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フランス産業財産庁（INPI）及び日本国特許庁（JPO）との間の 

特許審査ハイウェイ試行プログラムにおける INPI への PPH 申請手続 

 

出願人は、INPI-JPO 特許審査ハイウェイ（PPH）試行プログラムのもと、以下の

要件を満たす INPI への出願について、関係書類の提出等の所定の手続を取ることに

より、JPO 出願に基づいて早期審査を申請することができる。 

出願人は、PPH 試行プログラムの申請に際し、申請書を INPI に提出しなければな

らない。 

両庁は、プログラムへの参加申請数が管理可能なレベルを超えた場合、PPH 試行

プログラムを終了することができる。プログラムを終了する場合、事前に告知する。 

PPH 試行プログラムの試行は２０２３年１月１日から２年間行い、２０２４年１

２月３１日に終了いたしますが、フランス産業財産庁（INPI）と日本国特許庁（JPO）

による調査と評価の後に延長される可能性があります。 

 

1. 要件 

(a) INPI 出願が以下のいずれかに該当する。 

(i)  JPO 出願を基礎として、パリ条約に基づく優先権を正当に主張する出願（附

属書の図 A、B、D 及び E 参照） 

(ii)  優先権主張を伴わない PCT 出願を基礎として、パリ条約に基づく優先権を正

当に主張する出願（附属書の図 F 参照） 

複数の JPO 出願又は複数のダイレクト PCT 出願を基礎として優先権を主張す

る INPI出願、及び上記(i)及び(ii)に該当する原出願の正当な分割出願である INPI

出願もプログラムの対象となる。 

 

(b) JPO で特許可能と判断された一つ以上の請求項を有する、少なくとも一つの対

応する JPO 出願が存在する。 

対応出願は優先権主張の基礎となる出願、優先権主張の基礎となる JPO 出願か

ら生じる出願（例えば、JPO 出願の分割出願又は JPO 出願に基づいて国内優

先権を主張する出願（附属書の図 B 参照））、又は PCT 出願の国内移行 JPO 出

願（附属書の図 F 参照）である。 

出願が特許査定を受けていない場合でも、JPO の審査官が最新のオフィスアク

ションで請求項に特許性があると明らかに示す場合、当該請求項は「特許可能

と判断」される。 

 

オフィスアクションの例： 

(i) 特許査定 

(ii) 拒絶理由通知 

(iii) 拒絶査定 
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(iv) 特許審決 

例えば、JPO の拒絶理由通知又は拒絶査定に以下の定型表現が記載され

ている場合、対象請求項は特許性があると明らかに示されている。 

 

＜拒絶理由を発見しない請求項＞ 

請求項○に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。 

 

(c) PPH における審査を申請する出願のすべての請求項が、JPO で特許可能と判

断された一つ以上の請求項と十分に対応しているか、十分に対応するように補

正されている。 

請求項が「十分に対応する」と見なされるのは、翻訳や請求項の記載形式によ

る差異を考慮した上で、INPI 出願の請求項が JPO 出願の請求項と同一又は類

似の範囲を有する場合、又は INPI 出願の請求項の範囲が JPO 出願の請求項の

範囲より狭い場合である。例えば、JPO 出願の請求項が明細書（詳細な説明、

請求の範囲の少なくとも一方において）で裏付けられる追加的機能によって更

に限定するように補正される場合、当該請求項の範囲は狭められる。 

JPO で特許可能とされた請求項に新たな又は異なるカテゴリーの請求項が加

えられた INPI 出願の請求項は、JPO 出願の請求項に十分に対応しているとは

見なされない。例えば、JPO 出願の請求項が製品の製造方法に関する請求項（プ

ロセスクレーム）のみからなる場合、プロセスクレームに従属する製品クレー

ムが追加された INPI 出願の請求項は JPO 出願の請求項に十分に対応している

とは見なされない。 

PPH 申請の受理された場合、ファーストオフィスアクション発行後に補正又は

追加される請求項は、JPO で特許可能とされた請求項に十分に対応している必

要はない。 

 

(d) PPH 申請時に INPI が出願の特許審査（grant examination）に着手していない。 

審査プロセスの一層の迅速化のため、INPI は、INPI への出願から 12 ヶ月以内

の PPH 申請を推奨する。 

 

2. 提出書類 

PPH 申請を行う際は、以下の書類(a)～(d)を PPH 申請書に添付して提出しなければ

ならない。 

 

(a) JPO が対応出願に対して発行した（JPO における特許性の実体審査に関わる）

すべてのオフィスアクションの写し、及びその翻訳文1 

 
1 機械翻訳は認められるが、翻訳が不十分であるためにオフィスアクション又は請求項の概要を

把握できない場合、審査官は出願人に再翻訳を求めることができる。 
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翻訳言語として英語又はフランス語が認められる。INPI の審査官は、JPO の

ドシエアクセスシステムにより JPO のオフィスアクション及びその機械翻訳

文を入手できるため、出願人は、システムが提供する JPO のオフィスアクシ

ョンの写し及びその翻訳文を提出する必要がない。INPI の審査官は、当該ドシ

エアクセスシステムにより JPO のオフィスアクション及びその機械翻訳文を

入手できない場合には、出願人に通知し必要書類の提供を求めることができる。 

 

(b) JPO で特許可能と判断されたすべての請求項の写し及びその翻訳文 1 

翻訳言語として英語又はフランス語が認められる。INPI の審査官は、JPO のド

シエアクセスシステムにより JPO で特許可能と判断された請求項及びその機

械翻訳文を入手できるため、出願人は、システムが提供する JPO 出願の請求項

の写し及びその翻訳文を提出する必要がない。INPI の審査官は、当該ドシエア

クセスシステムにより JPO 出願の請求項及びその機械翻訳文を入手できない

場合には、出願人に通知し必要書類の提供を求めることができる。 

 

(c) JPO の審査官が引用した文献の写し 

引用文献が特許文献の場合、INPI は通常それらを所有しているため、出願人は

提出を省略できる。INPI の審査官が特許文献を所有していない場合、出願人は

審査官の求めに応じて当該特許文献を提出しなければならない。非特許文献は

すべて提出しなければならない。 

引用文献の翻訳文は不要である。 

 

(d) 請求項対応表 

出願人は、INPI 出願のすべての請求項が JPO 出願の特許可能な請求項に十分

に対応していることを示す請求項対応表を提出しなければならない。 

請求項が JPO 出願の請求項の逐語訳である場合、出願人は対応表に「当該請求

項は JPO 出願の請求項と同様である」と記入するだけでよい。請求項が逐語訳

でない場合、出願人は各請求項が十分に対応していることを説明する必要があ

る。 

 

出願人は、並行した手続又は以前の手続において上記書類(a)から(d)を INPI にすで

に提出している場合、その旨の記載をもって提出に代え、添付を省略できる。 
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3. PPH申請手続 

 

PPH 申請は INPI のオンライン出願ウェブサイト（https://procedures.inpi.fr/?/）を

通じて提出しなければならない。 

 

a) 特許出願と同時に PPH 申請を行う場合 

 

日本出願を基礎とする優先権の主張を行うと、PPH 申請のオプションが

「Revendication de Priorité（優先権主張）」欄に表示される。 

 

 

 

「Request for an accelerated examination under the PPH pilot program（PPH 試行プ

ログラム早期審査申請）」の隣のチェックで「Oui（はい）」を選ぶと、対応書類の提

出欄が表示される。 

https://procedures.inpi.fr/?/
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上記に記載の通り（２．提出書類参照）、提出書類は 4 点である。 

- 特許性の実体審査に関わる JPO のオフィスアクションの写し（及びその翻訳文） 

- JPO で特許可能と判断されたすべての請求項の写し（及びその翻訳文） 

- JPO の審査官が引用した文献の写し 

- 請求項対応表  

 

注意: 請求項対応表の提出は必須である。また、非特許文献はすべて提出しなければ

ならない。出願人は「Details about omitted documents（提出を省略する書類の詳細）」

の欄に、書類を提出しない理由を記載できる。（但し、提出が必須の請求項対応表や

JPO のドシエアクセスシステムで入手できない非特許文献等はこの欄の対象となら

ない） 

 

「Joindre vos documents（書類を添付）」をクリックすると、書類をアップロードで

きる。 



JPO 特許出願に基づく PPH 

  6  

 

 

「Parcourir（参照）」をクリックして PDF 形式の書類をアップロードし、「Envoyer le 

document（書類を送信）」をクリックする。すべての提出書類のアップロードが完了

したら、「Etape suivante（次のステップ）」をクリックして出願手続を続ける。 

 

 

 

出願手続の最後に出願サマリー（「Récapitulatif de dépôt」）が表示され、PPH 申請や

「優先権主張」欄で提出した書類に関する情報を確認することができる。 
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PPH 申請は無料で行うことができる。 

 

b) INPI への特許出願後に PPH 申請を行う場合 

 

出願後、INPI が特許審査（grant examination）に着手するまではいつでも PPH 申請

を行うことができる。（１．要件(d)参照） 

 

まず「Mes actions（私のアクション）」にある「Transmettre un document（書類を送

付する）」をクリックする。 

 

 

 

「Parcourir（参照）」をクリックして PPH 申請に関わるすべての書類を PDF 形式で

アップロードする。 
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書類のアップロードが完了したら、「Type」で「Requête PPH (pour priorité JP 

uniquement) / PPH Request (for JP priority only)」（「PPH 申請書（日本出願に基づく

優先権主張の場合のみ）」）を選び、「Envoyer le document（書類を送信）」をクリッ

クする。 

 

 

アップロードされた書類（PPH 申請書）が「Documents（文書）」に表示される。 
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PPH 申請に関わるすべての書類は、「Requête PPH (pour priorité JP uniquement) / 

PPH Request (for JP priority only)」（「PPH 申請書（日本出願に基づく優先権主張

の場合のみ）」）の下にアップロードされていなければならない。 

 

上記に記載の通り（２．提出書類参照）、提出書類は 5 点である。 

- PPH 申請書（４．PPH 申請書参照）※PPH 申請の審査に必須 

- 特許性の実体審査に関わる JPO のオフィスアクションの写し（及びその翻訳文） 

- JPO で特許可能と判断されたすべての請求項の写し（及びその翻訳文） 

- JPO の審査官が引用した文献の写し 

- 請求項対応表  

 

注意: 出願後に PPH 申請を行う場合、PPH 申請書と請求項対応表の提出が必須であ

る。また、非特許文献はすべて提出しなければならない。 

 

アップロードされた書類は自動的に審査官に送付される。 

PPH 申請は無料で行うことができる。 
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4. PPH 申請書（日本出願に基づく優先権主張を伴う出願の場合のみ） 

 

INPI-JPO PPH 試行プログラム早期審査申請 

 

出願日:                                      

 

INPI 出願番号:                                      

対応する JPO出願番号:           _____                                          

 

提出書類:  

 JPO が対応出願に対して発行した（JPOにおける特許性の実体審査に関わる）すべてのオフ

ィスアクションの写し 

 上記オフィスアクションの翻訳文 

 JPO で特許可能と判断されたすべての請求項の写し 

 上記請求項の翻訳文 

 JPO の審査官が引用した文献の写し 

 請求項対応表 

（提出を省略する書類に関する説明）  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________                                                                            

 

請求項対応表 

INPI出願の 

請求項 

JPO出願の特許可能

とされた請求項 
対応に関するコメント 
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