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近年、多くの米国の特許出願人が、米国特許商標局 (USPTO) が効率的に特許審査過

程を行うことに対して意欲を示していることに気付き始めました。2009年8月に、David 

J. Kappos氏が米国特許商標局長に任命されました。Kappos氏の指揮のもとで、今後5

年間の米国特許商標局の業務を改善させるためという目標と構想を明確にした、新しい

「2010-2015 戦略計画」が公表されました。 

戦略計画の目標： 

・ 2011年度および2012年度に、新しく約1,000人の審査官を採用する。 

・ 特許審査ハイウェイの使用を増加させる。それにともなって、米国の特許審査官

が他の特許事務所の有益な審査結果を考察することができる。 

・ 更なる効率を図るために、三国間の特許庁の連携を持つ（例えば、日本特許庁、

欧州特許庁、米国特許商標局）。 

・ 第1回目のオフィスアクションが出るまでの未決期間を10カ月に短縮する。ま

た、全体で20カ月に短縮する。 

これらの取り組みは既に顕著な結果を見せています。不況のため、2009年に出願され

た米国特許出願件数は2007年と2008年の件数を下回りました。しかしながら、新しい

特許出願件数の減少にもかかわらず、米国特許商標局は 2010 年にこれまでで最高の特

許件数を発表するでしょう。2010年のこれまでの9カ月間の特許出願件数をもとに計算

すると、約 220,000 件の特許が交付されると予測されます。この値は、2006 年の記録

（173,772件）よりも25%増になります。 

 （邦訳：春山礼樹研究員） 
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Many U.S. patent applicants have recently begun to see an increased 

willingness by the United States Patent and Trademark Office (USPTO) to more 

efficiently conduct the patent examination process.  David J. Kappos was appointed 

in August 2009 as the Director of the USPTO.  Under the direction of Mr. Kappos, 

the USPTO has issued a new 2010-2015 Strategic Plan, which defines goals and 

initiatives for improving the operations of the USPTO during the next five years.  

The Strategic Plan includes goals for: 

• Hiring approximately 1,000 new examiners in both fiscal year 2011 and 2012. 

• Increasing the use of the Patent Prosecution Highway, in which favorable 

examination results in other patent offices can be considered by U.S. patent 

examiners. 

• Working with Trilateral Offices (i.e., JPO, EPO, and USPTO) to create new 

efficiencies. 

• Reducing average patent pendency to 10 months for a first office action and 

20 months total. 

These efforts have already begun to provide noticeable results.  Due to poor 

economic conditions, the number of U.S utility patent applications filed in 2009 was 

lower than in 2008 and 2007.  However, despite the decrease in the number of new 

patent applications, the USPTO will issue a record high number of patents in the 

2010 calendar year.  Based on the pace of patents granted through the first nine 

months of 2010, it is expected that about 220,000 U.S. utility patents will be granted 

this year, which will be more than 25% higher than the previous record of 173,772 in 

2006. 


