
機密性○

平成２９年度に特許庁が達成すべき
目標に対する実績

（＊）中央省庁等改革基本法第１６条第６項第２号に基づき行う実績の評価。

平成３０年９月
特許庁



機密性○

意匠権 20年
年間出願件数3万件
例：美しく握りやすい曲面が施
されたスマートフォンのデザイン

実用新案権 10年（無審査）
年間出願件数6千件
例:携帯性を向上させたベルトに
取付け可能なスマートフォンカバー
の形状に関する考案

商標権 10年（更新可）
年間出願件数1９万件
例：電話機メーカーが自社製品の
信用保持のために製品などに表示
するマーク

特許権 20年
年間出願件数32万件
例：通信の高速化、携帯電話
の通話方式に関する発明

＜スマートフォンの例＞

特許庁が所管する４つの知的財産権
 特許庁の所管する４つの知的財産権

（年間出願件数はいずれも2017年）
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合計 タイプ別内訳
音 色彩 位置 動き ホログラム

出願件数 1,696 609 523 401 144 19

登録件数 406 237 4 56 97 12

登録第5804299号
権利者：久光製薬㈱

【音商標】 【ホログラム商標】【色彩のみからなる商標】

登録第5933289号
権利者：㈱セブン－

イレブンジャパン

【動き商標】

登録第5804316号
権利者：㈱ワコール

平成27年度から、音や色彩のみからなる商標について保護を開始。
通常商標と比較して高度な審査が必要（例：書類に記載された楽譜と提出された音源との一致性

を判断する必要有、色彩や音の使用状況の調査は単純にインターネット等では検索不可）となり、審
査負担が非常に大きい。
審査に際しては、専門審査チームを９名選任し、通常商標の審査と併せて対応。

登録第5804315号
権利者：三井住友カード㈱

（平成30年8月1日現在）

【位置商標】

登録第6034112号
権利者：日清食品ホール

ディングス㈱

新しいタイプの商標
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意匠保護の新たなニーズ①「その物品に記録された画像」要件の緩和

• 電車の乗り換え案内や目的地までのルート検索などを提供する
クラウド型サービス。

• このようなネットワークを通じて表示される画像も保護してほしいとのニーズあり。

（出典）https://www.navitime.co.jp/

NAVITIME（ナビタイムジャパン ）

（提供）ナビタイムジャパン 3



意匠保護の新たなニーズ②「物品に表示される画像」要件の緩和

• 壁や机上に投影されるユーザーインターフェースで、操作が必要になると自動で
表示され、必要な操作が終了すると自動で消える。

• 物品以外の場所に投影される画像も保護対象としてほしいとのニーズあり。

（出典）https://www.sony.co.jp/SonyInfo/design/works/products/anysurface/

Any Surface（ソニー）
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意匠の保護範囲の国際比較

日本 米国 欧州 中国 韓国

①物品に記録・表示されている
画像 ○ ○ ○ ○ ○

②物品に記録されていない画像
×

※物品又は当該物品と
一体となり用いられる
物品に記録

○ ○ ○ ○

③物品以外の場所に投影される
画像

×
△

※物品について権利化された
場合は、物品以外への
投影であっても侵害対象と
なりうる

○ × ×

5



●地域の商工会・商工会議所
や中小企業支援センター等との
連携を図ることで、より広範な
ワンストップサービスを実現。
中でも、よろず支援拠点との連
携を強化しており、連携実績は
平成29年度で約2,141件。

農林水産省主催の「６次
産業化・農商工連携フォーラム」
に知財総合支援窓口の紹介
ブースを設置

中小企業支援拠点との
連携

農林水産省との連携

 中小企業等が企業経営の中で抱えるアイデア段階から事業展開、海外展開までの幅広い知的財産
の多様な課題を、ワンストップで解決する一元的な窓口を平成23年度から47都道府県に設置。

 弁理士や弁護士などの専門家の活用や、支援機関との連携等、中小企業の人材・資金不足を補完
しつつ、高度な知的財産の課題等を解決支援。

※INPIT事業として実施知財総合支援窓口（関係機関と連携した支援）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・地域の商工会・商工会議所や中小企業支援センター等との連携を図ることで、　より広範なワンストップサービスを実現。中でも、よろず支援拠点との連携　を強化しており、連携実績は平成２８年度で約１，６４０件。・「巡回特許庁」において農林水産省から地理的表示法について説明、農林水　産省主催の「６次産業化・農商工連携フォーラム」に知財総合支援窓口の紹　介ブースを設置する、等農林水産省との連携を推進。



知財総合支援窓口 で検索！

ポイント１
相談無料・もちろん秘密厳守
です！

ポイント２
経験豊富な企業ＯＢ等の
窓口支援担当者が、相談内容
に応じてアドバイスします！
訪問による支援も可能です。

ポイント３
専門家からのアドバイスも無料で
受けられます！

平成29年度
約9.5万件のご相談に

応じました！

知財総合支援窓口（無料相談窓口）
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 地域金融機関には、特許等の知的財産について評価できる目利き人材が不足。
 そこで、企業が保有する知的財産を活用したビジネスの実態をわかりやすく説明し、そのビジネス全体

の評価を行った「知財ビジネス評価書」を平成26年度から金融機関向けに作成・提供。
 平成28年度からは、知財専門家（コンサル）を金融機関に派遣し、既存の事業性評価に知財の

観点を取り込んだ新たなスキームを構築する「伴走型支援」を追加。
 平成30年度は新たに地域金融機関系のベンチャーキャピタルにも対象を拡大。

Ⅰ．知財ビジネス評価書の提供

Ⅱ．伴走型支援

ハンズオン支援で
金融機関が取り組んでいる

事業性評価を高度化知財専門家
（コンサル）

・事業理解スキームの構築
・職員向け研修など

2つのスキームによる知財金融支援
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日本起点の権利化ネットワークの拡大：特許審査ハイウェイ（PPH）

特許

PPH
(42庁）

グローバルポートフォリオの
迅速な構築精度の向上

携帯性

例）ウェアラブル血圧計
（出典）オムロンヘルスケア社ホームページ

装着容易性

世界最速・最高品質の特許審査 審 査 待 ち 期 間 減 少
例：約５０％減少（米国）

特 許 率 向 上
例：通常出願 約70％ ⇒ PPH 約85％（米国）

 第１国で特許可能との判断がなされた出願が、出願人の申請により、第２国において簡便な手続
で早期審査を受けることができる制度。
→ 海外での早期権利化／各特許庁の審査負担軽減と審査の質の向上

 日本が提唱し、2006年に世界に先駆けて米国との間で開始。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・続きまして、特許審査ハイウェイ PPH について紹介いたします。・特許審査ハイウェイは、自国で特許可能との判断がなされた出願が、出願人の申請により、他国において簡便な手続で早期審査を受けることができる枠組みです。・出願人の諸外国での早期権利化を容易にすると共に、各特許庁にとっては第1庁の先行技術調査と審査結果の利用性が向上し、審査の負担を軽減しつつ、質の向上を図ることができます。



人材育成協力

1996～2017年度の研修生受入・専門家派遣総数

(注) カッコ内の数字は2017年度の人数

これまでの成果
・ 77か国5地域から5,921名の研修生(短期・長期)を受入れ
・ 38か国1地域に対して633名の専門家（短期・長期）を

日本から派遣
・ 各国知財庁の幹部候補生、知財分野で指導的立場の者

を長期研究生として4～6か月受入れ（延べ76名）
・ これまで、インドネシア、タイ、マレーシア、ベトナム知財庁の

長官などが研修生、研究生から輩出
・ 毎年、途上国向けの知財に関するセミナーを20回程度開催

国名 受入総数 派遣総数
中国 772(7) 35(0)
インドネシア 870(65) 117(4)
タイ 683(42) 93(1)
フィリピン 528(32) 54(0)
ベトナム 653(32) 93(1)
マレーシア 418(30) 44(1)
インド 341(39) 16(0)
ラオス 119(12) 11(0)
カンボジア 152(22) 11(0)
ミャンマー 146(21) 12(5)
その他 1239（85) 147(9)
合計 5921(387) 633 (21)

アジアを中心とした新興国・途上国の産業財産権制度整備及び人材育成支援を通じて、我が国の審査
手法等を含む日本の制度・運用の一層の浸透を図る。
具体的には、我が国ユーザーや各国のニーズを踏まえ、審査官を中心とした研修生の受入れ、長期・短期
専門家の派遣、セミナー・ワークショップの開催等を実施。

2017年度 審査マネジメントコース 研修生受入れ
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経 済 産 業 大 臣

総 定 員 2,776人
特 実 審 査 官

（ う ち 任 期 付 審 査 官 ）

1,690人
（501人）

商 標 審 査 官 136人

意 匠 審 査 官 48人

審 判 官 383人

一 般 職 員 519人

（平成３０年度定員）

（外局）

（参考）経済産業省全体の定員：7,948人

特許庁の組織・人員（２０１８年度）
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機密性○

特許審査・審判の流れ

審査 審判

拒絶査定
不服審判

（年間約1.8万件）

特許
無効審判

（年間約160件）

拒
絶

登
録

審理期間

出願人からの
意見書・
補正書

特
許

審
決

審
理

権利化までの期間

拒絶理由
通知

再
審
査

審
判
請
求

審査
１．発明の

内容理解
２．先行技術

調査
３．特許性の

判断

出
願

(

出
願
か
ら
３
年
以
内)

審
査
請
求

目標

目標

目標

目標

方式審査
期間

一次審査通知
までの期間

約３２万件

(審査請求されたもの
の約３０％)

(審査請求されたもの
の約７０％)

約２４万件

拒絶査定から
3月以内

（件数はいずれも2017年）

目標：即日
実績：即日

目標：9～11カ月
実績：9.3カ月

目標：14～16カ月
実績：14.1カ月

目標：11～13カ月
実績：10.0カ月
※特許拒絶査定不服審判の目標及び実績
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機密性○

特許の審査期間
 「日本再興戦略 改訂２０１４」では、平成３５年度までに、 「権利化までの期間※」

を「平均１４カ月以内」とすることとされている。また、「知的財産推進計画２０１４」に
おいて、平成３５年度までに、「一次審査通知までの期間」を「平均１０カ月以内」と
することとされている。

 審査の負担が重いPCT国際出願（一つの出願願書を条約に従って提出することにより、
PCT加盟国であるすべての国に同時に出願したことと同じ効果を与える出願制度）が
増加する中、任期付審査官の採用、先行技術に係るデータベースの整備、文献調査の
民間委託等を進めることで、目標の達成に取り組んでいる。

※ 出願人が補正等をすることに起因して特許庁から再度の応答等を出願人に求めるような場合や、特許庁に応答期間の延長や早期の審査を求める
場合等の、出願人に認められている手続を利用した場合を除く。

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

一次審査通知
までの期間

目標（月） 18.0 11.0 11.0 11.0 11.0 9~11 9~11
実績（月） 16.1 10.4 9.3 9.7 9.4 9.3 -

権利化までの期間
目標（月） - - 20台前半 16.0 16.0 14~16 14~16
実績（月） - - 15.2 15.0 14.6 14.1 -

（参考） 各国の「一次審査通知までの期間」及び「権利化までの期間」

一次審査通知までの期間 権利化までの期間
USPTO（米国特許商標庁） 15.7 25.6
EPO    （欧州特許庁） 8.0 26.5 出典：特許庁調べ（平成28年実績）
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機密性○

意匠の審査期間

 審査負担の重いハーグ出願（WIPOへの出願により、複数国に一括して出願したことと
同じ効果を与える制度）が増加する中、先行意匠に係るデータベースの整備や、一定
期間の出願をまとめて審査するバッチ審査の実施を進めるなどして、より迅速かつ的確な
審査処理が行えるよう取り組んでいる。

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

一次審査通知
までの期間

目標（月） 7.0 6.4 6.3 6.3 6.3 5~7 5~7
実績（月） 6.5 6.4 6.2 6.1 6.1 5.9 -

権利化
までの期間

目標（月） - - 7.5 7.5 7.5 6~8 6~8
実績（月） - - 7.1 6.9 7.0 6.7 -

一次審査通知までの期間 権利化までの期間
USPTO（米国特許商標庁） 13.3 19.6

（参考） 各国の「一次審査通知までの期間」及び「権利化までの期間」

出典：USPTO(Patent Dashboard)
を基に特許庁作成

（平成28年度実績）

※EUIPO（欧州連合知的財産庁）実体審査を行っていないことから、比較困難。

14



機密性○

商標の審査期間
 審査負担の重いマドプロ出願（自国への出願又は登録を基礎として、複数国に一括し

て出願できる制度）等を含む出願件数の増加傾向が続き、非常勤職員の活用や、審
査に必要な調査業務の民間委託を進めるなどして、より迅速かつ的確な審査処理が行
えるよう取り組んでいる。

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

一次審査通知まで
の期間

目標（月） 5.0 4.8 4.2 4.2 4.9 5~7 7~9
実績（月） 4.4 4.3 4.1 4.3 4.92 6.3 -

権利化までの期間
目標（月） - - 6.2 6.2 7.2 6~8 8~10
実績（月） - - 6.0 5.8 6.8 7.7 -

（参考１） 各国の「一次審査通知までの期間」及び「権利化までの期間」（月）

一次審査通知までの期間 権利化までの期間
USPTO（米国特許商標庁） 2.7 9.5

出典：特許庁調べ
（USPTO：平成29年度実績）

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年
出願件数 124,442 147,283 161,859 190,939
対前年同期比 18.4% 9.9% 18.0%

（参考２） 近年の商標出願件数の推移

※ EUIPO（欧州連合知的財産庁）は審査事項が異なる（他人の商標に抵触するかについて審査を行っていない）ため、比較困難。
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機密性○

審判の審理期間
 審判では、充実した審理に基づく審決の信頼性向上を図るとともに、柔軟な審理体制

の整備や計画的な着手管理を行うことにより、審決の適時性をより一層高めている。

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

特許
目標（月） 12.6 12.6 12.6 11～13 10～12
実績（月） 12.5 12.0 12.0 10.0 -

意匠
目標（月） 6.0 6.0 6.0 4～6 4～6
実績（月） 5.9 5.9 5.0 4.2 -

商標
目標（月） 6.5 6.5 6.5 5～7 5～7
実績（月） 6.3 6.3 5.8 4.1 -

拒絶査定不服審判の審理期間

特許 意匠 商標
USPTO（米国特許商標庁） 17.8 20.4 9.1
EPO    （欧州特許庁） 47.0 － －

※特許について、USPTOの審理期間は意匠を含む。
※意匠・商標について、EUIPO （欧州連合知的財産庁）は審理事項が異なる（意匠は実体審査がなく新規性等の要件の審理を行っておらず、商標
は他人の商標に抵触するかについて審理を行っていない）ため比較困難

（参考） 各国の拒絶査定不服審判の審理期間（月）

出典：特許庁調べ（USPTO:2017年度実績、EPO:2017年実績）
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機密性○

（参考）各国の審査官数及び１人あたりの一次処理件数
各国特許庁における審査官数（人） 審査官１人あたりの一次処理件数

特許

意匠

商標

日本 米国 欧州
1,702 8,160 4,310

日本 米国
48 191

日本 米国
137 570 （平成28年）

（平成28年）

（平成28年）
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日本 米国 欧州

1749
942

0
500

1000
1500
2000

日本 米国

634

191
0

200

400

600

800

日本 米国

17



機密性○その他目標に対する実績評価

指標 2９年度目標 2９年度実績 達成状況

特許

早期審査
一次審査通知までの期間 平均3カ月以下 2.3カ月 達成

スーパー早期審査
一次審査通知までの期間 平均1カ月以下 0.8カ月 達成

コミュニケーションに関するユーザーの評価 上位評価割合
60％以上 61.5% 達成

地方への出張面接審査
及びテレビ面接審査 700件以上 1484件 達成

意匠

早期審査
一次審査通知までの期間 平均3カ月以下 1.9カ月 達成

コミュニケーションに関するユーザーの評価 上位評価割合
60％以上 77% 達成

地方への出張面接審査
及びテレビ面接審査 70件以上 91件 達成

商標

早期審査
一次審査通知までの期間 平均3カ月以下 平均1.8カ月 達成

コミュニケーションに関するユーザーの評価 上位評価割合
60％以上 上位評価割合約58% 概ね達成

制度に不慣れな個人・中小企業・地方自治
体へのコンシェルジュサービス 1,000件以上 1,152件 達成

審判

特許・意匠・商標拒絶査定不服審判
早期審理の標準審理期間 平均2～4カ月 平均2.4か月 達成

特許・意匠・商標無効審判の標準審理期間 平均8～10カ月 平均7.7か月 達成

特許異議申立ての標準審理期間 平均8～10カ月 平均6.5か月 達成

商標異議申立ての標準審理期間 平均5～7カ月 平均3.3か月 達成
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機密性○その他目標に対する実績評価
指標 2９年度目標 2９年度実績 達成状況

出願・登録
等の

手続の利便
性

電子出願システム
停電や大規模災害等が発生した
場合も含め、24時間365日受付

※システムのメンテナンス時間及びバック
アップセンターへの切替時間を除く。

平成30年2月17日（土）22:05～
24:00（本来予定されていたメンテナンス開
始時刻（平成30年2月18日00:00）直
前の1時間55分）に予定外の停止があった
以外は、目標通り、電子出願を安定的に受

け付けた。

概ね達成

出願書類の方式審査期間 特許・意匠・商標：即日 特許・意匠・商標：即日 達成
特許権等の設定登録期間 全件10日以内 全件10日以内 達成
特許権等の移転登録期間 全件10日以内 全件10日以内 達成

特許公報の発行 3～4週 3～4週 達成
意匠公報の発行 3～4週 3～4週 達成
商標公報の発行 3～4週 3～4週 達成

出願、登録等に関する問合せへの対応
電話：原則即時（折り返し対応の場合

は即日）
メール：原則2営業日以内

電話：原則即時（折り返し対応の場合は
即日）

メール：原則2営業日以内
達成

中小企業支
援・グローバ
ル化への対

応

全国の知財総合支援窓口における相談件数 83,000件以上 95,257件 達成

知財総合支援窓口を通じた弁理士、弁護士等
の専門人材による支援件数 13,000件以上 16,661件 達成

全国の知財総合支援窓口とよろず支援拠点と
の連携件数 1,000件以上 2,141件 達成

知財に着目した融資等を行う金融機関数 累計28機関以上 累計39機関 達成

新規に特許等の出願を行う中小企業数 11,000社以上 14,295社 達成
特許審査ハイウェイ（PPH)の一次審査通知期

間 3カ月以下 2.3カ月 達成

新興国の知的財産行政関係者等を
対象とする招へい研修 340人以上 387人 達成
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機密性○
（参考）人工知能（ＡＩ）技術の活用

特許庁は、事務の高度化・効率化に向け、平成28年度から、ＡＩ技術の活用に向けた実証を行って
いる。平成29年度には、特許庁内における実証を深化させるとともに、民間機関に外部委託している業
務についても、検証・実証を拡大する。

特許庁は、当面、それらの取組を踏まえ、将来的なＡＩ技術の本格活用に向けたアクション・プランを
策定・公表する。

【実績】
AIの活用可能性が高い、又は、費用対効果が見込まれる業務を選定し、選定された業務についての人
工知能技術の活用に向けた「アクション・プラン」を取りまとめ、平成29年4月27日に公表した。
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