
 

 

 

１. 日米協働調査試行プログラムについて 

通番 Question Answer 

(１)  協働調査試行プログラムとはどういうものです

か。 

日米両国に特許出願した発明について、日米の特許

審査官がそれぞれ調査を実施し、その調査結果及び

見解を共有した後に、それぞれの特許審査官が、そ

れぞれ早期かつ同時期に最初の審査結果を送付す

るものです。 

(２)  これに参加するとどのようなメリットがあるの

ですか。 

日本両国に特許出願した発明について、審査・権利

取得の時期に関する予見性が向上するとともに、日

米の特許審査官による調査結果を踏まえたより強

く安定した権利を、日米両国において早期かつ同時

期に得ることが可能となります。 

(３)  PPHとの違いは何ですか。 第 2 庁の対応出願における請求項を第 1 庁の出願

における特許可能と判断された請求項に対応させ

る必要がある PPHとは異なり、日米協働調査は、

最初の審査結果が通知された後は、自由に補正をす

ることができるため、出願人による権利範囲設定の

自由度が高くなります。 

(４)  最初の審査結果（FA）を送付した後も協働する

のですか。 

協働するのは、FAを送付する前のみです。その後

は通常の審査フローにしたがい、両庁毎に審査を行

います。 

(５)  平成 29年 11月より再開された新スキームによ

る試行プログラムは従来と何が異なるのです

か。 

新スキームでは、主に以下の３点において従前と異

なります。 

１．両庁で同時に、通常の案件と同様に１回目の先

行技術調査及び判断を実施し最初の審査結果（FA）

案を作成し、互いに FA 案を交換します。（従前の

スキームでは、より早い出願日を有する出願がされ

た第 1 庁が先に調査を開始し、第 1庁から第 2 庁

に FA案が送付された後に、第 2庁が調査を開始し

ていたところ、審査過程のフローが統一されます。） 

２．両庁ともに、相手庁から交換された FA案を検

討した上で、FAを作成して出願人に送付します。 

３．USPTO側から JPO側に交換される FA案は、
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従前のファーストアクションインタビュー制度の

「Pre-Interview Communication (PIC)」案ではな

く、通常のオフィスアクションの案に変更されま

す。 

 

 

２. 申請手続について 

通番 Question Answer 

(６)  手続に費用はかかりますか。 特許庁に対する費用はかかりません。 

(７)  どのように申請するのですか。 日米協働調査の申請書は特許庁のホームページか

らダウンロードできます。ダウンロード後、日米協

働調査の申請に必要な情報を申請書に記載し、任意

のパスワードを設定の上で申請書をメールに添付

して特許庁調整課（PA2260@jpo.go.jp）に提出して

ください。 

(８)  件数規模が 400件とのことですが、これは先着順

ですか。 

申請が認められた順です。申請順ではありません。 

(９)  両庁に申請せずに、一方の庁にのみ申請すること

はできないのですか。 

統一申請書を利用することにより、一方の庁のみへ

の申請で日米協働調査に参加することが可能です。 

従来の申請書も引き続き利用可能ですが、その場合

は両庁に申請を行う必要があります。 

詳細は、特許庁のホームページをご覧ください。 

(１０)  従来の申請書を利用する場合は、どのように申請

をすればよいでしょうか。 
 

従来の申請書を利用する場合は、両庁それぞれに申

請書を提出する必要があります。 

JPO への申請書は、JPO のホームページから入手

可能です。 

また、USPTOへの申請書は、USPTOのホームペー

ジより入手可能です。 

(１１)  複数の出願をまとめて申請することはできます

か。 

原則、申請は１出願単位で行っていただきますが、

従来の申請書を利用する場合に限り、技術的に関連

する一群の出願について、JPOに対しては、まとめ

て申請することが可能です。まとめて申請する場

合、まとめの上限は 5件程度とします。 

(１２)  出願をまとめる場合、まとめて 1件とカウントさ

れるのでしょうか。 

まとめて 1件ではなく、出願件数毎にカウントされ

ます。 

(１３)  JPO には、まとめ出願で代理人 A により 5 件申

請し、USPTOには、代理人 Bにより 3件、代理

出願をまとめとして受理するのは、JPOだけですの

で、USPTO に対しては代理人が別々でも問題あり
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人 Cにより 2件申請した場合、代理人は別々でも

大丈夫でしょうか。 

ません。 

(１４)  代理人が申請する場合、申請書のどこの箇所に記

載すればよいのでしょうか。 

出願人側担当者の欄に記載してください。 

(１５)  「申請から 15 日」は、いつから数えられるので

しょうか。 

出願人側担当者が申請書を JPO に提出した日から

計算されます。例えば、8月 1日に提出した場合に

は、起算日が 8 月 2 日となり、8 月 16 日が期限と

なります。 

(１６)  「15日」は営業日でしょうか。 営業日ではなく、カレンダー上の 15日です。 

 

 

３. 申請要件について 

通番 Question Answer 

(１７)  請求項の数は全部で 20 以内、独立請求項は 3

つ以内とのことですが、申請時にこの要件を満

たすようにしていればよいのでしょうか。 

申請時に要件を満たしていれば、申請可能です。 

(１８)  請求項のカテゴリーが異なる場合は申請が認

められるのでしょうか。 

カテゴリーの差異については、実質的に対応するか

否か個別に判断されます。原則、PPHの要件と同様

の取扱いです。 

(１９)  継続出願や分割出願は申請が認められるので

しょうか。 

全ての出願の優先日あるいは出願日のうち、最先の

日付が 2013年 3月 16日以降の出願であれば、申請

は認められます。 

(２０)  技術分野はすべての技術分野が対象でしょう

か。 

すべての技術分野が対象となります。 

(２１)  出願公開前の案件でも申請することはできる

のでしょうか。 

出願公開前の案件でも申請対象となります。 

ただし、出願公開前の案件を申請する場合は、申請

書と合わせて、申請時点での対応する US出願の請

求項の写しを PDF ファイル等の形式で、パスワー

ド付与した上で特許庁調整課（PA2260@jpo.go.jp）

までメールにて提出してください。 

(２２)  USPTOに出願予定の段階で、日米協働調査の

申請をすることはできますか。 

日米両国に出願が存在し、審査請求済であることが

必要です。したがって、USPTO に出願予定の段階

で申請することはできません。 

(２３)  PCT 国際出願の国内移行出願に対して日米協

働調査の申請をすることはできますか。 

PCT 国際出願の国内移行出願に対して申請するこ

とはできます。ただし、申請時点において、審査官

が着手可能な状態になっている必要があります。 



 

(２４)  審査官が着手可能な状態かどうかは、どうやっ

て確かめればよいのでしょうか。 

(i)オンライン閲覧請求（有料）をしていただくか、

(ii)特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）（ただし、

公開済の出願のみ）を閲覧していただくことにより

案件の状態を確認することができます。J-PlatPat

での確認の仕方はこちら。 

また、案件の状態について調整課の審査企画班（内

線 3103）にお問い合わせいただいてもお答えしま

す。 

(２５)  事業戦略対応まとめ審査や早期審査などを同

時に申請することはできるのでしょうか。 

USPTO との協働が必要なため、他の取組との同時

申請はできません。ただし、早期審査等の申請を取

り下げた場合には、日米協働調査の申請をすること

ができます。 

 

 

４. その他 

通番 Question Answer 

(２６)  JPOと USPTOからは、同じ内容の審査結果が

通知されるのですか。 

本試行プログラムは、審査結果を大きく左右する先

行技術調査の結果とそれを踏まえた特許性の判断

を、日米の特許審査官が事前に共有した上で、それ

ぞれの国の制度・運用に基づき特許審査を実施する

ものです。 

したがって、必ずしも同じ内容となるものではあり

ません。 

(２７)  最初の審査結果が通知された際には、米国の出

願と対応するように補正しなければいけないの

ですか。 

最初の審査結果が通知された後は、各国それぞれに

おいて補正の内容を検討いただけます。 

(２８)  申請要件を満たしていれば、必ず協働調査に基

づく調査結果を踏まえた審査結果を受け取るこ

とができるのでしょうか。 

何らかの事情により、USPTOから調査結果及び見

解が送付されてこなかった場合には、参加承認から

4 か月を目処に、「参加承認から 4 か月経過しまし

たが、USPTOからの調査結果を受領していないた

め、JPOのみの調査結果を踏まえた審査結果を送付

します」という旨を調整課担当者から出願人側担当

者に通知します。その後、JPOの審査結果のみを用

いた審査結果を送付します。 

 

http://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/tetuzuki/shinsa/zenpan/jplat_kakunin.pdf

