


Patent Center beta版
およびDOCXでの出願



Patent Center
Patent Center は、EFS-WebとPAIR にかわり、

特許出願を申請・管理する次世代システムです。

Patent Centerは、統一された利用しやすい

インターフェースであり、最終的には

EFS-Web, PAIRの全て、さらに

他の多くの機能をも

組み込む予定です。

2019年秋

Patent Center 
beta 版限定リ
リース

•システム: 次世代

•参加者: 外部（登録
制）

•招待者限定の講習会

2020年前半

Patent Center beta版リ
リース 一般公開

•誰でもbeta版に参加可能

•公開講習会

•ユーザーのフィードバックや
ステークホルダーの利益に基
づく追加機能の組み入れ

2020年半ば

Patent Center beta版の
継続的な改良

•ステークホルダーによる外部
情報の収集・検討

• EFS-Web, Public PAIR, 及び
Private PAIRに含まれる機能の
継続的追加

•バックエンドシステム統合の
継続的改善

2020-2021年+
最大限の機能を備えた
Patent Center
• Patent Center beta版、EFS-

Web, Public PAIR, 及びPrivate 
PAIRの継続的サポート

•既存機能の改善

• EFS-Web, Public PAIR, 及び
Private PAIRに含まれる機能の
組み入れ終了

• EFS-Web, Public PAIR, 及び
Private PAIRの廃止準備開始

2022年
EFS-Web, Public PAIR, 
及びPrivate PAIRの廃止

• EFS-Web, Public PAIR, 及び
Private PAIRの廃止

•ユーザーのフィードバックに
基づく新機能の継続的追加



Patent Center
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EFS-WebとPAIRにかわる新統一システム

• 特許出願の申請および管理のための単一インターフェースを特長とする

単一インターフェース

• 最新技術の取り入れ

• システム運用の改善を可能に

• 機能拡張を可能に

最新技術

• EFS-Web およびPrivate PAIRにもアクセスできるUSPTO.govアカウントを使用

• ロールベースアクセスを可能に–特許実務家、実務家支援者、 個人発明家、ゲ
ストのアクセスを許可

認証



Patent Center 概要
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複数セクションDOCXを含むDOCX/XML機能

一度に複数書類をアップロード

ドラッグ・アンド・ドロップでの書類のアップロード

分かりやすい文書コード・説明

新しい外観と操作感（ユーザー・インターフェース）

提出書類をいつでも保存可能



シングルサインオン（一元管理化されたユーザー認証処理）

6

USPTO.GOV 
アカウント

Private 
PAIR 

Patent 
Center 
Beta版

EFS-Web



Patent Center ダッシュボード
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training modeの認証
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Patent Center–ワークベンチ
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Patent Center–分かりやすいアプリケーションビューア
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Patent Center–オンライン請願申請
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ドラッグ・アンド・ドロップでのアップロード
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DOCXによる出願



DOCX による書類申請

• DOCX は一般的な文書処理ファイル形式で、最も有名な文書
処理アプリケーションがサポート

– Microsoft Word（マイクロソフトワード）, Google Docs（Google
ドキュメント）, LibreOffice（リブレオフィス）, Pages（ページ
ズ）

• USPTOは、2017年8月から構造化テキスト(DOCX) の受理を開
始

• 出願人は現在、本出願、仮出願、国内段階（371条）特許出
願（明細書、クレーム、アブストラクト）をDOCX形式で提
出可能
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Patent CenterでのDOCXによる出願–利点と機能

• 安全で安定したIP文書の作成、オーサリング、処理

• ドラッグ・アンド・ドロップでの文書アップロード

• 出願のためにDOCXをPDFに変換する必要なし

• １ファイル中の明細書、クレーム、アブストラクトを検出して分割（複数セクション）

• 文書コードの自動割り当てにより初期の処理時間を短縮

• コンテンツベースの検証を申請前に行い、審査と初期の処理時間を短縮

– 明細書段落の番号検出

– 独立クレームと従属クレームのカウント

– クレーム番号の重複・欠落を検出

– 不適切な多数従属クレームを検出

– アブストラクトの単語数カウント

• 安全: 自動メタデータ検出とスクラブ
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DOCX: リアルタイム警告



DOCX: リアルタイム検証と検出
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DOCX: フィードバック文書



DOCX: フィードバック文書

• アップロード時に、文書中の誤りや不適
切な箇所を特定

• 審査の遅れを軽減

– 起こり得る審査の形式不備を注意

– ユーザーは申請前に形式不備を訂正

• 機密性：フィードバック文書は事前申請時のみ
に利用され、実際の出願書類には含まれません
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Patent Centerでのフィードバック表示

20



フィードバック概要と明細書のフィードバック
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クレームのフィードバック
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アブストラクトのフィードバック
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DOCX: 複数セクションの分割



DOCX: 複数セクションの文書

• １ファイル中の明細書、クレーム、アブストラ
クトを検出して分割

• 分割後にページ番号を割り当て

• 自動的に文書コードを割り当て
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Patent Centerでのフィードバック表示
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DOCXによる出願: 出願書類中の複数セク
ション文書の分割
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よくある質問

• DOCXにはMicrosoft Wordを使用する必要がありますか?

– いいえ。Mac 用のPagesや、Google Docs, Office Online, LibreOfficeで作成されたDOCX文書も受理可能です。

• DOCXとPDFの両方で出願できますか?

– 文書管理の混乱を避けるために、どちらかの形式に限定してください。

• 自分で描いた図面をDOCXに加えることはできますか?

– まだですが、今年の後半には対応可能になる予定です。

– 図面はPDFで提出する必要がありますが、明細書、クレーム、アブストラクトはDOCXで提出できます。

• どのようなフォントが使えますか?

– 現在受理可能なフォントのリストはDOCX のウェブサイトで確認できますが、随時追加予定です。

• DOCX エンジンのバグと思われるものを見つけましたが、どうしたらよいですか?

– Patent Electronic Business Center (EBC)経由でPatent Center Beta 版リリースに関する問題としてUSPTOに報告してくだ
さい。

• 1-866-217-9197

• ebc@uspto.gov
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mailto:ebc@uspto.gov


追加情報

• Patent Center:
– www.uspto.gov/patents-application-process/patent-center

• DOCX情報とFAQ: 
– www.uspto.gov/patents/docx

• 発明者支援:
– www.uspto.gov/learning-and-resources/support-centers/inventors-

assistance-center-iac
– www.uspto.gov/patents-getting-started/using-legal-services/pro-se-

assistance-program
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http://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-center
http://www.uspto.gov/patents/docx
https://www.uspto.gov/learning-and-resources/support-centers/inventors-assistance-center-iac
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Electronic Business Center (EBC) 

• Electronic Business Center (EBC) はUSPTOの
Patent e-Commerce システムの外部ユー
ザーに徹底した技術サポートを提供

• EBCは以下をサポート:
– EFS-Webおよび Patent Center経由での特許出

願申請

– Patent Center, PublicおよびPrivate PAIRにおけ
る出願情報の表示

– 顧客番号の発行

– 特許出願に関する技術的問題やエラー
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連絡先情報:

営業時間: 月曜日から金曜日, 
午前6時から深夜12時(米国東
部標準時),
連邦法定休日を除く

電話番号:
• フリーダイヤル: +1 866-

217-9197
• ローカル: +1 571-272-

4100

Email: ebc@uspto.gov
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