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はじめに 

公報発行サイトは、公開公報(特許)、登録公報(特許)、登録公報(実用)、登録公報(意匠)、公開公報
(商標)、登録公報(商標)、審決公報、および公示号の発行を目的としたサイトで、発行された公報をダウンロ
ードすることができます。 

公報ダウンロード 操作ガイドでは、公報発行サイトでの公報のダウンロード方法について説明しています。 

 

公報発行サイトの利用上の注意 

 公報発行サイトは、PC 上で利用することができます。スマートフォンやタブレットからの利用はできません。 

対応ブラウザは、Google Chrome、Internet Explorer、Mozilla Firefox、Microsoft Edge、および
Safari です。次に示すバージョンで動作を確認しています。 

動作確認したバージョン  Google Chrome 77 
 Internet Explorer 11 
 Mozilla Firefox 69 
 Microsoft Edge 44 
 Safari 14 

 産業財産権情報の検索・利用は、独立行政法人工業所有権情報・研修館のホームページより提供する「特
許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」での一般公衆向けの基本的なサービスを利用してください。 

 高度な検索や高い付加価値のついた情報へのアクセス(いわゆるプロフェッショナル・ユース)については、民間の特
許情報提供事業者が提供しているサービスを利用することをお奨めします。 

次の特許情報提供事業者リスト集から、必要なサービスをご利用ください。 

https://www.jpo.go.jp/toppage/links/johoteikyou/index.html 

 公衆の利用を妨げる可能性があるような行為は禁止しています。そのような行為が行われた場合は、予告なしに
公報発行サイトへのアクセスを制限します。 

 

公報ダウンロード 操作ガイドについて 

 公報ダウンロード 操作ガイドの転載については媒体を問わず禁止します。 

 公報ダウンロード 操作ガイドでは、Windows 10、Edge での画面の操作および画面コピーを掲載しています。
OS、ブラウザによって操作手順や表示内容が異なります。 

 公報ダウンロード 操作ガイドでは、Web サイト、ソフトウェアなどの画面コピーを掲載していますが、バージョンや使
用環境により、画面が実際のものと異なる可能性があります。 

 マニュアルで使用するアイコンを次に示します。 

アイコン 説明 

注意 注意すべき事項を示します。 

補足 補足事項を示します。 

参考 関連する章、節など、参照先を示します。 
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 マニュアルで使用する記号を次に示します。 

記号 説明 

［   ］ 操作画面、ダイアログのボタンを示します。 

「   」 操作画面、ダイアログの表示・入力項目、操作で選択する項目などを示します。 

 

著作権 

公報に掲載されている明細書や図面などは、通常、その創作者である出願人などに著作権がありますので、転
載する場合には許諾が必要になることがあります。 

商標などの利用に関する表示 

 Adobe は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または
登録商標です。 

 Firefox は、Mozilla Foundation の登録商標です。 

 Google は、Google Inc.の登録商標です。 

 Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商
標です。 

 Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

 Microsoft Edge は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標
です。 

 Safari は、Apple Inc.の商標です。 

 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

 その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商号、商標もしくは登録商標です。 

免責事項 

公報発行サイトに掲載されている情報の正確性については万全を期していますが、特許庁は、利用者がサイト
の情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。 

その他 

公報発行サイトは、予告なく内容を変更、削除、掲載場所の移動などを行うことがありますので、あらかじめご
了承ください。 

お問い合わせ・Q&A 

次のお問い合わせフォームをご利用ください。 

https://www.jpo.go.jp/faq/list.html#sec06 
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1 ご利用になる前に 

1.1 公報発行サイトとは 

公報発行サイトとは、特許庁が発行した公報をダウンロードするためのサイトです。ここでは、発行
される公報種別、公報の発行サイクル、および公報発行サイトの利用時間について説明します。 

1.1.1 ダウンロードできる公報 

公報発行サイトでダウンロードできる公報は次のとおりです。 

 公開公報(特許) 

 登録公報(特許) 

 登録公報(実用) 

 登録公報(意匠) 

 公開公報(商標) 

 登録公報(商標) 

 審決公報 

 公示号 

なお、公報システム刷新前の旧システムで発行する公報と 2022 年の公報システム刷新後の新
システムで発行する公報では、公報の発行区分が変わります。 

表 1-1 公報発行区分 
公報種別(旧システム) 公報種別(新システム) 

公開公報(特許) 公開公報(特許) 

特許・実用新案公報 登録公報(特許) 

特許・実用新案公報、登録実用新案公報 登録公報(実用) 

意匠公報 登録公報(意匠) 

公開商標公報、公開国際商標公報 公開公報(商標) 

商標公報、国際商標公報 登録公報(商標) 

審決公報 審決公報 

特許庁公報 公示号 

 

 注意 

公報発行サイトでは、次に示す公報のダウンロードはできません。 
 公報システム刷新前の旧システムで発行した公報(公報システム刷新後の新システムの公報発行サイ

トでは、旧システムで発行した公報はダウンロードできません) 
 2022 年の公報システム刷新後の新システムで発行した公報で、発行から 2 年以上経過した公報 
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1.1.2 公報の発行日 

公報の発行日は次のとおりです。審決公報以外は原則、毎開庁日※に発行されます。 

注※ 特許庁の開庁日です。開庁日には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日は含ま
れません。 

表 1-2 公報の発行日 
公報種別 発行日 

公開公報(特許) 毎開庁日 

登録公報(特許) 

登録公報(実用) 

登録公報(意匠) 

公開公報(商標) 

登録公報(商標) 

審決公報 毎月最終金曜日(最終金曜日が閉庁日の場合は前開庁日) 

公示号 毎開庁日 

 

1.1.3 公報発行サイトの利用時間 

公報発行サイトは、行政機関の休日を含め、毎日 24 時間、利用することができます。ただし、機
器メンテナンスなどの理由により一時的に利用を停止する場合があります。 
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1.2 証明書の確認 

公報発行サイトでは、SSL サーバ証明書にて、サイトの所有者証明と通信の暗号化を行っていま
す。必要に応じて証明書を確認してください。 

証明書の［全般］タブの、「発行先」、「発行者」、「有効期間」が次の内容であることを確認し
ます。 

 発行先：www.gazette.jpo.go.jp 

 発行者：GlobalSign Extended Validation CA – SHA256 – G3 

 有効期間：期間内であること 

 

図 1-1 証明書画面 
 

 補足 

SSL サーバ証明書とは、公正な第三者機関である認証局が、通信先のサーバがきちんと実在することを証
明し、発行するものです。 
SSL サーバ証明書には 2 つの鍵(共通鍵・公開鍵)が含まれ、これを用いてブラウザと通信先のサーバ間で
やり取りする個人情報やクレジットカード情報などの通信データが暗号化されます。暗号化されたデータは、
SSL サーバ証明書を導入したサーバが持つ秘密鍵でしか解読することができず、悪意ある第三者からの盗
聴を防ぎます。 
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1.3 トップページ画面の使い方 

トップページ画面に表示される項目について説明します。 

 
図 1-2 トップページ画面 

 

表 1-3 トップページ画面の表示項目の説明 
項番 表示項目 説明 

1 ［English］ボタン 
［日本語］ボタン 

画面に表示する言語を日本語または英語に切り替えます。 

画面の表示が日本語表示になっている場合、［English］ボタンが
表示されます。［English］ボタンをクリックすると、英語表示に切り替
わり、ボタン名が［日本語］ボタンになります。 

画面の表示が英語表示になっている場合は、［日本語］ボタンが表
示されます。［日本語］ボタンをクリックすると、日本語表示に切り替
わり、ボタン名が［English］ボタンになります。 

トップページ画面を開いたときは、日本語表示となっているため、
［English］ボタンが表示されます。 

2 お知らせ 公報発行サイトのお知らせが表示されます。 

3 ［最新版公報一覧］ボタン 公報をダウンロードするための最新版公報一覧画面が表示されます。
［最新版公報一覧］ボタンは、最新の公報をダウンロードする場合に
使用します。 

最新の公報をダウンロードする方法については、「2.1.1 最新版の公
報をダウンロードする」を参照してください。 
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項番 表示項目 説明 

4 ［公報ダウンロード］ボタン 公報をダウンロードするための公報ダウンロード画面が表示されます。
［公報ダウンロード］ボタンは、公報種別、公報発行の年月を選択し
て公報をダウンロードする場合に使用します。 

公報種別、公報発行の年月を選択して公報をダウンロードする方法に
ついては、「2.1.2 公報種別と年月を選択して公報をダウンロードす
る」を参照してください。 

5 ［公報発行表ダウンロード］
ボタン 

公報発行表をダウンロードするための公報発行表ダウンロード画面が
表示されます。 

公報発行表をダウンロードする方法については、「0 ※XML 公報を閲
覧する際には Internet Explorer 11（IE11）の利用を推奨して
おりまずが、IE11 については 2022 年 6 月 16 日にサポートが終了予
定となっています。 
 ※Google Chrome 及び Microsoft Edge で公報を閲覧する方
法については別添資料をご確 

認ください（PC 環境によっては公報を閲覧出来ない可能性
があります）。 
 

 

 

公報発行表をダウンロードする」を参照してください。 

6 
ボタン 

Adobe Reader をダウンロードするためのページが表示されます。アドビ
株式会社のページに移動します。 

7 ご利用の案内(別ウィンドウで
表示) 

公報ダウンロード 操作ガイドが表示されます。 

公報ダウンロード 操作ガイドを表示するには、Adobe Reader が必
要 です。Adobe Reader がインストールされていない場 合 は、
［Adobe Reader］ボタンをクリックして、Adobe Reader をインスト
ールしてください。 

8 お問い合わせフォーム(外部サ
イトへリンク) 

公報や公報発行サイトに関するお問い合わせ先を示したページが表示
されます。 

9 プライバシーポリシー 公報発行サイトのプライバシーポリシーについて説明したページが表示さ
れます。 

10 特許庁ホームページへ 特許庁のホームページが表示されます。 
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2 ダウンロードする 

2.1 公報をダウンロードする 

公報をダウンロードするには、最新版の公報をダウンロードする方法、公報種別と公報発行の年
月を選択してダウンロードする方法の 2 つがあります。最新版の公報をダウンロードする方法につい
ては「2.1.1 最新版の公報をダウンロードする」を、公報種別と公報発行の年月を選択してダウ
ンロードする方法については、「2.1.2 公報種別と年月を選択して公報をダウンロードする」を参
照してください。 

2.1.1 最新版の公報をダウンロードする 

トップページ画面で［最新版公報一覧］ボタンをクリックして表示される、最新版公報一覧画面
で最新版の公報をダウンロードする手順について説明します。 

 

図 2-1 最新版公報一覧画面 
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1 ダウンロードしたい公報の「対象」にチェックを入れます。 

表示されている全ての公報をダウンロードしたい場合は、［全選択］ボタンをクリックします。 

 補足 

 ［全選択］ボタンをクリックして全ての公報が選択されている状態で、再度ボタンをクリックすると、
選択状態が解除されます。 

 「選択済み公報の総容量」に表示される数値(単位：GB)は、1,024MB＝1GB として算出して
います。 

 

2 ［ダウンロード］ボタンをクリックします。 

ダウンロードを確認するメッセージが表示されます。 

3 ［OK］ボタンをクリックします。 

画面の下に通知バーが表示されます。 

4 通知バーの［ファイルを開く］ボタンをクリックします。 

Windows のダウンロードフォルダが開きます。 

 

 補足 

ブラウザや個人の設定によっては、通知バーが表示されないことがあります。 
 

なお、複数の公報をダウンロードすると、ファイルの名称は次のとおりとなります。 

archived_download_data.zip 

ダウンロードしたファイルの解凍方法については、「2.1.3 zip ファイルを解凍し、公報を閲覧す
る」を参照してください。 
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2.1.2 公報種別と年月を選択して公報をダウンロードする 

トップページ画面で［公報ダウンロード］ボタンをクリックして表示される、公報ダウンロード画面で
公報種別、公報発行の年月を選択して公報をダウンロードする手順について説明します。 

 
図 2-2 公報ダウンロード画面 

 

1 「発行区分」でダウンロードしたい公報の種別を選択します。 

2 「一覧表示する年月範囲」でダウンロードする公報が発行された期間を選択しま
す。 
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3 ［一覧表示］ボタンをクリックします。 

画面に対象となる公報が表示されます。 

 補足 

［一覧表示］ボタンをクリックしたとき、次のメッセージが表示される場合があります。 
 「MSG-0061-W 年月の指定に誤りがあります。」というメッセージが表示された場合は、「一覧表

示する年月範囲」で選択した年月が逆転していないかを確認し、「一覧表示する年月範囲」の年
月を正しく選択して、再度［一覧表示］ボタンをクリックしてください。 

 「MSG-0063-W 条件に一致する公報はありません。」というメッセージが表示された場合は、選
択した「発行区分」、「一覧表示する年月範囲」に該当する公報がないことが考えられます。「発
行区分」、「一覧表示する年月範囲」を変えて、［一覧表示］ボタンをクリックしてください。 

 

4 ダウンロードしたい公報の「対象」にチェックを入れます。 

表示されている全ての公報をダウンロードしたい場合は、［全選択］ボタンをクリックします。 

 注意 

選択した公報の総容量が 8GB 以上の場合、［ダウンロード］ボタンをクリックすることはできません。［ダ
ウンロード］ボタンの上に表示されている総容量を確認し、総容量が 8GB 未満になるように公報を選択
し直してください。 
 

 補足 

［全選択］ボタンをクリックして全ての公報が選択されている状態で、再度ボタンをクリックすると、選択
状態が解除されます。 
 

5 ［ダウンロード］ボタンをクリックします。 

ダウンロードを確認するメッセージが表示されます。 

6 ［OK］ボタンをクリックします。 

画面の下に通知バーが表示されます。 
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7 通知バーの「ファイルを開く」をクリックします。 

Windows のダウンロードフォルダが開きます。 

 

 補足 

ブラウザや個人の設定によっては、通知バーが表示されないことがあります。 
 

 

なお、複数の公報をダウンロードすると、次の名称でファイルがダウンロードされます。 

archived_download_data.zip 

ダウンロードしたファイルの解凍方法については、「2.1.3 zip ファイルを解凍し、公報を閲覧す
る」を参照してください。  
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2.1.3 zip ファイルを解凍し、公報を閲覧する 

zip ファイルの解凍は、Windows の標準の機能を使用して実施します。zip ファイルを解凍する
手順について説明します。 

 注意 

Windows の標準の解凍ソフト以外を利用する場合、ファイルのサイズが大きいため解凍ができないことがあ
ります。詳しくは、使用する解凍ソフトの操作説明を参照してください。 

 

1 Windows のダウンロードフォルダを開きます。 

2 ダウンロードしたファイルを右クリックし、「すべて展開」を選択します。 

 

 注意 

ダブルクリックしてもファイルは開くことができますが、解凍はできません。必ず、「すべて展開」を選択して
zip ファイルを解凍してください。 
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3 「完了時に展開されたファイルを表示する」をチェックして、［展開］ボタンをクリッ
クします。 

 

次の画面が表示され、zip ファイルの解凍が始まります。 

 

解凍が正常に終了すると、解凍したフォルダが表示されます。 

 

※XML 公報を閲覧する際には Internet Explorer 11（IE11）の利用を推奨しておりまずが、
IE11 については 2022 年 6 月 16 日にサポートが終了予定となっています。 

 ※Google Chrome 及び Microsoft Edge で公報を閲覧する方法については別添資料をご確 

認ください（PC 環境によっては公報を閲覧出来ない可能性があります）。 
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2.2 公報発行表をダウンロードする 

トップページ画面で［公報発行表ダウンロード］ボタンをクリックして表示される、公報発行表ダウ
ンロード画面で公報発行表をダウンロードする手順について説明します。 

 
図 2-3 公報発行表ダウンロード画面 

 

1 ダウンロードしたい発行表の「ファイル名」にあるリンクをクリックします。 

画面の下に通知バーが表示されます。 

2 通知バーの［ファイルを開く］ボタンをクリックします。 

ダウンロードした CSV ファイルが開きます。 

 

 補足 

ブラウザや個人の設定によっては、通知バーが表示されないことがあります。 
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3 参考情報 

3.1 ファイル名について 

zip ファイルの名称について説明します。ファイル名の形式とファイル名の例を次に示します。 

形式 

JP＜公報種別＞＜発行年＞＜年間の一連番号＞.zip 

 

可変値の説明 

「形式」のうち、可変値について説明します。 

 公報種別 

公報種別を 2 桁で示します。 

公開公報(特許)の場合、「A_」となります。 

登録公報(特許)の場合、「B_」となります。 

登録公報(実用)の場合、「U_」となります。 

登録公報(意匠)の場合、「D_」となります。 

公開公報(商標)の場合、「TA」となります。 

登録公報(商標)の場合、「TB」となります。 

審決公報の場合、「J_」となります。 

公示号の場合、「N_」となります。 

 発行年 

発行年を西暦４桁で示します。 

 年間の一連番号 

年間の一連番号を 001 から始まる 3 桁で示します。 

ファイル名の例 

公開公報(特許)の、2022 年の 004 号をダウンロードした場合、次のファイル名になります。 

例：JPA_2022004.zip 
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3.2 ファイル構成について 

zip ファイルを解凍したあとのファイル構成については、公報仕様を参照してください。公報仕様につ
いては、次のページを参照してください。 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/koho/shiyo/index.html 

 公開公報(特許)、登録公報(特許)、登録公報(実用)、登録公報(意匠)、公開公報(商
標)、登録公報(商標)、審決公報の場合 

ファイル構成は、「公報仕様(第 1 分冊) 特許、実用新案、意匠、商標、審決」の「第Ⅰ編 
全体構成」の「2. ファイル構成」以降で説明している構成となります。 

 公示号の場合 

ファイル構成は、「公報仕様(第 2 分冊) 公示号」の「第Ⅰ編 全体構成」の「2. ファイル構
成」以降で説明している構成となります。 

 



 

別添 

 

 

 

 

 

Google Chrome 及び Microsoft Edge で XML ファイルを表示する方法 
















