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１．知財をめぐる動向／JPOの取組
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１．知財をめぐる動向 特許出願件数等の推移
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◆ 中国における特許出願件数とPCT出願件数は大きく増加し、特許出願件数については米国・日本が続く。

◆ 日本のPCT国際出願件数は2020年以降減少が見られたものの、5万件前後の高い水準を維持。

（出典）WIPO IP Statistics Data Center

中国

韓国

米国

欧州

（出典）日本：統計・資料編 第1 章1.

米国：米国ウェブサイト（2014 ～ 2016年）及び米国提供資料（2017ｰ2018 年、2019（暫定値））

欧州：Patent Index 2019 (European patent applications)

中国：中国ウェブサイト

韓国：韓国ウェブサイト及び韓国提供資料（2019 年暫定値）

*2022年6月時点のデータに基づき作成、2021年は暫定値

日米欧中韓における特許出願 出願人居住国別のPCT国際出願件数の推移

日本

米国

中国

日本
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１．知財をめぐる動向 特許出願件数等の推移
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◆ 特許出願件数は減少傾向。

◆ 日本の特許登録件数は17万件前後で推移。

◆ 特許出願件数に対する特許登録件数の割合は増加傾向。

出願年別で見る特許出願・審査請求・特許登録等の推移

（備考）出願年別の特許出願・審査請求・特許登録等の件数には、特許権の存続期間の延長登録の出願の件数は含まれない。
出願年別特許登録件数は、2022年4 月22 日時点での暫定値。
2018 年から2021年の出願における出願年別審査請求件数は、2022年4月22日時点での暫定値。

（出典）特許行政年次報告書2022年版

（万件）

審査請求期間中

（出願年）
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特許出願件数

審査・拒絶査定不服審判係属中等件数

審査請求件数 特許登録件数

特許出願件数に対する特許登録件数の割合



１．JPOの取組 世界最速･最高品質の特許審査
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◆ 「特許審査全般の質」（図１）、 「国際調査等全般の質」（図２）について、「満足」・「比較的満足」の評価の割合は60%程度

（「普通」の評価も合わせると95%以上）。

◆ 「面接、電話等における審査官とのコミュニケーション」（図３）について、 「満足」・「比較的満足」の評価の割合は65%以上。

◆ 「判断の均質性」 （図４）については、「普通」以上の評価の割合が減少傾向。改善に向け、審査官間の協議等の取組を推進。

ユーザーによる審査の質に関する評価の調査を2012年度から実施。

図1. 国内出願における特許審査全般の質についての評価（全体評価） 図2. PCT出願における国際調査等全般の質についての評価（全体評価）

図３. 面接、電話等における審査官とのコミュニケーションについての評価

※図３、４は国内出願における評価

図４.判断の均質性についての評価



１．JPOの取組 世界最速･最高品質の特許審査
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◆ JPOの2023年度目標は、一次審査期間は平均10か月以内、権利化までの期間は平均14か月以内

一次審査通知、権利化までの期間の推移（日本） 各国における一次審査期間と権利化までの期間

（資料）米国：Annual Report 2020
欧州、中国、韓国：IP5 Statistic Report 2020

2020年 一次審査期間 権利化までの期間

日本 10.2か月 15.0か月

米国 14.8か月 23.3か月

欧州 4.3か月 23.7か月

中国 14.4か月 20.0か月

韓国 11.1か月 15.8か月



１．JPOの取組 世界最速･最高品質の特許審査
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早期審査

・特許庁に対する手続は無料

・以下のいずれかの出願が対象

① 実施関連出願

② 外国関連出願

③ 中小企業、個人、大学等の出願 等

※「早期審査に関する事情説明書」の提出が必要

• 22,219件

• 2.7月（一次審査通知までの平均期間）

• 5.7月（権利化までの平均期間）

実績 (2021年)

• 事業展開が早い分野で、

早期の権利化は商談に有利になる。

• ライフサイクルの短い分野で、

早期審査を活用している。

ユーザーの声

※「早期審査に関する事情説明書」が提出された全ての案件について、選定結果が出願人（代理人）に発送（オンライン手続の場合はオンライン発送）
されます（令和3年5月6日以降）。

スーパー早期審査

・特許庁に対する手続は無料

・①、②の両方を満たす出願が対象

① 実施関連出願

かつ

② 外国関連出願

※「早期審査に関する事情説明書」の提出が必要

• 1,362件

• 0.8月（一次審査通知までの平均期間）

• 2.7月（権利化までの平均期間）

実績 (2021年)

上市する前にスーパー早期審査等を

活用して特許網を構築するようにしている。

ユーザーの声

※新型コロナウイルス感染症の影響と判断される場合には、

当面の間、出願人の応答期間要件が緩和されます。



１．JPOの取組 世界最速･最高品質の特許審査
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質の保証 審査の質の維持・向上のための取組

質の検証 審査の質の把握のための取組

品質管理に対する外部評価

品質管理の取組の一例（協議）

管理職や他分野の審査官等との意見

交換・知識共有を通じて、分野を越え

た判断の均質化、審査官の能力の向

上を図る。（2021年度は約２万件

実施）

品質管理の取組の一例（管理職によるチェック） 品質管理の取組の一例（品質監査）

サンプル抽出した案件について、品質管理官が改めてサーチ等を行い、

審査の妥当性をチェック

審査官が作成した通知書の確認等を通じた管理職による審査の

実体的及び形式的チェック

協議者

（管理職）

協議者

（審査官）

担当

審査官

意見交換・知識共有

審査官 A

審査官 Z

・
・
・

管理職

記載内容の
チェック

不備無

発送

不備無

不備有

是正が必要なものは、審査官にフィードバック

不備有

品質管理官

サンプル
抽出

全ての通知書

品質管理のキーコンポーネント



１．JPOの取組 AI審査支援チーム 第四次産業革命への対応
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◆ AI関連技術は複数の審査部門にまたがる代表的な融合技術であり、各審査部門が担当する技術分野を

超えて連携することが必要。

◆ 管理職員等とAI担当官から構成される「AI審査支援チーム」を2021年1月20日に発足。

◆ AI審査支援チームは、各審査部門が担当する技術分野を超えて連携し、最新のAI関連技術に関する知

見や審査事例の蓄積・共有及び特許審査施策の検討等を実施。

◆ AI担当官は、AI関連発明に関する審査の“ハブ”として、各審査部の知見を集約し相互に活用しつつ相談

対応や、審査官向けの研修等を実施。

⇒ 効率的かつ高品質な審査を実現。



１．JPOの取組 ユーザーの事業展開の支援
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面接

◆ 審査官と直接対話して意思疎通を円滑化。

◆ 審査請求してから審査の手続きが終了するまでいつでも要請可能（無料）。

◆ 出願人は、電子メールにより補正案等を送付することが可能。

◆ １件の案件から、ご希望日程に柔軟に対応。

◆ 面接要請があった場合、審査官は原則一回は面接を受諾。

オンライン面接

◆ 出願人所有のPC等から、インターネット回線で

オンライン面接審査への参加が可能。

出張面接

◆ 出願人の所在地付近での面接が可能。

◆ 工場見学も実施することで、説明がより効果的に。

◆ INPIT-KANSAIに面接室を設置。

• 他社製品との差異の重要性を審査官に伝えられた。

• 審査官の意図を把握しやすい。

ユーザーの声

1,689件

※新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえつつ、ご要望に応じて対応いたします。

オンライン面接1,423件、
出張面接13件含む

実績（2021年）



１．JPOの取組 事業戦略対応まとめ審査
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◆ 事業戦略に関連する知的財産（特許・意匠・商標）を分野横断的に審査に着手し、必要なタイミングでの権利化を

可能とすることにより、企業の事業展開を支援。2013年4月に開始。

◆ 各分野の審査官が必ず協議を行い、均質な審査を実現。

◆ 審査官が事業を十分に理解して審査を行うため、事業に役に立つ権利取得が可能。

電気自動車

事 業

ロゴ（商標）

車体デザイン（意匠）

製造技術 装置制御

モータ 電池

素材

事業戦略

企 業 必要な知的財産の権利化

出願の内容

・審査官が企業の事業戦略を理解

・各分野の審査官による協議

特許庁
特許

意匠 商標

本施策を活用いただいたユーザー

沖電気工業(株)、オムロンヘルスケア(株)、貝印(株)、

キヤノン(株)、 (株)QDレーザ、住友化学(株)、

大日本印刷(株)、東芝テック(株)、日産自動車(株)、

パナソニック(株)、(株)フローディア、兵神装備(株)、

マツダ(株)、三菱重工業(株)、ユニチャーム(株)、

(株)リコー、他多数（50音順）

ユーザーの声

• 強く広い特許ポートフォリオを

迅速かつ効率的に構築できた。

• 意図するタイミングで

関連する特許群を権利化できた。

ご興味のある方は…

事業戦略対応まとめ審査について

（特許庁HP）

• まとめ審査の申請は

こちらから

• 活用事例も掲載！



１．JPOの取組 事業戦略対応まとめ審査
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◆ 令和4年7月に「事業戦略対応まとめ審査ガイドライン」を改訂。

⇒ まとめ審査がより活用しやすくなりました！

主な改訂のポイント

対面

① 事業説明や面接は、対面・オンラインどちらも可能

であることを明確化。

※従来は、オンライン実施可能の記載なし。

② 出願群に少なくとも1件の特許出願が含まれれば

申請可能。

③ 出願群は着手済み案件を含めることが可能。 ④ 特許出願・意匠登録出願について、各出願における早期審査

の申請（事情説明書の提出）は不要。

※従来は、原則審査着手前の出願であることが要件。

特許 意匠 商標

2件以上
必要

従来

特許 意匠 商標

1件

改訂後

申請OK

4件

着手済
審査

着手前

2件

申請例 早期の審査着手を
希望する場合…

特許 意匠 商標

必要

早期審査に関する事情説明書

従来

必要 必要

特許 意匠 商標

不要

早期審査に関する事情説明書

改訂後

不要 必要

オンライン

どちらもOK

申請OK



１．JPOの取組 海外での早期権利化
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特許審査ハイウェイ（PPH: Patent Prosecution Highway）

◆ 審査待ち期間「短縮」（例：通常の出願に比べ、約73％短縮（米国））

特許率 「向上」（例：通常出願 約81％ ⇒ PPH 約86％（米国））

◆ 日本起点のPPHを活用することで、グローバルポートフォリオを迅速に構築。

◆ 2019年にインド、2021年にフランスとそれぞれ世界で初めてPPHを開始。

精度の向上

装着容易性

例）ウェアラブル心拍計

世界最速・最高品質の特許審査

携帯性

PPH申請
（45庁※）

グローバルポートフォリオの
迅速な構築

JPO特許

※ 2022年5月10日以降、日本国特許庁はロシア特許庁、ユーラシア特許庁の審査結果に基づいたPPHの申請受入れを一時停止中



１．JPOの取組 国際審査協力 ～グローバルに質の高い権利取得支援～
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国際審査協力実績（2000年4月から2022年7月末までの延べ人数）

これまでに34の知財庁・組織と実施審査官協議 国際研修指導教官による研修

※多数国に対する研修等は除く

アジア北米

スペイン

中南米

アルゼンチン

チリ

コロンビア

デンマーク

ポルトガル

イスラエル

スウェーデン

カナダ

派遣: 2人

ドイツ

受入: 50人

イギリス

韓国 台湾

ブラジル

メキシコ

シンガポール

インドネシア

アフリカ

南アフリカ

フランス

中国

ロシア

マレーシア

サウジアラビア

欧州等

オーストラリア

大洋州 中東

アメリカ

派遣: 3人

中長期派遣:10人

ユーラシア

WIPO

欧州

オンライン: 9人

インド タイフィリピン

モロッコ

ベトナム
ASEAN IP
アカデミー

派遣: 53人 受入: 1人 派遣: 289人

中長期派遣:11人

受入: 195人

受入: 2人

派遣: 8人 派遣: 8人

受入: 5人

オンライン: 5人 派遣: 6人 派遣: 2人

受入: 2人

派遣: 16人

受入: 12人

オンライン: 2人

派遣: 9人

受入: 6人

中長期派遣:1人

中長期派遣:1人

受入: 2人

派遣: 53人

受入: 57人

オンライン: 7人

派遣: 41人

受入: 38人 受入: 32人

派遣: 30人

派遣: 2人 派遣: 1人

派遣: 4人

受入: 4人

派遣: 2人

派遣: 6人

受入: 2人

受入: 2人 オンライン: 2人 派遣: 1人 オンライン: 3人

オンライン: 8人

受入: 28人

派遣: 11人オンライン: 2人

オンライン: 10人 オンライン: 6人

中長期派遣:4人 中長期派遣:3人

派遣: 8人 派遣: 11人

オンライン: 8人

派遣: 31人 派遣: 7人

中長期派遣:4人

受入: 4人

オンライン: 3人

派遣: 10人

オンライン: 9人

派遣: 20人

* 例えば、

(ア) 海外知財庁に対して確認を希望する事項

（制度の運用、審査に関する不明点等 ）

(イ) 海外知財制度に関する要望

(ウ) 特許庁の海外知財庁への協力を希望する事項

（知財制度構築支援の重点事項等）

国際審査協力の機会において、

海外知財庁の特許審査実務に

関する我が国企業からの要望・

関心事項*に関する情報収集を

実施。

◆ 国際審査協力・・・海外特許庁と相互に特許審査官を派遣し、審査実務の調和の推進、日本の審査実務の普及・

浸透を促すことにより、我が国企業が海外において円滑かつ予見性高く特許権を取得することを支援。

審査実務の調和の推進

日本の審査実務の普及・浸透

実際の出願についての特許要件等を海外審査官と議論（審査官協議）

JPO審査官（国際研修指導教官）による研修を通じた海外審査官の審査能力向上支援
（https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/developing/gpa training/index.html）



１．JPOの取組 国際的な特許制度・運用の調和
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国際的な特許制度・運用の調和に向けた議論の推進

◆ 国内外での権利取得の円滑化のために、国際的な特許制度・運用の調和が重要。

B+会合（ WIPO先進国メンバー（Group B）、EPC加盟国、欧州委員会、EPO、韓国）

• 実体的側面での特許制度の調和を目指し、まずは先進国（WIPO先進国メンバー等約50か国）間で

制度運用に関する共通の見解を得るべく議論。

• 特許制度の国際的な調和に向けて、以下の４項目について議論を続けてきた。

（１） 新規性喪失の例外期間（グレースピリオド）

（２） 18ヶ月公開

（３） 衝突出願（未公開先願）

（４） 先使用権

• 直近では2021年10月にバーチャル会合が開催され、日米欧ユーザー団体における議論により作成された制度調和パッ

ケージ提案等について議論。

• 令和３年度、JPOは、大学・中小企業・スタートアップを対象としたグレースピリオドの利用実態に関する調査研究を実施

し、報告した。



１．JPOの取組 特許庁の知財専門家を世界に配置
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台湾（日本台湾交流協会台北事務所）

担当範囲：台湾

中国（ジェトロ北京事務所）

担当範囲：中国

韓国（ジェトロソウル事務所）

担当範囲：韓国

アメリカ（ジェトロニューヨーク事務所）

担当範囲：北米

タイ（ジェトロバンコク事務所）

担当範囲：タイ、ミャンマー、ベトナム、ラオス、カンボジア

インドネシア

（法務・人権省知的財産権総局）

（東アジア・アセアン経済研究センター）

アメリカ

（新エネルギー・産業技術総合開発機構

シリコンバレー事務所）

ブラジル（ジェトロサンパウロ事務所）

担当範囲：中南米

ベトナム

（国家知的財産庁）

UAE（ジェトロドバイ事務所）

担当範囲：中東・アフリカ

スイス

（世界知的所有権機関）

フランス

（経済協力開発機構）

中国（ジェトロ香港事務所）

担当範囲：中国

インド（ジェトロニューデリー事務所）

担当範囲：南西アジア（インド）

ドイツ（ジェトロデュッセルドルフ事務所）

担当範囲：欧州・ロシア

シンガポール（ジェトロシンガポール事務所）

担当範囲：シンガポール、インドネシア、マレーシア、

フィリピン、ブルネイ,オーストラリア、ニュージーランド

（令和4年9月現在）
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「ペンチ」の意匠（意匠登録第1521899号）

あご部について部分意匠を取得

意匠権は外観に特徴が表れる「機能」と

密接に結びついた形態も保護できる

【実施品】

工具（プライヤー）

『ネジザウルスRX』

頭がつぶれて通常のドライバーでは

回せなくなったネジを外すことができる工具

水面下で使われることが多く

権利行使の実態が表面化しにくいが、

見えないところで活躍している

アンケート調査対象：国内企業等（大企業、中小企業、ベンチャー企業、大学、研究機関、デザイナー、外国に本拠地がある企業の日本法人等）2,142者に対して実施。回答率は45％弱。

令和３年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「意匠制度に対する認識及びその利活用のユーザーニーズに関する調査研究報告書」を基に作成

Q. 過去5年間で模倣品に対して権利行使をした件数は？

外観のみマネた粗悪な模倣品を

排除でき、ブランドイメージの毀損や

製品に対する信用低下を回避

「みんなの意匠権 十人十色のつかいかた」において
意匠権の活用事例を紹介中

https://www.jpo.go.jp/system/design/

gaiyo/info/minnano ishoken.html

（２０２２年３月発行）



１．JPOの取組 令和元年意匠法改正等の概要
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◆ デジタル技術を活用したデザインの保護や、ブランド構築等のため、意匠制度を強化

令和元年改正意匠法 2020年4月1日施行（抜粋）

※関係する意匠が登録されている

【参考】蔦屋書店
（カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社提供）

【参考】くら寿司浅草ROX店
（くら寿司株式会社提供）

内装の意匠の例建築物の意匠の例

【参考】上野駅公園口駅舎
（東日本旅客鉄道株式会社提供）

【参考】ユニクロPARK 横浜ベイサイド店
（株式会社ファーストリテイリング提供）

※関係する意匠が登録されている

建築物の外観・内装デザインの保護

クラウド上に保存され、ネットワーク
を通じて提供される画像

※関係する意匠が登録されている

【参考】 エリアマーカー™
（株式会社小糸製作所提供）

本意匠
登録可

関連意匠

長期に亘り、一貫した

コンセプトに基づき開発

されたデザインを保護可

能とする。

https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/isyou kaisei 2019.html

令和元年意匠法改正特設サイト

関連意匠制度の拡充物品に記録・表示されていない画像の保護
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◆ デジタル技術を活用したデザインの保護や、ブランド構築等のため、意匠制度を強化

令和元年改正意匠法 2021年4月1日施行

複数意匠一括出願手続の導入

一の願書による複数の意匠の意匠登録出願が可能に。

物品区分の扱いの見直し

意匠法施行規則の別表第一を削除するとともに、「一意匠」

の対象となる基準について、経済産業省令で定めることとした。

手続救済規定の拡充

特許法を準用し、以下を認めることとした。

• 指定期間経過後の請求による指定期間の延長

• 優先期間経過後の優先権主張を伴う意匠登録出願

（正当な理由があるときのみ）

• 優先権書類の未提出通知を受けた後の優先権書類の提出

令和３年改正意匠法 （抜粋）

海外からの模倣品流入への規制強化

増大する個人使用目的の模倣品輸入に対応し、海外事業

者が模倣品を郵送等により国内に持ち込む行為を商標権・意

匠権の侵害として位置付けた。

海外

事業者

日本

事業者 個人
郵送等で
持ち込み

輸入 譲渡等

個人
郵送等で
持ち込み

新たに商標権・意匠権侵害と位置付けた行為

改正前から商標権・意匠権侵害となる行為



１．JPOの取組 意匠登録出願件数の推移
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◆ 日本における意匠出願件数は、2010年以降3万件前後で推移。

◆ 2021年度の一次審査期間は平均6.4か月。

◆ 2021年の中国における意匠出願件数は80万件を超えている。

日米欧中韓における意匠登録出願

画像 建築物 内装

2,876 752 555

本意匠の公報発行後 公報発行前

1,748 7,189

新たに保護対象となった意匠の出願件数

関連意匠の出願件数

令和元年改正意匠法に係る出願件数
（2022年7月1日時点）
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◆ 「商標」は自社の商品・サービスを表すために使用するマークであり、社名、製品名、ロゴマーク等は商標としての保護が

可能。企業はブランド保護手段として「商標権」を重視。

◆ 多様なブランド保護が可能（複数の種類の商標による保護）

◆ 自社の商標を安定的に使用可能（他人による紛らわしい商標の登録及び使用防止）

◆ 継続的なブランドの保護が可能（10年毎に権利更新）

株式会社セブン－イレブンジャパン
登録第5933289号

色彩

株式会社不二家
登録第4157614号

立体

東京地下鉄株式会社
登録第4733751号

図形

株式会社良品計画
登録第5174361号

文字

三井住友カード株式会社
登録第5804315号

ホログラム

株式会社ワコール
登録第5804316号

動き

日清食品ホールディングス株式会社
登録第6034112号

位置

久光製薬株式会社
登録第5804299号

音

（出典）特許庁 平成23年度商標出願動向調査報告書

「企業のブランド構築に着目した商標の出願・活用に関する状況調査」

商標の種類 ブランド保護手法として、企業が重視する
知的財産権の第１位は「商標権」

87.0％

4.3％

4.3％
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◆ 出願件数は増加傾向にあり、2021年の出願件数は、約18万5千件。

国内は約16万5千件、 国際商標登録出願は約2万件。

商標出願件数の推移
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◆ 近年の出願増の影響等により、一次審査通知までの期間及び権利化までの期間は長期化。

◆ 2022年度末に一次審査までの期間を6.5か月、権利化までの期間を8か月とする政府目標の達成に向けて、

審査期間は徐々に短縮。

◆ 政府目標の達成に向けて、IN対策（拒絶理由のかからない出願促進）及びOUT対策（審査処理増大）を

実施し、審査期間の短縮及び出願件数と審査処理件数の均衡を保つ。

商標審査の平均FA・TP期間の推移

◆ 成長戦略 【2019年6月21日閣議決定】

「2022年度末までに、商標の権利化までの期間を、

国際的に遜色ないスピードである8月とする」

（令和元年度革新的事業活動に関する実行計画 KPI）

◆ 知的財産推進計画2019 【2019年6月21日 知的財産戦略本部決定】

「近年、商標出願件数の大幅な増加により審査期間が長期

化傾向にあることを踏まえ、2022年度末までに、一次審査通

知までの期間を6.5か月とすることにより、権利化までの期間

を国際的に遜色ないスピードである8か月とできるよう商標審

査体制を強化する。」（本文）

審査期間短縮に向けた政府方針

※2021年度までは年度平均、2022年度は年度末。



１．JPOの取組 商標審査の主な処理促進策
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◆ 「類似商品・役務審査基準」等に掲載の商品・役務のみを指定した国内出願について、出願から約6か月で最初の審査結果通知を行う。

➡ 指定商品又は指定役務表示の審査に係る負担が少ない出願を増やし、審査処理促進につなげる

・ 要件に該当するかは特許庁で自動的に判定するため、申請手続や手数料は不要。

IN対策：商標ファストトラック審査

出願 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９か月

平均約９か月＊

約６か月

平均約２か月＊＊早期審査

ファストトラック審査

通常の審査

FA

* 2022.4時点
** 出願と同時に早期審査の申請をした場合

FA

FA

（１）商標の拒絶理由横断調査事業

◆ 商標登録出願が増加傾向にある中、限られた人員での効率的な審査実施施策の一つとして、審査関連業務の更なる外注を推進中。

◆ 「商標における民間調査者の活用可能性実証事業」(平成31年度から令和4年度)で確立された事業実施体制・調査手法等をベースに、

拒絶理由の該当性(商標法3条、4条等)に関する高度な調査を外注化。

（２）任期付審査官の採用

◆ 民間企業等で法務業務経験を有する者を募集し、弁理士資格や企業等での実務経験者を令和２年度から令和４年度にかけて、計30

名採用。

OUT対策
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◆ 特許庁は、1990年に、世界に先駆けて特許出願をデジタル化し、現在は、件数ベースでは、約9割（310万件のうち、275万件）に当たる、

出願から権利登録までの一連の申請手続きを電子的に処理。

◆ 令和3年3月31日に「特許庁における手続のデジタル化推進計画」を策定し、手続きの種類ベースで約500種類存在する、デジタル化されてい

ない申請手続について、2024年3月までにオンライン手続を可能とするよう検討を進めている。

◆ 併せて、約800種のオンライン化できていない特許庁からの発送手続についても、ユーザーのニーズが高いもの等優先度の高い登録証など

7種類の発送手続（年間約230万件）は、申請手続のオンライン化のスケジュールに合わせてオンライン発送可能となるよう検討し、

それ以外の発送手続についても順次デジタル化を進めていく。

電子申請可能な手続
（約300種類）

電子申請

紙申請

約275万件(約9割)

約15万件

※添付書類を紙で提出する 必要があるものを含む

電子申請できない手続※

（約500種類）
約20万件

例：代理人選任に関する手続
（包括委任状提出書）

権利変動に関する手続
（特許権移転に係る申請書、審判手続きに関する請求書）

例：出願・権利登録に関する手続
（特許・商標等の出願、
手続補正書等）

総申請件数

オンライン発送できない手続約280万件のうち、発送件数やユーザーニーズ
が高い、登録証など7種類の発送書類（※年間約230万件）について先
行してオンライン発送が可能となるよう対応を進める。

オンライン発送可能な手続
（約200種類）

オンライン発送

紙発送

約95万件(約24％)

約20万件

オンライン発送できない手続
（約800種類） 約280万件

約395万件

法令に基づかない手続 約250種 約190万件

総発送件数

例：特許・商標の査定、
手続補正指令書等

例：無効審判請求書の副本送達
（法令に基づく手続）

特許料領収書の通知
（法令に基づかない手続）

法令に基づく手続 約550種 約90万件

約310万件

原則、全ての手続をデジタル化する方針で検討することを決定（他省庁が
所管している法令に影響があるものや、出願ソフトを用いて申請するのに適
さない書類については代替案の検討を行う）

押印や公的証明書
原本等の紙の提出
が必要

特許庁に対する申請手続 特許庁からの発送手続
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特定登録調査機関制度とは

◆ 出願済かつ未審査請求の特許出願について、特定登録調査機関（※１）に調査を依頼することで、特定登録調査機関

による調査報告（登録調査機関による特許庁への先行技術調査報告と同品質の調査報告）を得ることができます。こ

の調査報告を活用することで、権利化可能性の低い審査請求／外国出願の回避や、自発補正による審査請求後の手

続負担軽減等のメリットを享受することができます。

◆ 令和3年度は前年度比約20％増の利用がありました。

7つの主なメリット

出願

調査報告

特定登録調査機関に
調査報告依頼

審査請求／外国出願の要否を判断 手続補正 審査請求／外国出願

審査請求／外国出願
回避

審査請求前に
権利化の見通しが立つ

1

3

4

権利化可能性の低い審査請求／外国出願を回避しコスト削減

先行技術を把握した上で、出願公開前なら出願取下により技術の秘匿化が可能

5 早期審査請求を行う際に調査報告を添付
した場合は、事情説明書における先行技術
の開示及び対比説明の記載を省略可能

※１： 登録調査機関のうち特に特許庁長官の登録を受けた機関。2022年4月現在において、工業所有権協力センター、パソナグループ、技術トランスファーサービス。AIRIが登録
（ただし、パソナグループは2020年10月から特定登録調査機関としての業務休止中）。

6 事前の補正で、審査請求後の
手続負担軽減、早期の権利
取得が可能

2 権利化の見通しに応じ、審査請求の要否、外国
出願の要否、権利の秘匿化、権利範囲の補正を
早期に検討可能

7 審査請求料が約20％減
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特定登録調査機関制度は、特許庁での審査の前に質の高い調査報告がリーズナブルな価格で入手できる制度

だと認識しています。本制度の調査員は、特許庁の審査官から直接指導を受けているため、調査報告の品質が高く、

非常に満足しています。

（人材育成コストも含めると）内製で調査を行う方がよほどコストがかかると考えており、本制度の調査費用（国内

文献調査で1件当たり10万円程度）の支払いは惜しくないです。
大企業

知財担当者

調査の難しい技術分野で、特に本制度を活用しています。調査報告結果は、海外への出願戦略、国内優先権での

内容の補充、早期審査の要否、の判断に活用しています。

調査で発見された文献に書き込みやマーカーがあり、文献をどのようにして読むのか参考になります。

権利可能性の低い出願の無駄な審査請求が減らせるため、結果的にコストを削減できました。大企業
知財担当者

質の高い調査結果を比較的安価に得られることが最大のメリットです。調査報告結果は、特許可能性と併せて、各

出願の審査請求の必要性を社内に説明するために活用しています。

特定登録調査機関による調査費用を負担したとしても、事前に潜在的なリスクを洗い出して事前の自主補正をする

ことで、審査官から拒絶理由通知が届くケースが減って、通知に対処するための負担が軽減されることで、トータ

ルではコストを下げられると考えています。
中小企業
知財担当者
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◆ 知財・無形資産を活用した経営戦略により企業価値向上に取り組んだ企業をとりまとめた事例集を

2022年5月に公開。

◆ IPランドスケープを活用した経営層と知財部の関係構築や他部門との連携に関する事例など、多数の

知財戦略に関する事例を紹介。

◆ 主要なターゲットは、経営層、知財部門、経営企画部、IR部門、広報部門。

企業価値向上に資する
知的財産活用事例集

【知財戦略および経営層と知財部とのコミュニケーション】

経営戦略又は事業戦略の立案に際し、

（1）経営・事業情報に知財情報を取り込んだ分析を実施し、

（2）その結果（現状の俯瞰・将来展望等）を経営者・事業責任者と共有すること。

その結果に基づいて、意思決定が行われる。

出典：企業価値向上に資する知的財産活用事例集 （2022年）

IPランドスケープとは…

～無形資産を活用した経営戦略の実践に向けて～



１．JPOの取組 知財経営の実践へ向けた特許庁の支援について
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IPランドスケープを活用した知財経営の

普及・定着に貢献することを目的として、IPランドスケープに関する動画を提供しています！！（視聴無料）。

第１回IPランドスケープセミナー

3つのコースをご提供

IPランドスケープセミナーの動画

第2回IPランドスケープセミナー

IPランドスケープの基礎

対談形式にて、IPランドスケープの

実践状況に関する調査研究結果や、

IPランドスケープの効果的な

活用方法について紹介。

対談形式にて、IPランドスケープの

実践に向けたアドバイスや、

経営・投資の観点から見た

IPランドスケープへの期待について

紹介。

IPランドスケープの「教科書」として、

IPランドスケープ実践における

ポイントや経営デザインシートを

活用した戦略検討アプローチ等を

紹介。



2．最近の特許法・特許制度等の概要
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マルチマルチクレーム制限の導入（特許法施行規則24条の３等の改正）
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◆ マルチマルチクレーム（注）は、日米欧中韓の主要庁のうち、日本・欧州は認めていたものの、日本から多くの出願がされて

いる米国・中国・韓国においては制限されている。

◆ マルチマルチクレームについては、一の請求項を把握するにあたって、その請求項が引用する全ての各請求項の記載を組

み合わせて把握することが必要であるなど、第三者による監視や審査処理において過度な負担を生じさせる要因である。

◆ 産業構造審議会基本問題小委員会での議論を踏まえ、国際調和並びに審査負担及び第三者の監視負担の軽減の

観点から、マルチマルチクレームの制限を導入する。

産業構造審議会知的財産分科会(知財分科会) 第3回基本問題小委資料より抜粋

知財分科会特許制度小委 第16回審査基準専門委WG資料より抜粋

※赤枠は、

マルチマルチクレーム

制限国

※日本からの出願が1,000件以下の国・地域・機関については、マルチマルチクレームの

制限の有無については分析していない（グラフ中の「その他」）。

（注）マルチマルチクレームとは、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項（マルチクレーム）を引用する、マルチクレームのこと。

表現できる実質請求項の数（理論値） 日本からの海外出願先の割合（2019）



マルチマルチクレーム制限の導入（特許法施行規則24条の３等の改正）
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◆ 施行日（令和4年4月1日）以降にする特許出願及び実用新案登録出願（注１）では、マルチマルチクレームは、

審査において委任省令要件違反となる（注２）。

◆ 特許出願の審査においては、マルチマルチクレーム及びこれを引用する請求項は、委任省令要件以外の要件（新規

性・進歩性・記載要件等）の審査対象外となる（注３、４）。

(注１)

(注２) 

(注３) 

(注４)

施行日前にした出願(出願日が施行日前に遡及する分割出願・変更出願等を含む)については適用されない。

特許出願の場合は拒絶理由となり、実用新案登録出願の場合は基礎的要件違反となる。

拒絶理由通知への応答時にマルチマルチクレームを解消する補正がされ、新規性・進歩性・記載要件等の審査対象となった結果、通知が必要となる拒絶理

由のみを通知する場合には、最後の拒絶理由通知となる。

PCT出願の国際段階については、従前どおり、国際調査や国際予備審査の対象とする。

請求項１

請求項２

請求項３

請求項４

Ａを含む組成物。

さらにBを含む請求項１に記載の組成物。

さらにCを含む請求項１又は２に記載の組成物。（マルチクレーム）

さらにDを含む請求項１～３のいずれか１項に記載の組成物。（マルチマルチクレーム）

マルチマルチクレームの例（★印）

★

出願前のクレームチェック等に活用いただくため、

マルチマルチクレームの有無をチェックするツールを、下記特許庁HPにて提供中。

その他、マルチマルチクレーム制限の関連資料（改訂審査基準、説明資料・動画等）も、以下HPにまとめて掲載。

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/letter/multimultichecker.html



マルチマルチクレーム制限後の出願状況について
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特許出願全体に占めるマルチマルチクレームを含む出願の割合は、マルチマルチクレーム制限前は

65％程度であったのに対して、制限後は5％程度（令和4年４月出願分は6.0％、同年5月出願

分は4.5％）に減少（注１,2） 。

(注１)

(注２) 

実用新案登録出願全体に占めるマルチマルチクレームを含む出願の割合も、マルチマルチクレーム制限前は25％程度であったのに対して、制限後は3％

程度（令和4年4月出願分は3.3％、同年5月出願分は2.6%）に減少。

上記割合は、暫定的な数値です。また、原出願の出願日が施行日前である分割出願等は、全て出願日が施行日前に遡及すると仮定した数値です。

このように多くの場合において出願前に対応していただいておりますが、特許出願について、もし

出願後にマルチマルチクレームを含むことに気づいた場合は、例えば審査請求するときまでに

自発補正することをご検討ください。これにより、マルチマルチクレームに係る委任省令要件違

反の拒絶理由が通知されることを回避することができます（注３）。

(注３) 上記委任省令要件違反の拒絶理由が通知されると、その応答によりマルチマルチクレームが解消された補正後の請求項に係る発明がその

他の拒絶理由を有する場合には、最後の拒絶理由が通知され、補正をすることができる範囲が制限されるおそれがあります。

引き続きマルチマルチクレーム制限への

ご協力をよろしくお願いいたします。



その他
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特許庁との意見交換を希望される企業を募集しています
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◆ 特許庁では、随時意見交換を受け付けています（実施時期は相談可能です）

◆ 特許庁施策に対するご意見やご要望、知財に関するお悩み等ありましたら、いつでもお知らせください

https://www.jpo.go.jp/support/general/opini

on-exchange.html

意見交換を希望する企業等を募集します！
～皆さまのご意見・ご要望・お悩みをお聞かせください！～

特許庁 総務部 企画調査課 特許戦略企画班

電話 03-3581-1101 内線 2144 メール PA-OPINION-EXCHANGE@jpo.go.jp



特許庁情報発信
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特許庁ＨＰの更新情報と、

特許庁に関連するニーズの

高い情報を発信中！

特許庁
公式Twitter

毎月２回、

知財に関する

情報をお届けします。

特許庁
メールマガジン
配信サービス

審査請求補助金の
公募が始まりました！

オンライン
特許庁見学

知財
ブランディング支援


