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特許庁

特許庁への出願は、従来からの紙出願（特許庁へ持参または郵送）と、オンラインで手続を行う

インターネット出願の２種類があります。

書面を特許庁の窓口に持参するか郵送する場合、電子化（特許庁内
で閲覧可能なフォーマットに変換）するための手数料が必要です。
（手続ごとに基本料金1,200円＋（700円×枚数））

インターネットを利用した出願の場合、電子証明書（有料）の
取得と、インターネット出願ソフトをパソコンにインストール
する等の事前準備が必要です。

紙出願（持参または郵送）

インターネット出願

電子化手数料については下記の特許庁サイトをご参照下さい。

ホーム > 制度・手続 > 出願窓口 > 窓口での手続きに関する情報 > 書面で手続する場合の電子化手数料

について https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/tetuzuki/denshika.html
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１．特許庁への出願手続方法



Ⅱ．電子出願

１．電子出願の仕組み
特許庁への電子出願は、自宅や会社のパソコンから出願等の申請書類を高速なインターネット

回線を用いて特許庁へ送信する方法です。手続にあたっては事前に、電子証明書の取得、パソコ

ンへインターネット出願ソフトのインストールが必要となります。

書面による出願と比較し、電子化（データエントリー）にかかる期間と電子化手数料が必要な

い、産業財産権関係料金（手数料）の支払方法の選択肢が増えるなどのメリットがあります。

特許庁

申請人

高速かつＳＳＬでセキュリティが

確保されたインターネット回線

インターネット出願イメージ図

電子証明書

事前に取得及び

インストール必要

インターネット

出願ソフト 出願・請求等書類の送信

閲覧・通知等、特許庁から

発送される書類の受信

事前に登録した申請人の情報と、

電子証明書の内容を比較することで、

より強固なセキュリティを確保

２



出願

請求

発送

閲覧

補助

国際出願

２．出願ソフトの機能一覧
電子出願ソフトを用いて行うことができるオンライン手続は以下のとおりです。

電子出願で可能な手続の範囲については、各オンライン業務毎で異なります。

具体的な範囲は以下の「電子出願ソフトサポートサイト」でご確認下さい。

HOME>お知らせ>手続について>電子出願で可能な手続の範囲

http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/4_news/3_appl/03_00.html
重要

３

特許・実用新案・意匠登録・商標登録の出願、査定系不服審判請
求などの手続をオンラインで行う機能

優先権証明請求書、ファイル記録事項記載書類・登録事項記載書
類の交付請求や閲覧申請を行うオンライン請求機能

請求機能で請求したファイル記録事項記載書類・登録事項記載書
類の閲覧をオンラインで行う機能

特許庁から送られる拒絶理由通知や登録・拒絶査定等の通知書類
をオンラインで受領する機能

オンライン予納照会、口座振替情報照会、指定立替納付照会、電
子現金納付に使用する納付番号の取得・照会をオンラインで行う
機能

ＰＣＴ－ＲＯ出願の手続をオンラインで行う機能



＜補足＞

電子証明書とは、申請人の皆様がインターネットを介して特許庁に手続を行う際の身分

証明書、印鑑証明書のようなものとなります。特許庁ではこの電子証明書を利用し、

改ざんやなりすましなど、不正な手続を防止しています。

電子証明書とは？

インターネット出願ソフトとは、特許庁へのオンライン手続に必要な専用ソフトであり、特

許庁が無償で提供しています。

インターネット出願ソフトとは？

特許庁では手続をされる方の「氏名・住所・印鑑・電子証明書」等の情報を申請人登録

情報として管理しており、1人の手続者に1つの番号（アラビア数字9桁のコード）を付与し

ています。これを『識別番号』と言います。

またインターネット出願では、特許庁に登録してある申請人識別番号と電子証明

書の情報を突合させることで、なりすまし、改ざんの防止など、強固なセキュリティの確保

を行っております。

識別番号とは？

４



３．電子出願の事前準備

STEP-1 電子証明書の取得

特許庁への電子出願に使用可能な電子証明書を

特定の発行機関や認証局から取得します。

STEP-2 ＰＣ機器等の準備

Windows／Macパソコン及びインターネット接続

環境を準備します。ＩＣカードタイプの電子証明

書の場合、ＩＣカードリーダライタが必要です。

STEP-3 インターネット出願ソフトの

入手

電子出願ソフトサポートサイトから「インター

ネット出願ソフト」のダウンロード請求を行い、

メールに記載されたＵＲＬからソフトをダウン

ロードします。

STEP-4 インターネット出願ソフトの

インストール

「インターネット出願ソフト」をパソコンにイ

ンストールします。

STEP-5 申請人利用登録

「インターネット出願ソフト」で特許庁へ識別

番号と電子証明書の情報を登録します。

電子出願を始めるには、以下のうちＳＴＥＰ１→５までの事前準備が必要です。

５



(1) 電子証明書のタイプ

電子証明書の種類
ＩＣカードタイプ ファイルタイプ

なお、ＩＣカードタイプをご利用の場合は、以下の機

器、ソフトウェアが必要となります。

○機器

ＩＣカードリーダライタ

○ソフトウェア

ＩＣカードリーダライタ ドライバソフト

公的個人認証サービス利用者クライアントソフト

特定認証業務の電子認証の場合：各社の専用ソフト

パソコンのハードディスクなどのファイル内に

電子証明書を格納する形式になります。

ただし、特許庁へのオンライン手続では申請人利用

登録という特定の手続以外はそのまま使用することは

ありません。

特許庁への申請を行うためには、申請人利用登録時

に秘密鍵と電子証明書を特許庁専用の「証明書スト

ア」に格納し、有効期限内はこの「証明書ストア」を

用いて手続を行わなくてはいけません。

★電子証明書は、インターネット出願ソフトでオンライン手続する申請人のみ必要となります。出願人自らが手続する

場合は、出願人の電子証明書、代理人が手続する場合は、代理人の電子証明書が必要となります。

出願人・代理人が複数いる場合でも、実際に手続する申請人の電子証明書のみで手続可能ですが、この場合、

手続した申請人以外の方は手続を行ってから３日以内に意思確認の手続補足書を提出しなければなりません。

★これらの電子証明書は、どちらか一方を使用することも、併用することもできます。ファイルタイプの電子証明書は

複数使用可能ですが、ＩＣカードタイプを複数使用することはできません。

重要

ＩＣカードタイプの電子証明書は、キャッ

シュカード大のカードにＩＣチップを埋め込

んだ形式のものになります。

６



(2) 電子証明書の種類

①個人向けの電子証明書

ＩＣカードタイプ

ファイルタイプ

ICｶｰﾄﾞﾀｲﾌﾟの電子証明書は、Macには対応しておりません。

ICｶｰﾄﾞﾀｲﾌﾟの個人向けの電子証明書は下記の特許庁HPで紹介（各発行機関のサイトへのリンク可）しております。

重要 https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/pcinfo/preparation/purchase/kojin_ic.html

※手数料が変更となっている場合があります。

詳細については各発行機関にお問合せ下さい。

７

手数料は税抜き価格です。



(3)-1 電子証明書の取得

①個人向けの電子証明書 公的個人認証カード取得による例
ポイント

手順①住民登録をしている市区町村への発行申請

申請時には以下の書類が必要となります。

・個人番号カード交付申請書（証明写真）

・電子証明書新規発行／更新申請書

・手数料（現在は無料、再発行は有料）

・その他（公的な身分証明書・印鑑）

※発行時に電子証明書のパスワードを設定します。

手順②ICカードリーダライタの購入

公的個人認証サービスポータルサイトの適合性検証済ICカードリー

ダライタ一覧から市区町村の電子証明書に対応したICカードリーダラ

イタを確認し、家電量販店などで購入して下さい。

個人番号カードに電子証明書を格納する方法です。

発行手続の際には以下２つの暗証番号を設定します。電

子出願の際は両方のパスワードが必要になりますので、

忘れないようにして下さい。

・利用者証明用ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ：数字4桁（3回連続ﾐｽでﾛｯｸ）

・署名用ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ：英数字6～16桁（5回連続ﾐｽでﾛｯｸ）

パスワードを間違えてロックされた場合、再度市区町村

窓口で再設定することになりますのでご注意下さい。

ＩＣカードに格納されている情報を読み取るための機器

です。概ね2,500円～3,000円程度で販売されています。

使用する電子証明書ごとで利用可能な機器が異なります

ので、必ず事前確認して下さい。

ＩＣカードリーダライタ

出展：ＳＯＮＹ株式会社

手順③パソコンのセットアップ

・ICカードリーダライタの設定（ドライバのインストール）

・公的個人認証サービスホームページから利用者クライアントソフト

をダウンロードし、インストールします。

最後に公的個人認証サービスのソフトで、ICカード内の証明書が表示

できるか確認して下さい。

８



重要・注意
①個人番号カードを取得しただけでは使えません。同時に電子証明書の

申請を行う必要があります。カードのＩＣチップに電子証明書を別途格

納するイメージとなります。

②申請から交付までの期間は自治体により異なります。

事前に各自治体にお電話等でご確認下さい。

③電子証明書の有効期限は５年です。

個人番号カードの表面に記載されている有効期限とは異なります。

④転居届を提出すると失効します。（同一区・市内でも）

⑤カードを使用した電子申請に必要な利用者クライアントソフトのダウ

ンロードはこちら

公的個人認証サービスポータルサイト https://www.jpki.go.jp/

※その他、特定認証業務が発行する証明書については、各機関へ個別に

お問い合わせ下さい。
電子証明書の登録内容、有効期

間などはクライアントソフトの

メニューから確認できます！

(3)-2 電子証明書の取得

９



②法人向けの電子証明書

法人は「法務省電子認証登記所」が発行する電子証明書のみ使用可能です。

※特定認証業務が発行する法人用電子証明書は使用できません。

電子証明書の証明期間と発行手数料

重要 電子証明書の「証明期間」とは，電子証明書の有効性を確認することができる期間をいいます。

なお下記の認証局では、法務省の発行する電子証明書の取得からＩＣカードへ格納するサービスを行っています。

認証局 ：日本電子認証株式会社

サービス名：法人認証カード 格納サービス

※電子証明書は、法務省電子認証登記所発行のものです。

格納価格 ：20,350円／3か月～72,600円／27か月（最長）（税込） ＊法務省への電子証明書発行手数料は別途必要

(3)-3 電子証明書の取得

１０

証明期間 ３か月 ６か月 ９か月 １２か月 １５か月 １８か月 ２１か月 ２４か月 ２７か月

発行手数料 １,３００円 ２,３００円 ３,３００円 ４,３００円 ５,３００円 ６,３００円 ７,３００円 ８,３００円 ９,３００円



事前準備：証明書取得ソフトのインストール

法務省のサイトから、申請に必要なソフトをダウンロードし、

お使いのパソコンにインストールします。

法務省ＨＰ：商業登記に基づく電子認証制度

http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/index.html

ポイント

商業登記電子認証ソフトは

現在Windowsにしか対応していません。

Macをお使いの場合は、電子証明書の

取得時のみ、Windowsパソコンが必要

です。

鍵ペアファイルとは、申請人が送信する情報を暗号化させる
ための「暗号鍵」とそれを解読（複合）させるための「複合
鍵」のペアのことです。片方の鍵で暗号化したものは、もう
片方でしか復号できないため、セキュリティを高めるために
必須のものとなります。

また、申請ファイル作成時に、電子証明書の有効期限（3か月
～27か月）を設定し、手数料は申請時に「収入印紙」又は「
登記印紙」を申請書に貼って納付します。

ダウンロードした「商業登記電子認証ソフト」を使用して、

『証明書発行申請ファイル』 と『鍵ペアファイル』 を作成

します。

手順１：申請ファイルの作成

手順２：発行申請

電子証明書の発行申請のため、手順１で作成した証明書発行申請ファイ

ルを会社・法人の本店または主たる事務所の所在地を管轄する登記所に

提出します。

登記所での確認が終了すると、電子証明書発行確認票が発行されます。

申請に際しては以下をご準備下さい。

手順３：電子証明書の取得（ダウンロード）

「商業登記電子認証ソフト」で電子認証登記所にアクセスして電子証明

書をダウンロードします。

(3)-4 電子証明書の取得

１１



①パソコンの準備

特許庁へ電子出願を行うためには、以下のＯＳを搭載したパソコンが必要になります。

Microsoft Windows 8.1 

・8.1 ・8.1 Pro

Microsoft Windows 10

・10Home ・10Pro

◆３２ビット版

Microsoft社 Windows Apple社 mac

Microsoft Windows 8.1 

・8.1 ・8.1 Pro

Microsoft Windows 10

・10Home ・10Pro

◆６４ビット版

・Mac OS 10.13 High Sierra 

・Mac OS 10.14 Mojave

重要・注意

※Windows の64ビット版については

互換モード（WOW64）で動作します。

※Windows 8 の全エディション、

Windows 8.1 Enterprise、Windows RT 8.1 は

サポート対象外です。

※上記OSについてはいずれも日本語環境でのみ

動作保証をしています。

※Mac版は2021年9月に提供および利用を終了します。※最新版の対象ＯＳは、以下サポートサイトにてご確認下さい。

電子出願ソフトサポートサイト

HOME＞はじめての方へ＞パソコンの準備

http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/1_start/step-2.html

※本ページに使用している、Windowsロゴ及びApple社

ロゴはMicrosoft社、Apple社の登録商標です。

１２

(4)-1 ＰＣ機器等の準備



①インターネットに常時接続できる環境が必要です。

○光ファイバー、ＡＤＳＬなどの常時接続（フレッツＩＳＤＮも可）

○企業/事務所内ネットワーク経由のインターネット接続（プロキシサーバ経由可）など

②ＳＳＬ通信が可能な接続環境が必要です。

※ＳＳＬとはインターネットを介した情報送信を行う際に暗号化して送受信する規格

のことです。

②通信環境の準備

③その他準備が必要なもの

①電子メールアドレス

初めてインターネット出願ソフトを入手する際、ダウンロード先ＵＲＬを電子メールで通知しますの

で、電子メールアドレス（フリーメールアドレス不可 ）が必要となります。

ダウンロード方法の詳細は、（5）出願ソフトの入手、インストール でご案内します。

②ワープロソフトなどの用意

申請書類を作成するためのワープロソフト、図面や化学式などをイメージデータにするためのスキャ

ナや作図ソフト、オンライン出願前の書類をプリントアウトして確認するためのプリンタなど、必要

に応じてご用意ください 。

③ＩＣカードリーダライタ

ＩＣカードタイプの電子証明書をご利用の際は必要となりますのでご用意ください。

※本ページに使用しているワープロソフト一太郎はJust system社、

WordはMicrosoft社の登録商標です。

１３

(4)-2 ＰＣ機器等の準備



①インターネット出願ソフトを電子出願ソフトサポートサイトを開いて下さい。

電子出願ソフトサポートサイト：

http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/

初めてソフトをインストールされる方は

②トップページを開いたら以下の順番にて選択します。

注意事項

をご確認

下さい。

使用許諾書の内容をご
確認頂き、同意する、
または同意しないをク
リックして下さい。

③電子出願ソフトダウンロード請求まで進みましたら、皆

さまの環境等に合わせ、選択または入力し、ダウンロード

請求ボタンを押して下さい。

重要

ダウンロード請求にはフリーメールアドレス

（yahoo、Hotmailなど）はご利用頂けません。

もしアドレスをお持ちで無い場合は、携帯電

話メールアドレスにて請求、返信メールを転

送してご対応下さい。

(5)-1 出願ソフトの入手、インストール

１４



④ダウンロード請求後、入力したメールアドレスへダウンロード先ＵＲＬ通知メールが送付されます。

本文に記載されたダウンロード先ＵＲＬにアクセスし、任意のフォルダにソフトをダウンロードして下さい。

ダウンロード先ＵＲＬ 重要

☆ダウンロードの有効期限は請求から一週間となります。

もし一週間経過してしまった場合は、再度請求からやり直

して下さい。

☆ダウンロード先ＵＲＬ通知メールが届かない場合は、

メールアドレスの入力間違いや、誤って迷惑メールフォル

ダに振り分けられていることが考えられます。

⑤ダウンロードされたファイルは自動実行形式（.exeファイル）となっています。保存したファイルをダブルク

リックし、インストールを開始して下さい。 ※インストール手順は画面の案内に従って下さい。

重要

インストール時の注意点

出願ソフトを始めてインストールする場合などに、上記の確認画面が表示されることがあります。

公的個人認証サービスを利用する場合は「はい」を、それ以外の電子証明書を利用する場合は「いいえ」を、

必ずクリックして下さい。

(5)-2 出願ソフトの入手、インストール

１５



ソフトのインストールを実行中に環境設

定ツールが自動で起動しますので、初期

設定のままＯＫを押してください。

重要

後で環境設定を変更する場合は、パソコン

のスタートメニュー → インターネット出

願ソフト → 環境設定の順で起動します。

設定変更後は必ずＯＫを押して終了してく

ださい。キャンセルで終了しますと、出願ソ

フトが正常に起動出来ません。

※インターネット出願ソフトを起動している

と環境設定を起動できませんので、一旦イン

ターネット出願ソフトを終了してください。

①フォルダタブ

特許庁へ送信する送信ファイルや、受け取った受領書、発送／閲覧ファイルなどを、パ

ソコン内のどこへ保存するか設定できます。ただしネットワークドライブ（共用ドライ

ブ）は動作に不具合が起こる可能性があるため、選択しないで下さい。

②通信タブ

特許庁と通信するために必要な情報が設定できます。特許庁との通信テストもこちらか

ら行えます。

③認証タブ

機能毎認証と証明書モードを選択できます。証明書モードの初期値は「起動毎に毎回選

択する」に設定されています。

③表示／印刷タブ

インターネット出願ソフトのビューアや送受信ファイル印刷時にかかる設定ができます。

④起動／画面

インターネット出願ソフト起動時のチェック条件、メイン画面のレイアウトについて設

定ができます。

⑤入力

文書入力や合成入力の入力チェック時に、送信ファイルを作成するかどうかの設定がで

きます。

⑥出力

出願、閲覧の特許庁フォーマットファイルをHTML形式の文書に変換する場合、自動で

HTMLファイル名が付けられます。このときファイル名に含める情報の設定ができます。

※環境設定項目では、初期設定のままとすることを推奨しています。

設定変更する場合は、サポートサイトに掲載しているマニュアルをご確認頂き、必要

に応じて設定を行って下さい。

電子出願ソフトサポートサイト：操作マニュアルⅡ.インストール環境設定編

http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/3_inet/2_manual/index.html

(6) 動作確認（環境設定）

１６

インストール後の環境設定について



申請人利用登録とは、インターネット出願ソフトの「申請人情報・証明書管理ツール」を用い
て、特許庁へ、『識別番号』と『電子証明書情報』の組み合わせを登録することです。
これにより手続ごとに本人認証が行われ、インターネット出願ができるようになります。
なお、オンラインで登録操作を行うと、特許庁により申請内容の確認が行われ、問題がなければ

申請人利用登録が完了します。（特許庁開庁日で１～２日後）

申請人利用登録とは

②以下を入力

申請人情報（氏名または名称、識別番号）

証明書ストアの場所

ファイルタイプ

電子証明書 秘密鍵

証明書ストア

秘密鍵電子証明書

①電子証明書から特許庁専用の証
明書ストアを作成するため、スト
アタイプを決定しておく必要があ
ります。

①事前にＩＣカードリーダ

ライタを準備し読み取りが

可能であることの確認が必

要になります。

②以下を入力

申請人情報（氏名または名称、識別番号）

ＩＣカードタイプ

「識別番号」と
「電子証明書」の
組み合わせを登録

申請人利用登録の流れ

１７

(7)-1 申請人利用登録



申請人利用登録にかかる注意点

申請人利用登録手続は、識別番号の有無及び電子証明書の種類（ＩＣカード／ファイルタイプ）

によって操作方法が異なります。まずは以下のフローからご自身がどこに該当するかご確認下さい。

これまで特許庁に書面を含

めて何らかの手続をされた

ことがありますか？

はい

特許庁から発行された識別番

号は控えていますか？

また前回の申請以降、住所等

に変更はありましたか？

識別番号をお忘れの場合は出願課申請人

等登録担当へお問い合わせ下さい。

また申請内容に変更があった場合は事前

に特許庁へ各変更届の提出が必要です。

番号控えあり及び変更無し

いいえ ご利用になる

電子証明書の

種類は何です

か？

ＳＴＡＲＴ

ＩＣカード

ファイルタイプ

手順Ａ：Ｐ１９

ＩＣカードタイプによる

申請人利用登録へ

手順Ｂ：Ｐ２２

ファイルタイプによる申

請人利用登録へ

手順Ｃ：Ｐ２８

申請人利用登録／証明書

追加手続へ

(7)-2 申請人利用登録

１８

番号控えていない、

または変更有り



申請人利用登録の直後は、以下のサービスのみ利用可能です。それ以外のサービスは、特許庁

による申請内容確認後となりますのでご注意ください。

・オンライン出願 ※１ ・『出願』タブの履歴照会 ・受領書受信

・証明書の利用停止 ・サービスメニュー照会／変更（照会のみ可能）

・認証テスト ・接続経路確認 ・納付番号取得 ※3

・納付番号一覧照会／更新（納付番号照会／更新） ※2、※3

・納付番号明細照会 ※2、※3

※１：指定立替納付による納付は、特許庁による確認後までご利用になれません。他の納付

方法をご利用ください。

※２：識別番号を新規に取得された方の場合は、特許庁による確認後までご利用になれません。

※３：申請人利用登録操作中に、電子現金納付専用パスワード／カナ氏名を設定していない

場合はご利用になれません。特許庁による確認後に、［サービスメニュー照会／変更］

で設定してからご利用ください。

申請人利用登録にかかる注意点

注意

(7)-2 申請人利用登録

１９



申請人利用登録（ＩＣカードタイプ）について

申請人利用登録を開始する前に

・カードリーダにＩＣカードはしっかり差し込んでありますか？

・起動時の「証明書モード確認」で、ＩＣカードを選択しましたか？

操作手順

(7)-3 申請人利用登録

２０

再確認

①デスクトップ上のインターネット出願ソフトのアイコンをダブルクリックします。

②証明書モード確認でＩＣカードを選択します。

③本人認証（ICｶｰﾄﾞﾓｰﾄﾞ）の マークをクリックし、「申請人情報・証明書管理

ツール」を起動します。

④『識別番号取得＆利用登録』ボタンを押します。

⑤注意事項が表示されますので内容確認し、『識別番号取得＆利用登録ウィザー

ド』を起動します。

※画面の案内に沿って入力等の操作を行って下さい。

１）認証局サービス名の選択と電子証明書の

パスワード入力

２）申請人情報（氏名又は名称等）の登録

３）E-mailの登録

４）予納台帳番号の付与希望の選択

５）返信されたメッセージの確認

６）サービスメニュー設定

①

②

④

⑤



①-1 申請人利用登録（手順Ａ：ＩＣカード）

手順における注意点

※入力するパ

スワードは、

電子証明書の

パスワードに

なります。

１）認証局サービス名の選択と電子証明書のパスワード入力

２）申請人情報（氏名又は名称等）の登録

出願ソフトニュースの

配信を希望する場合は、

「希望する」を選択し

E-mailを入力してくだ

さい。

画面の案内に沿って、

・個人法人確認

・氏名又は名称

・住所又は居所

・国籍コード

・電話番号

を入力します。

２１

３）E-mailの登録



①-2 申請人利用登録（手順Ａ：ＩＣカード）

電子現金納付を行う場合は、必ずパスワード、カナ氏名の

登録を行ってください。

４）予納台帳番号の付与希望の選択

手数料等を予納で納付する場合は、「予納台帳を持っていないので

希望する」にチェックを付けます。後で取得する場合は、書面での

手続になります。

５）返信されたメッセージの確認

識別番号、

予納台帳番号

（付与希望し

た場合）を確

認します。

番号を控えて

おいてくださ

い。

６）サービスメニュー設定

２２

手順における注意点

「識別番号」「予納台帳番号」

発送書類をオンライン

で受け取りたい場合は

「あり」にします。

出願ソフトのニュース

配信（不定期）を希望す

る場合は、配信希望を

「あり」に設定してく

ださい。



ファイルタイプで申請人利用登録を行うと、事前に購入した電子証明書を特許庁の電子出願専用形

式に変換した『証明書ストア』が作成されます。

インターネット出願ソフトの起動、申請書類の電子署名付与の際は、この証明書ストアを使用しま

す。なお証明書ストアには以下の３種類があります。それぞれの特徴を確認の上、選択して下さい。

②-1 申請人利用登録（手順Ｂ：ファイルタイプ）

申請人利用登録（ファイルタイプ）について

注意

電子証明書保管部門

（総務部など）

電子証明書利用部門

（知財部など）

Ａさん Ｂさん

Ａ．「ＰＣ限定タイプ」証明書ストア

電子証明書

借用

貸与

②借用した電子証明書を使用し、

Ｂさん自身が利用する端末で申

請人利用登録をします。

①保管部門から電子証明書

そのものを借用します。

③作成された証明書ストアは外部媒体またはＰＣのハー

ドディスクへ保存し、登録を行ったパソコンでのみ使用

できます。

重要

・ＰＣ限定タイプを選択し作成された証明書ストアは、申請人利用登録を行ったそのパソコンでしか

使用できません。（仮に外部媒体に保存し、他のパソコンに持って行ったとしても使えません。）

・出願ソフトを複数台で使用する場合は、それぞれのパソコンで申請人利用登録を行う必要があります。

・社内において、出願ソフトを利用するパソコンが１台しかないような場合は、このタイプを選ばれる

ケースが多くあります。

申請人利用登録を行ったパソコンだけで使用できる証明書ストアです。

２３



電子証明書保管部門

（総務部など）

Ａさん

Ｂ．「ＰＣ任意タイプ」証明書ストア

②-2 申請人利用登録（手順Ｂ：ファイルタイプ）

電子証明書利用部門

（知財部など）

①電子証明書保管部門で

申請人利用登録をします。

②作成された証明書スト

アを外部媒体に保存しま

す。

③外部媒体に保存された

証明書ストアを利用部門

のそれぞれのパソコンに

コピーして使用します。

重要
・利用部門で証明書ストアをパソコンへコピーした後、同ストアを反映させるため「リスト追加」の作

業をする必要があります。

リスト追加は、申請人情報・証明書管理ツールを開き、識別番号リストメンテナンス、リスト追加

タブから行います。

・電子証明書を保管部門から持ち出さずに証明書ストアの作成ができます。

・社内において複数のパソコンから申請等手続を行う場合は、このケースを選ばれるケースが多くあり

ます。

電子証明書

使用するパソコンを限定しない証明書ストアです。

２４



②-3 申請人利用登録（手順Ｂ：ファイルタイプ）

Ｃ．他ＰＣ用「ＰＣ限定タイプ」証明書ストア

ＰＣ限定ストア作成

情報

Ｂさん

Ｃさん

Ｂさんのパソコン専用の証明書ストア

Ａさん

電子証明書

電子証明書保管部門

（総務部など）

ＰＣ限定ストア作

成情報

Ｃさんのパソコン専用の

証明書ストア

電子証明書利用部門

（知財部など）
①事前準備として、利用部門で証明書

ストアの作成を依頼するパソコンの情

報をまとめた『ＰＣ限定ストア作成情

報』を出力し、保管部門に送信します。

「ＰＣ限定タイプ」証明書ストアを、別のパソコンで作成する方法です。

③外部媒体に保存された証明書ストア

を利用部門のそれぞれのパソコンにコ

ピーし、リスト追加を行って使用しま

す。（Ｂさん、Ｃさんそれぞれのパソ

コン専用に作成されているので、他の

パソコンにコピーしても使用できませ

ん。）

重要

・Ａタイプと違い、電子証明書を保管部門から持ち出さずに証明書ストアの作成ができます。

・Ｂタイプと違い、指定した１台のパソコンでしか使用できない証明書ストアが作成されるため、どのＰＣ

に証明書ストアが入っているか、管理がしやすくなります。

・利用部門と保管部門それぞれにおいて作業を行わなくてはいけないため、一部作業が増加します。

・企業などではセキュリティ強化の観点から、管理部門から証明書を持ち出さず、また申請等手続に必要な

パソコンを限定したい場合などに選ばれるケースが多くあります。

②保管部門で申請人利用登録を行い、

また受け取った情報を元に、それぞれ

のパソコンでしか使用できない証明書

ストアを作成します。

証明書ストアの概要等については、サポートサイトも合わせてご確認下さい。

http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/1_start/step-5_6.html

２５



申請人利用登録（ファイルタイプ）について

①デスクトップ上のインターネット出願ソフトのアイコンをダブルクリックし

ます。

②証明書モード確認で証明書ストアを選択します。

③本人認証（証明書ｽﾄｱﾓｰﾄﾞ）の マークをクリックし、「申請人情報・証

明書管理ツール」を起動します。

④『識別番号取得＆利用登録』ボタンを押します。

⑤注意事項が表示されますので内容確認し、『識別番号取得＆利用登録ウィ

ザード』を起動します。

操作手順

②-4 申請人利用登録（手順Ｂ：ファイルタイプ）

識別番号取得＆利用登録を行う際、どのタイプで証明書ストアを作成

するか選択する必要があります。

前ページまでのストアタイプについて再度ご確認下さい。再確認

２６

※画面の案内に沿って入力等の操作を行って下さい。

１）証明書ストアタイプと証明書ストアの作成先

の指定、アクセス用パスワードの設定

２）申請人情報（氏名又は名称等）の登録

３）E-mailの登録

４）予納台帳番号の付与希望の選択

５）返信されたメッセージの確認

６）サービスメニュー設定



手順における注意点

１）証明書ストアタイプと証明書ストアの作成先の指定、アクセス用パスワードの設定証明書のパスワード入力

・証明書ストアタイプの確認

で、「「PC限定タイプ」証明

書ストア」または「「PC任意

タイプ」証明ストア」に

チェックをつけて次へ進みま

す。

・証明書ストアの作成先、証

明書ストアにアクセスするた

めのPin（パスワード）を設

定します。

②-5 申請人利用登録（手順Ｂ：ファイルタイプ）

２）申請人情報（氏名又は名称等）の登録

出願ソフトニュース

の配信を希望する場

合は、「希望する」

を選択しE-mailを入

力してください。

３）E-mailの登録

２７

※Pinは、インターネット出願ソフト起動時等に必要となりますので、忘れないようにご注意ください。また、第三者に

知られることのないよう、大切に管理してください。

画面の案内に沿って、

・個人法人確認

・氏名又は名称

・住所又は居所

・国籍ｺｰﾄﾞ（個人の場合のみ）

・代表者（法人の場合のみ）

・電話番号

を入力します。



手順における注意点

②-5 申請人利用登録（手順Ｂ：ファイルタイプ）

電子現金納付を行う場合は、必ずパスワード、カナ氏名の登録

を行ってください。

発送書類をオンライン

で受け取りたい場合は

「あり」にします。

出願ソフトのニュース

配信（不定期）を希望す

る場合は、配信希望を

「あり」に設定してく

ださい。

４）予納台帳番号の付与希望の選択

手数料等を予納で納付する場合は、「予納台帳を持っていないの

で希望する」にチェックを付けます。後で取得する場合は、書面

での手続になります。

※納付方法についてはテキストⅢ. 手数料の納付方法(P30)を参照

してください。

５）返信されたメッセージの確認

「識別番号」「予納台帳番号」

６）サービスメニュー設定

２８

識別番号、

予納台帳番号

（付与希望し

た場合）を確

認します。

番号を控えて

おいてくださ

い。



③ 申請人利用登録（手順Ｃ）

申請人利用登録／証明書追加手続について

過去に特許庁に対し、書面での手続も含め、何らかの手続を取られたことがある場合は、既に識別番号が付与されて

います。その場合は新規での取得は行わず、以下の『申請人利用登録・証明書追加』を行って下さい。

を選択

①左記の手順に沿い、「申請人利用登録／証明書追加ウィザード」を起動させます。

ＩＣカード ファイルタイプ

②識別番号を入力

③電子証明書のパスワードを入力

④電子証明書情報を確認

⑤個人法人種別を選択

②識別番号を入力

③証明書ストアのタイプを選択

④証明書ストアの作成先（保存先）を指定、証明書

ストアにアクセスするためのパスワードを入力

⑤インポートする証明書、秘密鍵ファイルを指定、

パスワードを入力

⑥電子証明書情報を確認

⑦個人法人種別を選択

○過去に登録した申請人情報の「氏名又は名称」および「住所又は居所」に変更がないか選択

○氏名または名称を入力（法人の場合は代表者名も入力）

○特許庁による申請内容確認の完了通知および出願ソフトニュース配信希望有無の選択 等

○予納台帳番号の付与希望有無の選択

○入力情報を確認し、送信をクリック

○返信されたメッセージの確認

以降共通手順

過去に登録した申請人情報の「氏名又は名称」または「住所又は居所」に変更がある場合は変更画面で「変

更あり」を選択して手続を進めて下さい。なお、今までに電子出願を利用したことがない場合は書面で手続

を行う必要があります。

詳しくはサポートサイトをご参照下さい。 http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/1_start/step-5.html

操作手順

重要
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④ 申請人利用登録（サービスメニュー）

サービスメニューの設定について

前ページまででご紹介した申請人利用登録のうち、以下についてはサービスメニューから個別の

設定変更が可能です。

オンライン発送利用希望 発送書類をオンラインで受取りたい場合は「あり」にします。

出願ソフトに関連するニュースを配信（不定期）しています。

配信を希望する場合は、「あり」にします。
出願ソフトニュース配信希望

電子現金納付専用パスワー

ド登録状況

電子現金納付者カナ氏名

登録状況

電子現金納付は、納付が必要な手続を、電子出願する場合の納

付方法の１つです。

ここでは電子現金納付の利用（納付）に必要となる、パス

ワードとカナ氏名の設定ができます。

なおこの内容は特許庁による確認が完了するまで、登録（変

更）ができません。すぐに電子現金納付を利用した手続をする

場合は、申請人利用登録時に合わせて設定して下さい。

重要

発送書類は識別番号ごとの管理です。複数拠点でインターネット出願ソフトを利

用している場合、ある拠点で「なし」にするとどの拠点でも利用できなくなります。

また現在利用していて「なし」に変更した場合、即時、郵送での発送に変更されま

す。ご注意ください。

上記３点について、初期設定で変更しなかった場合は特許庁の確認完了後に変更

が可能です。

必要に応じて設定の変更を行って下さい。
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Ⅲ．手数料等の納付方法
特許庁へ各種手続を行う際に発生する産業財産権関係料金（手数料）の納付方法は、①予納、②現金

納付、③電子現金納付、④口座振替、⑤指定立替納付（クレジットカード納付）の５種

類あります。

納付方法についてはそれぞれ違ったメリットがありますので、手続の頻度等に応じて適宜ご選択下さい。

特許庁
オンライン手続

申請人

1-1. 手数料等の納付方法（予納）

予納とは、平成２年１２月から始まった制度で、特許庁に納付すべき手数料の見込額をあらかじ

め特許印紙で予納台帳に納付し、手続ごとに必要な手数料を予納台帳から引き落とす方法です。

イメージとしては、特許庁内にご自身の専用口座を設け、その口座に先にお金を入れておくことで、

特許庁が都度かかった金額を引き落とす形となります。

予納とは

特許庁申請人

予納制度利用手順 ①予納台帳番号の取得

②『特許印紙』の購入、『予納書』の提出

③申請書類の作成

④オンライン出願

⑤オンライン予納照会

⑥「予納残高通知」、 「予納残高証明書」送付
３１



⑥予納台帳に入出金の記録がある場合は、電子証明書の残存有効期間が1ヶ月未満の

者につきましては、書面による「予納残高通知」（月末の残高及び入出金の記録）

が特許庁から送付されます。

予納台帳番号取得時に決算月の申出をしている場合は、決算月の翌々月に「予納残

高証明書」（1年間に予納台帳から引き落とした後の残高証明）が特許庁から送付さ

れます。

特許庁申請人

①予納台帳番号の取得

②『特許印紙』の購入、

『予納書』の提出

③申請書類の作成

④オンライン出願

⑤オンライン予納照会

⑥「予納残高通知」、

「予納残高証明書」送付

予納制度利用手順

④インターネット出願ソフトで申請書類をオンライン出願します。出願後、特許庁

が予納台帳から納付金額を引き落とします。

⑤インターネット出願ソフトで予納台帳の入出金状況が確認できます。照会可能期

間は、当月を含め過去16ヶ月までです。照会範囲1月単位または日単位の指定となり

ます。月をまたいだ指定はできません。

インターネット出願ソフトの『補助』タブから、『オンライン予納照会』をクリッ

クし、識別番号、予納台帳番号、照会対象期間を入力することで照会できます。

予納届、予納書など書面手続のフォーマットは以下特許庁ＨＰをご参照下さい。

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/tetuzuki/isdn_yoshiki.html

ポイント

予納台帳番号は、４年間不使用だった場合、閉鎖となりますのでご注意下さい。注意

参考

1-2. 手数料等の納付方法（予納）
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2-1. 手数料等の納付方法（現金納付）

現金納付とは、平成８年１０月から始まった制度で、特許庁専用の『納付書』を用いて、銀行や

郵便局の窓口から必要な手数料を振り込む方法です。

特許庁から受領した専用振込用紙にて銀行等から振込を行い、その後、納付書番号で申請、また

別途「納付済証」を特許庁へ送付して振込の実施を証明する形となります。

現金納付とは

特許庁申請人

①特許庁専用『納付書』請求

（特許庁から、特許庁専用「納付書」

が送付されます（7～10日後））

②日本銀行窓口で振込

③申請書類の作成

④オンライン出願

⑤『手続補足書』提出

※④以外は全て書面手続きと

なります。

現金納付制度利用手順
①初めて特許庁専用「納付書」を請求する場合は、『現金納付に係る識別番号付

与請求書』（書面）を特許庁へ提出します。2回目以降は、『納付書交付請求

書』（書面）を特許庁へ提出します。

提出後、７～１０日程度で特許庁専用「納付書」が特許庁から送付されます。

※手数料の納付が必要な手続ごとに１つの「納付書」が必要です。

②①で受領した「納付書」に必要事項を記入し、日本銀行（本・支店、代理店、

または歳入代理店）から手数料を振込み、「納付書・領収証書」、「納付済証

（特許庁提出用）」を受領します。

③申請書類に【手数料の表示】欄を設けて、納付書に記載されている納付書番号

１１桁を記録します。

＜記録例＞

【手数料の表示】

【納付書番号】 99123456788 

※番号のみの記載、金額については記載不要です。

ポイント
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特許庁申請人

現金納付制度利用手順

④インターネット出願ソフトで申請書類をオンライン出願します。

⑤オンライン出願から３日以内に『手続補足書』（書面）を作成し、③で振込時に受

領した、『納付済証（特許庁提出用）』を添付して特許庁へ提出します。

※特許庁はこの納付済証の提出により振込があったかどうかを確認します。（なお、

この手続補足書を提出した場合については、電子化手数料はかかりません。）

●現金納付に係る書面手続について

特許庁へ書面で提出する『現金納付に係る識別番号付与請求書』・『納付書交付請求

書』のひな型は特許庁サイトからダウンロードして下さい。

特許庁サイト

ホーム > 制度・手続 > 特許 > 出願 > 出願の手続 > 出願の事前手続様式一覧

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/tetuzuki/isdn_yoshiki.html

『手続補足書』のひな型は電子出願ソフトサポートサイトからダウンロードしてご利

用ください。

電子出願ソフトサポートサイト

HOME＞お知らせ＞手続について＞詳細 手続の補足について

http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/4_news/3_appl/03_13.html

日銀代理店、歳入代理店等は以下日銀ＨＰから確認可能です。

https://www.boj.or.jp/about/services/kokko/index.htm/

ポイント

参考

現金納付は下記の手続で

は使用できません。

・特許料、登録料の各種

納付手続

・オンライン請求で行う

全ての手続

注意

2-2. 手数料等の納付方法（現金納付）

３４

①特許庁専用『納付書』請求

（特許庁から、特許庁専用「納付書」

が送付されます（7～10日後））

②日本銀行窓口で振込

③申請書類の作成

④オンライン出願

⑤『手続補足書』提出

※④以外は全て書面手続きと

なります。

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/tetuzuki/isdn_yoshiki.html


3-1. 手数料等の納付方法（電子現金納付）

特許庁申請人

①事前登録

②納付番号請求

③納付番号通知

④払込

⑤申請書類の作成

⑥オンライン出願

⑦納付番号状況照会

電子現金納付制度利用手順
①サービスメニューの設定画面で電子現金納付のパスワードを設定します。

②及び③ インターネット出願ソフトで納付番号請求を行います。

（１）インターネット出願ソフトを起動し、補助タブ、納付番号取得

の順にクリックします。

（２）識別番号及び①で設定したパスワードでログインします。

（３）「四法」と手数料に応じた「手続種別」※を選択し、「金額」

に納付金額を入力します。

（４）納付番号通知確認画面で、納付番号通知情報を確認します。

納付番号通知画面に表示される収納機関番号、納付番号、確

認番号の３つは、払込の際に必須となります。必ず控えを
取って下さい。

電子現金納付とは、インターネット出願ソフトを利用し、手数料の納付が必要な手続ごとに、納付番号を

取得、その納付番号を使用し、Pay-easy（ペイジー ）が利用できる金融機関のインターネットバンキン

グまたはATMから手数料を払い込む方法で、平成１７年１０月から始まった制度です。

電子現金納付とは

ポイント

※手続種別の対応表はこち

らをご覧下さい。

https://www.jpo.go.jp/sys

tem/process/shutugan/pcin

fo/operation/document/hel

p_payment/100461275.pdf

３５
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特許庁申請人

①事前登録

②納付番号請求

③納付番号通知

④払込

⑤申請書類の作成

⑥オンライン出願

⑦納付番号状況照会

電子現金納付制度利用手順
④ペイジー対応金融機関のインターネットバンキングまたはＡＴＭで払込を行います。

なお番号取得から３０分以内であれば、納付番号通知確認画面から情報を引き継いで払込が可

能です。

ご利用の金融機関を選択し、

払込を行って下さい。

３０分を経過してしまった場合は、いずれかにてご対応下さい。

（１）ご利用のインターネットバンキングに直接ログインし払込。

（２）Pay-easy対応のＡＴＭから払込

いずれの場合も、納付番号通知画面に表示された収納機関番号、納付番号、確認番号の３つが

必要となります。

⑤申請書類に【手数料の表示】欄を設け、納付番号１６桁を記録します。

＜記録例＞

【手数料の表示】

【納付番号】 1234-5678-9012-3456

※番号のみの記載、金額については記載不要です。

ポイント

もし、払込後に使用予定がなくなった

場合、払込から1年以内であれば特許

庁に「既納手数料返還請求」を提出す

れば返金を求めることができます。
Pay-easyの概要、利用可

能金融機関等は以下の公

式サイトをご参照下さい。

https://www.pay-

easy.jp/index.html

参考

電子現金納付は財務省や特許庁のシステムメンテナンスのため一時停止する場合

があります。適宜以下の特許庁サイトで稼働状況をご確認下さい。

特許庁サイト（特許庁サーバの稼動状況とメンテナンス情報）

電子現金納付関連業務一時停止のお知らせ

http://dl-sv1.pcinfo.jpo.go.jp/docs/error/server_mofstop.html

注意

3-2. 手数料等の納付方法（電子現金納付）
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電子現金納付制度利用手順

⑥インターネット出願ソフトで申請書類をオンライン出願します。

⑦以下の手順を行うことで、納付番号状況／明細が確認できます。

１．出願ソフト補助タブから「納付番号照会／更新」をクリック。

２．識別番号、電子現金納付専用パスワードでログイン

３．照会期間を入力

※前回照会以降または過去２年間のいずれかが選択可能です。

４．特許庁との通信後、リストビューからそれぞれの番号の状態が照会可能となります。

未納付：支払いが済んでいない状態です。

納付済：支払いが済んだ状態です。

期限切：支払い可能期間（30日）に納付しなかったために期限切れとなり、使用できな

くなった状態です。この状態では、納付番号は表示されません。

使用済：支払いが済み、かつ出願などの手続に使用後、特許庁での確認が完了した状態です。

還付済：手続に使用せずに還付請求を行った後、特許庁で還付手続を確認した状態です。

なお、納付番号の状態が「還付済」へ変わった後、振込手続を経て、金融機関

口座に振り込まれます。

納付番号の状況は自動更新されません。適宜、上記更新作業を行い、最新状況を確認

して下さい。
注意

重要：案件状態について ※支払いは全てPay-easyによるものです。

５．またリストビューから個別案件を選択、納付番号明細照会をクリックし、ログイン後、個別の納付番

号を入力すると明細（その番号がどの案件のどの手続に使用されたか）を確認できます。

ポイント

3-3. 手数料等の納付方法（電子現金納付）
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4-1. 手数料等の納付方法（口座振替）

口座振替とは、特許庁への口座振替が可能な金融機関に口座を開設、あらかじめ特許庁にその口座を登録

することにより、特許庁が指定口座から手続ごとに手数料を引き落とす方法で、平成２１年１月から開始さ

れた制度です。

口座振替とは

特許庁申請人

①口座振替申出書

（書面）提出

②振替番号通知送付

③申請書類の作成

④オンライン出願

⑤口座振替情報照会

口座振替制度利用手順 ポイント

②申出書提出後３～４週間後、特許庁から『振替番号通知』が発送されます。

③申請書類に【手数料の表示】欄を設け、通知された振替番号８桁と納付金額を記載します。

＜記録例＞

【手数料の表示】

【振替番号】 12345678

【納付金額】 14000

記載間違いの無いよう、必ずご確認下さい。

④インターネット出願ソフトで申請書類をオンライン出願します。オンライン出願後、特許庁が指定口座から即時に

納付金額を引き落とします。 ③で記載間違いがあっても、そのままの額が引き落とされてしまいます。

また残高不足とならないようご注意下さい。（残高不足の場合は後日補正指令がかかります。）

①特許庁サイトから『特許料等手数料ダイレクト方式預金口座振替納付申出書兼特許料等手数料ダ

イレクト方式預金口座振替依頼書（新規）』（以下、『申出書』と記載します）をダウンロードし、

特許庁へ書面にて提出します。

特許庁サイト

ホーム> 制度・手続> 手続一般> 手数料に関する情報> 納付方法 > 口座振替申出書・解約届 書式

一覧

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/directnouhu.html

特許庁、振替を希望する銀行、お客様がそれぞれ控える３枚綴りの用紙です。
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特許庁申請人

①口座振替申出書

（書面）提出

②振替番号通知送付

③申請書類の作成

④オンライン出願

⑤口座振替情報照会

口座振替制度利用手順

１．出願ソフト補助タブから「口座振替情報照会」をクリック。

２．照会する期間を選択します。

※一月単位で、最大５年間の指定が可能です。

３．特許庁との通信後、振替番号フォルダから口座の振替状況が照会可能

となります。

⑤口座振替情報照会手順

注意

①当座預金について

当座預金はタイミングによって、瞬間的に残高が０に見えてしまうことがあり、上手く引き落としが出

来ない場合がありますので、ご使用の際はご注意下さい。

②利用可能金融機関について口座振替の指定が可能な金融機関は以下の特許庁ＨＰからご確認下さい。

ホーム> 制度・手続> 手続一般> 手数料に関する情報> 納付方法

> 口座振替による納付（取扱金融機関一覧））

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/directnouhu_kinyuichiran.html

4-2. 手数料等の納付方法（口座振替）
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5-1. 手数料等の納付方法（指定立替納付（クレジットカード納付））

指定立替納付とは、平成３１年４月から開始された制度で、クレジットカード会社を「指定立替納付者」

に指定した上で、特許出願人等が特許庁長官に対して特許料等及び手数料を指定立替納付者に立て替えて納

付させることを希望する旨を申し出ることにより納付を行う制度です。

つまり、クレジットカードを用いて、手数料等の納付を行う手続となります。

指定立替納付（クレジットカード納付）とは

特許庁申請人

②申請書類の作成

③オンライン出願

④送信状態の確認

⑤指定立替納付照会

指定立替納付制度利用手順
ポイント

②申請書類に【手数料(又は特許料、登録料)の表示】欄に【指定立替納付】と【納付金額】

の項目を設け、【納付金額】の欄には当該手続の手数料等の金額を記載します。

＜記録例＞

【手数料の表示】

【指定立替納付】

【納付金額】 14000

番号等は記載しないでください

４０

①３Ｄセキュア登録

ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ
会社申請人 ①「3Dセキュア」登録済みのクレジットカードを準備します。

3Dセキュアとは、インターネット上でクレジットカード決済をする際に、クレジットカード

会社に事前登録した暗証番号を入力することにより不正使用を防止する仕組みであり、カー

ド発行会社が採用している本人認証サービスです。登録方法はクレジットカード会社によっ

て異なりますので、ご確認ください。

なお、利用できるクレジットカードは、以下のマークがついているものです。

VISA、MasterCard、JCB、AmericanExpress

「3Dセキュア」については、「3Dセキュアとは（外部サイトへリンク）」をご参照ください。

ベリトランス株式会社

※特許庁への事前手続は不要です。

https://www.veritrans.co.jp/user_support/3d-secure.html



5-2. 手数料等の納付方法（指定立替納付（クレジットカード納付））

特許庁申請人

②申請書類の作成

③オンライン出願

④送信状態の確認

⑤指定立替納付照会

指定立替納付制度利用手順

４１

①３Ｄセキュア登録

ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ
会社

申請人
③インターネット出願ソフトで申請書類をオンライン出願します。

ポイント

指定立替納付を記載した書類を送信すると、

クレジットカード利用承認（初回はクレジッ

トカード登録も含む）のために、クレジット

カード決済サイトがブラウザで表示されます。

「クレジットカードの登録・選択」は、ク

レジットカードの登録状況により表示される

画面が変わります。

※利用承認が完了するまで、ブラウザは終了

しないでください。



5-3. 手数料等の納付方法（指定立替納付（クレジットカード納付））

特許庁申請人

②申請書類の作成

③オンライン出願

④送信状態の確認

⑤指定立替納付照会手順

指定立替納付制度利用手順

複数の書類を選択した場合でも、クレジッ

トカード利用承認は１回です（指定立替納

付を記載した書類の合計金額で利用承認し

ます）。

クレジットカード利用承認をした後、「送

信エラー」や「中断」により送信されてい

ない書類は、「書類状況」が「要送信」に

なります。

４２

①３Ｄセキュア登録

ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ
会社

申請人

http://www.pcinfo.jpo.go.jp/

site/4_news/1_important/info

56.html

ポイント

クレジットカード利用承認され

た書類の送信が全件完了しない

と、次の利用承認が行えません。

④クレジットカード利用承認した書類は、特許庁に送信されたか確認してください。

１．出願ソフト補助タブから「指定立替納付照

会」をクリック。

２．照会する期間を選択します。

※一月単位で、最大５年間の指定が可能です。

３．特許庁との通信後、指定立替納付フォルダか

ら指定立替納付情報が照会可能となります。

⑤指定立替納付照会手順

「要送信」となった場合の対応

については、電子出願サポート

サイトの「指定立替納付を利用

する場合の注意事項」をご参照

ください。

注意



特許庁から送られる拒絶理由通知や登録査定等の通知書類をオンラインで受け取ることができる『オ

ンライン発送』についてご紹介します。
オンライン発送の流れ①

①オンライン発送で書類を受け取るには、出願ソフトの『発送』タブを選択、『発送書類の受取』ボタンを

クリックします。

②次に動作モードとして、動作モードと要求種別（四法ごと）を選択します。

③特許庁との通信が開始され、発送書類の有無が確認されます。

④発送書類が有の場合、受け取る件数の指定が出来ます。

②で選択出来るのは以下の範囲となります。

【動作モード】発送書類と発送目録：発送書類そのものとその日に受け取った書類名の一覧が取得できます。

発送目録のみ ：その日に受け取った書類名の一覧を取得します。

※発送書類を受け取っていない場合は、各法毎の待機件数のみが目録として出力されます。

【要求種別】特許に関する書類だけ受け取りたい。意匠に関する書類だけ受け取りたい。と言った希望がある場合は

、チェックボックスに印をつけます。

なお、『特許の拒絶理由通知書だけを受け取りたい。』と言った書類名を指定しての受け取りは出

来ませんのでご注意下さい。

注意！！

４３

Ⅳ．オンライン発送



オンライン発送の流れ②

⑤特許庁との通信が開始され、書類の受取が行われます。

⑥受け取った書類は、発送タブ中に作成される識別番号フォルダ配下の『日付フォルダ』に格納されます。

⑦受け取った書類はそれぞれビューアで確認が出来ます。

・発送書類のあて先

発送書類が送付される者は、従来どおり、筆頭の出願人（代理人）のみです。

・発送書類の受取期間

発送書類は、書類が受信できる状態（発送待機期間）になってから開庁日で10日間サーバに待機します。

この期間内に発送書類の受取をしなかった場合は、後日書面により郵送されます。なお、書面で郵送された

ものを再度オンラインで受信することはできませんので、定期的に発送要求を行ってください。

・発送書類の確認
インターネット出願ソフトで受信した発送書類は、ビューア及び紙出力で確認します。なお、発送書類は一

度インターネット出願ソフトで受信すると、特許庁では再度の発送はいたしませんので、ファイルを削除

する場合はご注意ください。

【重要】注意！！
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Ⅴ．その他の機能（請求・閲覧）

請求機能とは、特許庁へ特許に関する証明の請求、原簿やファイル記録事項の閲覧請求を行う際

に請求書類を送信する機能になります。

特許庁では書類の受信後、書類の作成または閲覧の準備を行い、それぞれ以下の方法にて申請者

へ返送をします。

請求機能について

出願番号単位で、これまで特許庁に対し提出された書類、特許庁から送信された書

類などの記録をまとめた、一つの「袋」を閲覧するというイメージです。

など、複数の書類をまとめて閲覧できます。

2017年に特許庁から発送された拒絶理由通知書

申請人から提出された意見書

2018年に特許庁から発送された登録査定書
特許出願2017-XXXXXX

商標出願2017-△△△△△△

意匠出願2017-○○○○○○

ファイル記録事項の閲覧とは？

証明（交付）請求は

閲覧請求は

特許庁内で書類作成の後、特許庁の窓口または郵送
で交付されます。

特許庁内で閲覧書類の準備ができしだい、インター
ネット出願ソフトを用いてオンラインで閲覧するこ
とができます。

１．請求
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閲覧機能とは、請求機能から行った原簿やファイル記録事項の閲覧請求後、特許庁が用意した書

類をインターネット出願ソフトを用いて閲覧する機能です。

閲覧機能について

請求／閲覧機能の流れ
市販ワープロソフト

インターネット出願ソフト

①「ファイル記録事項の閲覧請求書」などの書類を
作成後、出願ソフトの『請求』タブから特許庁へ送
信します。

②特許庁では請求のあった案件の閲覧書類の準備を
おこないます。この準備が完了次第、オンラインで
の閲覧が可能になります。

③出願ソフトの『閲覧』タブから、「抽出状況目録
受取」、「閲覧書類受取」の操作を行い、書類を閲
覧します。

※発送書類と同様、メールのように自動で送信され
るわけではありませんので、ご注意下さい。

ファイル記録事項：開庁日9:00～20:00にオンライン請求した場合

→オンライン請求後、約1時間で随時閲覧可能

開庁日20:00以降にオンライン請求をした場合

→翌開庁日10:00から閲覧可能

特許原簿、登録原簿（マドプロ原簿を除く）：

開庁日9:00～19:00にオンライン請求をした場合

→オンライン請求後、約2～4時間で閲覧可能

開庁日19:00以降にオンライン請求をした場合

→翌開庁日11:00から閲覧可能

閲覧書類準備にかかる時間の目安

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/pcinfo/
outline/procedure/insp.html

２．閲覧
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３．補助機能

補助機能について

補助機能は、主に特許庁への各種手数料納付方法の残高照会など、皆さまが特許庁に申請を行う

際の補助となる機能をまとめたものです。

補助機能では主に以下の様な機能操作ができます。
オンライン予納照会：

特許庁への手数料の納付を予納制度を利用して行っている場合、本機能を通じて予納台帳
の入出金状況が確認できます。照会できる範囲は、当月を含め過去16ヶ月までです。

口座振替情報照会：
特許庁への手数料の納付を口座振替制度を利用して行っている場合、本機能を通じて一月
単位、過去５年分の振替状況が確認できます。

指定立替納付照会：
特許庁への手数料の納付を指定立替制度を利用して行っている場合、本機能を通じて一月
単位、過去５年分の振替状況が確認できます。

納付番号取得：
電子現金納付に必要な納付番号の取得ができます。

補助機能の主な例

インターネット出願ソフト
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４．国際出願

国際出願機能について

インターネット出願ソフトの国際出願機能は、特許庁を受理官庁とする特許協力条約（ＰＣＴ）

に基づく国際出願の手続をオンラインで行うことが出来ます。

なお、この機能で作成できる書類は、日本語・英語で作成する国際出願書類（願書・明細書・請

求の範囲・要約書・図面など）及び一部オンライン出願可能となった中間書類です。

インターネット出願ソフト

インターネット出願ソフト
が提供する専用エディタ

出願書類の作成

①出願書類は、インターネット出願ソフトが提供する専用のエ

ディタを用いて作成します。

（中間書類と、国際出願書類の明細書・請求の範囲・要約書・図面は、

国内出願と同様に、ワープロソフトでHTMLで作成します）

国際出願機能の流れ

②国内出願と同様、インターネット出願ソフトを

用いて、書類の書式チェックを行います。

③国内出願と同様、問題がなければ送信ファイ

ルが作成されますので、インターネット出願ソ

フトを通じて特許庁へ送信します。

※「PCT-RO国際出願」は、Windows版インターネット出願ソフト

のみ利用できる機能です。
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お困りの時は① 電子出願サポートセンターのご案内

インターネット出願ソフトが
インストールできない。

送信ファイルが作成できない。

通信が上手くいかない。

こんなことでお困りの際は

「出願ソフトのダウンロード方法は？」

「申請書類が書式チェックでエラーにな

るのだけれど？」

お電話ください

・電話でのサポートをいたします

・各機能の操作方法をご案内します

・申請書類等作成時の注意点などをご案内します

お困りの際は、お気軽にご相談ください。

電子出願ソフト

サポートセンター

等々、お困りの際は･･･

電子出願ソフトサポートセンターへお問い合わせ下さい

受付時間 平日9:00～20:00
TEL(東京) 03-5744-8534 TEL(大阪) 06-6946-5070

FAX.03-3582-0510



お困りの時は② 電子出願サポートセンターのご案内

お問い合わせにあたりご留意いただきたい点

①サポートセンターは出願ソフトの機能に関するご説明や、操作方法等の
ご案内をいたしております。法律の解釈や審査にかかるご質問などはお

答えできません。
例：「こんな発明をしたが特許になるか？」

「こういった発明の場合は明細書にはどう書けば良いか？」 等

②お客様がご使用のパソコン等に依存する環境設定などについては、お答
え出来ない場合がございます。
例：○社のパソコンにのみインストールされている独自ソフトの設定方

法、インターネット接続のためお客様が契約されたプロバイダが提
供するソフトの設定方法 等

③エラーや障害等が発生した場合、原因究明のため、お客様のご利用環境
に関する調査やログ等の提供などについて、お問い合わせをさせて頂く場
合がございます。申し訳ございませんが、可能な範囲でご協力をお願いい
たします。

http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/電子出願ソフトサポートサイト

電子出願ソフトサポートサイトを設置し、インターネット出願に関する様々な情報や書類作成

支援ツール等の提供をしておりますのでご活用ください。





＜本テキストの内容に関するお問い合わせ先＞
特許庁 審査業務部 出願課

特許行政サービス室 特許行政サービス調整班
電話：03-3581-1101 内線2508


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	Ⅰ．はじめに
	Ⅱ．電子出願
	スライド番号 5
	＜補足＞
	３．電子出願の事前準備
	(1) 電子証明書のタイプ
	(2) 電子証明書の種類
	(3)-1 電子証明書の取得
	(3)-2 電子証明書の取得
	(3)-3 電子証明書の取得
	(3)-4 電子証明書の取得
	(4)-1 ＰＣ機器等の準備
	(4)-2 ＰＣ機器等の準備
	(5)-1 出願ソフトの入手、インストール
	(5)-2 出願ソフトの入手、インストール
	(6) 動作確認（環境設定）
	(7)-1 申請人利用登録
	(7)-2 申請人利用登録
	(7)-2 申請人利用登録
	(7)-3 申請人利用登録
	①-1 申請人利用登録（手順Ａ：ＩＣカード）
	①-2 申請人利用登録（手順Ａ：ＩＣカード）
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	Ⅲ．手数料等の納付方法
	スライド番号 34
	2-1. 手数料等の納付方法（現金納付）
	2-2. 手数料等の納付方法（現金納付）
	3-1. 手数料等の納付方法（電子現金納付）
	3-2. 手数料等の納付方法（電子現金納付）
	3-3. 手数料等の納付方法（電子現金納付）
	4-1. 手数料等の納付方法（口座振替）
	4-2. 手数料等の納付方法（口座振替）
	5-1. 手数料等の納付方法（指定立替納付（クレジットカード納付））
	5-2. 手数料等の納付方法（指定立替納付（クレジットカード納付））
	5-3. 手数料等の納付方法（指定立替納付（クレジットカード納付））
	Ⅳ．オンライン発送
	スライド番号 46
	スライド番号 47
	スライド番号 48
	スライド番号 49
	スライド番号 50
	お困りの時は①　電子出願サポートセンターのご案内
	お困りの時は②　電子出願サポートセンターのご案内
	スライド番号 53
	スライド番号 54

