公開されていなければならない152。早期公開のオプション

はない。 

・PPH 申請は出願の審査手続開始前に限り認められる。審査請求とは別に、審査請求の後

に PPH を申請する場合は、なるべく早く行うべきである。いつ審査が始まるのかわか

らないため、また、審査が始まっていると請求できないので、請求する場合は常にステ

ータスチェックが必要となる。ステータスチェックはMyIPO のWeb サイトで確認でき

る。通常出願の場合は、おそらく、12～24 か月でFA がくるが、その前のどのタイミン

グで審査が開始されているかはわからない。 

・PPH を請求してから 1st OA までは通常約 3 か月である。通常出願の場合は、1st OA

まで時間がかかるのに加えて、OA の応答が 2 か月、さらに審査で 3 か月程度かかる。 

・MSE を請求するのに PPH のようなデッドラインはなく、出願から 18 か月又は国際出

願日から 4 年の間はいつでも請求できる。請求に基づき、出願日から 5 年までMSE の

審査請求期間を繰り延べることができる。 

・MSE を使用する場合、自発補正を行うのは必須である。MSE 請求時にマレーシア明細

書を補正し、付与特許の明細書と整合させなければならない。いったん MSE 請求が行

われた後は、その他の自発補正が不可能になる。 

・早期審査は、請求から 2 か月で 1st OA が来るのでとても速い（PPH より早い）が、特

定の要件に適合する場合でとても料金が高い。また、登録となるかは審査官の審査結果

による。 

 

（事務所B） 

・審査官は MSE を好む。クレームのチェックのみであり、それ以上の作業が発生しない

から。 

                                            
152 MyIPOがマレーシア出願を公開することはない。これに代えてMyIPOは、最先の優先日から 18か月経過後、出願

を公衆の閲覧可能な状態に置く。すなわち同日後は、誰でも出願の写しを請求することができる。 
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・JP やEP で許可され、早期の審査を望む場合はPPH を推奨する。 

・MSE は、PPH と比較して、より一般的に使われる。そのまま登録され（より拒絶され

ることが少なく）、コストも低い。審査請求料が低く、PPH に比べ要求される書類は少

ない。MSE で求められる認証付英語翻訳文は、明細書のみ。OA や先行文献は必要ない。

多くの場合、英語の翻訳はすでにあり容易に用意できるであろう。 

・一発で登録したい場合や、コストをかけたくない場合は、MSE がよいということもあ

る。どのようなクレームが欲しいかにもよる。 

・JP からのPPH に関しては特に問題はない。 

・自発補正は、出願が係属している間、いつでもできる。 

・優先日又は出願日（国内出願の場合）から 18 か月以内は審査されない。（PPH、MSE、

早期審査すべて同じ） 

・早期公開はない。我が国出願の大部分を占める PCT 国内移行の場合は既に国際公開さ

れていることが多いため、特に問題はないだろう。 

・審査請求と同時にPPH を申請することもあるが、多くがそうというわけではない。 

・侵害が発生しているのであれば、早期審査が望ましいだろう（ただし、費用は高い）。 

 

（事務所C） 

・PPH は、JP、EP、(CN)（CN は 2018 年 7 月から始まった）。 

・MSE は、JP、US、EP、KR、UK がある。元にできるのは grant されたもののみであ

り、クレーム全体が許可されている必要がある。 

・PPH は少なくとも一つのクレームが許可されていればよい。JP、EP、CN については

PCT-PPH も可能。 

・PPH とMSE の違いは、国の違い、PCT-PPH では登録されていなくてもよい、MSE は

完全に同じであることが求められる、分割の制限（後述）である。 

・MSE はクレームのチェックだけで済むので、審査官はMSE を好む。 

・MSE の方が審査が比較的早い。対応外国特許との対応のチェックが中心だからである。

すべてのクレームが許可されていれば MSE の方がいいが、そうでない場合は PPH の

方が使い勝手がよい。 

・ただし、MSE では、分割出願がある場合は注意が必要である。MY の親出願でMSE を

請求した場合には、その分割出願でも MSE を請求しなければならない（分割出願だけ

通常の審査請求をすることはできない）。対応外国出願の親と子のすべてで grant とな

っていればよいが、親出願のみが grant で子が未登録（pending）の場合、MY の親出

願で MSE を請求していると、MY の分割出願はスタックしてしまう。結局、分割出願

がある場合は、MSE はリスクを伴う。PPH と MSE では、コストも審査時間もそれほ

ど大きく違わないので、MSE にはメリットがなく、PPH を推奨する。 

・補正は grant の前であればいつでも可能である。元の出願の範囲を超える補正はできな

い。 

・早期公開の手段はない。出願から 18 か月後に出願公開がされるが、公開されないと審

査できない。したがって、PPH の請求も公開後となる。審査請求とPPH の請求は同時

に行うことを勧める。審査請求だけが先に行われた場合、審査請求後、実際に審査に着
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手するまでは数か月（6 か月程度）ほどの期間があるが、後でPPH の請求を行ったとき

に、すでに審査に着手していた場合、PPH は拒否される。 

・MSE も、請求から grant までは 8 か月よりは長くはならない。対応特許はすべてのク

レームが grant されていなければならない。 

・JP はEP やCN より長くPPH を実施しているが、特に問題もない。EP、CN も問題が

あるわけではない。 

 

２．７ バックログ 

（知財庁） 

・どのくらいバックログがあるかについては、答えられない。 

・PPH は請求から 3 か月という短期間で OA を行う目安があり、バックログを減らすの

にはとても役に立っている。 

・PPH の件数は近年とても増えており、今年は 11 月までですでに 217 件あり、最大の件

数である。過去約 5 年間（2014 年～2018 年 11 月）で 684 件のPPH を処理してきた。 

・修正実体審査も最近は増えている傾向にある。割合としては、全体の 3～4％くらいであ

る。 

・JPO からは審査官に対する様々なトレーニングを受けることができ、非常に感謝してい

る。先週も JPO から来た審査官による 5 日間の機械系の技術セミナーがあり、参加し

た。また毎年 2 週間の審査官向けトレーニングがあり、多くの審査官が参加している。 

・また、来年以降のトレーニング等のリストも受け取っており、JPO から来る担当者と来

年以降のことを打ち合わせる予定である。 

・JPO には、今後とも是非継続してくれるようお願いしたい。 

 

（事務所A） 

・データが公開されていないのでどのくらいバックログがあるのかはわからないが、当所

の経験からすると、近年の MyIPO は未処理案件を解消しているか、又は残されている

未処理案件は極めて少ないものと確信している。 

・また当所は、MyIPO がPPH 申請を専門的に扱う審査官の特別グループを編成している

と認識しており、この存在によって、PPH に基づく出願処理のスピードに、未処理案件

が（あったとしても）悪影響を与えることはないと確信している。 

 

（事務所B） 

・どれくらいバックログがあるかについてはわからない。 

・早期にPPH 申請をするのであれば、バックログの影響は少ないと思われる。 

・PPH では、上級審査官による特別チームが存在している。 

 

（事務所C） 

・バックログについてはよくわからない。 
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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、マレーシアに関するも

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、マレーシアで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。 

 

PPH の効果の有無（MY） 

 

 

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マレーシアを挙げている回答はなかった。 

 

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、マレーシアの PPH 等に

関する国内企業のコメントをまとめる153。 

 

（PPH） 

・OA のコストを下げることが目的。すぐに権利行使をすることは考えていない。ASEAN

で普通に審査されるなら（独自の審査がされるなら）PPH のメリットはない。MY では

効果を実感している。 

・JPO による ASEAN 各国への PPH 導入にあたり、企業側の立場から JPO に協力して

セミナーの開催や技術説明会などを行ってきた経緯がある（CPG; 特許の付与円滑化に

関する協力についても）。技術説明会やセミナー後から OA が来始めるなどしたので効

果はあるようだ。MY では、未 OA もなくなり、PPH を申請すれば即座に登録になる。 

                                            
153 略称については、第1部Eの略称一覧を参照 

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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・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。 

・基本は JP の審査結果を利用することが多いが、MY では審査請求を延長し、その間に

登録になった JP 以外の国の権利の審査結果を利用することもある。 

（MSE） 

・MY では特に修正実体審査（MSE）を利用し、一部 PPH を利用している。MY では審

査請求の延長ができるため、必要に応じて延長し、他国の結果を待って MSE を利用す

る。 

・修正実体審査は使用していない。 

・PPH と修正実体審査（MSE）は効果は一緒だと思う。MSE は今はほとんど利用してい

ない。今はPPH を主に使用している。 

・ASEAN ではほとんどの国で JP-PPH が使える。修正実体審査（MSE）はPPH とほと

んど変わらないが、費用はMSE の方が若干安く、審査はPPH の方が若干（数か月）早

いように思う。MY のMSE が効果がないわけではない。 

・MSE は機能していない。 

・PPH は機能しているが、MSE、PACE は機能していない。 

・PPH と修正実体審査（MSE）の使い分けについて、PPH を使うが、特に明確な判断基

準はない。PPH の方が使い勝手がよいと感じるから使っている。 

・MY ではMSE をよく利用するが、そのまま登録になる。 

・MY はMSE がほとんどだが、そのように事務所に勧められることも多い。 

（ASPEC） 

・ASPEC は SG が起点になるかと考えるが、SG はあまり出願していない。PPH と同じ

ような効果があると考えるが、ASPEC を使用するか否かは、ファミリーに SG がある

かどうかで決める。VN、MY、TH では効果があると思う。 

・事業分野によっては、SG、MY を起点にしてASPEC も使っている。 

・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。2 年以上経過しても ID や MY は未 OA の

案件もある。 

・ASPEC では、SG、MY の審査結果を利用している。 

（MY 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。 

・MY は一発特許となることが多く、OA はほとんど出ない 

・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、MY、BR、メキシコだとUS クレームといわれ

ることが多い。 
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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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Ｅ. マレーシア（MY） 

以下に概要をまとめる313。統計データは次頁以降にまとめて掲載する314。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315、③国内事務所による統計数値調査316 

 

（１）特許査定率 

・①では、PPH 出願、通常出願いずれも 90％以上が多いが、通常出願では特許査定率の

低いものも見られる。②では通常出願の特許査定率は高くない。③では、PPH 出願は 83

～100％であるが、通常出願は 12.5～100%とばらついていることがわかる。 

 

（２）審査期間 

（通常出願） 

・①「審査請求から FA までの期間」を見ると、早いものから遅いものまでばらついてお

り、これは、③の結果と同様である。③「審査請求からFA までの期間」を見ると、2016

年まではかなり遅いものも存在したようである。平均で見ると28～57か月程度である。 

（PPH 出願） 

・①②「申請からFA／最終処分までの期間」を見ると、多少ばらついているが、申請から

FA までの期間は 1 年以内のものが多いようである。③「申請からFA までの期間」を見

ると、2018 年はデータがなかったものの、2016・2017 年では、平均で 8～9 か月程度

であり、③「申請から最終処分までの期間」を見ると、最終処分は FA と同時のものも

多い。 

・なお、「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、これは、母集団の違いによるものである。 

 

（３）FA が特許査定となる割合及びOA 回数 

（通常出願） 

・③「OA の回数」を見ると、PPH 出願よりはOA がくる可能性が高いが、OA の回数が

0 回のものも多いと考えられる。これは①の傾向と同様である。 

（PPH 出願） 

・③「特許査定率」及び「FA が特許査定となる割合」を見ると、PPH 出願では相互の値

に相関が見られ、特許査定になったものはFA で特許査定になる傾向が窺える。③「OA

の回数」を見ると、OA の回数は多くても 1 回である。①②も同様の傾向である。  

                                            
313 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。 

314 公開情報（統計数値）については、第２部総括１の一覧表に、本調査結果と併せて記載する。 

315 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。 

316 ③では、通常出願と修正実体審査は切り分けられていない。 
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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（MY） 
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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 
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２ 国内事務所による統計数値調査③（MY） 

 

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 9 77.8% 2012 0  

2013 7 28.6% 2013 0  

2014 9 22.2% 2014 0  

2015 25 64.0% 2015 3 100.0% 

2016 32 68.8% 2016 6 83.3% 

2017 56 12.5% 2017 6 100.0% 

2018 5 100.0% 2018 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 9 19.1 66 4 2012 0    

2013 7 18.3 25 10 2013 0    

2014 9 15.1 32 6 2014 0    

2015 25 60.1 229 8 2015 3 22.3 31 17 

2016 32 57.0 247 4 2016 6 32.3 50 15 

2017 56 27.6 78 3 2017 6 23.3 51 12 

2018 5 51.4 69 41 2018 0    

 

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 25 25.5 101 6 2012 0    

2013 23 31.8 71 4 2013 0    

2014 27 35.9 92 4 2014 0    

2015 28 60.0 229 12 2015 3 22.3 31 17 

2016 50 50.1 247 4 2016 6 32.3 50 15 

2017 79 34.1 120 3 2017 9 19.2 51 7 

2018 15 41.8 118 7 2018 1 12.0 12 12 

 

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 9 1.3 2 1 2012 0    

2013 7 1.4 2 1 2013 0    

2014 9 1.2 2 1 2014 0    

2015 25 0.2 2 0 2015 3 0.0 0 0 

2016 32 0.2 1 0 2016 6 0.0 0 0 

2017 56 0.3 2 0 2017 6 0.5 1 0 

2018 5 0.0 0 0 2018 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 9 0.0% 2012 0  

2013 7 0.0% 2013 0  

2014 9 0.0% 2014 0  

2015 25 52.0% 2015 3 100.0% 

2016 32 59.4% 2016 6 83.3% 

2017 56 8.9% 2017 6 50.0% 

2018 5 100.0% 2018 0  

ＰＰＨ     

年 件数 平均値 最大値 最小値 

2012 0    

2013 0    

2014 0    

2015 3 3.7 6 1 

2016 6 8.5 19 2 

2017 6 7.7 21 1 

2018 0    

ＰＰＨ     

年 件数 平均値 最大値 最小値 

2012 0    

2013 0    

2014 0    

2015 3 3.7 6 1 

2016 6 8.5 19 2 

2017 6 9.0 21 4 

2018 0    
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