
2019年 3月 8日版 
 

1 
 

国際出願促進交付金の QA集 

（2019年 4月 1日以降に交付申請をする場合） 
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１．手続全般 

（答）交付対象となるのは、国際出願時の「国際出願手数料」、予備審査請求時の「取扱手数料」になりま

す。 

 なお、国際出願時の「送付手数料」及び「調査手数料」、予備審査請求時の「予備審査手数料」につ

いては、交付対象にはなりませんが、軽減措置の対象となります。 

 

（答）特許庁国際出願室受理官庁の窓口に、もしくは郵送でご提出ください。郵送の場合、宛先は以下のと

おりです。 

 〒100-8915東京都千代田区霞が関三丁目４番３号 特許庁 国際出願室 受理官庁 

 

（答）＜国際出願手数料を交付対象とする場合＞ 

『国際出願番号及び国際出願日の通知書（PCT/RO/105）』の発送日後であって国際出願手数料

を全額納付した日から６月以内 

＜取扱手数料を交付対象とする場合＞ 

（１）交付対象となる手数料は具体的にどの手数料ですか︖ 

（２）交付申請書の提出先はどこですか︖ 

（３）交付申請書の提出は、いつ行えばよいですか︖ 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_keigen_shinsei.html
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『国際予備審査請求書の受理通知書（PCT/IPEA/402）』の発送日後であって取扱手数料を全額

納付した日から６月以内 

 

（答）上記（３）のとおり、交付申請書を提出できるのは、国際出願又は予備審査請求書を特許庁長官

が受理した旨を通知した後である必要がありますので、それぞれの手続と同時に提出することはできません。 

 

（答）オンラインや電子メールでの提出はできません。上記（２）のとおり、特許庁の窓口に書面を直接提出

するか、郵送してください。 

 

（答）原則、上記（３）にある期間を経過した申請は受け付けておりません。ただし、例外的に、申請者にや

むを得ない事由(災害等)が生じた場合には、当該期間後でも受理できる場合がありますので、その際には

所定の期間内に申請できなかったことを証明する証拠（遅滞した事実が分かる旨の罹災証明書や新聞

記事等）を提出してください。 

 

（答）可能です。また、申請者は交付申請書に記名・押印することで、交付申請手続における代理人の選任

を届け出ることができるため、別途、委任状を提出する必要はありません。（援用の表示をする必要もあり

ません。） 

（４）交付申請書を国際出願又は予備審査請求書と同時に提出することはできますか︖ 

（５）交付申請書はオンラインや電子メールで提出できますか︖ 

（６）交付申請の期間を過ぎてしまった場合、救済される場合がありますか︖ 

（７）代理人による交付申請書の提出は可能ですか︖また、その場合、委任状は必要ですか︖（すで
に国際出願時等に特許庁に対して提出した委任状を援用できますか︖） 
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（答）省略できません。国際出願に関する一切の件を委任する旨の委任状が提出されている場合であって

も、交付申請手続を代理人が行う際は、交付申請書に申請者及び代理人のそれぞれの記名・押印する

必要があります。（申請者の記名・押印をもって、交付申請手続における代理人の選任を届け出たとみな

されます。） 

 

（答）不要です。交付申請書に必要事項を記載することで、証明書類の提出を省略することができます。 

 

（答）上記（９）のとおり、基本的に証明書は不要ですが、申請書の記載内容に疑義等が生じた場合に

は、別途証明書を求める場合があります。 

 

（答）同一である必要はありません。軽減申請後、譲渡等の名義変更により出願人の変更が生じた場合、

交付申請書の提出時点での申請者を交付申請書に記載してください。 

 

（答）交付申請可能です。軽減申請の有無にかかわらず、交付申請を行うことはできます。 

（９）交付申請書に申請者が交付要件に該当している旨の証明書の添付は必要ですか︖ 

（１０）交付申請書に添付すべき証明書が求められる場合とは、どのような場合ですか︖ 

（１１）交付申請をする前に、同案件で軽減申請手続をしている場合、交付申請をする者は、軽減申
請書に記載した申請者（【軽減を申請する者】）と同一である必要がありますか︖ 

（１２）国際出願時又は予備審査請求時に軽減申請を行っていない場合であっても、交付申請は行
えますか︖ 

（８）すでに代理人選任証（もしくは委任状）を提出している国際出願案件に係る交付申請手続を
当該代理人が行う場合、当該代理人の交付申請書への記名・押印をもって、申請者の記名・押印を省
略できますか︖ 
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（答）交付申請可能です。「国際出願手数料」に係る交付申請の有無にかかわらず、「取扱手数料」に係る

交付申請を行うことはできます。 

 

（答）同一である必要はありません。交付申請書の提出時点での持分割合を交付申請書に記載してください。 

 

（答）必須です。共同出願である場合には必ず持分の割合を定め、出願人全員（交付対象とならない者を

含む）の持分割合を記載してください。また、持分の割合の合計は必ず 1/1（100％）になるよう定めて

ください。 

 

（答）不要です。 

 

（答）交付申請書は１通にまとめて提出する必要があります。 

 

（１３）「国際出願手数料」に係る交付申請を行っていない場合であっても、「取扱手数料」に係る交
付申請は行えますか︖ 

（１４）同案件で軽減申請手続をしている場合、交付申請書に記載する持分割合は、手数料軽減
申請書に記載した持分の割合と同一である必要がありますか︖ 

（１５）共同出願である場合、持分の割合を定めることは必須ですか︖ 

（１６）共同出願である場合、持分の割合に関する証明書の提出は必要ですか︖ 

（１７）申請者（交付対象となる者）が複数人いる場合、交付申請書はそれぞれ作成して提出する
必要がありますか︖ 
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（答）複数の交付対象者（申請者）の中から、代表申請者を選任し、当該代表申請者が手続を行います。

なお、申請者は交付申請書に記名・押印することで、交付金申請手続における代表者の選任を届け出る

ことができるため、別途、委任状を提出する必要はありません。 

 

（答）選任できません。代表者は共同出願人のうち、交付対象となる者（申請者）の中から１名を選任し、

代表申請者として申請書に記載してください。 

 

（答）単独出願の場合、及び共同出願の場合における算出方法は以下の例をご参照ください。 

 

 ＜例①＞単独出願の場合 

＜例＞国際出願手数料 154,000円、申請者（中小ベンチャー企業、交付割合 2/3）の場合 

   154,000円×2/3＝102,666.666・・・ →102,660円 

          （※計算の結果、端数が生じる場合は、10円未満を切り捨てます） 

 

 ＜例②＞共同出願の場合（出願人は交付対象となる者のみ） 

申請者Ａ（中小ベンチャー企業、交付割合 2/3、持分 1/2）と申請者Ｂ（公設試験研究機関、交

付割合 1/2、持分 1/2）の共同出願案件の国際出願手数料（154,000円）の交付申請額の算出 

申請者 A (154,000 x 2/3 x 1/2) ＋ 申請者 B (154,000 x 1/2 x 1/2)  

 ＝申請者 A (154,000 x 1/3) ＋ 申請者 B (154,000 x 1/4) 

 ＝154,000 x 7/12 

 = 89,833.333… → 89,830円 

（１８）共同出願である場合で、代理人を選任しておらず、交付対象者が複数いる場合、どのように手
続きすればよいですか︖ 

（１９）共同出願人のうち、交付対象とならない者を代表者に選任することはできますか︖ 

（２０）交付額はどのように算出しますか︖ 
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         （※計算の結果、端数が生じる場合は、合算後、最後に 10円未満を切り捨てます） 

 

 ＜例③＞共同出願の場合（出願人に交付対象とならない者が含まれる） 

申請者Ａ（中小ベンチャー企業︓交付割合 2/3、持分 1/2）と大企業 B（交付対象とならない者︓持

分 1/2）の共同出願案件の国際出願手数料（154,000円）の交付申請額の算出 

申請者 A (154,000 x 2/3 x 1/2) ＋ 大企業 B (154,000 × 0 × 1/2)  

   = 申請者 A (154,000 x 1/3) + 大企業 B (0) 

   = 51,333.333… → 51,330円 

            （※計算の結果、端数が生じる場合は、合算後、最後に 10円未満を切り捨てます。） 

 

２．申請要件                                                  このページの先頭へ 

（答）できません。交付申請が行えるのは、日本国特許庁が受理する「日本語」の国際出願になります。 

 

（答）交付申請の申請時（提出時）において、要件を満たしている必要があります。 

 

（答）同一です。 

 

（答）各交付対象の具体的な要件については、対象者毎の要件詳細ページでご確認ください。（「国際出願

促進交付金の交付申請手続」の「１．交付金制度の対象者・措置内容」の＜対象者・措置内容一

覧＞から、対象者毎の要件詳細ページへのリンクをご利用いただけます。） 

（１）国際出願の言語が「英語」ですが、交付申請はできますか︖ 

（２）交付要件は、いつの時点に満たしている必要がありますか︖ 

（３）手数料軽減申請と交付申請に関する対象者の要件は同一ですか︖ 

（４）自身が交付対象の要件に該当するかどうか分かりません。どのように調べたら良いですか︖ 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_kofu_shinsei.html
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_kofu_shinsei.html
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（答）すべての者が要件を満たしている必要はありません。いずれか１者が要件を満たしていれば、その者の持

分に応じた申請は可能です。 

 

（答）交付申請可能です。共同出願人のうち、いずれか１者が交付金の対象要件を満たしていれば交付申

請を行うことはできます。（すべての者が対象要件を満たしている必要はありません。） 

 

（答）交付申請可能です。交付申請の申請時（提出時）における出願人の中小企業Ｂが要件を満たして

いれば、申請を行えます。 

 

（答）申請は認められません。交付申請の申請時（提出時）における出願人の大企業Ａは要件を満たして

いないため、交付申請を行うことはできません。 

 

（答）証明書の添付は不要です。2019年 4月 1日以降の交付申請については、証明書の提出を省略す

ることができます。 

 ※ただし、2019年 3月 31日以前に出願した中小ベンチャー企業（又は小規模企業）が、同年 4

（５）共同出願である場合、すべての出願人が交付要件を満たしている必要がありますか︖ 

（６）大企業Ａと中小企業Ｂの２者による共同出願で、中小企業Ｂが交付金の対象要件を満たして
います。この場合、交付申請は行えますか︖ 

（７）国際出願をした時点では、出願人は大企業Ａのみでしたが、その後、中小企業Ｂへの名義変更
（譲渡）を行いました。譲受人である中小企業Ｂが交付金の対象要件を満たしている場合、交付申請
を行えますか︖ 

（８）国際出願をした時点では、出願人は中小企業Ｂでしたが、その後、大企業Ａへの名義変更
（譲渡）を行いました。譲受人である大企業Ａは、交付申請を行えますか︖ 

（９）2019 年 3 月 31 日以前に出願した中小ベンチャー企業（又は小規模企業）です。2019 年
4月 1日以降に当該案件の交付金申請を行う場合、証明書の添付は必要ですか︖ 
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月 1日以降に当該案件に係る予備審査請求を行う際の軽減申請においては、証明書の提出は省略で

きませんので、ご注意ください。 

 

（答）交付申請可能です。2019年 4月 1日以降の交付申請については、交付申請の申請時（提出

時）における持分割合及び対象要件を交付申請書に記載することで、その持分割合及び対象要件によ

る交付割合に応じた交付申請が可能です。 

 

３．交付申請書様式                                             このページの先頭へ 

（答）具体的な申請様式の書き方は、「国際出願促進交付金の交付申請手続」の「２．交付申請手続

（２）交付申請書の様式・フォーマット」をご覧ください。 

 

（答）必要です。法人の場合、その法人の名称及び代表者の氏名を記載してください。 

 

（答）法人の代表者印としてください。 

 

（答）申請者に加えて、交付対象の要件に該当しない共同出願人（大企業等）を含むすべての出願人の

氏名又は名称を記載してください。 

（１０）2019年 3月 31日以前に大企業と共同出願した中小ベンチャー企業（又は小規模企業）
です。2019年 4月 1日以降に、当社の持分に係る交付金の交付申請を行えますか︖ 

（１）申請書を記載するにあたって留意すべき点はありますか︖ 

（２）申請者が法人の場合、氏名欄には当該法人の代表者の氏名は必要ですか︖ 

（３）申請者が法人の場合、氏名欄に押す印鑑は誰の印鑑とするべきでしょうか︖ 

（４）「２．出願人構成」の「氏名又は名称」欄には、申請者以外の出願人の氏名又は名称のみを記
載すればよいのですか︖ 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_kofu_shinsei.html
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（答）１者のみであっても、当該欄への記載は必要です。ただし、「持分割合」欄は空欄のままで構いません。 

 

（答）出願人が２者以上いる場合、申請要件を満たしていない者についても「持分割合」欄は必ず記載して

ください。なお、持分割合の合計は必ず 1/1（100％）になるように記載してください。 

 

（答）各対象者の申請要件の根拠条文を記載してください。具体的な申請様式の書き方は、「国際出願促

進交付金の交付申請手続」の「２．交付申請手続（２）交付申請書の様式・フォーマット」をご覧くだ

さい。 

 

（答）交付対象の要件ごとに規定されている交付額の割合になります。具体的には、以下のとおりとなります。 

 ・中小企業者（特許法施行令第 10条第１号関係）︓1/2 

 ・特定中小企業者（ 〃 第２号関係）︓1/2 

 ・試験研究機関等（ 〃 第３号関係）︓1/2 

 ・小規模企業（ 〃 第４号関係）︓2/3 

 ・中小ベンチャー企業（ 〃 第５号関係）︓2/3 

 ・福島関連企業（ 〃 第６号関係）︓3/4 

（５）出願人が１者のみ（単独出願）ですが、「２．出願人構成」欄を記載する必要がありますか︖ 

（６）「２．出願人構成」の「持分割合」欄は、申請要件を満たしていない者であっても、記載する必要
がありますか︖ 

（７）「２．出願人構成」の「申請要件」欄のうち、「○号○」の箇所はどのように記載すれば良いのでし
ょうか︖ 

（８）「２．出願人構成」の「申請要件」欄にある「交付割合」とは何ですか︖ 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_kofu_shinsei.html
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_kofu_shinsei.html
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（答）上記（８）の記載にならって、「1/2」や「2/3」のように分数で表記してください。 

 

（答）予納口座は利用できません。銀行口座への振込（１口座のみ）となります。 
 

（答）なるべく代理人または代表申請者の振込先口座を記載していただくようお願いいたします。 

 

４．その他                                                    このページの先頭へ 

（答）特段記載内容に不備などがなければ、概ね１か月程度で通知を行う予定です。 

 

（答）送付先（通知先）は以下のとおりです。 

     ①申請者が１人の場合（代理人なし）        ︓申請者 

  ②申請者が１人の場合（代理人あり）        ︓代理人 

  ③申請者が複数の場合（代表者なし、代理人なし）︓申請者欄の筆頭申請者 

  ④申請者が複数の場合（代表者あり、代理人なし）︓代表申請者 

  ⑤申請者が複数の場合（代表者なし、代理人あり）︓代理人 

  ⑥申請者が複数の場合（代表者あり、代理人あり）︓代理人 

（９）「２．出願人構成」の「申請要件」欄のうち、「交付割合」の「○／○」の箇所はどのように表記す
れば良いのでしょうか︖ 

（１０）振込先口座に予納口座は利用できるのでしょうか︖ 

（１１）代理人または代表申請者を選定した場合、振込先口座は必ず当該代理人または代表申請
者とする必要がありますか︖ 

（１）交付申請後、どのくらいの期間で可否（交付決定）の通知がされますか︖ 

（２）交付決定通知の送付先（通知先）はどこになりますか︖ 
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（答）受理官庁より、交付金の交付が認められない旨をご連絡いたします。 

 

（答）国から一定の補助金等の交付を受けた法人に対して、本交付金が、政治資金規正法第 22条の 3第 1項

による寄附制限の例外（試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの）に該当するも

のと判断している旨を通知したものです。 

本通知は、便宜上、法人以外の者も含めた交付決定者全員にご連絡しておりますが、本通知をもって何か特別の手

続を求めるものではございません。 

本通知の内容に関する詳細につきましては、総務省のホームページ「国から補助金等の交付を受けた法人に対する寄

附制限の運用改善について」をご参照ください。 

このページの先頭へ 

（３）審査の結果、交付金の交付が認められない場合はどうなりますか︖ 

（４）交付決定通知書の裏面に記載されている「事務連絡」とは何ですか︖ 

http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000190.html
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