
東和知財研究　第 13 巻第 1 号（通巻第 22 号）96

東和国際特許事務所

弁理士

津野　洋明

2021 年 2 月 3 日に、経済産業省の産業構造審議会が 2020 年に行った産業財産

権政策の在り方に関する検討結果を公開しました。産業構造審議会による検討結

果に基づいて知的財産権制度が改正されることが多いため、本稿では、産業構造

審議会による検討結果の中から出願人にとって特に関心が高いと思われる事項を

抽出して紹介します。

　（１）特許制度について

　　審査処理負担の適正化を図るために、国際調和の観点も踏まえて「マルチマ

ルチクレーム」を制限する。

　（２）意匠制度について

・意匠版 PPH を導入する。

・分割出願要件（分割を認める時期、意匠登録を受けようとする部位の変更可

能な範囲等）について、ユーザーと十分な意見交換を行った上で緩和する。

　（３）商標制度について

2022 年度末までに FA を 6.5 か月とし、権利化までの期間を 8 か月とするた

　めに、民間調査者および任期付審査官を活用したり、審査負担の少ない出願や

　拒絶理由の対象とならない出願を促進したりする。

　（４）特許庁に対する手続について

・電子申請できない手続について、全ての手続をデジタル化する方向で検討す

る。

・特許庁のサービスを維持・向上していくために、料金体系を見直す。
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 The Industrial Structure Council of the Ministry of Economy, Trade and Industry 
(METI) studied the state of industrial property rights policy in 2020 and released the results of the 
study on February 3, 2012.
 Since the IPR system is often amended based on the results of the study by the 
Industrial Structure Council, this paper introduces excerpts from the results of the study by the 
Industrial Structure Council that may be of particular interest to applicants.
 (1) Patent system
 In order to optimize the burden of examination processing, "multi-multiple claims" 
should be restricted, taking into account the perspective of international harmonization.
 (2) Design system
 ・The design version of PPH will be introduced.
 ・The requirements for filing divisional applications (e.g., when divisional applications 
can be filed, what parts of a design can be changed, etc.) should be relaxed after sufficient 
discussion with users.
 (3) Trademark system
 ・By the end of FY2022, the first action should be set at 6.5 months and the time to 
obtain rights should be set at 8 months. To achieve this goal, private searchers and fixed-term 
examiners will be utilized, and applications with less examination burden and applications that 
are not subject to reasons for refusal will be encouraged.
 (4) Procedures at the Patent Office
 ・Consideration should be given to digitizing all application procedures.
 ・Review the fee structure in order to maintain and improve JPO services.
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