
　同じ発明について先に国内出願がされ、その後にPCT出願をした場合に、先の国内出願の審査

結果がPCT出願の国際調査に利用できれば、PCT出願の国際調査手数料の一部（￥97,000のうち

￥41,000）が返還されます。

優先権主張

結果を利用

国際調査
報告

一次審査

　日本国特許庁を受理官庁とした日本語でのPCT出願について、日本国特許庁へ早期に国内移行し

た場合にも、早期審査を利用することができます。これにより、外国特許庁への国内移行期限より

前に審査結果を入手することができ、その審査結果に基づいて外国において国内移行するか否かを、

より確実に判断することができます。

国際調査手数料
の一部返還

 * 手数料返還を受けるためには、先の国内出願について審査請求をする必要があります。
** 願書で日本を指定除外していない場合、「指定国の指定取下書」の提出により日本国の指定の取下げが原則必要となります。
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日本出願  審査請求*

 PCT出願**
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国内移行出願

国際調査手数料の
一部返還制度について3

PCT出願の早期国内移行と
早期審査について4

特許のグローバル戦略を
支援します！
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特許審査ハイウェイ 

J P - F I R S T

国際調査手数料の一部返還制度

PCT出願の早期国内移行と早期審査

経営戦略のグローバル化に対応して、海外に事業展開する重要技術に
ついて諸外国で特許権を取得して国際競争力を強化することが極め
て重要になっています。
日本国特許庁では、海外での適切な権利取得の支援、権利取得の効率
化・低コスト化を目的として、次のような取組みを実施しております。

特許のグローバル戦略を
支援します！

本パンフレットのお問い合わせ先

特許庁特許審査第一部　調整課審査企画室 

特許庁
TEL▶03-3581-1101　内線3103　　e-mail▶PA2260@jpo.go.jp



　JP-FIRST（ JP-Fast Information Release STrategy ）は、一次審査結果を出願人に早期に提

供するとともに、世界の特許庁に先がけて我が国の審査結果を発信し諸外国特許庁の審査において

その有効利用を図ることにより、出願人の海外での適切な権利取得を支援するための取組みです。

　パリ優先権主張の基礎となる特許出願のうち、出願日から2年以内に審査請求されたものを、他

の出願に優先して審査着手します。

　審査着手時期の目安として、審査請求と出願公開のいずれか遅い方の日から、原則６月内に審査

着手を行います。また、審査着手は出願から30月を越えないものとします。

　日本国特許庁において2008年4月より実施しております。

JP-FIRSTの概要

優先権主張

最終審査

※本施策の利用に際して、出願人からの別途手続は不要です。
※パリ優先権の基礎出願であって、出願から２年以内に審査請求がなされたものについては、特許庁において本施策の対
象として選定し、審査着手を行います。なお、PCT出願の基礎となる出願については、本施策の対象外となります。

一次審査

一次審査

第一庁は第一国出願を優先的に審査

優先権主張

第二庁は審査の際、第一庁の審査結果を利用

一次審査結果の利用

JP-FIRSTについて2

日本出願

外国出願

第一庁

第二庁

特許審査ハイウェイ 
について1

特許審査ハイウェイの概要
　特許審査ハイウェイは、第一庁で特許可能と判断された発明を有する出願について、出願人の申

出により、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制度です。

　2006年7月に日米間で試行プログラムを開始して以来、複数の国との間で実施しております。

「当社のある事業分野ではクロスライセンス交渉が頻繁に行われている。そ
のため、この事業に関係する発明については早期に権利化をしたいと考えて
いる。日本で特許可能となった発明を中心に、米国における早期権利化を目
指し、特許審査ハイウェイを積極的に活用している。」

「米国において、厳しい要件を課されることなく、簡易な手続で早期審査を
受けることができた。」

「わが社の場合、外国においてオフィスアクションを受ける回数は通常２～３
回だが、特許審査ハイウェイの対象となった出願については、平均すると
１回以下であった。そのため、早期権利化、低コスト化が実現できた。」

外国出願の請求項が日本出願の
特許可能と判断された請求項と
十分に対応している必要があり
ます

早期に審査
優先権主張

特許審査
ハイウェイ
の申出

特許可能
との判断日本出願

外国出願

利用者の 声

第一庁

第二庁



 
 

特許審査ハイウェイ

通常の早期出願 特許審査ハイウェイ

出願時
にのみ
申請可

　韓国、英国、ドイツ、デンマークへの申出に際しては、日本国特許庁が AIPN＊により審
査経過情報を提供している出願について、審査経過書類の写しと翻訳の提出を省略できます。
また、引用文献は、特許文献であれば原則提出不要です。
　よって、多くの場合、請求項対応表のみを提出すればよいこととなります。
＊ AIPN ＝ Advanced Industrial Property Network、高度産業財産ネットワーク

包袋情報（出願人が我が国特許庁に提出した明細書等の書類、及び、拒絶理由通知書等の特許出願の審査に係る書類等）
を、機械翻訳により英訳し、ネットワークを通じてリアルタイムに提供するシステム

PCTは
対象外 

AESD
早期審査
補助文書

拒絶理由
通知

１月以内に
必ず応答

１月以内に
必ず応答

米国の場合

韓国・英国・ドイツ・デンマークの場合

請求項対応表のみ提出 多くの場合省略可能

※各庁への申出の要件や提出書類についての詳細は裏面をご参照下さい。

出願時
にのみ
申請可

PCTは
対象外

AESD
早期審査
補助文書

拒絶理由
通知

請求項
対応表

引用文献 拒絶理由通知等
＆　翻訳

拒絶理由通知書
：
：
：

特許可能と判断
された請求項
＆　翻訳

請求項１　○ ○を特徴と
する ××

：

　米国の平均審査待ち期間は平均 25ヶ月と長期化の傾向にあり、また早期審査の要件は非
常に厳しいものです。特許審査ハイウェイは、米国早期審査の特例であり、緩和された要件
下で、早期審査を受けられる点が大きなメリットです。

現在、米国、韓国、英国、ドイツ、デンマークとの間で
実施しています。



特許審査ハイウェイ各国比較表　～他国特許庁への申出～ 


米国 英国（試行） 韓国 独国（試行） デンマーク（試行）

要

件

基本的要件
　　　・日本出願に特許可能と判断された請求項を有する
　　　・外国出願の全ての請求項が、日本出願の特許可能と判断された請求項と十分に対応している
　　　・日本出願に対してパリ条約上の優先権を主張している（PCT出願も可、ダイレクトPCT出願については下欄参照）

ダイレクトPCT出願
○：対象となる　　
×：対象とならない 

○ ○ × × ○

外国特許庁にて既に審査が行なわれている場合
○：申出可　
×：申出不可 

× × ○ × ○

（ａ）外国出願の請求項と日本出願の特許可能と
判断された請求項との対応表

提出必要（省略不可）

（ｂ）全てのオフィスアク
ションの写し、及び
その翻訳文

（米国は特許査定の直前の

AIPN等により審査
結果情報を提供して
いる場合

・オフィスアクションの写しの提出不要
　その翻訳文は提出する必要がある
・但し、当該翻訳文を IDS書類として提出
している場合には提出不要

提出不要

提

出

書

類

オフィスアクションの写
し、及びその翻訳文のみ） 提供していない場合 提出必要（省略不可）

（ｃ）特許可能と判断され
た請求項の写し、及
びその翻訳文

AIPN等により審査
結果情報を提供して
いる場合

・当該請求項の写しの提出不要
・但し、その翻訳文は提出する必要がある

提出不要

提供していない場合 提出必要（省略不可）

（ｄ）日本出願の審査にお
いて引用された文献

・米国特許文献であれば提出不要
・米国特許文献以外であってもI DS書類と
して提出している場合には提出不要

・非特許文献は提出が必要

・特許文献は原則提出不要
・非特許文献は提出が必要
・英国特許庁より求めがあ
る場合のみ、文献の翻訳
文を提出する必要がある

　　　　　・特許文献は原則提出不要
　　　　　・非特許文献は提出が必要
　　　　　・文献の翻訳文は提出不要



　特許審査ハイウェイは、第一庁で特許可能と判断された発明を有する出願について、出願人の申

出により、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制度です。

　2006年7月に日米間で試行プログラムを開始して以来、複数の国との間で実施しております。

「当社のある事業分野ではクロスライセンス交渉が頻繁に行われている。そ
のため、この事業に関係する発明については早期に権利化をしたいと考えて
いる。日本で特許可能となった発明を中心に、米国における早期権利化を目
指し、特許審査ハイウェイを積極的に活用している。」

「米国において、厳しい要件を課されることなく、簡易な手続で早期審査を
受けることができた。」

「わが社の場合、外国においてオフィスアクションを受ける回数は通常２～３
回だが、特許審査ハイウェイの対象となった出願については、平均すると
１回以下であった。そのため、早期権利化、低コスト化が実現できた。」

特許審査ハイウェイの概要

外国出願の請求項が日本出願の
特許可能と判断された請求項と
十分に対応している必要があり
ます
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2 JP-FIRSTについて

JP-FIRSTの概要
　JP-FIRST（ JP-Fast Information Release STrategy ）は、一次審査結果を出願人に早期に提

供するとともに、世界の特許庁に先がけて我が国の審査結果を発信し諸外国特許庁の審査において

その有効利用を図ることにより、出願人の海外での適切な権利取得を支援するための取組みです。

　パリ優先権主張の基礎となる特許出願のうち、出願日から2年以内に審査請求されたものを、他

の出願に優先して審査着手します。

　審査着手時期の目安として、審査請求と出願公開のいずれか遅い方の日から、原則６月内に審査

着手を行います。また、審査着手は出願から30月を越えないものとします。

　日本国特許庁において2008年4月より実施しております。

※本施策の利用に際して、出願人からの別途手続は不要です。
※パリ優先権の基礎出願であって、出願から２年以内に審査請求がなされたものについては、特許庁において本施策の対
象として選定し、審査着手を行います。なお、PCT出願の基礎となる出願については、本施策の対象外となります。

第一庁は第一国出願を優先的に審査

第一庁 日本出願 一次審査 最終審査

一次審査結果の利用 

第二庁 外国出願 一次審査
優先権主張優先権主張

第二庁は審査の際、第一庁の審査結果を利用
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特許のグローバル戦略を
支援します！

特許審査ハイウェイ

J P - F I R S T

国際調査手数料の一部返還制度

PCT出願の早期国内移行と早期審査

特許庁

本パンフレットのお問い合わせ先

経営戦略のグローバル化に対応して、海外に事業展開する重要技術に
ついて諸外国で特許権を取得して国際競争力を強化することが極め
て重要になっています。
日本国特許庁では、海外での適切な権利取得の支援、権利取得の効率
化・低コスト化を目的として、次のような取組みを実施しております。

特許庁特許審査第一部　調整課審査企画室

TEL▶03-3581-1101　内線3103　　e-mail▶PA2260@jpo.go.jp

特許のグローバル戦略を
支援します！

国際調査手数料の
3 一部返還制度について

　同じ発明について先に国内出願がされ、その後にPCT出願をした場合に、先の国内出願の審査

結果がPCT出願の国際調査に利用できれば、PCT出願の国際調査手数料の一部（￥97,000のうち

￥41,000）が返還されます。

日本出願  審査請求* 一次審査 結果を利用

国際調査手数料
の一部返還

 PCT出願** 国際調査
報告

優先権主張

 * 手数料返還を受けるためには、先の国内出願について審査請求をする必要があります。
** 願書で日本を指定除外していない場合、「指定国の指定取下書」の提出により日本国の指定の取下げが原則必要となります。

PCT出願の早期国内移行と 4 早期審査について
　日本国特許庁を受理官庁とした日本語でのPCT出願について、日本国特許庁へ早期に国内移行し

た場合にも、早期審査を利用することができます。これにより、外国特許庁への国内移行期限より

前に審査結果を入手することができ、その審査結果に基づいて外国において国内移行するか否かを、

より確実に判断することができます。

結果を利用 Ａ国

国際調査PCT出願
報告 Ｂ国

Ｃ国
国内移行期限

国内移行出願 早期審査 一次審査 諸外国へのの申出
移行を検討




