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この日本語抄訳では、PCT NEWSLETTER (英語版) ( http://www.wipo.int/pct/en/newslett ) の主要項
目の翻訳を提供しています。”PCT 最新情報 (PCT Information Update)” の詳細、”PCT セミナーカレ
ンダー (PCT Seminar Calendar)” 、”PCT 手数料表 (PCT Fee Tables)” および ”PCT 締約国一覧 
(PCT Contracting States)” は英語版をご覧ください。また、記載される内容は英語版が優先します。 

PCT 同盟総会 

第 50 回 PCT 同盟総会 (PCT 総会) が 2018 年 9月24日から 10 月 2日までの期間、WIPO 加盟国総会の
一環としてジュネーブにて開催されました。以下の会合の概要において参照される文書は、下記のリン
クの WIPO ウェブサイトからご利用いただけます。 

PCT 総会文書 (利用可能になればその報告書を含む) 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/a/50 

PCT 作業部会文書 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/wg/11 

本総会は、文書 PCT/A/50/2 ANNEX に記載された PCT 規則 69.1(a)の改正を採択しました。この改正
により、国際予備審査の開始を PCT 規則 54 の 2.1(a)に定められる期間の満了まで延期することを、出
願人が明示的に請求しない限り、国際予備審査機関に以下の条件がそろったときに国際予備審査が開始
されることになります (文書 PCT/WG/11/20 参照)。1 

 国際予備審査の請求書 

 手数料の支払い 

 国際調査報告又は PCT 第 17 条(2)(a)に基づく国際調査機関による宣言、および 

 PCT 規則 43 の 2.1 に基づき作成された見解書 

基本的に、当該提案は既存の審査開始時期の立場を単純に逆にするもので、国際予備審査請求の請求期
間が満了するまで待つ代わりに、出願人が明示的に延期の請求をしない限り審査を即時に開始すること
になります。これらの改正は、2019 年 7 月 1 日に発効し、この日付又はそれ以降に国際予備審査請求
書が提出された国際出願に適用されます。 

また本総会は、  

 PCT Newsletter 2018 年 7−8 月号で報告された、PCT 作業部会が実施している作業に関する
報告書 (文書 PCT/A/50/1) に留意しました。 

                                                   

 
1 訳注 誤訳がありましたので修正しました。(19/11/2018) 
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 国際調査及び予備審査機関としての選定のために申請する際に官庁により使用される標準様式
を採択しました (文書 PCT/A/50/3 参照)。 

 国際調査及び予備審査機関としてのカナダ特許庁⾧官の機能に関する新たな取決めに対する修
正を承認しました (文書 PCT/A/50/4 参照)。 

国際出願の電子出願及び処理 
 
PCT-SAFE 出願の受理を終了する官庁 

オランダ特許庁 (すでに EPO オンライン出願機能を用いて電子的に提出される国際出願を受理) は、
2018 年 12 月 1 日から、PCT-SAFE ソフトウェアを用いた電子形式の国際出願の受理を終了する旨を国
際事務局に通知しました。 

PCT 出願人の手引 附属書 C (NL) が更新されました。 

韓国知的所有権庁: ePCT による書類受付け開始のさらなるお知らせ 

国際調査機関としての韓国知的所有権庁 (KIPO) が、ePCT を利用した書類の受付けを 2018 年 8 月 13
日から開始した旨のお知らせが PCT Newsletter 2018 年 7−8 月号に掲載されました。それに加えて、
付随する電子出願の書類の処理に関する通知が、2018 年 10 月 11 日付の公示 (PCT ガゼット) に掲載
されました。以下のリンクからご覧ください。 

http://www.wipo.int/pct/en/official_notices/officialnotices.pdf 

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 出願人は認証謄本の提出
や提供のための手配に代わり、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) に対して請求できます。DAS のサービスを利用するには、先の出願が提出された官庁が
DAS 提供庁である必要がありますが、国際出願が提出される受理官庁は DAS 提供庁である必要はあり
ません。 

国立工業所有権機関 (チリ) 

国立工業所有権機関 (チリ) は、DAS 提供庁及び取得庁として 2018 年 10 月 1 日から運用開始するこ
とを IB に通知しました。 

詳細は、以下のリンクをご覧ください。  

    http://www.wipo.int/das/en/notifications.html#CL 

米国特許商標庁 

米国特許商標庁 (USPTO) は、2009 年 4 月 20 日から DAS 提供庁及び取得庁として運用開始していま
すが、2018 年 10 月 1 日からは USPTO の DAS 電子ライブラリーの範囲を意匠まで拡張する旨を IB に
通知しました。 

詳細は、以下のリンクをご覧ください。  

    http://www.wipo.int/das/en/notifications.html#US 

DAS の参加庁一覧は、以下のリンク先からご覧ください。 
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    http://www.wipo.int/das/en/participating_offices.html 

PCT-SAFE 更新 

PCT-SAFE クライアントソフトウェアの新バージョンのリリース 

PCT-SAFE クライアントソフトウェアの新バージョン (2018 年 10月1日付 version3.51.085.261) が利
用可能になりました。次のサイトからダウンロードできます。 

    http://www.wipo.int/pct-safe/en/download/download_client.html  

この新しいバージョンの詳細は、上記ウェブページの“Release notes” 及び“What’s new” からご覧い
ただけます。 

PCT 最新情報 
 
AU: オーストラリア (手数料) 
BY: ベラルーシ (手数料) 
CN: 中華人民共和国 (官庁の名称、インターネットアドレス) 
EP: 欧州特許庁 (通信手段) 
IS: アイスランド (手数料) 
MC: モナコ (受理官庁の機能) 
NL: オランダ (電子出願) 
NZ: ニュージーランド (所在地、電話及びファックス番号、電子メールアドレス、通信手段、書類を発送
したことの証拠、仮保護に関する規定、手数料、国内段階移行の特別な要件) 
OM: オマーン (所在地及びあて名) 
RS: セルビア (手数料) 
SK: スロバキア (通信手段) 
UG: ウガンダ (微生物及びその他の生物材料の寄託機関に関する特別の規定) 
ZA: 南アフリカ (手数料) 

調査手数料及び国際調査に関する他の手数料 (オーストラリア特許庁、オーストリア特許庁、欧州特許
庁、インド特許庁、連邦知的所有権行政局 (ROSPATENT) (ロシア連邦)、国立工業所有権機関 (ブラジ
ル)) 

予備審査手数料及び国際予備審査に関する他の手数料 (オーストラリア特許庁) 

ブダペスト条約 

ブダペスト条約に関する一般情報 

WIPO が管理するブダペスト条約（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。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) 又はその利用を発明が含む場合、それらを単に記述する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。 

ブダペスト条約は、特許保護を求めるそれぞれの国で試料を寄託する必要性を取り除き、寄託手続を容
易にしています。ブダペスト条約は、いずれかの国際寄託機関 (IDA) へ寄託することで、この条約の
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全ての締約国の国内特許庁や、この条約の効果が及ぶ広域特許庁に対する手続を満足すると規定してい
ます。PCT 出願の場合は、寄託に関する情報もその出願に含める必要があります。 

ブダペスト条約はこのように、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、円滑
かつコスト効率の良い手段を出願人に提供しています。 

ブダペスト条約の詳細は、以下のリンクにてご覧ください。 

    http://www.wipo.int/budapest 

ブダペスト条約に関する 2017 年の統計 

ブダペスト条約が運用を開始した年 (1981 年) から 2017 年までに寄託された合計件数は、107,889 件
に到達しました。ブダペスト条約の締約国は現在で合計 80 か国あり、47 機関の IDA が存在します。 

2017 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、46 の IDA から得た回答に
基づいており、上述のウェブサイトからご覧いただけます。 

PCT 関連資料の最新/更新情報 

PCT 出願人の手引 

PCT Newsletter 2018 年 7−8 月号の掲載情報に加えて、PCT 出願人の手引の “国際段階の概要” の仏
語版が、2018 年 7 月 1 日付け PCT 規則改正とその他の最新情報を反映して更新されました。“国際段
階の概要” には、PCT の国際段階に関する詳細情報が記載されています。以下のリンクに掲載されてい
ます。  

    http://www.wipo.int/pct/fr/guide/ 

手数料と支払−PCT 制度 

国際段階で支払う PCT 手数料の種類や金額、PCT 手数料の支払先、支払方法、支払確認に関する情報
を更新しウェブページにまとました。以下のリンクにて、全ての 10 の PCT 公開言語で利用できます。 

  http://www.wipo.int/pct/ja/fees/index.html 

PCT に関する記事 
 
WIPO マガジン (2018 年第 5 号) から以下の記事が、PCT ウェブサイトの “PCT in the News” (以下の
URL) に追加されました。 

http://www.wipo.int/pct/en/news/pct_news.html 

科学教育とイノベーションでブラジルの若者を変える 

Félix de Sousa 教授は、科学教育の提唱者として、また社会から疎外されたコミュニティの若者が発明
し、開発し、起業できる潜在能力を有していると理解させる彼女の取組みに対して、ブラジル国内で高
い評価を得ています。この記事では、彼女の現在の研究について説明するとともに、科学教育の重要性
と、知的財産権がブラジルのイノベーションの状況や⾧期的な経済パフォーマンスを強化する役割を果
たすことができるとする彼女の視点を共有しています。彼女の研究は、人工皮膚、皮革と水産業の副産
物から作られる骨セメント (接着剤)、抗菌性の履物、消防士用の難燃性衣類など、多くの発明をもたら
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しています。Félix de Sousa 教授は 15 の特許を保有し、PCT を利用して異なる国で多くの発明を保護
しています。彼女は次のように説明しています。 

“PCT は有益な制度です。なぜなら、国内官庁へ最初の特許出願を提出した日から 30 ヵ月まで
の、より多くの時間を出願人に提供してくれるからです。またその提供された時間で、この制度
に基づいて提供される非公式な特許調査の結果を考慮して、出願手続を進めるかどうかを検討す
ることができるからです。さらに、PCT に基づく出願の国際公開は、別々の法的権限を有する
国・地域で実際に特許権が付与される前に、出願人に部分的な保護を与えてくれます。” 

WIPO マガジンは、以下のリンクにてご覧ください。 

http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/index.html 

また 2018 年第 5 号は、以下のリンクにてご覧ください。 

http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/pdf/2018/wipo_pub_121_2018_05.pdf 
 
実務アドバイス 
 
ニーズに合わせた PCT トレーニングの依頼 

Q: 当社は、PCT を利用する上でのベストプラクティスについて、また、係属中の PCT 出願のポートフ
ォリオ管理に役立てるための ePCT の利用について、社内トレーニングの実施に関心があります。その
ようなトレーニングを手配することは可能でしょうか？もし可能であれば、どのように依頼できるので
しょうか？ 

A: WIPO は、多くの PCT セミナー (初心者向け及び上級者向けの両方) にスピーカーを提供していま
す。セミナーは、ePCT の利用に関するものもあり、WIPO の全ての 10 の公開言語を用いて世界全域で
実施されています。PCT セミナーカレンダーには、一般の方が参加可能なセミナーのみ含まれているた
め、WIPO スタッフが実施する全てのセミナーは表示されていません。必要な条件が満たされていれ
ば、WIPO は企業、特許法律事務所又は他の機関に対してもプライベートの社内セミナーにスピーカー
を派遣します。そのようなセミナーは、多くの場合、企業の社員又は法律事務所の弁理士やスタッフの
ように特定のグループの人々に通常限られていますが、主催者が希望する場合には一般の方も参加する
ことができます。 

WIPO は、社内トレーニングを奨励し支援しています。そのようなトレーニングプログラムの利点のい
くつかは、以下のとおりです。 

 実施団体の特定のニーズや目的にしっかり合わせたトレーニングの機会を提供する。 

 関心の低いトピックスに費やす時間を省略又は短縮でき、特に関心のあるトピックスは詳細に取
り上げる。 

 参加者の PCT 知識のレベルに適切に対応できる。 

 参加者はより多くの質問をしやすくなり、一般のプログラムよりも彼らのニーズや目的について
より率直に話しやすくなる。 

 参加者は通常、セミナー会場への移動に時間を費やす必要がないため、移動費用や宿泊費用を避
けることができる。 
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提案されるトレーニングプログラムの出席者の人数が十分であり (望ましくは、最低でも 15 人)、その
ようなトレーニングを提供可能な WIPO スタッフの予定によっては、WIPO は場合によっては 1 名又は
複数名のスピーカーを直接派遣することができます。 
 

別の方法としては、WIPO 外部の多くの研修会主催者も、英語やさまざまな言語で、企業向けの社内
PCT トレーニングプログラム (一般の方が参加可能な場合とそうでない場合あり) を実施していま
す 。第三者によって主催されるそのような社内 PCT トレーニングには、WIPO スタッフがスピーカー
又は共同スピーカーとして含まれている場合があります。あるいは、経験豊富な弁理士や各国知財庁の
スタッフ2のように、PCT の経験が豊富な WIPO 以外のスピーカーのみで実施される場合もあります。
WIPO は、当然のことながら、特定の外部の研修会主催者を支持したり推奨する立場にはありません
が、大抵は以下の PCT セミナーカレンダーでいくつかの主催者の実施例を見ることができます。 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/seminar/seminar.pdf 
 
WIPO スピーカーが不在で、セミナーが一般に公開されている場合には、(外部研修会開催者から特に掲
載を要請された場合) カレンダーには “PCT event without WIPO speakers” (WIPO スピーカー不在の
PCT イベント) として表示されます。WIPO が認識している最近の外部主催の社内 PCT トレーニング
プログラムには、以下のようなトピックスが含まれました。 

 さまざまな出願のシナリオの探索と、それらのシナリオの⾧所と短所の比較。 

 PCT 第 ll 章の戦略的な利用 (国際予備審査請求と第 34 条に基づく補正) 及び特許審査ハイウェ
イとの相互関係。 

 国際特許出願実務のための出願ドラフトに関するベストプラクティス。 

 PCT 出願を提出する際の共同ワークフローのための ePCT の利用。 

 係属中の PCT 出願の管理や、企業と社外特許事務所間の調整を目的とした ePCT の活用。 

 PCT 手続きのドケッティング（書類管理）に関するベストプラクティス。 

社内セミナーを主催する際に WIPO の参加に関心がある場合には、WIPO の PCT 法務部・PCT ユーザ
支援部 (PCT Legal and User Support Section) に、望ましくは以下の電子メールアドレスまでご連絡
ください。 

  pct.training@wipo.int 

もしくは、外部のプロバイダーにも直接ご連絡いただけます。 

WIPO スピーカーを依頼する際には、セミナーで取り上げたいトピックス、参加予定人数や参加者の
PCT に関する知識のレベルを明確にしてください。また、WIPO はスピーカーに関わる経費への財政的
な支援をお願いする点にもご留意ください。しかしながら、WIPO は講演料の支払いは求めません。ま
た、セミナーの準備には時間を要するため、依頼は望ましくはセミナー開催提案日の少なくとも 3 か月

                                                   

 
2 例えば、欧州特許庁や米国特許商標庁ではスタッフをスピーカーとして、PCT セミナーを定期的に開催しています。 
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前に行うようお願いいたします。社内トレーニングの依頼を受けることができるかどうかは、スピーカ
ーのスケジュールの都合や仕事の予定により決まる点にもご留意ください。 

また WIPO は、PCT ウェビナー又はビデオコンファレンスによるセミナーも提供しております、経費に
関わる財政的な支援は必要ありませんが、参加予定者の最低人数を満たすことは必要になります。 

 

 日本国特許庁主催の実務者向け知的財産権制度説明会 (実務者向け) で、PCT の最新のトピックス
をご紹介いたします。是非ご参加ください。 (事前の申込要・無料)  http://www.jit2018.go.jp/ 
 


