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凡例

第 1章　総括統計
　１．特許（出願、審査請求、ファーストアクション、特許査定及び登録の件数）� �2
　２．国際調査報告及び国際予備審査報告作成件数表� �2
　３．新実用新案（出願、登録及び技術評価書請求の件数）� �3
　４．旧実用新案（出願、審査請求、ファーストアクション、登録査定及び登録の件数）� �3
　５．意匠（出願、ファーストアクション、登録査定及び登録の件数）� �3
　６．商標（出願、ファーストアクション、登録査定及び登録の件数）� �4
　７．審判及び異議申立て
　　　（１）拒絶査定不服審判� �5
　　　（２）補正却下不服審判� �6
　　　（３）無効審判� �7
　　　（４）訂正審判� �8
　　　（５）取消審判� �8
　　　（６）判定� �9
　　　（７）異議申立て� �10

第 2章　主要統計

　１．審査・審判の審査・審理期間
　　　（１）審査（ファーストアクション期間）� �12
　　　（２）審判� �12
　２．特許出願における審査請求等の推移
　　　（１）審査請求の推移� �13
　　　（２）一次審査着手前の出願の取下げ・放棄の推移� �14
　　　（３）平均請求項数の推移� �14
　　　（４）出願年別登録件数の推移� �14
　３．特許出願における一次審査未着手件数� �14
　４．内外国人別統計表
　　　（１）特許� �15
　　　（２）新実用新案� �15
　　　（３）旧実用新案� �15
　　　（４）意匠� �15
　　　（５）商標� �15
　５．分類別統計表
　　　（１）特許（出願）� �16～18
　　　（２）特許（登録）� �19～21
　　　（３）新実用新案（出願）� �22～24
　　　（４）新実用新案（登録）� �25～27
　　　（５）旧実用新案（出願）� �28～30
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　　　（６）旧実用新案（登録）� �31～33
　　　（７）意匠（出願）� �34～35
　　　（８）意匠（登録）� �36～37
　　　（９）商標（出願）� �38
　　　（10）商標（登録）� �39～42
　６．出願種別出願・登録件数表
　　　（１）出願� �44～45
　　　（２）登録� �46
　７．出願人別（個人・法人・官庁別）出願件数表� �47
　８．代理人有無別出願件数表� �48～49
　９．特許制度利用上位企業の出願・審査関連情報� �50～59
　10．意匠登録件数上位 20 社（2014 年）の登録件数推移� �60
　11．商標登録件数上位 20 社（2014 年）の登録件数推移� �60
　12．2014 年国内大学・承認ＴＬＯ特許登録件数� �61
　13．2014 年国内大学・承認ＴＬＯ特許公開件数� �62
　14．都道府県別出願件数表（日本人によるもの）�
　　　（１）特許� �64
　　　（２）実用新案� �65
　　　（３）意匠� �66
　　　（４）商標� �67
　15．都道府県別登録件数表（日本人によるもの）�
　　　（１）特許� �68
　　　（２）実用新案� �69
　　　（３）意匠� �70
　　　（４）商標� �71
　16．都道府県別発明者、考案者、創作者数表�
　　　（１）特許（発明者数）� �72
　　　（２）実用新案（考案者数）� �73
　　　（３）意匠（創作者数）� �74
　17．特許庁審決・決定の取消訴訟�
　　　（１）出訴件数� �76
　　　（２）判決結果� �76
　　　（３）上告提起、上告受理申立件数� �77
　　　（４）上告、上告受理の結果� �77
　18．早期審査・早期審理�
　　　（１）審査� �78
　　　（２）審判� �78
　19．現存権利関係統計表�
　　　（１）内外国人別現存権利件数表� �79
　　　（２）現存率� �80
　　　（３）出願年ごとの特許現存権利件数表� �81
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　20．登録した権利の変動に関する統計表�
　　　（１）特許権の変動に関する統計表� �82
　　　（２）実用新案権の変動に関する統計表� �82
　　　（３）意匠権の変動に関する統計表� �83
　　　（４）商標権の変動に関する統計表� �83
　21．各年末における登録の最終番号表� �84～85
　22．公報発行状況�
　　　（１）公報掲載件数� �86
　　　（２）公報発行回数� �87
　23．日本における分野別公開数統計表�
　　　（１）2013 年公開　分野別上位出願人（特許）� �88～96
　　　（付表）分野別対応 IPC 表� �97
　　　（２）出願人国籍別・分野別公開数（特許）（2013 年）� �98～99
　　　（３）出願人国籍別・分野別公開比率（特許）（2013 年）� �100～101

第 3章　国際出願関係統計

　１．国際出願（PCT出願）及び国際予備審査請求件数表（受理官庁）� �104
　２．出願人別及び代理人有無別国際出願（PCT出願）件数表（受理官庁）� �104
　３．都道府県別・国籍別国際出願（PCT出願）件数表（受理官庁）� �104
　４．日本を指定国とする国際出願（PCT出願）に係る国内書面受理件数表（指定官庁）� �105
　５．DO出願分類別・国内書面受付年別出願件数表（特許）� �106～108
　６．DO出願分類別・国内書面受付年別審査請求件数表（特許）� �109～111
　７．国際出願（PCT出願）に係る国際公開公報掲載の上位出願人� �112
　８．出願人居住国別の国際出願（PCT出願）件数表� �113
　９．国際登録出願（商標）件数表（本国官庁）� �114
　10．出願人別及び代理人有無別国際登録出願（商標）件数表（本国官庁）� �114
　11．都道府県別国際登録出願（商標）件数表（本国官庁）� �114
　12．指定国別国際登録出願（商標）件数表（本国官庁）� �115
　13．類別国際登録出願区分（商標）件数表（本国官庁）� �115
　14．国際商標登録出願に係る件数表（指定国官庁）� �116
　15．日本を指定国とする本国官庁別国際商標登録出願件数表（指定国官庁：指定通報件数）� �116
　16．類別国際商標登録出願区分件数表（指定国官庁）� �116
　17．日本を指定国とした国際商標登録出願に係る本国官庁別登録件数表（指定国官庁）� �117
　18．日本を指定国とした国際商標登録出願に係る出願種別登録件数表（指定国官庁）� �117
　19．分類別国際商標登録区分件数表（指定国官庁）� �118～119

第 4章　主要国・機関に関する統計

　１．主要国における産業財産権に関する統計表�
　　　（１）特許（出願）� �122～123
　　　（２）特許（登録）� �124～125
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　　　（３）実用新案（出願）� �126
　　　（４）実用新案（登録）� �127
　　　（５）意匠（出願）� �128～130
　　　（６）意匠（登録）� �131～133
　　　（７）商標（出願）� �134～136
　　　（８）商標（登録）� �137～139
　２．主要国・地域の外国人出願の内訳表�
　　　（１）日本における 2014 年の国籍別出願件数表� �140～142
　　　（２）主要国における 2013 年の居住国別出願件数表（特許）� �144～145
　３．主要国・地域の外国人登録の内訳表�
　　　（１）日本における国籍別登録件数表� �146～149
　　　（２）主要国における 2013 年の居住国別登録件数表（特許）� �150～151
　４．書面による優先権証明書発行件数表�
　　　（１）特許・実用新案� �152～153
　　　（２）意匠� �154～155
　　　（３）商標� �156～158
　５．海外特許庁／機関への優先権書類の電子的送付件数（特許・実用新案）�
　　　（１）二庁間での優先権書類の電子的交換を通じた優先権書類の送付件数� �159
　　　（２）デジタルアクセスサービスを通じた優先権書類の送付件数� �159

第 5章　予算・機構・定員関係資料

　１．歳入歳出累年表� �162
　２．歳入予算に関する統計表� �162
　３．歳出予算事項に関する統計表�
　　　（１）事項別歳出予算� �163
　　　（２）平成 27 年度特許特別会計　歳出予算の概要� �164
　４．特許庁定員推移表� �165
　５．特許庁組織図� �166

第 6章　その他統計・資料

　１．特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）における提供サービス� �168
　２．特許庁の提供する主なデータ一覧表� �169
　３．弁理士登録状況�
　　　（１）弁理士登録及び登録抹消人数累計表� �170
　　　（２）都道府県別弁理士登録人数表� �171
　　　（３）弁理士試験実施概況� �172
　４．2014 年度各種セミナー・説明会開催実績�
　　　（１）2014 年度知的財産権制度説明会（初心者向け）開催実績� �173
　　　（２）2014 年度知的財産権制度説明会（実務者向け）開催実績� �174～178
　　　（３）2014 年度特許法等改正説明会開催実績� �179
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　５．承認 TLO、認定 TLO一覧表� �180
　６．各経済産業局及び沖縄総合事務局特許室一覧表� �181
　７．独立行政法人工業所有権情報・研修館一覧表� �182
　８．知財総合支援窓口一覧表� �184～185
　９．特許庁関係団体一覧表� �186
　10．各国産業財産権法概要一覧表�
　　　（１）特許制度� �188～203
　　　（２）実用新案制度� �204～206
　　　（３）意匠制度� �208～219
　　　（４）商標制度� �220～231
　11．日本国特許庁における産業財産権関係料金一覧� �232～235
　　　（参考）特許料等の減免措置一覧表� �236
　12．主要国・機関における特許出願政府費用等一覧表� �238～246
　13．審査・審判、事務系統一覧表�
　　　（１）特許出願に関する事務系統� �247
　　　（２）平成 16 年法適用の実用新案登録出願に関する事務系統� �248
　　　（３）意匠登録出願に関する事務系統� �249
　　　（４）商標登録出願に関する事務系統� �250
　　　（５）国際出願（PCT 出願）に関する事務系統� �251
　14．問合せ先一覧表� �252～257

特許行政年次報告書 2015年版

目
　
次


