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PCT NEWSLETTER 
－⽇本語抄訳－  2017 年 11 ⽉号｜No. 11/2017 

 
⽇本語抄訳は、PCT NEWSLETTER（英語版）（www.wipo.int/pct/en/newslett）の概略が理
解できるように、PCT NEWSLETTER（英語版）に記載の全項⽬と、その項⽬における重要な
点を⽇本語に翻訳しています。詳細は英語版をご参照下さい。また、翻訳の過程で不正確な記
載が⽣じている場合には、全て英語版に記載されたものが優先します。 

 
PCT 最新情報  

国際出願⼿数料、調査⼿数料、補充調査⼿数料及び取扱⼿数料（様々な官庁） 

2018年1⽉1⽇から、PCT⼿数料表に掲載されている国際出願⼿数料、30枚を超える⽤紙⼀枚ご
との⼿数料、⼿数料表の項⽬4に表⽰される電⼦出願の減額（該当する場合）、調査⼿数料、補
充調査⼿数料及び取扱⼿数料の、所定の通貨における換算額が変更されます。 

PCT出願人の手引（http://www.wipo.int/pct/guide/en/）の以下の附属書において、これら
の変更が反映されます： 

 附属書C（受理官庁）: AM、AP、AT、AU、AZ、BA、BE、BH、BW、BY、BZ、CA、
CL、CR、CU、CY、CZ、DE、DJ、DK、DO、EA、EC、EE、EG、EP、ES、FI、FR、
GB、GE、GH、GR、GT、HN、HU、IB、IE、IL、IN、IS、IT、JP、JO、KE、KG、KH、
KZ、LR、LT、LU、LV、MC、MD、ME、MT、MW、MX、NI、NL、NO、NZ、OM、PA、
PE、PG、PH、PT、QA、RO、RU、SA、SC、SE、SG、SI、SK、SM、SV、SY、TJ、
TM、TT、UA、US、UZ、ZA、ZM、ZW、 

 附属書D（国際調査機関）: AT、AU、BR、CA、CL、CN、EG、EP、ES、FI、IL、IN、
JP、KR、RU、SE、SG、TR、UA、US、XN、XV、 

 附属書SISA（国際調査機関（補充調査））: AT、EP、FI、RU、SE、SG、TR、UA、XN、
XV、及び 

 附属書E（国際予備審査機関）: AT、AU、CA、CL、EG、EP、ES、FI、IL、IN、JP、KR、
RU、SE、SG、UA、US、XN. 

CO：コロンビア（管轄国際調査及び予備審査機関） 
DJ：ジブチ（電⼦メールとインターネットアドレス） 
EG：エジプト（⼿数料） 
FI：フィンランド（所在地） 
IB：国際事務局（⼿数料） 
RU：ロシア連邦（⼿数料） 

調査⼿数料及び国際調査に関する他の⼿数料（連邦知的所有権⾏政局（Rospatent）（ロシア
連邦）） 

⽇本国特許庁主催の実務者向け知的財産権制度説明会において、PCT に関する最新の
トピックスをご紹介いたします。事前のお申し込みは必要ですが無料ですので是⾮ご
参加ください。（申込：https://www.jit2017.go.jp/index.html）  
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予備審査⼿数料及び国際予備審査に関する他の⼿数料（連邦知的所有権⾏政局（Rospatent）
（ロシア連邦）） 
 
チュニジアにおける欧州特許の有効化 

欧州特許機構とチュニジア政府間の新しい取決めが2017年12⽉1⽇に発効します。チュニジア
はEPOの加盟国ではありませんが、当該⽇以降、欧州特許及び欧州特許出願（欧州特許として指
定のあるPCT出願を含む）のチュニジアでの有効化が可能になります。チュニジアで有効化され
た欧州特許及び欧州特許出願は、当該国での国内出願及び特許と同様の権利及び法的効果を有し
ます。 

PCT出願に基づき付与された欧州特許のチュニジアにおける有効化は、出願⼈の請求のもとに⾏
われます。しかしながら、2017年12⽉1⽇以降に出願される国際出願に関しては、有効化が請
求されたものと⾒なされます。なお、当該⽇以前に出願されたPCT出願や当該出願に基づく欧州
特許に関してはご利⽤できませんのでご注意ください。     

Euro-PCT出願をチュニジアにおいて有効化するためには、国際出願を欧州広域段階へ移⾏する
ための期限内、⼜は国際調査報告の公開⽇から6ヶ⽉以内のいずれか遅い期限内に、EPOに有効
化⼿数料の180ユーロを⽀払う必要があります。当該期限を経過した後であっても、下記の期限
内に50%の追加料⾦を⽀払うことで、有効化⼿数料の⽀払いは有効になります。  

 2ヶ⽉のグレースピリオド期間内、⼜は  

 指定⼿数料に関する⼿続続⾏請求と共に：指定⼿数料の未払いを受けた、EPC規則112(1)
に基づく権利喪失の連絡の通知から2ヶ⽉以内。 

有効化国としてのチュニジアに関する参照は、欧州段階（指定⼜は選択官庁としてのEPO）へ移
⾏する際に必要な様式（様式EPA/EPO/OEB 1200）に含まれます。当該様式の更新版は、2017
年12⽉1⽇にEPOのウェブサイトにて利⽤可能となり、PCT出願人の手引 のEP国内段階の附属
書としても掲載される予定です。 

モロッコ及びモルドバ共和国との同様の取決めに続き3番⽬となる当該有効化に関する取決めの
発効に伴い、単⼀の欧州特許出願で最⼤43ヶ国で同時に特許保護を得ることが可能になります。   

詳細は下記リンク先をご覧ください。 

http://www.epo.org/news-issues/news/2017/20171004.html 

http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2017/10/a84.html 

http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2017/10/a85.html 
 
年末の国際事務局の閉庁⽇及び公開スケジュール  

国際事務局（IB）の2017年12⽉及び2018年1⽉の閉庁⽇は、週末に加え、以下になります： 

2017年12⽉25⽇（⽉） 
2017年12⽉29⽇（⾦）及び 
2018年1⽉1⽇（⽉） 

したがって、IBは2017年12⽉26⽇（⽕）から28⽇（⽊）までは業務を⾏い、2018年1⽉2⽇（⽕） 
からは平常通り業務を⾏います。 
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PCTインフォメーションサービスとPCT e-Services（電⼦サービス）ヘルプデスクの稼動⽇及び
公開スケジュールの情報は、以下をご覧ください。 

PCTインフォメーションサービス 

PCTインフォメーションサ－ビスは、2017年12⽉25⽇（⽉）から2018年1⽉1⽇（⽉）まで業
務を停⽌します。業務再開は2018年1⽉2⽇（⽕）午前9時（中央ヨーロッパ時間（CET））です。 

なお、当該休暇期間においてもPCTインフォメーションサービスに電話（Tel: (+41-22) 338 83 
38）をすると、緊急⽤の電話番号を提供する録⾳メッセージが流れます。PCTインフォメーショ
ンサービスは、国際出願の提出やそれに続くPCT国際段階での⼿続についての⼀般的なご質問に
お答えいたします（個別の出願に関してはPCTプロセッシングサービスにお問い合わせ下さい）。
詳細は以下のリンク先をご参照下さい。 

  http://www.wipo.int/pct/en/infoline.html 

PCT e-Services（電子サービス）ヘルプデスク 

PCT電⼦サービスヘルプデスクの年末休暇期間中の予定は以下のとおりです。 

2017年12⽉25⽇（⽉）： 休⽌ 

2017年12⽉26⽇（⽕）から28⽇（⽊）： 平常通り午前9時から午後6時（CET） 

2017年12⽉29⽇（⾦）から2018年1⽉1⽇（⽉）： 休⽌ 

2018年1⽉2⽇（⽕）から業務再開： 平常通り午前9時から午後6時（CET） 

なお、PCT電⼦サービスヘルプデスクは、電⼦形式での出願の準備、提出及び管理⽬的のサービ
ス［ePCT（https://pct.wipo.int）、PCT-SAFE（http://www.wipo.int/pct-safe/en/index.html）、
WIPO電⼦証明書及びデジタルアクセスサ－ビス（DAS）(http://www.wipo.int/das/en/)］に
関するご質問にお答えいたします。 
 
公開スケジュ－ル 

年末年始の休暇期間において、PCT出願の公開スケジュ－ルに変更はありません。通常通り⽊曜
⽇（すなわち、2017年12⽉28⽇（⽊）及び2017年1⽉4⽇（⽊））に公開され、国際公開のた
めに考慮されるべき変更の受領の期限に変更はありません（それぞれ2017年12⽉12⽇（⽕）及
び19⽇（⽕）の午前零時（CET）です）。 
 
PCT 関連資料の新/更新情報  

2017 年 PCT 同盟総会の了解 

第 49 回 PCT 同盟総会（PCT 総会）は、⼿数料表の項⽬5 における減額は、願書に表⽰された
出願⼈が、その出願の単独かつ真の所有者であり、⼿数料の減額の適格性を有しない他の者に
対して、発明に係る権利を譲渡、付与、移転⼜はライセンスする義務がない場合にのみ適⽤さ
れることが意図されたものであるという了解（Understanding）を採択しました。当該了解は
2017 年 10⽉11⽇に発効しました。当該了解の本⽂と、2018 年 7 ⽉ 1 ⽇に発効する PCT ⼿
数料表の対応する修正された⽂⾔は、PCT の全 10 公開⾔語（アラビア語、中国語、英語、仏
語、独語、⽇本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語及びスペイン語）にて、以下のリンク先
に掲載されています。 

http://www.wipo.int/pct/en/fees/2017_fee.html 



PCT NEWSLETTER －⽇本語抄訳－ No. 11/2017 
 

4 
 

英語以外の⾔語に関しては、上記リンク先ページの右上にある⾔語を選択してください。    
 
会合⽂書    

PCT 技術協力委員会 

2017年5⽉8⽇〜12⽇にジュネ－ブで開催された第30回PCT技術協⼒委員会の報告書が、当該会
合のその他の⽂書とともに、下記のWIPOウェブサイトにてアラビア語、中国語、英語、仏語、
ロシア語及びスペイン語でご利⽤いただけます。 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=42647 
 

欧州資格試験 “the European Qualifying Examination” のための資料 

欧州弁理⼠志望者が受ける欧州資格試験（EQE）のための資料の準備を⼿助けするため、国際事
務局は、EQEの試験委員会との合意に基づき、2017年10⽉31⽇1時点のPCT出願人の手引 の英
語版と仏語版の国際段階と国内段階の4つのPDFファイルを⼊⼿可能にしました。それぞれ以下
のPCTウェブサイトに掲載されております。 

http://www.wipo.int/pct/en/eqe/ip.pdf（国際段階 英語版） 

http://www.wipo.int/pct/en/eqe/np.pdf（国内段階 英語版） 

http://www.wipo.int/pct/fr/eqe/ip.pdf（国際段階 仏語版） 

http://www.wipo.int/pct/fr/eqe/np.pdf（国内段階 仏語版） 
 
PCT 出願人の手引 

PCTの国際段階及び国内段階の詳細情報を含む、PCT出願人の手引 の”国際段階の概要”と”国内
段階の概要”のスペイン語版が、2017年7⽉1⽇付けのPCT規則改正や、その他の更新を考慮して
更新されました。それぞれ以下のリンク先からご利⽤いただけます。 

http://www.wipo.int/pct/es/appguide/ 
 
PCTに関するFAQ 

“外国における発明の保護：特許協⼒条約（PCT）に関するFAQ” が、最近のPCT制度の軽微な変
更を反映し、PCTの全10公開⾔語（アラビア語、中国語、英語、仏語、独語、⽇本語、韓国語、
ポルトガル語、ロシア語及びスペイン語）にて、2017年10⽉付けで更新されました。以下のリ
ンク先からご利⽤いただけます。  

http://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html 

英語以外の⾔語に関しては、上記リンク先ページの右上にある⾔語を選択してください。 
 
セミナー資料 

PCT⼿続のあらゆる⾯をカバーするセミナー資料が、2017年7⽉1⽇に発効したPCT規則改正を
反映し、英語、独語、⽇本語及びスペイン語にて更新されました。それぞれ下記のリンク先にて
掲載されております。 
                                                  
1 これまで締切⽇は 12 ⽉ 31 ⽇でしたが、今後は志望者の利便性のため 10 ⽉ 31 ⽇になります。 
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 http://www.wipo.int/pct/en/seminar/basic_1/document.pdf（英語） 

http://www.wipo.int/pct/de/seminar/basic_1/document.pdf（独語） 

 http://www.wipo.int/pct/jp/seminar/basic_1/document.pdf（⽇本語） 

 http://www.wipo.int/pct/es/seminar/basic_1/document.pdf（スペイン語） 

その他の⾔語版はまもなく更新されます。 
 
PATENTSCOPE ニュース  

PATENTSCOPE 上で USPTO のドシエ情報（出願経過情報）が利⽤可能に  

⽶国特許商標庁（USPTO）の特許⽂献のドシエ情報が、関連する各出願の PATENTSCOPE の“書
類（documents）”タブから利⽤可能になりました。PATENTSCOPE を介して閲覧可能なドシ
エ情報は、各参加官庁における出願の調査や審査プロセスに関する最新かつ⾮機密性の公⽂書
を含み、以下に列挙するような情報を提供します：  

 調査報告、 

 官庁からの通知、及び  

 出願⼈及び特許庁間の通信 
 
WIPO 優先権書類デジタルアクセスサービス 

WIPO優先権書類デジタルアクセスサービス（DAS）を利⽤することで、PCTの出願⼈は認証謄
本を提出したり提供するよう⼿配したりする代わりに、優先権書類として利⽤する先の出願の謄
本をDASから取得するよう国際事務局（IB）に対して請求することができます。 
 
ユーラシア特許庁 

ユーラシア特許庁は、2017年11⽉1⽇から、DASの提供庁及び取得庁として運⽤を開始したこ
とをIBに通知しました。提供庁としては、出願⼈がそれらの書類が当該サ－ビスで利⽤可能にな
るよう特別に請求した場合に、優先権書類としての特許出願の認証謄本を提供します。これには
2017年11⽉1⽇以降に当該官庁へ提出されるPCT出願を含みます。取得庁としては、優先権書類
を提出する期間が2017年11⽉1⽇までに満了していないいずれの出願に関しても、優先権書類
がDASを通じて提供されることを許可します。 

詳細は下記のリンク先をご覧ください。 

http://www.wipo.int/das/en/notifications.html#EAPO 
 
偽の⼿数料の⽀払い請求 

新たな請求書 

PCTの出願⼈や代理⼈が、WIPO国際事務局（IB）からの通知ではなく、かつPCTに基づく国際
出願の⼿続きに関係のない⼿数料請求書を受け取る事態について、PCT Newsletterにおいて再
三にわたって注意喚起を続けております。そしてこの度、“WPT service – World Patent and 
Trademark Service” からの新たな請求書が確認されました。本請求書は、PCTユーザがWIPO
に通報した他の多くの例と共に下記リンク先でご覧いただけますし、このような請求書に関する
⼀般的な情報も同リンク先からご覧いただけます。 
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  http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html 

優先⽇から18ヶ⽉を経過した後速やかに全ての国際出願について国際公開を⾏うのはIBのみで
す（PCT第21条(2)(a)参照）。国際公開に関する別個の⼿数料は存在しません。そして、国際公
開の法的効果はPCT第29条に規定されています。 

PCT出願⼈や代理⼈の皆様におかれましては、組織内の⼿数料⽀払い担当者やこのような請求書
を受理する可能性がある発明者に注意を促してください。また、このような疑わしい請求書を受
け取った場合には、国際事務局にご連絡いただければ幸いです。 

電話番号： +41 22 338 83 38 

FAX番号： +41 22 338 83 39 

電⼦メール： pct.legal@wipo.int 
 
WIPOは、PCTの出願⼈、代理⼈⼜は発明者（PCTユーザ）の皆様に、政府⼜は消費者保護協会
にて対処するようお勧めしております。苦情申⽴ての例⽂や“苦情受付け政府機関⼜は消費者保
護協会”の⼀覧が上記ウェブサイトでご覧いただけます。 
 
ブダペスト条約  

ブダペスト条約に関する⼀般情報  

WIPO が管理する、特許⼿続上の微⽣物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約は、バイ
オテクノロジー発明の分野で重要な役割を担っています。発明が⼀般に公開されていない微⽣
物や他の⽣物材料（以下、微⽣物）、⼜はその利⽤を含む場合、その単なる記載のみでは⼗分な
開⽰ではない場合があります。そのため、多くの国々では、微⽣物の試料を専⾨機関に寄託す
る必要があります。  

特許保護を求める各国においてそのような試料を寄託する必要性を取り除くことにより、ブダ
ペスト条約はこの⼿続きを促進しています。ブダペスト条約は、全ての締約国の国内特許庁や
当該条約の効果が及ぶ広域特許庁に対する特許⼿続の⽬的のためには、いずれかの国際寄託当
局（IDA）への寄託で⼗分であると規定しています。PCT 出願の場合、寄託についての情報も
またその出願に記載されることが必要です。この条約はそのため、微⽣物を含む特許発明に関
する開⽰要件を満たすための、効率的で、円滑で、かつコスト効率の良い⽅法を出願⼈に提供
しています。  

ブダペスト条約の詳細は、次のリンク先でご覧いただけます。  

 http://www.wipo.int/budapest 
 
ブダペスト条約に関する 2016 年の統計 

ブダペスト条約が運⽤を開始した年（1981 年）から 2016 年までに寄託された件数の合計は
10 万件を超え、節⽬を迎えました。ブダペスト条約の締約国は、現在合計で 80 あり、46 の
IDA が存在します。  

2016 年のブダペスト条約に基づく寄託と試料の分譲に関する詳細な統計は、40 の IDA から
の回答に基づいており、以下のリンク先（ “Microorganism statistics （微⽣物に関する統計）” ）
にてご覧いただけます。  

  http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/micros/  
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実務アドバイス 

 “PCT Direct”に基づく先の調査結果に関する出願⼈のコメントが、国際調査機関としての欧
州特許庁において審査官により考慮されるよう確実にする⽅法 

Q: 欧州特許庁（EPO）が調査した先の出願の優先権を主張する国際出願を近く提出する予定
です。そして、国際調査機関（ISA）としての EPO に対し、優先基礎出願の調査⾒解で提起さ
れた異議に関するコメントを提出する⽅法があるのか否か知りたいと思っています。もし⽅法
があるのであれば、どのように⼿続を進めたら良いのでしょうか？ 

A: ISA の資格においての EPO は、“PCT Direct”と呼ばれるサービスを提供しています。当該サ
ービスは、優先基礎出願の調査⾒解で EPO が提起した異議に対し反論する⾮公式コメントを出
願⼈が提出することを許可するものです。同様のサービスはイスラエル特許庁も提供していま
す（PCT Newsletter 2016 年 7-8 ⽉号の 3 ページ参照）。 

EPO に関する限り、“PCT Direct”に基づき提出されたいかなる⾮公式コメントも、国際出願の
請求の範囲の特許性に関する意⾒書として、また、場合によっては、先の出願と⽐較した出願
書類の修正箇所、特に請求の範囲に対する修正に関する説明として、理解されるべきものです。 

“PCT Direct”のサービスは、最初の出願で得られた EPO により作成された結果と、国際段階に
おいて EPO により実施される後の調査を結びつけるものです。PCT 出願⼈は、国際段階にお
いて出願書類を補正する（若しくは補正しない）決定の論理的根拠を説明するために当該サー
ビスを最⼤限利⽤することができます。国際段階において出願⼈と審査官との間での連絡が国
際調査の結論がでるまでは⾒込めないという事実を踏まえると、⼿続のこの段階で“PCT Direct”
を利⽤することは特に有益かもしれません。また、ISA に対するコメントの提供は、国際段階
での肯定的な⾒解書を得る可能性をかなり⾼める場合があります。 

貴殿の出願が、EPO において“PCT Direct”に基づき処理されることを希望する場合には、以下
の要件を満たしていることを確実にする必要があります： 

 当該国際出願が EPO により調査された先の出願の優先権を主張している（国際、欧州
⼜は国内の最初の出願であり、国際型調査ではないもの）。 

 ⾮公式コメントが国際出願（ただし、“PCT Direct”の書簡は国際出願⾃体の⼀部とはな
らない旨、ご留意ください）と共に書簡形式（ “PCT Direct”の書簡）で選択された受
理官庁（EPO である必要はなく、いずれの管轄受理官庁でも可能）へ提出されている。 

 “PCT Direct”の書簡が、別個の書類として国際出願に添付され提出されている。そのよ
うな書類は“PCT Direct/⾮公式コメント”として表題がつけられ、ヘッダーには先の出
願の出願番号が明確に記載されるべきです。 

 国際出願の請求の範囲及び明細書の⼀⽅、若しくは両⽅が、先の出願のものと異なる場
合には、好ましくは当該相違を⽰す注記をつけた写しを提出すべきです。 

 先の調査⾒解の写しも“PCT Direct”の書簡に添付可能です。ただし、ファイルの閲覧に
関する PCT の規定に従い、当該書簡は添付書類と共に、公衆に利⽤可能となる点にご
留意ください。 

 “PCT Direct”の書簡、請求の範囲及び明細書の⼀⽅、若しくは両⽅の注記をつけた写し
や先の調査⾒解を添付する場合には、⼀つの PDF 形式（ZIP 形式のファイルではなく）
の書類として提出すべきです。 
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 “PCT Direct”の書簡や添付書類がある場合は、PCT 願書様式（様式 PCT/RO/101）に
は以下のように記載すべきです。 

 紙形式での出願：第 IX 欄のチェックボックス 11（“other (その他)”）に 
“PCT Direct/⾮公式コメント”と具体的に記載する。 

 EPO オンライン出願ソフトウェアを利⽤しての出願：出願⼈は“Content（コン
テンツ）”タブ上の“Accompanying items（添付書類）”のサブタブから書類タイ
プとして、“Applicant letter to ISA concerning earlier search（先の調査につ
いての ISA に対する出願⼈の書簡）（PCT Direct）”を選択し、“Annotate（注釈）”
タブ上の“Remark（意⾒）”として“PCT Direct/informal comments（⾮公式コ
メント）”を表⽰する。 

 EPO の新しいオンライン出願ツール（CMS）を利⽤してのオンライン出願：  
出願⼈は書類タイプとして“Communication concerning PCT Direct（PCT 
Direct に関する通信）”を表⽰し、“Remarks（意⾒）”欄に“PCT Direct/ informal 
comments（⾮公式コメント）”と具体的に記載する。 

 WIPO の ePCT ポータルを利⽤しての電⼦形式での出願：そのような書類は、
“Applicant letter to ISA concerning earlier search（先の調査についての ISA
に対する出願⼈の書簡）（PCT Direct）”の項⽬を選択し、“Other documents（他
の書類）”としてアップロードする。 

 最後に、“PCT Direct”に基づき提出される⾮公式コメントは、⾃⼰完結した書類である
べきです。なぜなら、先の出願ファイルの⼀部である当該調査報告、当該調査⾒解⼜は
他のいずれの提出書類も、公衆に利⽤可能にならない場合があるためです。 

上述の要件を満たしている場合、審査官は国際調査報告及び⾒解書を作成する際、これらの⾮
公式コメントを考慮します。審査官は⾒解書において“PCT Direct”の書簡の受理を確認し、国
際調査⼿続に関連する限りにおいてその内容に応答することで、貴殿のコメントが考慮された
ことを明⽰します。先の調査⾒解を“PCT Direct”の書簡に添付した場合にのみ、審査官はその
⾒解に対し明確に⾔及します。 

なお、上述の“PCT Direct”の⼿続と、PCT に基づく⾮公式コメントの提出とを混同されない
ようご注意いただく必要があります。PCT に基づく⾮公式コメントは、ISA の⾒解に対し⾮公
式に応答する機会を出願⼈に提供し、国際事務局へ提出するコメントを最終的に指定官庁に利
⽤可能にするものです（詳細は、PCT 出願人の手引、国際段階のパラグラフ 7.030 及び PCT 
Newsletter 2015 年 1 ⽉号に掲載された実務アドバイスをご参照ください）。              
 
以下の情報の⼀覧 

PCT セミナーカレンダー、PCT ウェビナー、PCT ⼿数料表、PCT 締約国⼀覧 
 


