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1. 本仕様書の適用範囲 

本仕様書は、令和 4 年 1 月からインターネットを利用し発行する公開特許公報、公表特許公報、特許

公報、公開実用新案公報、公表実用新案公報、実用新案登録公報、登録実用新案公報、意匠公報、協

議不成立意匠出願公報、公開商標公報、公開国際商標公報、商標公報、国際商標公報、商標書換登

録公報、審決公報及び公示号の仕様について規定したものである。 

なお、本仕様書は、公報そのものの仕様を定めるものであって、公報を利用するためのハードウェアや

ソフトウェア等の仕様を規定するものではない。 

 

1.1 適用範囲 

(1) 論理フォーマット 

(2) ディレクトリ/ファイルの構成 

(3) ファイル形式 

(4) 文字コード 

(5) 公報データの記録形式 

(6) 公報を管理するためのデータ、又は利用する際に必要なデータの記録方式 

 

1.2 適用時期 

本仕様書は、令和 4 年 1 月以降に発行する公開特許公報、公表特許公報、特許公報、公開実用新

案公報、公表実用新案公報、実用新案登録公報、登録実用新案公報、意匠公報、協議不成立意匠出

願公報、公開商標公報、公開国際商標公報、商標公報、国際商標公報、商標書換登録公報、審決公

報及び公示号に適用する。 

 

1.3 引用規格 

本仕様で引用した規格は、以下の通りである。 

・JIS X 0201-1976 7 ビット及び 8 ビットの情報交換用符号化文字集合 

・JIS X 0208-1997 7 ビット及び 8 ビットの 2 バイト情報交換用符号化漢字集合 

・TR X 0008-1999 XML1.0 

 

1.4 表記について 

1.4.1 16 進表記について 

16 進表記法による数は、16 進数字を( )16 で囲って表す。 

 

1.4.2 用語について 

本仕様書で使用する用語を以下に示す。 

・「公報」…インターネットを利用し発行する公報 

  



1.4.3 公報発行区分 

本仕様書で用いる公報発行の区分を以下の表 1、表 2 に示す。 

 

表 1 公報発行区分(1/2) 

公報発行区分 公報名称 公報種別 

公開公報(特許) 

公開特許公報 

公開特許公報 

補正の掲載(公開特許公報) 

訂正(公開特許公報) 

公表特許公報 

公表特許公報 

国際公開後における補正の掲載 

訂正(公表特許公報) 

訂正(国際公開後における補正の掲載) 

登録公報(特許) 特許公報 

特許公報 

訂正(特許公報) 

訂正(公告特許公報) 

登録公報(実用) 

公開実用新案公報 訂正(公開実用新案公報) 

公表実用新案公報 訂正(公表実用新案公報) 

実用新案登録公報 
訂正(実用新案公報) 

訂正(公告実用新案公報) 

登録実用新案公報 

登録実用新案公報 

訂正(登録実用新案公報) 

訂正明細書等の掲載 

訂正(訂正明細書等の掲載) 

登録公報(意匠) 

意匠公報 
意匠公報 

訂正(意匠公報) 

協議不成立 
意匠出願公報 

協議不成立意匠出願公報 

訂正(協議不成立意匠出願公報) 

公開公報(商標) 

公開商標公報 

公開商標公報 

訂正(公開商標公報) 

出願公開後における補正の掲載(公開商標公報) 

公開国際商標公報 

公開国際商標公報 

訂正(公開国際商標公報) 

出願公開後における補正の掲載(公開国際商標公報) 

登録公報(商標) 

商標公報 
商標公報 

訂正(商標公報) 

国際商標公報 
国際商標公報 

訂正(国際商標公報) 

商標書換登録公報 訂正(商標書換登録公報) 

  



表 1 公報発行区分(2/2) 

公報発行区分 公報名称 公報種別 

審決公報 審決公報 

特許審決公報 

特許部分確定審決公報 

特許決定公報 

特許部分確定決定公報 

特許再審公報 

実用新案審決公報 

実用新案部分確定審決公報 

実用新案再審公報 

意匠審決公報 

意匠再審公報 

商標審決公報 

商標部分確定審決公報 

商標決定公報 

商標部分確定決定公報 

商標再審公報 

特許判決公報 

実用新案判決公報 

意匠判決公報 

商標判決公報 

訂正(審決公報)/訂正(判決公報) 

訂正(部分確定審決公報) 

 

  



表 2 公報発行区分(公示号)(1/2) 

公報発行区分 公報名称 記事名 

公示号 公示号 

審査請求(特許) 

審査請求の回復(特許) 

異議申立て(特許) 

異議申立ての取下げ(特許) 

出願公開後における拒絶査定、出願放棄・取下げ・却下(特許) 

審査請求期間経過による出願取下げ(特許) 

審判請求(特許) 

審判請求の取下げ(特許) 

権利抹消登録(特許) 

権利回復登録(特許) 

延長登録の出願(特許) 

延長登録の出願における期間内手続不可見込にかかる 

書面の提出(特許) 

延長登録の出願の取下げ(特許) 

延長登録(特許) 

出願人の名義の変更(特許) 

評価請求(実用) 

審判請求(実用) 

審判請求の取下げ(実用) 

権利抹消登録(実用) 

権利回復登録(実用) 

審判請求(意匠) 

審判請求の取下げ(意匠) 

権利抹消登録(意匠) 

権利回復登録(意匠) 

異議申立て(商標) 

異議申立て(国際商標) 

異議申立ての取下げ(商標) 

異議申立ての取下げ(国際商標) 

出願公開後における拒絶査定、出願放棄・取下げ・却下(商標) 

出願公開後における拒絶査定、出願放棄・取下げ・却下 

(国際商標) 

審判請求(商標) 

審判請求(国際商標) 

  



表 2 公報発行区分(公示号)(2/2) 

公報発行区分 公報名称 記事名 

公示号 公示号 

審判請求の取下げ(商標) 

審判請求の取下げ(国際商標) 

権利抹消登録(商標) 

権利抹消登録(国際商標) 

出願人の名義の変更(商標) 

出願人の名義の変更(国際商標) 

更新登録(商標) 

更新登録(国際商標) 

更新登録(防護標章) 

ぶどう酒又は蒸留酒の産地指定(商標) 

ぶどう酒又は蒸留酒の産地指定の取消し(商標) 

公示送達 

裁定請求 

裁定請求却下 

公示号の訂正 

 

 

  



1.4.4 審判番号の一部を成す審判種別について 

公報種別（審決公報）と審判番号の一部を成す審判種別の関係を以下の表 3 に示す。 

 

表 3 公報種別（審決公報）と審判番号の一部を成す審判種別の関係 

公報種別（審決公報） 審判種別 

特許審決公報 

特許部分確定審決公報 

実用新案審決公報 

実用新案部分確定審決公報 

意匠審決公報 

商標審決公報 

商標部分確定審決公報 

不服 

 

Ｊ１ 

取消 

 

Ｊ２ 

無効 

 

Ｊ３ 

訂正 

 

Ｊ４ 

特許決定公報 

特許部分確定決定公報 

商標決定公報 

商標部分確定決定公報 

補正 

 

Ｊ５ 

異議 

 

Ｊ７ 

除斥 

 

Ｊ９ 

忌避 

 

ＪＡ 

証拠 

 

ＪＢ 

特許再審公報 

実用新案再審公報 

意匠再審公報 

商標再審公報 

再審 

 

Ｊ８ 
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