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注１．本索引は、本文（脚注を含む）、コラム及び図表に使用されている用語を対象としています。
　２．�数字は、主としてその用語に関する説明のあるページを記述しています。ただし、多用されている用

語については、主なページのみ記述しています。
　３．⇒の先には、その用語に関連した用語を載せています。

あ
ASEAN知的財産協力作業部会（AWGIPC）�� �268
ASEAN知的財産権アクションプラン�� �268,�269
ASEAN特許審査協力（ASPEC）プログラム�� �269
新しいタイプの商標�� �30,�104,�135
アフリカ広域知的財産機関（ARIPO）��
� �276,�297,�299,�301

アフリカ知的財産機関（OAPI）��
� �276,�277,�297,�299-301

異議申立�
� ��39,�40,�148,�176,�230,�256,�257,�

259,�271,�272
意匠五庁（ID5）会合�� �247,�254,�280
意匠出願動向調査�� �24,�100
意匠制度小委員会�� �125
意匠法条約（DLT）�� �285,�287
意匠の国際登録に関するハーグ協定の�
ジュネーブ改正協定�� �287
　⇒ジュネーブ改正協定��
� �19,�21,�164,�273,�275,�287

一次審査（FA）�� �3,�10,�107,�131,�133,�167
一次審査通知までの期間（FA期間）��
� �3,�10,�20,�30,�106,�107,�131,�133

一次審査未着手件数�� �267
営業秘密�
� ��144,�191,�202,�206,�208,�209,�247,�

266-268,�311
APEC知的財産権専門家会合（IPEG）�� �291
FA期間（一次審査通知までの期間）��
� �3,�10,�20,�30,�106,�107,�131,�133

FA件数（一次審査件数）�� �3,�20,�30
Fターム�� �111,�191,�197
欧州特許条約（EPC）��
� �7-9,�13,�66,�120,�246,�254-257

欧州特許庁（EPO）�
� ��7-12,�108,�111,�116,�120,�148,�

161,�198,�199,�244-246,�254-258,�
260,�273,�278,�284,�299

欧州連合知的財産庁（EUIPO）�
� ��21-25,�31-34,�96-103,�136,�148,�

199,�245,�254,�258,�260,�261,�
280-282

欧米特許和文抄録�� �201
オープン・クローズ戦略��
� �178,�195,�208,�231,�236

か
海外知的財産プロデューサー�� �209,�212,�213
海外展開知財支援窓口�� �206,�209,�210
外国関連出願�� �107,�148
外国特許情報サービス（FOPISER）��
� �198,�199,�201

開発アジェンダ�� �289
開発と知的財産に関する委員会（CDIP）�� �289
開放特許情報データベース�� �203
画像意匠公報検索支援ツール�
（Graphic�Image�Park）�� �199,�200
韓国特許庁（KIPO）�
� ��7-12,�21-25,�31,�32,�34,�67-70,�96-

103,�137,�148,�161,�198,�245,�265,�
266,�270,�271,�278,�280,�281,�283

関連意匠�� �19,�125,�129,�191,�198,�211,�236
技術移転機関（TLO）��
� �47,�50,�60,�63,�64,�107,�148,�203

技術協力プロジェクト�� �294,�295
拒絶査定不服審判�� �4,�38-40,�47,�145,�148
グレースピリオド�� �120
　⇒新規性喪失の例外�� �129
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グローバル・ドシエ�� �161-163,�279
　⇒ワン・ポータル・ドシエ（OPD）��
� �108,�162,�163,�198,�279

グローバル特許審査ハイウェイ（GPPH）��
� �116,�117

計画対話審理�� �144,�146
経済連携協定（EPA）�� �254,�274,�278,�311,�312
減免措置�� �60,�204
権利化までの期間（標準審査期間）��
� �3,�10,�20,�30,�106,�107

公開特許公報英文抄録（PAJ）�� �201
口頭審理�� �144-146,�148,�150
高度産業財産ネットワーク（AIPN）�� �299
後発開発途上国（LDC）�� �290,�291
国際意匠登録出願�� �19,�20,�22,�25,�44,�53
国際協力機構（JICA）�� �269,�271,�294,�295,�298
国際知財司法シンポジウム�� �148,�149
国際商標登録出願�� �29,�31,�34,�45,�53
国際審査官協議�� �247,�263,�265,�272
国際知識財産研修院（IIPTI）�� �224
国際知的財産保護フォーラム（IIPPF）�� �308,�309
国際調査�
� ��3,�109-111,�118,�119,�121,�247,�

257,�272,�279,�286
国際調査機関（ISA）��
� �3,�116,�119,�121,�270,�272,�286

国際特許分類（IPC）��
� �66,�95,�111,�182-184,�191,�197,�278

国際予備審査�� �3,�114,�247,�257,�272,�286
国際予備審査機関（IPEA）�� �116,�270,�272,�286
五庁（IP5）会合�� �114,�278
国家知識産権局（CNIPA）�
� ��5,�7-12,�21-25,�31,�32,�34,�95-103,�

148,�198,�245,�263-265,�278,�280,�
281,�283

さ
最終処分期間�� �10
再着審査�� �3,�107

最適化計画�� �159
　⇒特許庁業務・システム最適化計画�� �159
サーチャー�� �223
　⇒調査業務実施者�� �223
査定系審判�� �40
産学連携知的財産アドバイザー�� �60,�181
産業財産権専門官�� �191-193,�195,�196
三極特許庁会合�� �284
事業戦略対応まとめ審査�� �112,�113,�214
持続可能な開発目標（SDGs）��
� �229,�285,�289,�302,�305

実施関連出願�� �107,�148,�167
実用新案技術評価書�� �17
出訴件数動向�� �40
ジュネーブ改正協定��
� �19,�21,�164,�273,�275,�287

　⇒意匠の国際登録に関するハーグ協定の�
　ジュネーブ改正協定�� �287

巡回審判�� �144,�145,�150
巡回特許庁�� �150,�190,�210
商標・意匠・地理的表示の法律に関する�
常設委員会（SCT）�� �287,�288

商標五庁（TM5）会合�� �254,�281
商標出願動向調査�� �33,�101-104
情報提供制度�� �113,�268
情報普及活用小委員会�� �197
職務発明制度�� �207
新規性喪失の例外�� �129
　⇒グレースピリオド�� �120
審決取消訴訟�� �40,�145
新興国等知財情報データバンク�� �202
審査基準�
� ��111,�112,�125,�126,�129,�132,�134,�

135,�137,�191,�202,�222,�223,�269,�
277-279,�281,�303

審査請求期間�� �4,�41
審査請求料�� �3,�60,�168,�197,�204,�220
審査ハンドブック�� �111,�122
審・判決調査員�� �145
審判参与�� �145
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審判実務者研究会�� �145,�147,�150
審判専門家会合�� �148
審判便覧�� �144,�148
審理期間�� �39,�259
審理事項通知書�� �145
スーパー早期審査�� �107,�108,�167
スペシャル301�条報告書�� �248
生物多様性条約（CBD）�� �290
整理標準化データ�� �130
世界知的所有権機関（WIPO）�
� ��5,�6,�11,�14-16,�21-23,�26-28,�30,�

31,�34-37,�42,�64,�66,�111,�119,�
120,�136,�138,�156,�161-164,�199,�
204,�226,�245,�246,�260,�261,�272,�
273,�275-278,�280,�285-290,�292-
298,�300-303,�305

世界貿易機関（WTO）��
� �267,�272,�285,�290,�291

先行技術文献調査�
� ��46,�106-109,�111,�114,�118,�119,�

121,�202,�223
前置審査�� �3,�38,�39
早期審査�
� ��107,�114,�131-134,�148,�167,�234,�

270-272
早期審理�� �133,�148

た
大学等向け公報固定アドレスサービス�� �203
単一効特許制度�� �254
地域団体商標�� �30,�132,�139-142,�176,�239
地域知財活性化行動計画�� �174
知財アクセラレーションプログラム（IPAS）�� �166
知財金融�� �177
知財功労賞�� �225
知財戦略デザイナー�� �60,�179,�182,�184
知財総合支援窓口��
� �174,�191,�192,�196,�206-210,�225,�226
知的財産活動調査�� �46,�47,�49,�50-52

知的財産権侵害判例・事例集�� �309
知的財産権制度説明会�� �138,�191
知的財産高等裁判所�� �40,�145,�147,�149
知的財産推進計画�� �225
知的財産と遺伝資源・伝統的知識・�
フォークロアに関する政府間委員会（IGC）��
� �285,�288-290

知的財産プロデューサー�� �180
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定��
� �290

　⇒TRIPS協定�� �290,�291,�311
中韓文献機械翻訳文�� �201
中国知識産権トレーニングセンター（CIPTC）��
� �224

調査業務実施者�� �223
　⇒サーチャー�� �223
地理的表示�
� ��207,�210,�239,�247,�264,�287,�288,�

292,�311
訂正審判�� �38-40,�144
TPP協定�� �312
デザイン経営�� �152-154,�156,�185,�233
デザインパテントコンテスト�� �220
デジタルアクセスサービス（DAS）��
� �161,�164,�165,�287

電子出願�� �159,�205,�206,�269
電子出願ソフトサポートサイト�� �205
伝統的知識�� �288,�290
統一特許訴訟制度、統一特許裁判所�� �254,�311
当事者系審判�� �40,�144
登録調査機関�� �46,�106,�107,�223
特定侵害訴訟代理業務�� �221,�222
特許協力条約（PCT）��
� �2,�175,�204,�270,�272,�285,�296

特許検索ポータルサイト�� �202
特許査定率�� �3,�10,�11,�63,�114
特許出願技術動向調査�� �08,�70,�83-92
特許出願動向調査�� �8,�67-70
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特許情報�
� ��178,�183,�184,�194,�197-199,�201,�

203,�214,�222,�278
特許情報標準データ�� �201
特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）�
� ��129,�130,�162,�198,�199,�201,�203,�

206,�210,�211,�214
特許審査ハイウェイ（PPH）�
� ��114-119,�214,�247,�256,�264,�267,�

269-275,�278,�279,�304,�305
特許制度小委員会�� �08,�218,�226
特許制度調和専門家パネル（PHEP）�� �279
特許戦略ポータルサイト�� �203
特許庁業務・システム最適化計画�� �159
　⇒最適化計画�� �159
特許の付与円滑化に関する協力（CPG）��
� �117,�270

特許法常設委員会（SCP）�� �286
特許法条約（PLT）�� �286
取消審判�� �39,�40,�144,�145
TRIPS協定�� �290,�291,�311
　⇒知的所有権の貿易関連の側面に関する協定��
� �290

な
ニース協定、ニース国際分類�� �136,�137
日ASEAN�特許庁長官会合�� �268,�282,�303
日米欧三極長官会合�� �247
日米協働調査�� �114,�118,�247
日米知財司法プログラム�� �148
日韓特許庁長官会合�� �265
日中韓人材協力会合�� �224,�283
日中韓デザインフォーラム�� �283
日中韓特許庁審判ユーザーセミナー�� �148
日中韓特許庁長官会合�� �283
日本知的財産協会（JIPA）�� �120,�226,�280
日本弁理士会（JPAA）��
� �174,�187,�188,�190,�220-222,�226

日本貿易振興機構（JETRO）�
� ��168,�174-176,�210,�250,�257,�260,�

297,�301,�302,�309
任期付審査官�� �10,�107

は
パテントコンテスト�� �220
パテントファミリー�� �87,�299
判決件数動向�� �40
PCT協働調査�� �114,�118,�119,�214,�279,�286
PCT国際機関会合（PCT-MIA）�� �286
PCT国際出願�
� ��2,�5,�6,�53,�56,�64,�95,�109,�110,�

121,�204,�247,�279
PCT作業部会�� �286
B+会合�� �120
標準必須特許（SEP）�� �123,�124,�231,�249,�311
品質管理�
� ��108-110,�119,�126,�127,�132,�143,�

236,�239,�270,�272,�281,�282,�286,�
296

品質管理システム�� �110
ファストトラック審査�� �132,�133
フォークロア�� �288
部分意匠�� �129,�191,�234,�236,�311
ブランド戦略�� �66,�125,�206
米国特許商標庁（USPTO）�
� ��5,�7-12,�21-25,�31,�32,�34,�67-70,�

95-103,�108,�111,�114,�118,�148,�
161,�198,�245,�247-253,�278,�280,�
281,�284

ベンチャー�
� ��08,�80,�93,�94,�107,�108,�144,�166-

170,�172,�185,�204,�222,�224,�226,�
227,�231,�236,�242,�265,�266,�292

貿易政策検討制度（TPRM）�� �291
冒認出願�� �175,�176,�230
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ま
マドリッド協定議定書 

  29-31, 34, 56, 136, 138, 268-270, 
282, 288, 295, 303

無効審判   38-40, 144-146, 148, 199
面接審査   112, 214
模擬口頭審理   150
模倣品・海賊版   267, 307, 308

や
優先権書類の電子的交換  

  161, 164, 267, 280, 287

ら
ライセンス 

   49, 63, 94, 123, 124, 128, 134, 
166, 176, 184, 197, 202, 203, 206, 
229, 236, 237

リサーチツール特許データベース   203
類似群コード   136, 137, 296
ロカルノ協定   272, 287

わ
WIPOジャパン・トラスト・ファンド  

  163, 276, 289, 294, 298, 300, 305
WIPO 標準   289
WIPO 標準委員会（CWS）   289
WIPO 日本事務所   289, 292
和文抄録   201
ワン・ポータル・ドシエ（OPD）  

  108, 162, 163, 198, 279
　⇒グローバル・ドシエ   161-163, 279

英字
AIPN（高度産業財産ネットワーク）   299
ARIPO（アフリカ広域知的財産機関）  

  276, 297, 299, 301

AWGIPC（ASEAN 知的財産協力作業部会）  
  268

CBD（生物多様性条約）   290
CDIP（開発と知的財産に関する委員会）   289
CIPTC（中国知識産権トレーニングセンター）  

  224
CNIPA（国家知識産権局） 

   5, 7-12, 21-25, 31, 32, 34, 95-103, 
148, 198, 245, 263-265, 278, 280, 
281, 283

CPG（特許の付与円滑化に関する協力）  
  117, 270

CWS（WIPO 標準委員会）   289
DAS（デジタルアクセスサービス）  

  161, 164, 165, 287
DLT（意匠法条約）   285, 287
EPA（経済連携協定）  

  254, 274, 278, 311, 312
EPC（欧州特許条約）  

  7-9, 13, 66, 120, 246, 254-257
EPO（欧州特許庁） 

   7-12, 108, 111, 116, 120, 148, 
161, 198, 199, 244-246, 254-258, 
260, 273, 278, 284, 299

EUIPO（欧州連合知的財産庁） 
   21-25, 31-34, 96-103, 136, 148, 

199, 245, 254, 258, 260, 261, 
280-282

FA（一次審査）   3, 10, 107, 131, 133, 167
FI   95, 111, 197, 202
FOPISER（外国特許情報サービス）  

  198, 199, 201
FTA（自由貿易協定）   247, 311
GCI   111, 278
GPPH（グローバル特許審査ハイウェイ）  

  116, 117
ID5（意匠五庁）   247, 254, 280
IGC（知的財産と遺伝資源・伝統的知識・フォー

クロアに関する政府間委員会）  
  285, 288-290
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IIPPF（国際知的財産保護フォーラム）��
� �308,�309

IIPTI（国際知識財産研修院）�� �224
IP�Advantage�� �289
IPAS（知財アクセラレーションプログラム）�� �166
IP�BASE�� �168-170
IPC（国際特許分類）��
� �66,�95,�111,�182-184,�191,�197,�278

IPEA（国際予備審査機関）��
� �116,�270,�272,�286

IPEG（知的財産権専門家会合）�� �291
IP�ePlat�� �223
IP5（五庁）�
� ��7-11,�95,�111,�114,�116,�117,�119,�

122,�161-163,�198,�244,�246,�247,�
254,�278-281

ISA（国際調査機関）��
� �3,�116,�119,�121,�270,�272,�286

JETRO（日本貿易振興機構）�
� ��168,�174-176,�210,�250,�257,�260,�

297,�301,�302,�309
JICA（国際協力機構）��
� �269,�271,�294,�295,�298

JIPA（日本知的財産協会）�� �120,�226,�280
J-PlatPat（特許情報プラットフォーム）�
� ��129,�130,�162,�198,�199,�201,�203,�

206,�210,�211,�214
KIPO（韓国特許庁）�
� ��7-12,�21-25,�31,�32,�34,�67-70,�96-

103,�137,�148,�161,�198,�245,�265,�
266,�270,�271,�278,�280,�281,�283

LDC（後発開発途上国）�� �290,�291
MGS�（Madrid�Goods�＆�Services�Manager）��
� �136,�137

OAPI（アフリカ知的財産機関）��
� �276,�277,�297,�299-301

OPD（ワン・ポータル・ドシエ）��
� �108,�162,�163,�198,�279

PAJ（公開特許公報英文抄録）�� �201

PCT（特許協力条約）��
� �2,�175,�204,�270,�272,�285,�296

PCT-MIA（PCT�国際機関会合）�� �286
PCT-PPH�� �114-117,�279
PHEP（特許制度調和専門家パネル）�� �279
PPH（特許審査ハイウェイ）�
� ��114-119,�214,�247,�256,�264,�267,�

269-275,�278,�279,�304,�305
PPH�MOTTAINAI�� �114-117,�279
SCP（WIPO特許法常設委員会）�� �286
SCT（商標・意匠・地理的表示の法律に関する
常設委員会）�� �287,�288
SDGs（持続可能な開発目標）��
� �229,�285,�289,�302,�305

SEP（標準必須特許）�� �123,�124,�231,�249,�311
TLO（技術移転機関）��
� �47,�50,�60,�63,�64,�107,�148,�203

TM5（商標五庁）�� �247,�254,�281,�282
TPRM（貿易政策検討制度）�� �291
UKIPO（英国知的財産庁）�� �258,�260
USPTO（米国特許商標庁）�
� ��5,�7-12,�21-25,�31,�32,�34,�67-70,�

95-103,�108,�111,�114,�118,�148,�
161,�198,�245,�247-253,�278,�280,�
281,�284

WIPO（世界知的所有権機関）�
� ��5,�6,�11,�14-16,�21-23,�26-28,�30,�

31,�34-37,�42,�64,�66,�111,�119,�
120,�136,�138,�156,�161-164,�199,�
204,�226,�245,�246,�260,�261,�272,�
273,�275-278,�280,�285-290,�292-
298,�300-303,�305

WIPO-CASE�� �162,�163,�298
WIPO�GREEN�� �289
WTO（世界貿易機関）��
� �267,�272,�285,�290,�291
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