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第２節 特許庁 

１.２０１８年度における特許庁の取組 

１.１.デザイン経営に関する取組 

2017 年度に経済産業省・特許庁が開催した「産業競争

力とデザインを考える研究会」において取りまとめた「『デ

ザイン経営』宣言」において、行政においても「デザイン

経営」を実践していくことの必要性が提言された。これを

受け、特許庁では、行政サービスの品質の向上を図るため、

2018年 8月に「デザイン統括責任者（CDO）」を設置し、そ

の下に「デザイン経営プロジェクトチーム」を立ち上げ、

デザイン経営の実践を開始した。当該プロジェクトチーム

では、テーマの異なる部署横断的な４チーム（PT1：広報

チーム、PT2：国内チーム、PT3：海外チーム、PT4：UIチ

ーム）を結成した。デザイン経営を実践していく中で、PT2：

国内チームをユーザーの種別に分けることとして、以下の

６チームを再編成し、以下の課題に取り組んだ。 

①UIチーム 

他チームの解決策を UI の視点から横断的に支援するチ

ームとして結成し、UI の観点から何が改善できるのかを

検討した。 

②海外チーム 

 他国の主要な特許庁と比べても、近年、海外企業からの

出願比率が減少傾向である。まだ接点が少ない海外企業に

どんな利点を提供できるのかを検討した。 

③国内スタートアップチーム 

 新しいビジネスモデルで急成長を目指す企業を対象と

し、大企業のように知財部を置けない段階の彼らにできる

支援とは何かを検討した。 

④国内中小・ものづくりチーム 

企業のうち 99.7％を占める中小企業のなかでも、もの

づくり企業に焦点をあて、彼らを手助けできる解決策とは

何かを検討した。 

⑤国内サービス・ブランディングチーム 

 企業のブランド形成にとって重要となる意匠・商標に焦

点をあて、まだ発見できていない課題やニーズは何かを検

討した。 

⑥広報チーム 

 わかりにくい、馴染みが薄いとされる特許庁。ユーザー

とのコミュニケーションで、どんな価値を提供できるかを

検討した。 

１.２.スタートアップ支援に関する取組 

2018 年度、特許庁では、スタートアップ支援の強化に

舵を切り、各種施策を打ち出してきた。 

まずは、目玉施策として、知財に特化したアクセラレー

ションプログラム（IPAS）を初めて実施した。2018 年度

は 10 社の研究開発型スタートアップに対し、ビジネス専

門家と知財専門家のチームを派遣し 3 か月間の集中支援

を行った。ビジネスモデルのブラッシュアップや、オープ

ン・クローズ戦略を含む知財戦略の構築等、各社とも大き

な成果を得ることができた。 

 また、2018 年 7 月からは、スタートアップ向けのスー

パー早期審査、面接活用早期審査を開始した。資金調達や

他者との提携のために権利化を急ぎたいスタートアップ

からの利用が増えている。 

 スタートアップの知財意識の向上のための普及啓発活

動も活性化させた。東京を中心に、全国各地でセミナーや

イベントを開催し、知財専門家とスタートアップとの出会

いの場も提供した。 

 その他、海外展開を志向する中小企業・スタートアップ

を支援するジェトロ・イノベーション・プログラム（JIP）

や、一定の要件を満たすスタートアップに対し、国内特許

出願、PCT 国際出願の手数料を軽減する措置を実施した。 

 

 

図１ 標準必須特許のライセンス交渉に関する手引

きにおける主要な論点 
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１.３.標準必須特許に関する取組 

通信規格等の標準規格の実施に不可欠な特許である「標

準必須特許（SEP）」をめぐる紛争が注目されている。こう

した中、特許庁は、SEPをめぐる紛争の未然防止及び早期

解決を図るため、SEPのライセンス交渉に関する手引きの

策定や標準必須性に係る判断のための判定の実施に向け

た取組を進めている。2018年 10月には、標準必須特許に

関する特許庁の取組に効率的にアクセスできるよう、標準

必須特許ポータルサイトをリリースした1。本節では、SEP

に関する取組を紹介する。 

 

（1）標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き 

2018 年 6 月に「標準必須特許のライセンス交渉に関す

る手引き」を公表した2。本手引きでは、（i）交渉の各段階

において当事者が提供すべき情報の範囲や応答期間につ

いての考慮要素、（ii）サプライチェーン内のどのレベル

の主体（最終製品メーカー、部品メーカーなど）がライセ

ンス契約の締結主体になるべきかについての考慮要素、

（iii）ロイヤルティの算定の基礎（部品の価格、最終製

品の価格など）をどのように決定すべきかについての考慮

要素、（iv）同一の技術が異なる用途で使用されている場

合に、異なったライセンス料率や額を適用することが差別

的かどうかについての考慮要素、といった論点について整

理している（参照：図１）。 

また、標準必須特許に関する判例等は各国で継続的に示

されていることから、「標準必須特許のライセンス交渉に

関する手引き」公表以降の各国の判例や公的機関の見解等

を調査し、2019年 4月に公表した3。 

 

(2)標準必須性に係る判断のための判定 

上記(1)の通り、SEP を巡る環境変化によるライセンス

交渉の当事者の多様化に伴い、特許の標準必須性の判断に

つき当事者間で見解の乖離などが生じているという状況

を受け、特許庁は、標準必須性に係る判断のための判定の

運用を明確化し、「標準必須性に係る判断のための判定の

                                            
1https://www.jpo.go.jp/support/general/sep_portal/index.html 
2https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/seps-

tebiki.html 
3https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisa

利用の手引き」を取りまとめて公表4し、2018 年 4 月 1日

から本運用を開始した。 

本運用は、審判合議体が、判定を求める特許発明と標

準規格文書において不可欠とされる構成から特定した仮

想イ号とを対比して判断を示すものであり、その判断内容

によっては、特許発明の標準必須性についても判定書の理

由において言及するものである（参照：図２）。 

 

１.４.産業財産権制度の見直しに関する取組 

昨今、デジタル革命により業種の垣根が崩れ、オープン

イノベーションが進む中、中小・ベンチャー企業等が優れ

た技術を活かして飛躍するチャンスが拡大するとともに、

優良な顧客体験が競争力の源泉となってきている。このよ

うな産業構造の変化や、企業の特許戦略の変化等の動向を

踏まえ、知財制度・運用の在り方につき検討を行う必要が

ある。 

 日本ではこれまでも、知財権をしっかりと行使できるよ

う、知財訴訟制度の充実に向けた取組が累次にわたって行

われてきたところであるが、特に証拠収集手続の実効性は

欧米の水準に比べて十分とは言えず、訴訟のハードルは依

然高い現状にある。さらに、近年、諸外国では、更なる実

効的な権利保護に向け、訴訟制度の強化が行われている。

日本としても、そうした諸外国の動向も見据えつつ、知財

訴訟制度の不断の見直しを行う必要がある。 

 また、AI や IoT といった技術が浸透する中、日本企業

が生き残っていくには、デザインを中心に据えた戦略の重

要性が益々高まっている。デザインは、企業が顧客のニー

nken-seidomondai/2018_10_youyaku.pdf 
4https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document 

/hyojun_hissu_201906/01.pdf 

 

図２ 標準必須性に係る判断のための判定のイメージ 
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ズを利用者視点で見極めて新しい価値を創造するという、

イノベーション創出のための極めて重要な手段である。今

後、競争が激化する世界市場において優位に立つには、多

額の投資を行って技術力を高めることばかりに注力する

のでなく、製品やサービスのブランドを構築して自社の

「稼ぐ力」を高めることが非常に重要である。 

 こうした状況を受け、産業構造審議会特許制度小委員会

において、2019 年 2 月に報告書「実効的な権利保護に向

けた知財紛争処理システムの在り方」を、産業構造審議会

意匠制度小委員会において、2019 年 2 月に報告書「産業

競争力の強化に資する意匠制度の見直しについて」を取り

まとめた。これらの内容を含む、特許法等の一部を改正す

る法律案は、2019 年 3 月 1 日に閣議決定、第 198 回通常

国会へ提出された。 

 

 

 

 

 

 

 

（1）特許法の一部改正 

（ア）中立な技術専門家が現地調査を行う制度（査証）

の創設 

 特許権の侵害の可能性がある場合、中立な技術専門家で

ある査証人が、被疑侵害者の工場等に立ち入り、特許権の

侵害立証に必要な調査を行い、裁判所に報告書を提出する

制度を創設する（参照：図３）。 

（イ）損害賠償額算定方法の見直し 

a.侵害者が得た利益のうち、特許権者の生産能力等を超え

るとして賠償が否定されていた部分について、侵害者にラ

イセンスしたとみなして、当該ライセンス料相当額につい

ても損害賠償を請求できることとする（参照：図４）。 

b.ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たり、

特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に決

まるであろう額を考慮できる旨を明記する。 

※（イ）については実用新案法、意匠法及び商標法におい

て同旨の改正を実施。 

  

図３ 査証制度のイメージ 
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図４ ライセンス料相当額のイメージ 

 

（2）意匠法の一部改正 

（ア）保護対象の拡充 

 物品に記録・表示されていない画像や、建築物の外観・

内装のデザインを、新たに意匠法の保護対象とする（参照：

図５、図６、図７）。 

図５ 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 

図６ 道路に投影された画像 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 内装デザインによるブランド構築 

 

（イ）関連意匠制度の見直し（参照：図８） 

 一貫したコンセプトに基づき開発されたデザインを保

護可能とするため、 

a.関連意匠の出願可能期間を、本意匠の登録の公表日ま

で（8か月程度）から、最初の本意匠の出願日から 10年

以内までに延長する。 

b.関連意匠にのみ類似する意匠の登録を認める。 

図８ 一貫したコンセプトに基づき開発されたデザイン 

 

(ウ)意匠権の存続期間の変更 

 「登録日から 20年」から「出願日から 25年」に変更

する。 

 

（エ）意匠登録出願手続の簡素化 

a.複数の意匠の一括出願を認める。 

b.物品区分表を廃止する。 

 

（オ）間接侵害規定の拡充 

取り締まりを回避する目的で侵害品を構成部品に分割し

て製造・輸入等する行為を取り締まれるようにする。 
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（3）その他 

（ア）公益団体等における商標権の通常使用権の許諾に

ついて 

 公益団体等（自治体、大学等）が自身を表示する著名な

商標権の通常使用権の許諾を認める等の措置を講ずる。 

 

２．審査体制整備のための取組 

２．１．世界最速・最高品質の知財システムの構築に向け

た取組 

出願内容の高度化・複雑化、先行技術文献調査の対象とな

る蓄積文献数の増加等、特許審査における審査処理の負担が

年々増加している。こうした中、特許庁では、迅速かつ的確

な審査を行うため、先行技術文献調査の外注の拡充、必要な

審査官の確保等の様々な取組を着実に実施することにより、

審査体制の整備や審査の効率化を図ってきた。2018年度の先

行技術文献調査の登録調査機関への発注件数は 15.3 万件で

ある（参照：図９）。また、近年の外国語特許文献割合の増加

や外国語特許文献の調査の重要性の高まりに対応するため、

2013年度から、登録調査機関による先行技術文献調査の範囲

を日本語特許文献に加えて外国語特許文献にまで拡張して

おり、2018年度は全体の約４分の３に相当する 11.5万件に

ついて外国語特許文献を含めた調査を行った。 

特許審査の質の維持・向上に対する社会的要請は非常に

強く、特許庁では、2014年に公表した「特許審査に関する

品質ポリシー」及び「特許審査の品質管理に関するマニュ

アル」（2014年に初版を公表、2016年７月に改訂）に沿っ

た品質管理を通じて、特許審査を的確に実施し、世界最高

品質の特許審査の実現を目指している。また、2014 年度

からは、経験豊富な審査官からなる約 100名の品質管理官

を配置し、特許審査の一連のプロセス（本願理解、先行技

術文献調査、対比判断、通知書の作成）を対象とした品質

監査を実施している。  

第四次産業革命と呼ばれる大量のデータと AI（人工知

能）を活用する技術革新への期待が高まっている。この状

況を踏まえ、AI 関連技術の特許出願に対する特許審査の

透明性と予見性を高めることと、その特許審査の運用を諸

外国に発信することを目的として、AI 関連技術に関する

特許審査事例を世界に先駆けて整備した。特許審査事例は

日本語及び英語で公表されている。 

具体的には、産業構造審議会の審査基準専門委員会 WG

第 13回会合での検討を経て、AIを様々な技術分野に応用

した発明の 10 の特許審査事例を作成した。特許審査事例

はそれぞれ AI 関連技術の特許出願に対する記載要件及び

進歩性についての判断手法を紹介する。2019 年 1 月に、

これらの特許審査事例は「特許・実用新案審査ハンドブッ

ク」に追加されている。 

さらに、ＩｏＴ関連技術の近年の急速な発展に伴い、同

技術の特許出願の動向や、どのような発明が特許になって

図９ 登録調査機関への発注件数の推移 
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いるのかを把握したいというニーズが高まっている。これ

を受け、我が国におけるＩｏＴ関連技術の研究・開発の効

率的な進展や特許取得の予見性向上を目的として、2016

年 11 月に広域ファセット分類記号「ＺＩＴ」を新設し、

世界に先駆けてＩｏＴ関連技術の分類付与を実施してい

る。2017年４月には、ユーザーの要望を受けて、ＺＩＴを

細展開し、ヘルスケア用、製造業用等といった形で用途別

に分類する新たな分類項目を設立した。 

また、ＩｏＴ関連技術に関する国内外の特許文献の抽出

を容易にするために、細展開項目を含めたＺＩＴの分類項

目を国際特許分類（IPC）へ導入することを海外特許庁に

提案し、議論を進めている。 

 

２．２．出願人のニーズに応じた特許審査の実現に向けた

取組 

特許庁では、一定の要件の下で、出願人からの申請を受

けて審査を通常に比べて早く行う早期審査制度を実施し

ている。2018年の早期審査の申請件数は 21,137件であり、

年々増加傾向にある（参照：図 10）。早期審査制度を利用

した出願の 2018 年の一次審査通知までの期間の平均は、

早期審査の申請から平均 2.3か月となっており、制度を利

用しない出願と比べ一次審査通知までの期間が大幅に短

縮されている。 

 早期審査制度では、既に実施又は２年以内に実施予定の

発明に係る出願（実施関連出願）や、外国にも出願してい

る出願（外国関連出願）、また、個人、中小・ベンチャー

企業や、研究成果の社会への還元が期待される大学・ＴＬ

Ｏ、公的研究機関からの出願を対象としているほか、環境

関連技術に関する出願（グリーン関連出願）についても試

行的に対象としている。2011年８月からは、企業活動に必

要な技術を早期に保護し活用可能とすることで、震災から

の復興を支援するため、被災した企業、個人等の出願（震

災復興支援関連出願）も早期審査の対象に加えている。ま

た、2012年 11月からは、グローバル企業の研究開発拠点

等の我が国への呼び込みを推進するために施行された「特

定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別

措置法（アジア拠点化推進法）」に基づく認定を受けた研

究開発事業の成果に係る発明についても、試行的に早期審

査の対象に加えている。 

 また、2008年 10月からは、通常の早期審査よりも更に

早期に審査を行うスーパー早期審査制度を試行している。

スーパー早期審査制度を利用した出願の 2018 年の一次審

査通知までの期間の平均は、スーパー早期審査の申請から

平均 0.7月（国内移行した特許協力条約に基づく国際出願

については平均 1.1月）となっている。 

 審査官と出願人又はその代理人との間において、円滑な

意思疎通を図るとともに、審査の効率化にも資するため、

面接を実施している（2018 年実績：4,128 件）。面接の形

態として、地方の中小・ベンチャー企業、大学・ＴＬＯ等

を対象に、全国各地の面接会場に審査官が出張し、審査官

と出願人とが直接面会して出願や技術内容等に係る相談

を行う出張面接（2018年実績：1,158件）や、テレビ会議

システムを利用したテレビ面接も実施している（2018 年

実績：155 件）。2017 年 7 月に開設した独立行政法人工業

所有権情報・研修館近畿統括本部(INPIT-KANSAI)では、毎

月第 1・第 3金曜日を重点実施日とし、出張面接を重点的

に実施している。 

さらに、近年、企業活動のグローバル化や事業形態の多

図 10 早期審査申立件数の推移 
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様化に伴い、企業では事業戦略上、知的財産権を群として

取得し活用することが重要になってきている。そこで、事

業で活用される知的財産権の包括的な取得を支援するた

めに、国内外の事業に結びつく複数の知的財産（特許・意

匠・商標）を対象として、各分野横断的に事業展開の時期

に合わせて審査・権利化を行う事業戦略対応まとめ審査を

2013年４月より開始した（2018年実績：45件（対象とさ

れた特許出願は 446件、意匠登録出願は２件、商標登録出

願は１件））。事業戦略対応まとめ審査では、事業説明・面

接等を活用し、事業の背景や、技術間の繋がりを把握した

上で審査を行う。また、出願人が希望するタイミングでの

権利化を支援するため、事業説明・面接・着手のスケジュ

ールを調整しながら審査を進めることとしている。 

 

３．国際的な取組 

３．１．国際的な制度調和及び国際協力等に関する取組 

（１）知的財産制度・運用の調和 

出願人が同一出願を複数国に行う場合の利便性を向上

させるため、世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ）や各国特許

庁と協力して知的財産制度・運用の更なる調和に努めてい

る。 

2018 年 6 月に米国で開催された日米欧中韓の五庁（Ｉ

Ｐ５）による第 11 回ＩＰ５長官会合では、これまでの五

庁協力の進捗と成果を評価し、今後リソースを集中するプ

ロジェクトの明確化を行った。また、グローバル・ドシエ

に関連する優先的な取組について、今後 2-3年間の作業方

針に合意し、具体的な作業計画を策定した。さらに、PCT 

協働調査について、2018 年 7 月 1 日からの試行開始に

合意した。 

2018年 11月に韓国で開催された第４回意匠五庁（ＩＤ

５）年次会合では、GUI に代表されるデジタル技術由来の

新しいデザイン（新技術意匠）の保護に関する実務、意匠

の保護要件、部分意匠、グレースピリオドに関する五庁の

制度比較調査結果等を取りまとめるとともに、「ID5 ユー

ザーセッション」を開催し、これらの調査結果について、

五庁の意匠制度ユーザーへ情報共有を行った。 

特に、新技術意匠の保護については、第四次産業革命の

進展を背景にその利用が拡大する中、ID5 が、共に新技術

意匠の保護強化をめざすことの重要性についてまとめた

「ID5共同声明」を採択した。 

2018年 11月に韓国で開催された第７回商標五庁（ＴＭ

５）年次会合では、日本国特許庁がリードする「悪意の商

標プロジェクト」、「イメージサーチプロジェクト」等を含

む計 14 の協力プロジェクトについて各リード庁から進捗

の報告及び今後の進め方に関する提案が行われ、新たに１

つの協力プロジェクトが採択された。また、会合 2日目に

は、各国の業界団体・代理人団体等のユーザー団体を招い

たユーザーセッションを開催し、「品質管理」「AI を活用

したイメージサーチ」「第四次産業革命」等のテーマにつ

いて意見交換を行った。 

 

（２）新興国等における知的財産制度整備の支援 

日本国特許庁は、それぞれの国のニーズに基づいたバイの

支援だけでなく、日ＡＳＥＡＮ特許庁長官会合などマルチの

場を活用して、ＡＳＥＡＮ諸国の知的財産庁との協力を進め

ている。ＡＳＥＡＮ諸国との多国間協力として、日ＡＳＥＡ

Ｎ特許庁長官会合を毎年開催しており、2018 年 9 月にシン

ガポールで開催された第８回日ＡＳＥＡＮ特許庁長官会合

では、ＡＳＥＡＮ諸国における特許審査基準の策定・改訂に

向けた協力、国際条約加盟及び運用の支援、審査官育成・審

査業務管理に関する知見の共有、知的財産の商業化・エンフ

ォースメント強化に関する協力を含む「日ＡＳＥＡＮ知的財

産権行動計画 2018-2019」に合意した。 

日本国特許庁は、2018年 8月、インド商工省産業政策・

振興局との間で、協力関係の維持・強化を目的として、第

２回日印知的財産次官級会合を開催し、会合では、産業界

から要請されている日印 PPH の導入に関する議論を行い、

その後の調整を経て同年 9月に共同声明を採択。共同声明

で、2019 年度第一四半期に日印 PPH の試行を開始するこ

とで大筋合意し、また、公報データ交換の開始についても

合意。2018 年 10 月、日印首脳声明において 2019 年度第

一四半期に日印 PPHの試行を開始することで一致。 

2018年は、国際研修指導教官をインド、インドネシア、

タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ブラジルへ派

遣し、新人・若手審査官を中心に延べ約 350名に対し研修

を実施した。 

 

（３）海外知財庁・関係機関との連携・協力 

（ア）特許審査ハイウェイ 

特許審査ハイウェイ（ＰＰＨ）とは、第一庁（出願人が
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最先に特許出願をした庁）で特許可能と判断された出願に

ついて、出願人の申請により、第一庁とこの取組を実施し

ている第二庁において簡易な手続で早期審査が受けられ

るようにする枠組みである（参照：図 11）。 

ＰＰＨは 2006 年に日本国特許庁が提唱して、日米間に

おいて世界で初めて開始して以来、参加国・地域の数は、

48か国・地域に拡大しており（2019年４月１日時点）、世

界のＰＰＨ申請件数は累積 19万件を超えた（2019年４月

１日時点）。日本国特許庁は、42の国・地域とＰＰＨを実

施している（2019年４月１日時点）。 

また、2014年１月から、多数国間の枠組みである「グロ

ーバル特許審査ハイウェイ（ＧＰＰＨ）」を 17の国・地域

で開始している。従来二庁間の取組として、ＰＰＨ ＭＯ

ＴＴＡＩＮＡＩやＰＣＴ－ＰＰＨのように複数種類存在

するＰＰＨが選択的に実施されていたところ、この枠組み

に参加した知的財産庁の間では、国・地域によりどのＰＰ

Ｈが利用可能であるかを区別することなく、全てのＰＰＨ

が利用可能となる。2018 年１月には、ヴィシェグラード

特許機構が、2019 年１月にはペルーが参加し、グローバ

ルＰＰＨ参加国・地域の数は 26 の国・地域に拡大してい

る（2019年４月１日時点）。 

 

 

 

 

 

 

（イ）特許の付与円滑化に関する協力 

特許の付与円滑化に関する協力（ＣＰＧ）とは、我が国

で審査を経て特許となった出願に対応する出願について、

出願人からの申請により、本協力を実施している特定国の

知的財産庁において実質的に無審査で早期に特許が付与

される枠組みである（参照：図 12）。これにより、審査体

制が十分に整備されていない国においても、日本国特許庁

の審査結果を利用して迅速に特許を付与することが可能

となる。日本国特許庁は本協力を、2016 年 7 月からカン

ボジア工業手工芸省、2016年 11月からラオス知的財産局

との間で実施中である。 

 

 

 

（ウ）国際審査協力 

経済活動のグローバル化に伴う、同一又は類似の発明が

国をまたいで複数の庁に出願されるケースの増加、特許審

査ハイウェイの拡大、特許庁間の情報ネットワークの発達

等により、他庁の審査結果を日本国特許庁の審査官が利用

する機会や、日本の審査結果が他庁の審査官に参照される

機会は増加の一途をたどっている。国際審査協力は、この

ような状況の中、先行技術文献調査及び審査実務の相互理

解に基づく特許審査のワークシェアリングの促進、日本国

特許庁の審査実務・審査結果の他庁への普及、審査の質の

高いレベルでの調和、特許分類の調和、日本国特許庁の施

策の推進等を目的として、各国特許庁の審査官との直接の

議論や、審査実務指導を行う取組である。2000 年４月か

ら 2019 年３月末までの累積で、短期又は中長期の派遣・

受入れを、29の知的財産庁・組織と行っている。 

2018年度は日本国特許庁の審査官延べ 25名を派遣する

とともに、各国・地域の特許庁審査官 14名を受入れた。 

特に、中国との協議においては、日中両庁の品質管理担

当者の間で品質管理に関する協議を 2017 年度に続き実施

し、中国の品質管理体制などに対する理解を深めた。加え

て、ＡＳＥＡＮ諸国等の新興国に対しては、日本国特許庁

の審査官派遣及び招へい研修を実施して、のべ 293名の審

査官に審査実務指導を行い、当該国での適切な知的財産制

度の整備や人材の育成の促進に取り組んだ。 

 

（エ）日米協働調査試行プログラム 

日米協働調査は、日米両国に特許出願した発明について、

最初の審査結果を出願人に送付する前に、日米の特許審査

官がそれぞれ先行技術文献調査を実施し、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最初の審

査結果を送付する取組であり、米国特許商標庁との間で

2015年８月１日から試行を行っている（参考：図 13）。 

この取組により、「日米の審査官が早期かつ同時期に審

図 12 特許の付与円滑化に関する協力（ＣＰＧ）の概要 

図 11 特許審査ハイウェイ（ＰＰＨ)の概要 
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査結果を送付することで、ユーザーにとっての審査・権利

取得の時期に関する予見性が向上する」、「日米の審査官が

互いに同じ内容の一群の出願について先行技術文献調査

を協働して実施することにより、より強く安定した権利を

ユーザーに提供することが可能となる」等の効果が期待さ

れる。 

2017年 7月 31日まで 2年間実施した第 1期試行プログ

ラムにおいては、試行期間中に 67 件の申請を受理した。

また、2017年 11月 1日より新しい運用で 3年間の第 2期

試行プログラムを実施している。 

 

３．２．知的財産保護のための取組 

二国間、多国間等の様々な枠組みを効果的に活用し、ア

ジア諸国を中心に知的財産権の保護水準の向上に向けた

制度の導入や運用の強化を要請するとともに、その実現に

必要な体制整備のため、人材育成や情報化に対する支援を

行っている。 

また、企業活動に悪影響をもたらす模倣品問題の対策は

急務であり、官民合同ミッションの派遣や二国間協議を通

じた相手国政府への模倣品対策強化の要請と協力、「模倣

被害調査報告書」の作成等の模倣品対策に必要な情報の収

集・提供、税関職員向けの知的財産に関する研修に日本国

特許庁の職員を講師として派遣するなど取締機関との連

携の強化、を実施している。一方、国内消費者向けに知的

財産権の重要性や模倣品の弊害を周知する「コピー商品撲

滅キャンペーン」を毎年度実施し、消費者の意識の改善を

図っている。 

 

４．知的財産活動の活性化のための取組 

４．１．中小企業等に対する支援 

特許庁では、我が国の産業基盤を支えるとともに、地域

経済の担い手として大きな役割を果たす中小企業や、新規

産業の創出が期待されるベンチャー企業等に対して「知財

意識」から「海外展開」まで様々な施策を通じて総合的に

支援している（参照：図 14）。 

 

 

 

図 14 中小企業等に対する総合的な支援の概要 

図 13 日米協働調査試行プログラムの概要 
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（１）特許料・審査請求料等の減免措置 

中小企業等の知財活動を活発化するため、不正競争防止

法等の一部を改正する法律（平成 30 年 5 月 30 日法律第

33号）に基づき、中小企業等を対象とした、審査請求料、

特許料（１年～10年）、国際出願関連手数料の減免措置を

講じている。 

 

（２）ＩＮＰＩＴ知財総合支援窓口 

 中堅・中小企業等が企業経営の中でノウハウも含めた

知的財産活動が円滑にできるよう、知的財産支援の拠点と

して、「知財総合支援窓口」を全国 47都道府県に設置して

いる。知財総合支援窓口では、無料・秘密厳守で、知的財

産に関するアイデア段階から事業展開、海外展開までの

様々な課題等に対し、知的財産に関係する様々な専門家の

ほか、自治体や商工会・商工会議所、よろず支援拠点を始

めとする地域の中小企業支援機関と協働・連携して、効率

的な解決を図るワンストップサービスを提供している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）営業秘密・知財戦略に関する相談 

 イノベーション手法の変化や新興国企業の技術力向上 

に伴う産業構造のパラダイムシフトにより、企業が生み出

した技術について、オープン・クローズ戦略を取り入れた

より複雑かつ高度な知財戦略を策定することが重要とな

っている。こうした企業の知財戦略の複雑化や高度化への

対応を支援するため、2015 年 2月 2日、ＩＮＰＩＴに「営

業秘密・知財戦略相談窓口」～営業秘密 110 番～ を設置

し、中小企業等からの営業秘密・知財戦略に関する相談を

受け付けている（参照：図 15）。 

「営業秘密・知財戦略相談窓口」では、中小企業等にお

いて生み出された技術について、特許としての権利化、営

業秘密としての秘匿化を含むオープン・クローズ戦略等の

具体的な知財戦略に加え、秘匿化を選択した際の営業秘密

の管理手法、また営業秘密の漏えい・流出への対応等に関

する相談に、経験豊富な企業ＯＢや弁護士等の知財専門家

が対応している。また、営業秘密の漏えい・流出に関する

被害相談については警察庁と、サイバー攻撃など情報セキ

ュリティに対する相談については独立行政法人情報処理

推進機構（ＩＰＡ）と連携するなど、関係機関と協力して

対応している。さらに、全国にある知財総合支援窓口とも

連携することにより、各地の中小企業等が気軽に専門家に

相談することを可能にしている。 

  

図 15 営業秘密に関する相談に係るＩＮＰＩＴと関係機関との連携 
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2018 年度は、年度を通じ、営業秘密管理体制の整備支

援に力を入れて取り組み、全国の知財総合支援窓口の協力

を得て、中小企業等が情報管理規程を導入するための支援

を実施した。 

 

（４）外国出願支援事業（補助金） 

中小企業における戦略的な外国出願を促進するため、都道

府県等中小企業支援センター及び日本貿易振興機構（ＪＥＴ

ＲＯ）を通じて、外国への事業展開等を計画している中小企業

の外国出願（特許、実用新案、意匠、商標）にかかる費用（外

国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費等）の一

部を補助している。補助率は２分の１以内で、案件ごとの上限

額は、特許 150万円、実用新案・意匠・商標 60万円、冒認対

策商標（※）30万円。１企業に対する上限額は 300万円。2018

年度は 878件（前年度比 6%増）を支援した。 

※冒認対策商標：第三者による抜け駆け出願（冒認出願）

の対策を目的とした商標出願。 

 

（５）海外侵害対策支援事業（補助金） 

中小企業の海外での適時適切な権利行使を促進するた

め、ＪＥＴＲＯを通じて、模倣品の製造元や流通経路等を

把握するための侵害調査及び調査結果に基づく模倣品業

者への警告文作成、行政摘発までを実施し、その費用の一

部を補助している。補助率は３分の２以内で、１企業に対

する上限額は 400万円。2018年度は 23件を支援した。 

また、2015 年度からは、海外で冒認出願され取得され

た権利等に基づいて中小企業等が知的財産侵害で訴えら

れた場合の弁護士への相談や訴訟準備・訴訟にかかる費用

の一部を助成する防衛型侵害対策を実施。2018 年度は 2

件を支援した。さらに、2016年度からは、異議申立や無効

審判請求、取消審判請求など、冒認商標を取り消すために 

かかる費用の一部を助成する冒認商標無効・取消係争支援 

を実施。2018年度は 29件を支援した。防衛型侵害対策及

び冒認商標無効・取消係争支援における補助率は３分の２

以内で、１企業に対する上限額は 500万円。 

 

（６）知財金融促進事業 

 中小企業の知財を活用したビジネスの価値・評価を見え

る化して金融機関からの融資や本業支援につなげるため、

以下の包括的な取組を実施。 

①知財ビジネス評価書･･･中小企業の知的財産を活用した

ビジネスについて評価した評価書を専門機関が作成し、金

融機関に提供。 

②伴走型支援･･･金融機関に知財専門家を派遣し、知財を

切り口とした事業理解・成長支援の枠組みを、金融機関内

に構築。 

③普及啓発・人材育成･･･金融機関職員向けマニュアルの

提供や、研修・フォーラムを開催。 

2018 年度は、「知財ビジネス評価書」を 150 件提供し、

18 の金融機関に伴走型支援を実施した。また、伴走型支

援対象の金融機関向けに、企業への成長支援提案力を向上

させる研修を 3回実施すると共にマニュアルを提供。3月

には東京で知財金融フォーラムを開催し、本事業に参加し

実際に支援を行った金融機関による取組内容の発表を行

った。 

 

（７）海外知財訴訟保険事業（補助金） 

 2016 年度より、中小企業が海外において知財係争に巻

き込まれた場合のセーフティーネットとしての施策とし

て、全国規模の中小企業を会員とした団体を通じて、海外

知財訴訟費用保険に加入する際の掛金を補助している。補

助率は２分の１（２年目以降の場合は、３分の１）。 

 

（８）日本発知財活用ビジネス化支援 

中堅・中小企業や地域団体商標取得団体の知的財産を活

用した海外でのビジネス展開（ライセンス契約等）を促進

するため、ブランド戦略の策定、海外展開におけるライセ

ンス契約の普及や技術流出防止等を目的としたセミナー

への参加や国内外での展示会出展等に係る費用を助成す

る。2018年度は、274件の支援を行った。 

 

（９）知財支援力強化事業（補助金） 

 地域における知財支援体制の構築や連携強化を通じて

知財支援力を向上するため、地域の先導的・先進的な知財

の取組を補助している。2018年度は 28件の取組を支援し

た。 

 

（１０）巡回特許庁支援事業  

地域の出願人等の制度ユーザーの利便性の向上や知的

財産の未活用企業等への意識啓発を目的とした「巡回特許
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庁」を、2018年度は全国 10都市で開催した。本事業のテ

ーマである「知財のミカタ～見方を変えて、知財を味方に

～」の基、特許庁の審査官が地域へ出向く出張面接を中心

に、経済産業局等の知的財産室や地域の中小企業支援機関

等とも連携して、地域の特性を踏まえた知的財産制度や支

援策等の普及のため、知的財産や地域ブランドに関連した

初心者から上級者まで様々なレベル別のセミナー等を開

催した。 

 

（１１）産業財産権専門官 

特許庁職員である産業財産権専門官は、全国の中小企業等

への個別訪問や中小企業や支援機関等を対象としたセミナー

の講師を通じて、知的財産権制度及び各種支援策に関する普

及・啓発を行っている。また、個別訪問した中小企業等から、

特許庁及び産業財産権制度に対する意見・要望を伺い、制度・

運用改善への提案を行っている。 

◇2018 年度実績 

中小企業等への個別企業訪問 278 社 

知的財産セミナー・研修会講師 99 回 

 

（１２）ＩＮＰＩＴ－ＫＡＮＳＡＩ 

 特許庁及び特許庁所管の独立行政法人工業所有権情報・

研修館（ＩＮＰＩＴ）は、「政府関係機関の地方移転に関

する今後の取組について」（2016年９月、まち・ひと・し

ごと創生本部決定）を踏まえ、2017年７月に「ＩＮＰＩＴ

近畿統括本部」（ＩＮＰＩＴ－ＫＡＮＳＡＩ）を、「グラン

フロント大阪」（大阪市北区）に開設した。同本部では、

地元自治体や地域の関係機関等と密接に連携しながらき

め細かい支援を実施するため、（１）専門家による知的財

産に関する高度・専門的な支援、（２）出張面接・テレビ

面接の場の提供、（３）高度検索用端末による産業財産権

情報の提供、（４）地域の関係機関のネットワークを活用

した支援情報の提供や各種セミナーの共同開催、といった

多面的な機能や体制を整備している。 

 

 

 

 

 

 

４．２．大学等に対する支援 

（１）産学連携知的財産アドバイザー派遣事業 

事業化を目指す産学連携活動を展開する大学に知的財

産の専門家である産学連携知的財産アドバイザーを派遣

して、事業化を目指す産学連携プロジェクトの知的財産マ

ネジメントを支援することにより、地方創生に資する大学

等の活動を促進している（参照：図 16）。 

 

｢プロジェクト支援Ａ型｣と｢プロジェクト支援Ｂ型｣の

２つのプログラムを推進している。｢プロジェクト支援Ａ

型｣においては、産学連携知的財産アドバイザーが、事業

化を目指す産学連携プロジェクト案件を有している大学

に対し、進行中のプロジェクトの事業化への加速を支援し

ている。｢プロジェクト支援Ｂ型｣においては、産学連携知

的財産アドバイザーが、技術シーズ・ニーズ又はデザイン

が複数存在しているもののこれに基づく産学連携プロジ

ェクトの創出まで至っていない大学に対し、プロジェクト

の創出から事業化へ向けた産学連携活動を一貫して支援

している。 

◇2018 年度派遣実績 21 大学（プロジェクト支援Ａ型

11大学、プロジェクト支援Ｂ型 10大学） 

  

図 16 産学連携知的財産アドバイザー派遣事業の概要 



 446 

４．３．知財活用全般に対する支援 

（１）知的財産プロデューサー派遣事業 

公的資金が投入された研究開発コンソーシアムや大学

には、革新的な研究成果の創出や国際競争力の向上が期待

されている。我が国のイノベーションの促進に寄与するこ

とを目的とし、研究開発プロジェクトを推進する研究開発

機関等を対象に、知的財産の視点から、成果の活用を見据

えた戦略の策定、研究開発プロジェクトの知的財産マネジ

メント等を支援するため、企業での知的財産実務経験等を

有する専門人材である知的財産プロデューサーを派遣し

ている（参照：図 17）。 

具体的には、プロジェクト初期では知財管理基盤の整備、

研究開発戦略・知財戦略の策定の支援、プロジェクト推進

期では戦略的な知財群の構築等知財マネジメントの推進

の支援、プロジェクト終期ではプロジェクト全体で獲得し

た知的財産成果の総括と情報共有の支援、プロジェクト終

了後の知的財産管理主体における知的財産管理・活用方法

の確認・共有の支援を行っている。 

◇2018年度派遣実績 延べ 34プロジェクト 

 

（２）地方創生のための事業プロデューサー派遣事業 

地方には、地方特有の社会課題が存在するが、これらの

課題に対し、事業ニーズ起点で知財シーズ・技術開発力を

組み合わせて事業化構想を行うことができれば、新規事業

創出に繋がるといえる。しかし、各地方では、シーズを活

用して新規事業創出に成功している事例が必ずしも多い

とはいえない。その大きな理由の一つとして、新規事業創

出のできる事業化支援人材が各地方に欠乏していること

が挙げられる。したがって、知財の需要と供給を繋ぎ、事

業化を構想できる目利き機能を果たす能力を持った専門

家を地方に配置し、新規事業創出を活性化することが必要

である。 

そこで、特許庁では、新規事業創出の専門人材である事

業プロデューサーを３地域に派遣し、地域ネットワークを

構築・活用しながら、潜在的なニーズ・シーズを掘り起こ

して事業を構想し、ニーズとシーズのマッチングから事業

資金調達、販路開拓まで含めた事業創出活動を支援するこ

とによって、地域における事業化創出機能の活性化を図る

「事業プロデューサー派遣事業」を、2016 年度より 3 か

年の事業として実施した（参照：図 18）。 

図 17 知的財産プロデューサーの業務の例 
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（２）海外知的財産プロデューサー派遣事業 

海外展開において刻々と変化するビジネスのステージ

に応じ、知的財産リスクへの対応やライセンスといった知

的財産の活用等の知的財産全般のマネジメントが必要に

なる。海外進出先の情勢や制度、事業目的・内容に応じた、

知的財産権の取得・管理・活用、海外市場への技術移転支

援、知的財産戦略の策定等、知的財産全般の多様なマネジ

メントの支援のため、2011 年度から、海外駐在経験及び

知的財産実務経験がともに豊富な民間企業出身の専門人

材を海外知的財産プロデューサーとしてＩＮＰＩＴに配

置し、関係機関と連携しながら中堅・中小企業等に対する

支援を行っている。2016 年度からは、独立行政法人日本

貿易振興機構（JETRO）が事務局を行う新輸出大国コンソ

ーシアムの参加機関として、全国の他の支援機関と連携し

ながら支援を行っている。 

具体的には、海外知的財産プロデューサーは、海外での

事業展開を考えている企業等に対して、ビジネスの形に応

じた様々な知的財産リスクについてのアドバイスを行っ

た上で、ビジネス展開に応じた知的財産の権利化（例えば、

どのような権利をどの地域で取得するべきか）や、取得し

た権利を利益に結びつけるための活用（例えば、企業の海

外進出目的や保有する知的財産に合わせたビジネススキ

ームの提案）について支援している（参照：図 19）。 

また、海外知的財産プロデューサーは、海外ビジネス上

の様々な知的財産リスクやビジネスと知的財産の関係に

ついての理解を広めるための講演も行っている。 

 ◇2018年度実績  

支援企業等 308社   講演等 79回 

 

 

 

 

 

 

図 18 地方創生のための事業プロデューサー派遣事業の概要 
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（３）地域団体商標制度 

地域名と商品（サービス）名とを組み合わせた地域ブラ

ンドを商標権として、より適切に保護するため、2005 年

に商標法が一部改正され、2006 年４月に、地域団体商標

制度が施行された。 

本制度は、地域の事業者団体による積極的な活用によっ

て、地域経済の持続的な活性化につながることを目指し、

導入されたものである。これにより、全国的な知名度を獲

得した場合を除き、商標登録することができないものとさ

れていた地域名と商品（サービス）名とを組み合わせた商

標を、地域団体商標としてより早い段階で商標登録するこ

とが可能となり、模倣品を排除することができるようにな

った。商標登録された地域団体商標を有効に活用し、ブラ

ンド管理を徹底すること等によってブランド力を高める

ことで、発展段階の地域ブランドが全国的に認知されるブ

ランドへと成長していくこと、そして、地域活性化につな

がっていくことが期待されている。 

2019年３月末までに 1,239件が出願され、653件につい

て設定登録されている。 

地域団体商標制度の更なる普及と地域団体商標産品（サ

ービス）のブランド力向上を促すため、2018 年１月には

「地域団体商標マーク」を策定した（参照：図 20）。「地域

団体商標マーク」は、「地域の名物」が地域団体商標とし

て特許庁に登録されていることを示す証として、156の団

体に活用いただいている（2019年３月末時点）。 

本マークは、原則、地域団体商標に係る商標権を有する

団体、団体の構成員及び団体から地域団体商標の使用許諾

を受けた者のみが使用できるため、マークの有無による、

第三者産品（サービス）との差別化に役立つとともに、商

品のパッケージや印刷物、イベントの際等に、地域ブラン

ドとして特許庁に登録されていることを PR するツールと

して活用することで、第三者による商標権侵害を未然に防

止する効果が期待される。 

また、2019 年３月には、地域団体商標制度の更なる普

及を促すため、「成功する地域ブランド虎の巻！」をコン

セプトに、地域団体商標を活用している団体の最新事例を

紹介するとともに、地域団体商標制度の概要、特許庁の支

援策、登録されている 645 件（2018 年末時点）の地域団

体商標を掲載した冊子「地域団体商標ガイドブック 2019」

を作成し、説明会等の参加者や、各都道府県、市区町村、

商工会・商工会議所、観光協会、既権利者等に配布し、対

外的に広く普及活動を行っている。 

さらに、特許庁では、地元の学生と地域団体商標の権利

者がチームを組み、地元の学生が地域団体商標の権利者へ

の取材を通じて、その魅力等を「Instagram®（インスタグ

ラム）」で発信し、今後のビジネス展開等についても発表

する「地域ブランド総選挙」を 2018年３月に九州地域で、

12月に東海・北陸地域で開催した。 

 

図 20 地域団体商標マーク 

図 19 海外知的財産プロデューサー派遣事業 
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