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平成２４年度に特許庁が達成すべき目標に対する実績評価について 

 

１．特許・実用新案 

①特許審査全般 

【平成２４年度の目標】 

特許出願の一次審査を３５２，０００件以上行うこと等により、平成２４年度末

に一次審査が行われる平均の審査順番待ち期間を１７か月台とするよう努めるこ

と。 

【実績及び評価】 

 ・一次審査件数は３６５，４０５件、平均の審査順番待ち期間は１６．１か月となり、

目標を達成した。 

 ＜参考：過去の実績＞ 

  ○平成２１年度 一次審査件数  ３６６，６２２件 

          審査順番待ち期間 ２９．１か月 

  ○平成２２年度 一次審査件数  ３７８，４４４件 

          審査順番待ち期間 ２７．３か月 

 ○平成２３年度 一次審査件数  ３６６，１４１件 

          審査順番待ち期間 ２２．２か月 

 

②早期審査 

 【平成２４年度の目標】 

特許出願のうち、権利化について緊急性を要する実施関連出願、グリーン関連出

願、外国関連出願、個人・中小企業・大学・ＴＬＯ等による出願、震災復興関連出

願については、出願人の早期権利取得ニーズにより適切に応えるため、早期審査の

申出がなされ、審査に必要な書類が完備してから、原則として全件９か月以内に一

次審査結果の発送を行うよう努めること。 

 【実績及び評価】 

・ 一次審査結果を発送した１４，５３１件（うち震災復興支援早期審査８５件）のう

ち、例外的にシステム上の不具合で処理に時間を要した３件注を除く全件について

９か月以内に処理を行い、目標を達成した。 

 

 

                         
注早期審査の３件は、平成２３年度中に既に９か月を超過していたものであって、平成２４年度に確認

したものである。 
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  ＜参考：過去の実績＞ 

   ○平成２１年度 目標：９か月以内 ９，９７９件全件達成 

   ○平成２２年度 目標：９か月以内  １０，６６６件全件達成 

○平成２３年度 目標：９か月以内 １２，０６８件全件達成 

 

③国際調査 

【平成２４年度の目標】 

特許協力条約（ＰＣＴ）に基づく国際特許出願の増加に伴い、国際調査報告の迅速

な作成が求められるため、特許庁が受理し、国際調査報告の作成が必要なＰＣＴ国際

特許出願の全件（４０，０００件以上見込み）について、原則として国際公開（優先

日から１８か月）までに国際調査報告を作成するよう努めること。ただし、出願人側

の手続等の特許庁側に起因しない理由により、国際調査報告の作成遅延が生じる場合

は除く。 

【実績及び評価】 

・ 国際調査報告の作成が必要なＰＣＴ国際特許出願４１，４０４件の全件について、

国際公開までに国際調査報告を作成し、目標を達成した。 

 

④拒絶査定不服審判 

 【平成２４年度の目標】 

審理可能となった事件に速やかに着手することにより、平成２４年度末に一次審理

が行われる拒絶査定不服審判の平均の審理順番待ち期間を１５か月以内とするよう

努めること。 

 【実績及び評価】 

  ・平均の一次審理順番待ち期間は１３．６か月となり、目標を達成した。 

  ＜参考：過去の実績＞ 

   ○平成２１年度 一次審理件数  １５，４２０件 

           審理順番待ち期間 ２２．６か月 

   ○平成２２年度 一次審理件数  １６，２９４件 

           審理順番待ち期間 ２０．８か月 

   ○平成２３年度 一次審理件数    １６，２１５件 

           審理順番待ち期間  １６．８か月 
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⑤早期審理 

 【平成２４年度の目標】 

審判請求人の早期権利取得ニーズに適切に応えるため、早期審理の申出がなされ、

審理が可能となってから、原則として全件１０か月以内に審決の発送を行うよう努め

ること。 

 【実績及び評価】 

  ・審決を発送した１４８件（うち震災復興支援早期審査４件）全てについて１０か月

以内に処理を行い、目標を達成した。 

  ＜参考：過去の実績＞ 

   ○平成２１年度  ２９０件全件達成 

   ○平成２２年度  ２５７件全件達成 

   ○平成２３年度    １９２件全件達成 

 

⑥無効審判 

 【平成２４年度の目標】 

審理可能となった事件に速やかに着手することにより、平均処理期間を１０か月以

内とするよう努めること。 

 【実績及び評価】 

  ・平均処理期間は８．５か月となり、目標を達成した。 

  ＜参考：過去の実績＞ 

   ○平成２１年度 処理件数  ２９３件 

           平均処理期間  ９．２か月 

   ○平成２２年度 処理件数  ２７０件 

           平均処理期間  ９．６か月 

   ○平成２３年度 処理件数      ２５８件 

           平均処理期間    ８．５か月 

 

⑦訂正審判 

 【平成２４年度の目標】 

審理可能となった事件に速やかに着手することにより、平均処理期間を３か月以内

とするよう努めること。 

 【実績及び評価】 

・平均処理期間は２．０か月となり、目標を達成した。 
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  ＜参考：過去の実績＞ 

   ○平成２１年度 処理件数  １５６件 

           平均処理期間  ２．０か月 

   ○平成２２年度 処理件数  １４８件 

           平均処理期間  ２．０か月 

   ○平成２３年度 処理件数  １５２件 

    平均処理期間    １．９か月 

 

２．意匠 

①意匠審査全般 

 【平成２４年度の目標】 

意匠出願の一次審査を３０，０００件以上行うこと等により、平成２４年度末に一  

次審査が行われる意匠登録出願の平均の審査順番待ち期間を７か月以内とするよう努 

めること。 

 【実績及び評価】 

  ・一次審査件数は３１,８８２件、平均の審査順番待ち期間は６．４か月となり、目標

を達成した。   

  ＜参考：過去の実績＞ 

   ○平成２１年度 一次審査件数 ３１，４８９件 

           審査順番待ち期間 ６．７か月 

   ○平成２２年度 一次審査件数 ３０，９１９件 

           審査順番待ち期間 ６．６か月 

○平成２３年度 一次審査件数 ３１，８８７件 

           審査順番待ち期間 ６．５か月 

 

②早期審査 

 【平成２４年度の目標】 

意匠登録出願のうち、権利化について緊急性を要する実施関連出願、外国関連出願、

震災復興関連出願については、出願人の早期権利取得ニーズにより適切に応えるた

め、早期審査の申出から原則として全件３．５か月以内に一次審査結果の発送を行う

よう努めること。ただし、出願手続に瑕疵がある場合や事情説明書の補充を要する場

合を除く。 

 【実績及び評価】 

  ・一次審査結果を発送した８５件（うち震災復興支援早期審査８件）全てについて３．

５か月以内に処理を行い、目標を達成した。 
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  ＜参考：過去の実績＞ 

   ○平成２１年度 目標：３．５か月以内 

           ４６件全件達成 

   ○平成２２年度 目標：３．５か月以内 

           ９８件中９７件達成 

○平成２３年度 目標：３．５か月以内 

           １１０件（うち震災復興支援早期審査９件）全件達成 

 

③模倣品対策のための早期審査 

 【平成２４年度の目標】 

意匠登録出願のうち、第三者が許諾なく、その出願の意匠もしくはこれに類似する

意匠を実施しているか、または実施の準備を相当程度進めていることが明らかな場合

は、模倣品への対応を迅速に行いうるよう早期審査の申出から原則として全件１か月

以内に一次審査結果を通知するよう努めること。ただし、出願手続に瑕疵がある場合

や事情説明書の補充を要する場合を除く。 

 【実績及び評価】 

  ・一次審査結果を発送した２５件全てについて１か月以内に処理を行い、目標を達成

した。 

  ＜参考：過去の実績＞ 

   ○平成２１年度 目標：１か月以内 

           該当なし 

   ○平成２２年度 目標：１か月以内 

           ２件全件達成 

○平成２３年度 目標：１か月以内 

           ３件全件達成 

 

 ④拒絶査定不服審判 

 【平成２４年度の目標】 

審理可能となった事件に速やかに着手することにより、平成２４年度末に一次審理

が行われる拒絶査定不服審判の平均の審理順番待ち期間を６か月以内とするよう努

めること。 

 【実績及び評価】 

・平均の一次審理順番待ち期間は５．８か月となり、目標を達成した。 
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  ＜参考：過去の実績＞ 

   ○平成２１年度 一次審理件数  ６２８件 

           審理順番待ち期間 ６．０か月 

   ○平成２２年度 一次審理件数  ４８２件 

           審理順番待ち期間 ５．６か月 

   ○平成２３年度 一次審理件数  ４７５件 

           審理順番待ち期間  ５．８か月 

 

３．商標 

①商標審査全般 

 【平成２４年度の目標】 

商標登録出願の一次審査を１９８，０００区分以上行うこと等により、平成２４年

度末に一次審査が行われる商標登録出願の平均の審査順番待ち期間を５か月以内と

するよう努めること。ただし、権利化前に公開された商標出願に対する第三者からの

情報提供※を受けつける期間を確保するため、審査順番待ち期間が過度に短くならな

いようにする。 

※商標法施行規則第１９条（情報の提供）により、何人も、商標登録出願に係る商標

が商標の登録要件を満たしていない、或いは商標の不登録事由に該当する等の審査

に有用な情報を特許庁に提供することが可能。 

 【実績及び評価】 

  ・一次審査件数は２０４，９４８区分となり、目標を達成した。また、情報提供を受

け付ける期間を確保した上で、平均の審査順番待ち期間は４．４か月となり、目標

を達成した。 

  ＜参考：過去の実績＞ 

   ○平成２１年度 一次審査区分数  ２１１，１８０区分 

           審査順番待ち期間 ５．９か月 

   ○平成２２年度 一次審査区分数  ２０２，７５２区分 

           審査順番待ち期間 ４．７か月 

   ○平成２３年度 一次審査区分数  １８３，２５０区分 

           審査順番待ち期間 ４．６か月 
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②早期審査 

 【平成２４年度の目標】 

出願人の早期権利取得ニーズにより適切に応えるため、早期審査の要件を満たす商

標登録出願、震災復興関連出願について、早期審査の申出から原則として全件３．５

か月以内に一次審査結果の発送を行うよう努めること。また、地域団体商標登録出願

について、早期審査の申出から原則として全件４．５か月以内に一次審査結果の発送

を行うよう努めること。ただし、これらの出願手続に瑕疵がある場合や事情説明書の

補充を要する場合を除く。 

 【実績及び評価】 

・ 商標登録出願に係る早期審査について、一次審査結果を発送した１，２２０件（う

ち震災復興支援早期審査２００件）全てについて３．５か月以内に処理を行ってお

り、目標を達成した。なお、地域団体商標登録出願については、早期審査の申請が

なかった。 

  ＜参考：過去の実績＞ 

   ○平成２１年度 目標：３．５か月以内 ７７３件全件達成 

   ○平成２２年度 目標：３．５か月以内 ８０６件全件達成 

   ○平成２３年度 目標：３．５か月以内 ８７６件全件達成 

 

③拒絶査定不服審判 

 【平成２４年度の目標】 

審理可能となった事件に速やかに着手することにより、平成２４年度末に一次審理

が行われる拒絶査定不服審判の平均の審理順番待ち期間を７か月以内とするよう努

めること。 

 【実績及び評価】 

  ・平均の審理順番待ち期間は、６．１か月となり、目標を達成した。 

  ＜参考：過去の実績＞ 

   ○平成２１年度 一次審理件数  ９７２件 

           審理順番待ち期間 ８．９か月 

   ○平成２２年度 一次審理件数  １，５７０件 

           審理順番待ち期間 ８．５か月 

   ○平成２３年度 一次審理件数    １，２８８件 

           審理順番待ち期間  ７．４か月 
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④異議申立 

 【平成２４年度の目標】 

審理可能となった事件に速やかに着手することにより、平均処理期間を８か月以内

とするよう努めること。 

 【実績及び評価】 

・ 平均処理期間は６．３か月となり、目標を達成した。 

  ＜参考：過去の実績＞ 

   ○平成２１年度 処理件数  ５６４件 

           平均処理期間  ８．９か月 

   ○平成２２年度 処理件数  ４３４件 

           平均処理期間  ７．６か月 

   ○平成２３年度 処理件数      ５６７件 

           平均処理期間    ７．７か月 

 

⑤無効審判 

 【平成２４年度の目標】 

審理可能となった事件に速やかに着手することにより、平均処理期間を１０か月以

内とするよう努めること。 

 【実績及び評価】 

  ・平均処理期間は７．６か月となり、目標を達成した。   

  ＜参考：過去の実績＞ 

   ○平成２１年度 処理件数  １８８件 

           平均処理期間  ９．６か月 

   ○平成２２年度 処理件数  １０９件 

           平均処理期間  ８．１か月 

   ○平成２３年度 処理件数      １２２件 

           平均処理期間    ９．１か月 

 

⑥取消審判 

 【平成２４年度の目標】 

審理可能となった事件に速やかに着手することにより、平均処理期間を６．５か月

以内とするよう努めること。 

 【実績及び評価】 

・ 平均処理期間は５．８か月となり、目標を達成した。 
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  ＜参考：過去の実績＞ 

   ○平成２１年度 処理件数  １，４６３件 

           平均処理期間  ６．０か月 

   ○平成２２年度 処理件数  １，４３４件 

           平均処理期間  ５．４か月 

   ○平成２３年度 処理件数      １，２９３ 

           平均処理期間    ５．８か月 

 

４．出願書類の方式審査 

【平成２４年度の目標】 

オンライン出願書類の方式審査の通常処理期間を、受付日から原則として５日以内

とするように努めること。ただし、国際出願に係る書類を除く（これらの書類につい

ては、条約で定められた国内処理開始時期を遵守する。）。 

 【実績及び評価】 

  ・通常処理期間は４．７日となり、目標を達成した。 

  ＜参考：過去の実績＞ 

   ○平成２１年度 通常処理期間  ４．８日 

   ○平成２２年度 通常処理期間  ４．８日 

   ○平成２３年度 通常処理期間  ４．７日 

 

５．産業財産権の移転登録 

 【平成２４年度の目標】 

安定的な移転登録を実現するため、移転登録申請書の処理に係る業務の通常処理期

間を、受付日から原則として全件１０日以内 （ただし、閉庁日を除く。）とするよ

う努めること。 

【実績及び評価】 

・移転登録１６５，６２８件について通常処理期間１０日以内（ただし、閉庁日を除

く。）に処理を行い、目標を達成した。 

  ＜参考：過去の実績＞ 

   ○平成２１年度  １３１，８６１件 １０日以内（閉庁日除く） 

   ○平成２２年度  １３３，００２件 １０日以内（閉庁日除く） 

   ○平成２３年度  １５８，６２９件 １０日以内（閉庁日除く） 
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６．特許庁業務・システム最適化計画の着実な実行 

  【平成２４年度の目標】 

システムの安定稼働に注力し、電子出願を２４時間３６５日安定的に受け付けるよ

う努めること。ただし、システムのメンテナンス時間を除くものとする。 

  【実績及び評価】 

   ・システムのメンテナンス時間を除き、電子出願を２４時間３６５日安定的に受け

付けるよう努め、目標を達成した。 

 

【平成２４年度目標に対する全般的な評価】 

・平成２４年度の実施庁目標に対する実績については、指標の全件において達成されてお

り、着実な取組みが実施されたものと評価できる。平成２５年度も目標達成に向け、引

き続き一層の努力を行う。 

・特許審査については、知的財産推進計画において「２０１３年に特許審査順番待ち期間

（ＦＡ期間）を１１か月にする」という長期目標が策定され、強い要請があることから、

引き続き一層の努力を行う。今後とも、審査順番待ち期間を可能な限り抑制するととも

に、多様な出願人のニーズに柔軟に対応しながら、審査の一層の迅速化を推進すること

が期待される。平成２４年度は順調に処理が進み、「２０１３年に審査順番待ち期間１

１か月」の目標は達成できる見込み。 

・平成２４年度からの新規目標である国際公開までの国際調査報告の作成についても、目

標を達成した。今後もＰＣＴ国際特許出願件数の増加が見込まれるところ、審査体制の

整備・強化等に取り組むことにより、国際公開前の国際調査報告の全件作成を継続的に

達成していくことが期待される。 

・審判については、本来判断が困難なものが多く、また審査処理件数の増加に伴い拒絶査

定不服審判の請求件数が増加しているものの、無効審判をはじめとする当事者系審判に

優先的に注力しつつ、拒絶査定不服審判等の査定系審判についても請求人の期待に応え

るべく可能な限りの迅速な取組を行う必要がある。 

 


