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概
要
ＺＷ

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(1)に基づく期間
：優先日から３０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

英

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，最初に提出したもの・補正されたものの双方，及
びＰＣＴ第１９条に基づく説明書)・図面の中の説明・要約書

語

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・要約書（それらのいずれかが補正された場合には，
最初に提出したもの・国際予備審査報告の附属書により補正さ
れたものの双方）
国際出願の写しを要求されるか？

される

国内手数料１

通貨：ジンバブエ・ドル（ZWD）
出願手数料 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ZWD 6,000

国内手数料の免除，割引又は払戻し

な

国内官庁の特別の要件
（ＰＣＴ規則51の2)２，３

ジンバブエでの送達用あて名（代理人による代理は要求されな
いが，代理人を選任した場合には，委任状を提出しなければな
らない）

し

国際出願後に出願人の名義変更があって，国際公開又は国際事
務局からの通知（様式PCT/IB/306）にその旨の表示がない場合
には，譲渡書類
国際出願後に出願人の名称変更があって，国際公開又は国際事
務局からの通知（様式PCT/IB/306）にその旨の表示がない場合
には，出願人の名称変更を証明する書類
国際出願の証明付翻訳文２通
優先権書類の証明付翻訳文４
誰が代理人として行為できるか？

弁理士，法律実務者，特許代理人
登録代理人の一覧は国内官庁から入手できる

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。当該請求に適用される基準及び支払う手数料について
は国内官庁に確認されたい。

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。
２ 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かった場合，国内官庁は通知に定める期
間内に要件を満たすよう出願人に求める。
３ 特別の要件の一覧については，引き続き国内官庁の確認を要する。
４ 関連する発明の特許性を決定することに優先権の有効性が関与している場合。
(2007年6月7日)
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国内段階の手続
ZPL Art.

54(1)(a)

ZW. 01

翻訳文（補充）

出 願の 翻 訳文 中の 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)。
ZW. 02

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ZW.Ⅰに概説されている。
PCT Art.

ZPL Art.

28

ZW. 03

出願の補正

41

出願人は，明細書全体 を許可する前であ ればいつでも，国 際出願を補正又は 補充すること

37

が で きる 。 ただ し， その 補 正又 は補 充 によ って 出 願の 主題 の 範囲 を超 えな い こと を条 件 と
し ， その 請 求は 書面 で行 い ，補 正の 性 格及 び補 正 の目 的を 陳 述す る。 請求 に は所 定手 数 料
（附属書 ZW.Ⅰを参 照）を伴 うべきで ある。許 可後の明 細書の補 正，更に その性質 及び理由
は，特許商標公報に出願 人が公告しなけれ ばならず，誰でも 公告から３箇月以 内に，その補
正に対する異議を登録官に通知できる。
登録官は更に，いずれかの特許出願若しくはその他の書類の誤記若しくは脱落又は

ZPL Art.

54

ZW. 04

ZPR Art.

74-75

翻訳文の誤記の補充，又 は特許法に別段の 規定がない書類の 補正，又は登録官 に対する手続
に関する手続 不備の補 充を認め ることが できる。 この補充 は，所定 の手数料 （附属書 ZW.Ⅰ
を参照）を伴う請求に基づき，又は当該請求なしで行うことができる。

ZPL Art.

16

ZPR Art.

24

ZW. 05

公

告

登録官が明細書全体を 許可した場合，出 願人は，特許商標 公報に通知を公告 しなければな
らず，出願様式，明細書及びその他の書類は，その通知の公告日から公の閲覧に供される。

ZPL Art.

27

ZPR Art.

37

ZW. 06

更新手数料

特許の付与後，特許を 有効に維持するた めには更新手数料 を支払わなければ ならない。最
初の更新手数料は，国際 出願日から３年目 について支払う。 その後の更新手数 料は，国際出
願日の各年の応当日前に 支払わなければな らない。登録官は ，出願人から請求 があった場合
には追加手数料の支払を 条件として，６箇 月を超えない期間 内に更新手数料を 支払うよう期
間を延長する ことがで きる。更 新手数料 の額は附 属書 ZW.Ⅰに表 示する。 追加特許 について
は更新手数料は支払わない。

PCT Art.

24(2)

ZW. 07

期間を遵守しなかったことによる延滞についての許容

48(2)

国内段階6.022から6.027項を参照 。更新手数料を 所定期間内に支 払わなかった ために特許

PCT Rule

82bis

が失効となった所有者は ，その特許が失効 した日から３年以 内に，失効した特 許の回復を所

ZPL Art.

28

定の方法で登録官に申請 できる。回復請求 には，更新手数料 の未払の原因とな った状況につ
いての認証付陳述書を添 付しなければなら ない。登録官は， 追加の証拠提出を 要求でき，又
は出願人に聴聞を許可で きる。登録官が， 更新手数料の未払 は故意によるもの ではなく回復
請求に不当な遅滞がない と納得した場合に は，未払となって いる手数料及び所 定の追加手数
料（附属書 ZW.Ⅰを 参照）を 支払い， 更に回復 請求に対 する異議 の機会を 与えた上 で，その
回復請求を許可できる。
ZW. 08

ＰＣＴ第25条の規定に基づく検査

PCT Art.

25

PCT Rule

51

ZPL Art.

69-71

は，出願人は登録官の決 定に対して，その 決定から３箇月以 内又は特許裁判所 が認める延長

76

期間内に，特許裁判所に上訴することができる。

関係手続は国内段 階6.018から6.021項に概説され ている。特許法 に規定されて いる場合に

(2010年1月14日)
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ZPL Art.

74
76

ZW. 09

上

訴

特許裁判所の命令又は 判決に対しては， 特許裁判所の判決 の日から３箇月以 内又は特許裁
判所が認める延長期間内に，最高裁判所に上訴することができる。

PCT Rule

49bis.1(c)

76.5
ZPL Art.

26

ZW. 10

追加特許

2004年１月１日より前に行 われた国際出願に 関して，出願人 がジンバブエにお いて，国際
出願に基づき，特許に代 えて追加特許の取 得を希望する場合 には，その旨を出 願時の国際出
願（願書の第Ｖ欄）に表 示しなければな らなかった。2004年１ 月１日以降に行わ れた国際出
願に関しては，願書にこ の表示をする部分 が設けられていな いので，出願人は ，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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手

数

附属書ＺＷ．I

料

（通貨：ジンバブエ・ドル）
出願手数料 ……………………………………………………………………………………………………………

6,000

公告手数料 ……………………………………………………………………………………………………………

1,000

明細書の補正手数料
－付与前 ……………………………………………………………………………………………………………

1,000

－付与後 ……………………………………………………………………………………………………………

2,000

訂正手数料 ……………………………………………………………………………………………………………

500

更新手数料：
－第４年度から第10年度，国際出願日から起算，年度ごと ………………………………………………

2,000

－第11年度から第15年度，国際出願日から起算，年度ごと ………………………………………………

3,000

－第16年度から第20年度，国際出願日から起算，年度ごと ………………………………………………

4,000

更新手数料の支払期間延長手数料，月ごと（６箇月以内）……………………………………………………

1,000

失効特許の回復手数料 ………………………………………………………………………………………………

5,000

手数料の支払方法
(ⅰ) すべての手数料は，国内官庁に支払わなければならない。
(ⅱ) 国内手数料は，郵便為替，小切手，銀行為替又は現金で支払うことができる。支払にはすべて，完全な出
願番号，出願人名及び支払う手数料の種類を表示する。

(2003年7月1日)

