
共通の操作

四法共通の操作方法を説明しています。
画面の項目説明はヘルプをご参照ください。ヘルプの表示方法については、 「ヘルプを参照する
場合」（P.33） をご参照ください。
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2.1 マニュアル・ヘルプを参照する

本書は冊子、PDF、及び HTML で参照できます。また、画面の項目説明をヘルプ（HTML）で参
照できます。

本書の PDF 版を参照及びダウンロードする場合

本書の PDF 版を参照及びダウンロードする方法について説明します。

1. トップページ上部の「ヘルプ一覧」を押します。

1.

⇒「ヘルプ一覧」が表示されます。

2. 「J-PlatPat 操作マニュアル（PDF 版）ダウンロードページ」を選択します。

2.

⇒ ダウンロードページが表示されます。

J-PlatPat 操作マニュアル
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3. ダウンロードしたい PDF を選択します。

3.

⇒ PDF が表示されます。

ダウンロードする場合は、Adobe® Acrobat® Reader などの PDF ビューアで保存操
作を行い、PDF を任意の場所に保存してください。保存方法については、お使いの PDF
ビューアのマニュアルをご参照ください。

2.1 マニュアル・ヘルプを参照する 
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本書の HTML 版を参照する場合

本書の HTML 版を参照する方法について説明します。

1. トップページ上部の「ヘルプ一覧」を押します。

1.

⇒「ヘルプ一覧」が表示されます。

2. 「操作マニュアル」のリンクを選択します。

2.

⇒ 本書の HTML 版が表示されます。

J-PlatPat 操作マニュアル
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ヘルプを参照する場合

ヘルプを参照する方法について説明します。

1. トップページ上部の「ヘルプ一覧」を押します。

1.

⇒「ヘルプ一覧」が表示されます。

2. 参照するヘルプトピックを選択します。

▶ ヒント 

現在表示している画面のヘルプを簡単に表示するには

現在表示している J-PlatPat の画面ヘルプを直接開くには、各画面タイトルの横にあるヘル

プアイコン を押します。
 

2.1 マニュアル・ヘルプを参照する 
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2.2 産業財産権情報を検索する
【簡易検索】

詳細な条件を指定せず、キーワードや番号で簡単に検索する方法を説明します。
詳細な条件を指定して検索する場合は、グローバルナビゲーションから各サービスを選択して検索
を行ってください。
番号の入力形式や簡易検索時の検索対象については、ヘルプをご参照ください。

操作例

「風鈴」に関する産業財産権情報を調べる。
 

1. トップページの「簡易検索」で検索条件を入力します。
ここでは以下を入力します。

●「四法全て」を選択します。

● キーワード欄に「風鈴」を入力します。

●「自動絞り込み」を選択します。
「自動絞り込み」を選択して検索すると、検索結果が上限 3,000 件を超える場合に、日付
項目で新しいものから順に 3,000 件以下に絞り込まれるよう検索条件が自動的に付加さ
れます。

1.
2.

J-PlatPat 操作マニュアル
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2. 「検索」ボタンを押します。

⇒「検索結果一覧」画面が表示されます。

検索対象で「四法全て」を選択した場合、「検索結果一覧」画面のタブで検索対象の法域
を切り替えることができます。また、「検索結果一覧」で詳細を参照したい文献番号のリ
ンクを選択すると、該当の公報が表示されます。

「検索結果一覧」画面についてはヘルプをご参照ください。

2.2 産業財産権情報を検索する【簡易検索】 
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2.3 経過情報を参照する

出願の審査状況や権利状況などの経過情報は、各法域の検索結果から照会できます。経過情報の参
照方法を説明します。
照会できる経過情報は、平成 2 年（1990 年）1 月以降に出願された案件です。ただし、平成元
年（1989 年）以前に出願された案件であっても、平成 10 年（1998 年）4 月以降に何らかの
データ更新（審査、登録、審判等の手続き）がある場合は、照会できます。

◆注意◆
経過情報は公報に代わるものではありません。

 

操作例

特許出願番号「2011-176674」の審査記録や登録情報を調べる。
 

1. 対象の案件を検索します。
検索方法については、以下をご参照ください。

●「2.7 審決・判決公報を検索する【審決検索】」（P.47）

●「第 3 章 特許・実用新案の操作」（P.55）

●「第 4 章 意匠の操作」（P.85）

●「第 5 章 商標の操作」（P.99）

ここでは、「特許・実用新案番号照会／OPD」で特許出願番号「2011-176674」を照会
します。

⇒「検索結果一覧」画面が表示されます。

2.

J-PlatPat 操作マニュアル

36



2. 「検索結果一覧」画面の「経過情報」ボタンを押します。

⇒「経過情報照会」画面が表示されます。
審査記録では、各書類のリンクを選択することで、その内容を照会することができます。

なお、「検索結果一覧」画面で文献番号のリンクを選択して表示される「文献表示」画面
の「経過情報」ボタンを押すことでも、経過情報を参照できます。

2.3 経過情報を参照する 
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2.4 文献の URL をコピーする

文献の URL をクリップボードにコピーする方法を説明します。
クリップボードにコピーした URL は、メールに貼り付けたり、ブラウザのブックマークに設定し
て活用できます。
文献の URL をコピーできるのは以下のサービスです。

● 特許・実用新案番号照会／OPD

● 特許・実用新案検索

● 意匠番号照会

● 意匠検索

● 商標番号照会

● 商標検索

なお、旧 J-PlatPat でコピーした審決以外の固定アドレス（URL）は、現 J-PlatPat でもそのま
ま使用できます。

操作例

特許出願番号「2004-106468」の文献の URL をコピーする。
 

1. 対象の案件を検索します。
検索方法については、以下をご参照ください。

●「2.7 審決・判決公報を検索する【審決検索】」（P.47）

●「第 3 章 特許・実用新案の操作」（P.55）

●「第 4 章 意匠の操作」（P.85）

●「第 5 章 商標の操作」（P.99）

ここでは、「特許・実用新案番号照会／OPD」で特許出願番号「2004-106468」を照会
します。

J-PlatPat 操作マニュアル
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⇒「検索結果一覧」画面が表示されます。

2.

2. 「検索結果一覧」画面の「URL」ボタンを押します。

⇒ URL がクリップボードにコピーされ、「URL コピー」画面が表示されます。

3.

「URL コピー」画面に表示される URL は、クリップボードにコピーされた URL です。

3. 「閉じる」ボタンを押します。

⇒「URL コピー」画面が閉じられます。
クリップボードには URL がコピーされていますので、貼り付けてご活用ください。

2.4 文献の URL をコピーする 
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2.5 検索結果一覧を CSV 出力する

検索結果一覧を CSV 形式のファイルに出力する方法を説明します。

CSV 形式にすると、Microsoft® Excel®などの CSV 形式をサポートしているソフトウェアで利
用できます。

◆注意◆

● CSV 形式で出力するには事前に利用申請が必要です。ここでは申請方法についても説明し
ています。

● CSV 形式のファイルに出力できるのは、検索結果が 100 件以下の場合です。
検索結果が 101 件以上の場合は、100 件以下になるように検索条件を変更してください。

 

操作例

「プラットパット」に類似する読み方の「検索結果一覧」画面（商標）を CSV 出力する。
 

1. 対象の案件を検索します。
検索方法については、以下をご参照ください。

●「第 3 章 特許・実用新案の操作」（P.55）

●「第 4 章 意匠の操作」（P.85）

●「第 5 章 商標の操作」（P.99）

ここでは、商標検索で「プラットパット」を検索します。

J-PlatPat 操作マニュアル
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⇒「検索結果一覧」画面が表示されます。

2.

2. 「検索結果一覧」画面の「CSV 出力」ボタンを押します。

⇒「CSV 認証」画面が表示されます。

4.

3.

2.5 検索結果一覧を CSV 出力する 
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3. 「ユーザ ID」と「パスワード」を入力します。
初めて CSV 出力サービスをご利用になる場合は、「CSV 認証」画面の右上にある「ご利用
申請はこちら」を選択して、申請します。登録したメールアドレスに、ユーザ ID が記載さ
れたメールが届きます。

◆注意◆
CSV 出力の利用申請後、10 分待ってもユーザ ID が記載されたメールが届かない場合
は、以下の原因が考えられます。

● 申請時のメールアドレスに間違いがあった。
メールアドレスを確認の上、再度申請します。

● 迷惑メールフォルダに振り分けられた。
迷惑メールフォルダをご確認ください。なお、迷惑メールフォルダに振り分けられな
いようにするには、メールソフトの設定で「@j-platpat.inpit.go.jp」を受信できるよ
う設定してください。

 

パスワードを忘れた場合は、「ID・パスワードを忘れた方はこちら」を選択してパスワード
の再発行を申請します。

4. 「ログイン」ボタンを押します。

⇒ 要約を出力するかの確認メッセージが表示されます。CSV 出力項目に要約を含める場
合は「要約を出力する」を選択します。

5.

5. 「OK」ボタンを押します。

⇒ ログインが成功すると、画面右下に「CSV ダウンロード」ボタンが表示されます。

6.

6. 「CSV ダウンロード」ボタンを押します。

⇒ CSV 出力処理が開始されます。お使いのブラウザの表示に従ってファイルを保存して
ください。

J-PlatPat 操作マニュアル
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2.6 文献の PDF をダウンロードする

文献の PDF をダウンロードする方法を説明します。
ダウンロードした PDF は印刷や保存ができます。

操作例

意匠登録番号「1568234」の文献（PDF）をダウンロードする。
 

1. 対象の案件を検索します。
検索方法については、以下をご参照ください。

●「第 3 章 特許・実用新案の操作」（P.55）

●「第 4 章 意匠の操作」（P.85）

●「第 5 章 商標の操作」（P.99）

ここでは、「意匠番号照会」で意匠登録番号「1568234」を照会します。

⇒「検索結果一覧」画面が表示されます。

2. 「検索結果一覧」画面から表示する文献番号（ここでは登録番号）のリンクを選択します。

⇒ 公報が表示されます。

3.

2.

2.6 文献の PDF をダウンロードする 
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3. 「文献表示画面の表示形式」で「PDF 表示」を選択します。

⇒ PDF が表示されます。

4. PDF を保存します。
PDF の保存方法については、お使いの PDF ビューアのマニュアルをご参照ください。

J-PlatPat 操作マニュアル
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▶ ヒント 

特許・実用新案での文献単位PDFダウンロードについて

特許・実用新案では、「文献表示」画面の「文献単位 PDF」ボタンを押すと、国内文献、外
国文献、又は非特許文献の PDF ファイルをダウンロードできます。

(1) 「文献表示」画面の「文献単位 PDF」ボタンを押します。
文献単位 PDF の出力に関する注意事項が表示されます。

（2）

（1）

（3）

(2) 注意事項を確認し、「継続」ボタンを押します。
認証画面が表示されます。

(3) 「私はロボットではありません」を選択し、画面に従い認証操作を行います。
認証されると、「文献表示」画面の右下に「PDF ダウンロード」ボタンが表示されま
す。

（4）

2.6 文献の PDF をダウンロードする 
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なお、PDF が複数ある場合、又は分割されている場合は「文献単位 PDF」画面が表
示され、ファイルの一覧からダウンロードする文献を選択できます。

(4) 「PDF ダウンロード」ボタンを押します。
PDF が表示されます。PDF の保存方法については、お使いの PDF ビューアのマ
ニュアルをご参照ください。

文献単位 PDF のダウンロードでは、ダウンロードする文献 PDF のファイルサイズが大きい
場合、複数ファイルに分割されることがあります。

分割されたダウンロードファイルの結合方法について説明します。なお、ファイルの結合は
スマートフォンなどのモバイル端末では行えません。ファイルの結合はパソコンで行ってく
ださい。

(1) ダウンロードしたファイルの拡張子を確認します。
正しい拡張子の例

xxxx-merge.zip（結合プログラム）
xxxx.zip.0001
xxxx.zip.0002
xxxx.zip.0003

使用しているブラウザによって、ダウンロード時にファイルの拡張子が変更される場
合があります。結合プログラム以外のファイルで、ファイルの拡張子が

「xxxx.zip.nnnn」の形式になっているか確認します。
ファイルの拡張子が「xxxx.zip.0001.zip」、「xxxx.zip.zip」、又は「xxxx.zip.」など
に変わってしまった場合は、上記の「正しい拡張子の例」のように「xxxx.zip.nnnn」
の形式にファイル名を戻します。

(2) ダウンロードした結合プログラム（xxxx-merge.zip）をダブルクリックします。
ファイルが解凍されます。圧縮されたファイルを解凍するには、圧縮・解凍ソフトが
必要になる場合があります。解凍方法は圧縮・解凍ソフトのマニュアルをご参照くだ
さい。
解凍すると、「xxxx.zip.nnnn」と「xxxx.bat」が表示されます。解凍されたファイル
は全て同一フォルダに格納します。

(3) 結合バッチ「xxxx.bat」をダブルクリックします。
圧縮ファイル「zzzz.zip」が作成されます。

(4) 圧縮ファイル「zzzz.zip」をダブルクリックします。
ファイルが解凍され、結合された PDF「zzzz.pdf」が作成されます。

 

J-PlatPat 操作マニュアル
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2.7 審決・判決公報を検索する
【審決検索】

審決各種文献（査定系不服審判、当事者系審判）、異議決定文献、及び判決公報の検索方法を説明
します。
審決検索には以下の方法があります。

●「キーワードで審決・判決公報を検索する」（P.47）

●「審判番号で審決・判決公報を照会する」（P.50）

キーワードで審決・判決公報を検索する

審決・判決公報をキーワードで検索する方法を説明します。

操作例

請求人が「国立研究開発法人産業技術総合研究所」の査定系審判を検索する。
 

1. グローバルナビゲーションから「審判」-「審決検索」を選択します。

⇒「審決検索」画面が表示されます。

1.

2.

3.

2.7 審決・判決公報を検索する【審決検索】 
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2. 検索条件を入力します。
ここでは以下を入力します。

●「入力種別」で「キーワード入力」を選択します。

●「文献種別」で「査定系審判」を選択します。

●「検索キーワード」の「検索項目」で「請求人」を選択します。

●「検索キーワード」の「キーワード」に「国立研究開発法人産業技術総合研究所」を入力
します。

3. 「検索」ボタンを押します。

⇒「検索結果一覧」画面が表示されます。

4.

3.

4. 参照したい「審判番号」のリンクを選択します。

⇒ 文献が表示されます。

J-PlatPat 操作マニュアル
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▶ ヒント 

審決速報とは

当事者系審判の審決、査定系審判の審決、異議申立における異議の決定等について、公報が
発行されるまでの情報を審決速報と言います。審決速報は「審決検索」画面で照会できます。

審決速報の対象となっている文献は、各検索結果一覧に が表示され、文献番号のリン

クを選択すると審決速報が表示されます。

 

2.7 審決・判決公報を検索する【審決検索】 

49

第
2
章  

共
通
の
操
作



審判番号で審決・判決公報を照会する

審決・判決公報を審判番号で照会する方法を説明します。

操作例

審判番号「2017-009341」を照会する。
 

1. グローバルナビゲーションから「審判」-「審決検索」を選択します。

⇒「審決検索」画面が表示されます。

1.

2.

3.

2. 検索条件を入力します。
ここでは以下を入力します。

●「入力種別」で「番号入力」を選択します。

●「検索キーワード」の「検索項目」で「審判番号」を選択します。

●「検索キーワード」の「キーワード」に「2017-009341」を入力します。

J-PlatPat 操作マニュアル
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3. 「検索」ボタンを押します。

⇒「検索結果一覧」画面が表示されます。

4.

3.

2.7 審決・判決公報を検索する【審決検索】 
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4. 参照したい「審判番号」のリンクを選択します。

⇒ 文献が表示されます。
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2.8 情報の範囲を参照する
【文献蓄積情報】

各サービスが提供する情報の範囲は、文献蓄積情報で確認できます。文献蓄積情報の参照方法を説
明します。

操作例

「特許・実用新案」で照会できる国内文献の「公開特許公報(A)」の範囲を調べる。
 

1. トップページの「参考情報」にある「文献蓄積情報」を選択します。

1.

⇒「文献蓄積情報メニュー」画面が表示されます。

2.8 情報の範囲を参照する【文献蓄積情報】 
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2. 参照するサービスを選択します。
ここでは、「特許・実用新案」を選択します。

2.

⇒ サービスが提供する情報の範囲が表示されます。
文献蓄積情報は随時更新されます。
例えば「A :公開特許公報」の蓄積範囲が「昭 46-000001～2018-161056」となっ
ている場合、「公開特許公報(A)」を検索した際の検索範囲は、「昭 46-000001」から

「2018-161056」までの文献となります。

▶ ヒント 

現在表示している画面の文献蓄積情報を簡単に表示するには

(1) 各画面下部の「+ 関連情報」ボタンを押します。
関連情報エリアが表示されます。

(2) 「文献蓄積情報」ボタンを押します。
「文献蓄積情報」画面が表示され、現在表示しているサービスが提供する情報の範囲
を確認できます。
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