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略語のリスト
国内官庁：ウクライナ経済開発通商省知的所有権部
ＵＰＬ：

1993年発明及び実用新案の法的保護に関するウクライナ法，2012年10月16日最新改正

ＵＰＲ：

2001年特許出願及び実用新案出願の作成並びに出願に関する規則，
2011年6月14日最新改正

ＵＰＰ：

特許出願及び実用新案出願手続に関する2002年規則，2011年6月14日最新改正

ＵＦＲ：

2004年知的所有権の対象の法的保護に関する法律の手数料支払方法，
2011年9月14日最新改正

(2017年7月27日)
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指定（又は選択）官庁
ＵＡ

3頁

概
要
ＵＡ

ウクライナ経済開発通商省
知的所有権部
国内段階に入るための要件の概要

国内段階に入るための期間

ＰＣＴ第２２条(3)に基づく期間
：優先日から３１箇月
ＰＣＴ第３９条(1)(b)に基づく期間：優先日から３１箇月

要求される国際出願の翻訳文の言語１

ウクライナ語

要求される翻訳文１

ＰＣＴ第２２条に基づく場合：明細書・請求の範囲（補正され
た場合には，補正されたもののみ，及びＰＣＴ第１９条に基づ
く説明書)・図面の中の説明・要約
ＰＣＴ第３９条(1)に基づく場合：明細書・請求の範囲・図面の
中の説明・要約（それらのいずれかが補正された場合には，国
際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ）

国際出願の写しを要求されるか？

されない

国内手数料

通

貨：ウクライナ・グリブナ（UAH)，又はEUR若しくはUSDに
よる換算額
特 許：
800
出願手数料１ ‥‥‥‥‥‥‥‥ UAH
３個を超える独立又は従属
請求の範囲ごとの追加手数料‥ UAH
80
審査手数料２ ‥‥‥‥‥‥‥‥ UAH 3,000
１個を超える独立請求の範囲
ごとの追加手数料‥‥‥‥‥‥ UAH 3,000
実用新案：
出願手数料１ ‥‥‥‥‥‥‥‥ UAH
３個を超える独立又は従属
請求の範囲ごとの追加手数料‥ UAH

800
80
［次頁に続く］

１ ＰＣＴ第２２条若しくは第３９条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない。出願人は，
ＰＣＴ第２２条又は第３９条(1)に基づく期間内に，適用される期間の書面による延長請求を行い，当該
請求の手数料を支払えば，適用される期間の満了後２箇月以内に翻訳文の提出及び手数料の支払をするこ
とができる。
２ 国際出願日から３年以内に審査請求を書面で行い，審査手数料を支払わなければならない。
(2017年7月27日)
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ＵＡ

ウクライナ経済開発通商省
知的所有権部（続き）

ＵＡ

国内手数料の免除，減額又は払戻し

出願人すべてが発明者でもある場合，すべての手数料は９５％
減額され，出願人すべてが非営利機関又は組織でもある場合，
すべての手数料は９０％減額される。両方の種類の出願人が
行った出願について手数料を支払うとき，出願人すべてが発明
者又は非営利機関若しくは組織でもある場合，手数料は９０％
減額される。

国内官庁の特別の要件
（ＰＣＴ規則51の2)３

出願人が発明者でない場合には，優先権出願の譲渡書類４
出願人がウクライナに居住していない場合には，代理人の選任

誰が代理人として行為できるか？

国内官庁に対して弁理士として手続をするために登録されてい
る者

国内官庁は優先権の回復請求を認めるか
（ＰＣＴ規則49の3.2)？

認める。国内官庁は当該請求に「故意ではない」の基準を適用
する。

３ ＰＣＴ第２２条又は第３９条(1)に基づく期間内に要件を満たさない場合，国内官庁は通知を受領した日か
ら２箇月以内に要件を満たすよう出願人に求める。
４ 対応する申立てが規則4.17に基づき行われていれば，この要件を満たすことができる。
(2017年7月27日)
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国内段階の手続
UA. 01 国内段階へ移行するための様式
国内官庁は，国内段階へ移行するための特別の様式を用意している（附属書UA.Ⅱ参照)。
この様式を使用することが望ましい（義務ではない)。
PCT Art.

46

UA. 02 翻訳文（補充）
国際出願の翻訳文の誤 りは，出願時の国 際出願の本文を基 準として補充する ことができる
（国内段階6.002及び6.003項を参照）。

UPL Art.

36

UA. 03 手数料（支払方法）
概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書UA.Ⅰに概説されている。

UPR Rule

16.4

UPP Rule

1.3

UA. 04 委任状
委 任 状 を提 出 して 代 理人 を 選 任し な けれ ば なら な い 。見 本 は附 属 書 UA.Ⅲ に 示 され て い
る。
UA. 05 譲渡証書
先 の出 願 の優 先権 を主 張 し， 当該 出 願の 出願 人 が国 際出 願 の出 願人 と同 一 でな い場 合 に
は，優先権の譲渡書を提出しなければならない。見本は附属書UA.Ⅳに複製されている。

UPL Art.

16.17

UPP Rule

6.2.2

PCT Art.

28
41

UPL Art.

16.5

UPP Rule

1.5

UPL Art.

36
32

PCT Art.

24(2)
48(2)

PCT Rule

82bis

PCT Art.

25

PCT Rule

51

PCT Rule

49bis.1
(a), (b)
76.5

UA. 06 審査請求
国内官庁は国内特許出願の実体審査を行う。出願人は国際出願日から3年以内に審査請求を
行わなければならない。審査手数料は附属書UA.Ⅰに示されている。
UA. 07 出願の補正及びその時期
所定 の手 数料 の支 払を条 件に （附 属書 UA.Ⅰ 参照 )， 国際 出願の 国内 段階 移行 後で あっ て
（概要参照)，発明又は実用新案の対応する国家登録簿への登録日前に，出願人は自己の発意
で出願を補充又は補正す ることができる。 ただし，出願の主 題の範囲がそれに よって拡張さ
れないことを条件とする。出願の補正手数料は附属書UA.Ⅰに表示されている。
UA. 08 更新手数料
特許付与後，特許を有 効に維持するため に更新手数料を支 払わなければなら ない。更新手
数料は，国際出願日から1年目以降の各年について支払う。最初の更新手数料は特許付与の公
告日から4か月以内に支 払うべきである。そ の後の更新手数料は ，特許有効年の最 後の4か月
間に支払わなければならない。特許更新手数料の額は附属書UA.Ⅰに示されている。
UA. 09 期間を遵守しなかったことによる遅滞についての許容
国内段階6.022から6.027項を参照 。国際段階又は 国内官庁に対す る手続中に出 願人が期間
を遵守しなかった場合に は，回復を請求す ることができる。 回復請求は書面で 行い，根拠と
なる理由を記載し，依拠 する事実を述べな ければならない。 国内官庁が回復に 理由があるも
のとみなした 場合には， 附属書UA.Ⅰに表 示する回復 手数料の 支払によっ て，適切 な期間を
延長する。
UA. 10 ＰＣＴ第25条の規定に基づく検査
関係手続は国内段 階6.018から6.021項に概説され ている。ＰＣＴ 第25条の規定 に基づく検
査に関し，国内官庁が受 理官庁若しくは国 際事務局の過失を 否定する場合には ，この決定に
対する審判を審判委員会に請求することができる。
UA. 11 実用新案
出願人がウクライナに おいて，国際出願 に基づき，特許に 代えて実用新案の 取得を希望す
る 場 合に は ，第 22条 又は 第 39条 で規 定 する 行為 を する 時点 で ，国 内官 庁に そ の旨 を表 示 す
る。

(2010年1月14日)
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UPL Art.

UPL Art.

実用新案の更新手数料の 支払方法及び支払期間は特許の 場合と同様である（UA.08

36

UA. 12

32

参照)。実用新案についての更新手数料の額は附属書UA.Ⅰに示されている。

18

UA. 13

出願変更

国内段階移行の要件を 国際特許出願が満 たしている場合に は，それを実用新 案出願に変更
すること，又は反対に実 用新案から特許出 願に変更すること ができる。出願変 更は特許又は
実用新案付与の決定前であれば，いつでも請求することができる。

(2010年1月14日)
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料

（通貨：ウクライナ・グリブナ（他に表示がある場合を除く）又はユーロ若しくは米国・ドルの相当額）
特 許
出願手数料１……………………………………………………………………………………………………
－３個を超える各独立又は従属請求の範囲についての追加手数料１…………………………………

800
80

独立請求の範囲１個の審査手数料１……………………………………………………………………………
－１個を超える各独立請求の範囲についての追加手数料１ ……………………………………………

3,000
3,000

公開手数料 ………………………………………………………………………………………………………
－15頁を超える各頁についての追加手数料 ………………………………………………………………

200
10

付与手数料 …………………………………………………………………………………………………… USD 100２
年 金１,３
－第１年度及び第２年度，各年につき …………………………………………………………………
－第３年度 …………………………………………………………………………………………………
－第４年度 …………………………………………………………………………………………………
－第５年度 …………………………………………………………………………………………………
－第６年度 …………………………………………………………………………………………………
－第７年度 …………………………………………………………………………………………………
－第８年度 …………………………………………………………………………………………………
－第９年度から第14年度まで，各年につき ……………………………………………………………
－第15年度から第25年度まで，各年につき ……………………………………………………………

300
400
500
600
700
800
900
2,100
3,800

優先権回復手数料（ＰＣＴ規則49の3.2）…………………………………………………………………

100

実用新案
出願手数料１ …………………………………………………………………………………………………
－３個を超える各独立又は従属請求の範囲についての追加手数料１…………………………………

800
80

公開手数料 ………………………………………………………………………………………………………
－15頁を超える各頁についての追加手数料 ………………………………………………………………

200
10

付与手数料 …………………………………………………………………………………………………… USD 100２
年 金１,３
－第１年度及び第２年度，各年につき …………………………………………………………………
－第３年度 …………………………………………………………………………………………………
－第４年度 …………………………………………………………………………………………………
－第５年度 …………………………………………………………………………………………………
－第６年度 …………………………………………………………………………………………………
－第７年度 …………………………………………………………………………………………………
－第８年度 …………………………………………………………………………………………………
－第９年度及び第10年度，各年につき …………………………………………………………………

300
400
500
600
700
800
900
2,100

適用される期間の延長手数料１………………………………………………………………………………

400

回復手数料（期間の満了後12箇月以内に支払う)１………………………………………………………

400

１

回復手数料（ＰＣＴ規則49.6) ……………………………………………………………………………

100

出願補充・補正手数料 ………………………………………………………………………………………

800

１

－請求の範囲の数が増加した場合，各独立又は従属請求の範囲についての追加手数料 …………

80

１ この手数料は，出願人すべてが発明者でもある場合に９５％減額され，出願人すべてが非営利機関又は組織でもあ
る場合には９０％減額される。両方の種類の出願人が行った出願について手数料を支払うとき，出願人すべてが
発明者又は非営利機関若しくは組織でもある場合，手数料は９０％減額される。
２ ベラルーシに居住する自然人及び法人はベラルーシ・ルーブル（BYR）建の相当額で支払うこともできる。
３ この手数料は，
いずれの者に対しても特許発明又は実用新案の使用を認める用意がある旨を公告するよう国内官庁
に通知した場合には５０％減額され，所定の期間満了後１２か月以内に支払われた場合には５０％増額される。
(2017年7月27日)
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手数料の支払方法
手数料はウクライナ・グリブナ（UAH)，又はユーロ（EUR）若しくは米国・ドル（USD）による相当額で支払うこ
とができるが，付与手数料はUSD４で支払うべきである。支払にはすべて，出願人の氏名若しくは名称，支払う手数
料の額及び種類，並びに出願番号（判明していれば国内出願番号，国内出願番号が不明であれば国際出願番号）を表
示しなければならない。
付与手数料を除く手数料の支払先は次のとおり。
受取人：

State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute”

企業コード： 31032378
受取人銀行： JSB “State Export-Import Bank of Ukraine” (JSC Ukreximbank),
127 Antonovycha str., Kyiv, 03150, Ukraine
SWIFTコード： EXBSUAUX
UAH口座番号： 26008020020371
EUR口座番号： 26008020020371/978
USD口座番号： 26008020020371/840
ウクライナ国内に恒久的住所を有する自然人及び法人は付与手数料を次に支払わなければならない。
受取人：

Treasury department in Pecherskyi district/22090300

統一国家登録簿番号：38004897
受取人銀行：

The Main Department of the State Treasury Service of Ukraine in Kyiv

銀行コード：

820019

受取人口座：

31418701700007

ウクライナ国外に恒久的住所を有する自然人及び法人は付与手数料を次に支払わなければならない。
受取人：

Kijv City Council Executive Board (Kjiv City State Administration)
Finance Department, 36 Khreschatyk street, Kjiv, 01044, Ukraine

統一国家登録簿番号：02317474
銀行コード：

322313

受取人銀行： JSC “THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE” Kyiv, Ukraine
SWIFTコード： EXBSUAUX
USD口座番号： 25420010092523/840
BYR口座番号： 25420010092523/933

４ 脚注２を参照。

(2017年7月27日)
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(2013年7月4日)
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