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米国特許商標庁による特許料金引き上げ 
2020 年 8 月 19 日

米国特許商標庁(USPTO)は、2020年 10月 2

日金曜日に有効となる特定の特許手数料を調

整する最終規則を発行しました。1  概して、

影響を受ける特許手数料は約 5％の増額となり 

ます。  

 このスペシャルレポートには、現行手数料と

10月 2日に実施となる新規手数料を示す表が添

付されています。概して、非仮特許出願提出手

数料は 100ドル、国内移行出願提出手数料は 80

ドル、発行手数料は 200 ドル、維持費は 400ドル

(1 回目)、160 ドル(2回目)、および 300ドル(3 回

目)の増額となります。 小事業体および微小事業

体の手数料も比例して増額となります。添付の

表は、今回増額となったよく見られる手数料を

反映しています。料金引き上げの完全なリスト

は、USPTOのウエブサイトをご覧くださいここ

をクリック。  

 少なくとも添付の改訂料金表に基づき、短期

計画を作成されますようお勧めします。改訂料

金表は、10月 2日から実施の 5％の増額を含むも

のです。 

                         
1 最終規則には、2022年 1月 1日から有効となる

DOCX電子形式ではない新規出願の提出手数料も含ま

れています。この要件については、別途さらに詳しく

説明します。  

*  *  *  *  * 

Oliff PLC は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とす
る知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、
独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大
企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多
数の幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。 

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関す
る情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイ
スを提供するものでもなければ、Oliff  PLCの法的見解を構成す
るものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、こ
の中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門
弁護士にご相談ください。 

詳しくは、電話(703) 836-6400、ファックス(703) 836-2787、
email@oliff.com、又は 277 South Washington Street, Suite 500, 

Alexandria, Virginia 22314, USAまでお問い合わせください。当
事務所に関する情報は、ウエブサイト www.oliff.comにおいても
ご覧いただけます。  
 

https://www.uspto.gov/about-us/performance-and-planning/summary-fy-2020-final-patent-fee-rule?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://www.uspto.gov/about-us/performance-and-planning/summary-fy-2020-final-patent-fee-rule?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
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米国特許商標庁による料金引き上げ 

手数料別 

現行手数料 新規手数料 

大規模 

事業体 

小規模 

事業体  

微小 

事業体  

大規模 

事業体 

小規模 

事業体  

微小 

事業体  

              
仮特許出願手数料             

出願手数料 $280  $140  $70  $300  $150  $75  

実用特許出願手数料             

基本出願手数料 $300  $75  $75  $320  $80  $80  

調査費 $660  $330  $165  $700  $350  $175  

審査費 $760  $380  $190  $800  $400  $200  

実用特許出願手数料総額 $1,720  $785  $430  $1,820  $830  $455  

PCT 国内移行出願手数料              

基本出願手数料 $300  $150  $75  $320  $160  $80  

調査費 (サーチレポートの添付必須) $520  $260  $130  $540  $270  $135  

審査費 $760  $380  $190  $800  $400  $200  

PCT 国内移行出願手数料総額  $1,580  $790  $395  $1,660  $830  $415  

意匠特許出願手数料             

基本出願手数料 $200  $100  $50  $220  $110  $55  

調査費 $160  $80  $40  $160  $80  $40  

審査費 $600  $300  $150  $640  $320  $160  

意匠特許出願手数料総額 $960  $480  $240  $1,020  $510  $255  

植物特許出願手数料             

基本出願手数料 $200  $100  $50  $220  $110  $55  

調査費 $420  $210  $105  $440  $220  $110  

審査費 $620  $310  $155  $660  $330  $165  

植物特許出願手数料総額 $1,240  $620  $310  $1,320  $660  $330  

再発行特許出願手数料             

基本出願手数料 $300  $150  $75  $320  $160  $80  

調査費 $660  $330  $165  $700  $350  $175  

審査費 $2,200  $1,100  $550  $2,320  $1,160  $580  

再発行特許出願手数料総額 $3,160  $1,580  $790  $3,340  $1,670  $835  

ページ数が 100枚を超える出願 

(ページ数が 50枚ごとに増加の場合) $400  $200  $100  $420  $210  $105  

クレーム数超過料金             

独立クレーム数が 3を超えた場合 -  

1 つのクレームにつき 
$460  $230  $115  $480  $240  $120  

独立クレーム数が 20を超えた場合 -  

1 つのクレームにつき 
$100  $50  $25  無料 

複合従属クレーム(出願 1件につき) $820  $410  $205  $860  $430  $215  

発行手数料             

実用発行手数料 $1,000  $500  $250  $1,200  $600  $300  

意匠 発行手数料 $700  $350  $175  $740  $370  $185  

植物発行手数料 $800  $400  $200  $840  $420  $210  

再発行発行手数料 $1,000  $500  $250  $1,200  $600  $300  

期限延長料金         

1 ヶ月以内の対応延長  $200  $100  $50  $220  $110  $55  

2 ヶ月以内の対応延長  $600  $300  $150  $640  $320  $160  

3 ヶ月以内の対応延長  $1,400  $700  $350  $1,480  $740  $370  
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手数料別 
現行手数料 新規手数料 

大規模 

事業体 

小規模 

事業体  

微小 

事業体  

大規模 

事業体 

小規模 

事業体  

微小 

事業体  

4 ヶ月以内の対応延長  $2,200  $1,100  $550  $2,320  $1,160  $580  

5 ヶ月以内の対応延長  $3,000  $1,500  $750  $3,160  $1,580  $790  

審判手数料 
   

      

審判請求書手数料 $800  $400  $200* $840  $420  $210  

口頭ヒアリング申請手数料 $1,300  $650  $325* $1,360  $680  $340  

審判関係書類を PTAB へ送付する際の手数料 $2,240  $1,120  $560* $2,360  $1,180  $590* 

特許維持費              

維持費 - 3.5 年間有効 $1,600  $800  $400  $2,000  $1,000  $500  

維持費 - 7.5 年間有効 $3,600  $1,800  $900  $3,760  $1,880  $940  

維持費 - 11.5年間有効 $7,400  $3,700  $1,850  $7,700  $3,850  $1,925  

罰金 - 6か月以内に遅れて料金を納付した場合 $160  $80  $40  $500  $250  $125  

その他手数料             

故意でなく放棄となった出願/特許の回復申請 
$2,000  $1,000  $500  $2,100  $1,050  $525  

継続審査要求(RCE) - 1 回目 $1,300  $650  $325  $1,360  $680  $340  

継続審査要求(RCE) - 2 回目以降 
$1,900  $950  $475  $2,000  $1,000  $500  

意匠出願早期審査要求 $900  $450  $225  $1,600  $800  $400  

情報開示陳述書(IDS)の提出 $240  $120  $60  $260  $130  $65  

 


