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この日本語抄訳では、PCT NEWSLETTER (英語版) 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)” は英語版をご参照

ください。また、記載される内容は英語版が優先します。 

国際事務局のファックス送受信の廃止予定と ePCT システム利用への移行 

国際事務局 (IB) は現在ファックスによる書類の提出を受け付けていますが、IB の電気通信サービス提

供業者が 2018 年 1 月 1 日をもってアナログ回線の提供を停止したことを受け、IB はファックス オー

バー インターネット プロトコル (FoIP) 技術への移行を余儀なくされました (PCT Newsletter 2017

年 12 月号参照)。残念なことに、この技術では送信者には送信が完了したかのように表⽰されるもの

の、送信の一部もしくは全てが喪失される可能性があります。また一部の知財庁では、ファックスの受

領を終了したか、近いうちに終了予定であることを知らせていることにもご注意ください。 

そのため、IB のファックスで提出される PCT 関連書類の受領の終了、ならびにファックスによる通信

の送信の終了の提案に関して、IB は受理官庁 (RO)、国際調査機関 (ISA) や国際予備審査機関 (IPEA) 

および/または指定/選択官庁としての官庁や、PCT 制度のユーザを代表する特定の非政府機関との協議

を行いました1。回答では一般的にファックスサービス終了の必要性に同意を得ました。しかしながら、

ファックスの受領を終了すると、インターネット接続に依存しない代替の通信手段が失なわれるという

懸念がユーザから表明されました。これに関して、電子出願サーバーの停止状態やインターネットサー

ビスの不通における適切なセーフガード/保護手段がユーザに提供されることを確実にするため、IB は

PCT 締約国と引き続き取り組んでいきます。 

ユーザに ePCT システム利用へ移行するためのより多くの時間を提供するために、IB はファックスの運用

を少なくとも 2019 年 2 月末まで継続します。ファックスによる書類の受領終了の具体的な期日は、

2019 年 1 月末までにお知らせします。また、ドキュメントアップロードサービスもまもなく導入さ

れ、WIPO アカウントを利用してサインインする必要なしで、新規国際出願もしくは出願後の書類を含

む、PDF 書類のアップロードが可能になります。ファックスとは異なり、書類の確実な送信が可能にな

りますが、ePCT システムで提供されている追加的利益（減額）や認証機能はありません。このドキュ

メントアップロードサービスは、主として ePCT システムが利用できない場合の緊急時対応サービスと

して開発されたものです。追加の高度な認証 (電子証明書もしくはワンタイムパスワード) を用いての

ePCT の利用では IB だけでなく RO、ISA もしくは IPEA としての他の ePCT 参加庁へも書類をアップ

ロードできます。詳細は ePCT ヘルプページに掲載されています。 

  http://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=820 

                                                   

 

1 PCT 回章 C.PCT 1545 は次のリンクからご覧ください。http://www.wipo.int/pct/en/circulars/2018/1545.pdf 

http://www.wipo.int/pct/en/newslett
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この新しいドキュメントアップロードサービスは 2018 年 11 月後半からデモモードで導入されます。製

品版は 2018 年 12 月初旬に利用可能になる予定です。 

出願人には、利用する全ての官庁の通信サービスについての最新情報を引き続き更新するよう推奨しま

す。官庁が受け付ける通信形式の情報は、PCT 出願人の手引 附属書 B の関連部分に含まれています。 

国際出願の電子出願および処理 

工業所有権登録局 (コスタリカ) による電子形式での国際出願の受理および処理の開始 

受理官庁としての工業所有権登録局 (コスタリカ) は、2018 年 12月1日から、電子形式での国際出願の 

受理および処理を開始することを、PCT 規則 89 の 2.1(d) に基づき国際事務局 (IB) に通知しました。 

当該官庁は ePCT 出願を利用した電子形式で提出される国際出願を受理します。適用される手数料表の

項目4 に掲載された電子出願の手数料減額は、手数料表 I(a) に記載されています。 

電子形式による国際出願の提出に関する当該官庁の要件および運用を含む通知は、まもなく公⽰ (PCT

公報) に掲載されます。以下のリンクからご覧ください。 

  http://www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.html 

PCT 出願人の手引 附属書 C (CR) が更新されました。 

PCT 特許審査ハイウェイ (PCT-PPH) 試行プログラム 

新しい双方向 PCT-PPH 試行プログラム (チリと米国) 

チリ国立工業所有権機関 (INAPI)と米国特許商標庁 (USPTO) 間で、新しい PCT-PPH 試行プログラム

が 2018 年 11 月 1 日から開始されました。この試行プログラムでは、国際調査機関 (ISA) または国際

予備審査機関 (IPEA) としての資格において一方の参加庁が作成する、ISA/IPEA の肯定的な⾒解書も

しくは肯定的な特許性に関する国際予備報告 (IPRP) (第 II 章)を得た PCT 出願に基づき、チリおよび/

または米国の国内段階で早期審査を利用することが可能になります。このプログラムは国内の成果物に

基づく早期審査にもご利用可能です。 

INAPI と USPTO 間の PCT-PPH 合意に関する詳細は、以下のリンクをご覧ください。 

  https://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/w3-article-11454.html  

  http://www.sipo.gov.cn/ztzl/zlscgslpphzl/pphzn/1110649.htm 

PCT ウェブサイトの PCT-PPH ページにこの新規試行プログラムに関する情報が更新されました。以下

のリンクをご覧ください。 

  http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html 

新しい一方向 PCT-PPH 試行プログラム (ユーラシア特許機構と大韓民国) 

ユーラシア特許機構と韓国知的所有権庁 (KIPO) 間で、新しい一方向 PCT-PPH 試行プログラムが

2019 年 1 月 1 日から開始されます。この試行プログラムでは、ISA/IPEA としての資格において KIPO

http://www.sipo.gov.cn/ztzl/zlscgslpphzl/pphzn/1110649.htm
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が作成する、ISA または IPEA からの肯定的な⾒解書もしくは肯定的な特許性に関する国際予備報告 

(IPRP) (第 II 章)を得た PCT 出願に基づき、ユーラシア特許機構に対し広域段階で早期審査を利用する

ことが可能になります。このプログラムは国内の成果物に基づく早期審査にもご利用可能な点にご留意

ください。 

上述の PCT-PPH 合意に関する詳細は、以下のリンクをご覧ください。 

  https://www.eapo.org/pdf/home/international/2018/KIPO_PPH_en_20181004.pdf  

PCT ウェブサイトの PCT-PPH ページ (http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html) にこの新規

試行プログラムに関する情報が 2019 年 1 月 1 日に更新されます。 

WIPO 優先権書類デジタルアクセスサービス 

欧州特許庁 

欧州特許庁 (EPO) は、WIPO の優先権書類デジタルアクセスサービス (DAS) 提供庁および取得庁とし

て 2018 年 11 月 1 日から運用開始しました。しかしながら当面の間は、DAS は EPO での欧州特許出願

と指定もしくは選択官庁としての EPO に対する欧州段階移行の国際出願のみにご利用可能です。DAS

は国際出願には現在ご利用できませんが、EPO は今後国際出願に関する DAS の運用を予定している点

にご留意ください。 

詳細は、以下のリンクをご覧ください。 

  https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2018/10/2018-10.pdf 

年末の国際事務局の閉庁日と公開スケジュール 

国際事務局 (IB) の 2018 年 12月および 2019 年 1月の閉庁日は週末に加え、以下になります: 

2018 年 12月25日 (火) 

2018 年 12月31日 (月) および 

2019 年 1月1日 (火) 

したがって、IB は 2018 年 12月26日 (水) から 28日 (金) までは業務を行い、2019 年 1月2日 (水) か

らは平常通り業務を行います。 

PCT インフォメーションサービスと PCT 電子サービス (e-Services) ヘルプデスクの稼動日および公開

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、2018 年 12月24日 (月) から 2019 年 1月1日 (火) まで業務を停

止します。業務再開は 2019 年 1月2日 (水) 午前 9 時 (中央ヨーロッパ時間 (CET)) です。 

なお、この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 8338) 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質問にお答えします (個別

http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html
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の出願に関しては PCT プロセッシングセクションにお問い合わせ下さい)。詳細は以下のリンクをご参

照ください。 

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

PCT 電子サービス (e-Services) 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。 

2018 年 12月25日 (火):      休止 

2018 年 12月26日 (水) から 28日 (金):   平常通り午前 9 時から午後 6 時 (CET) 

2018 年 12月31日 (月) から 2019 年 1月1日 (火):  休止 

2019 年 1月2日 (水) 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、提出および管理目的のサービスの

ePCT (https://pct.wipo.int)、PCT-SAFE (http://www.wipo.int/pct-safe/ja/index.html) や WIPO デジ

タルアクセスサ－ビス (DAS) (http://www.wipo.int/das/en/) に関する質問にお答えします。 

公開スケジュ－ル 

年末年始の休暇期間に 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、

2018 年 12月27日 (⽊) および 2019 年 1月3日 (⽊)) に公開され、国際公開の目的で考慮されるべき変

更の受領期限に変更はありません (それぞれ 2018 年 12月11日 (火) および 18日 (火) の午前零時 

(CET) です)。 

ウガンダ登録部局による受理官庁としての行動開始 

ウガンダ登録部局 (URSB) は、2018 年 10 月 24 日からウガンダの国民と居住者のための受理官庁とし

て現在行動している旨を国際事務局 (IB) に通知しました。これによりウガンダの国民と居住者は

URSB、アフリカ広域知的所有権機関 (ARIPO) もしくは受理官庁としての IB への出願を選択できま

す。受理官庁としての当該官庁の要件に関する情報は、関連情報が取得でき次第 PCT 出願人の手引 附

属書 C に掲載されます。 

PCT 最新情報 

 

国際出願手数料、調査手数料、補充調査手数料および取扱手数料 (さまざまな官庁) 

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、補充調査手数料および取扱手数料の、所

定の通貨における換算額が、2019 年 1月1日から変更されます。 

PCT 出願人の手引 (英語版)(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、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、JO、JP、KE、KG、KH、KZ、LR、LT、LU、LV、

https://pct.wipo.int)、PCT-SAFE
http://www.wipo.int/pct-safe/en/index.html
http://www.wipo.int/das/en/
http://www.wipo.int/pct/guide/en/
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MD、ME、MT、MW、MX、NI、NL、NO、NZ、OM、PA、PE、PG、PH、PT、QA、RO、

RS、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 およ

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、XV 

 

BH: バーレーン(電話番号、電子メールアドレス) 

BY: ベラルーシ (国内段階移行の特別な要件、手数料) 

CR: コスタリカ (電子メールアドレス、電子出願、手数料、国内段階移行の特別な要件) 

DO: ドミニカ共和国 (要求する写しの部数、手数料) 

EA: ユーラシア特許機構 (手数料) 

IB: 国際事務局 (手数料) 

KR: 大韓民国 (微生物およびその他の生物材料の寄託機関に関する変更) 

LT:リトアニア (インターネットアドレス) 

MD: モルドバ (電話番号) 

MT: マルタ (所在地とあて名、電話番号) 

NZ: ニュージーランド (通信手段、代理人に関する要件、微生物およびその他の生物材料の寄託機関に関

する特別の規定) 

PE: ペルー (手数料) 

SK: スロバキア (あて名) 

UG: ウガンダ (受理官庁の機能) 

受理官庁として行動するウガンダ登録部局 (URSB) についての情報は、上記の “ウガンダ登録部局に

よる受理官庁としての行動開始” をご覧ください。 

 

VN: ベトナム (官庁の名称、電話とファックス番号、電子メールアドレス) 

PCT 関連資料の最新/更新情報 

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支援するため、国際事務局は

EQE の試験委員会との合意に基づき、2018 年 10月31日時点の 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” の完全なテキストの 4 つの PDF ファイルを利用可能にしました。それぞ

れ以下の PCT ウェブサイトに掲載されています。 

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） 



PCT NEWSLETTER －日本語抄訳－ | 2018 年 11 月号 | No. 11/2018 

 

 

6 

 

 

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 受理官庁向けガイドライン 

IB は以前削除されたパラグラフ 116E の包含で修正された PCT 受理官庁向けガイドラインの特定のパ

ラグラフを含む文書 PCT/GL/RO/17 CORR (修正) を掲載しました。文書は以下のリンクからご覧くだ

さい。 

  http://www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html 

ガイドライン最新版の全文は 2019 年初頭にご利用可能になります。 

国際事務局による PCT ウェビナーを依頼する際の電子メールアドレス変更のリマインダー 

PCT Newsletter 2018 年 10 月号に掲載された ”実務アドバイス” ですでにお知らせしましたように、

PCT に関する社内ウェビナー実施の依頼に使用される電子メールアドレスが pct.our@wipo.int から以

下へ変更になったことにご留意ください。 

    pct.training@wipo.int 

WIPO の当座預金口座を利用する際の新たな認証手続 

WIPO の当座預金口座の保有者は、新たな認証手続が 2018 年 11 月 1 日から導入されるため、当座預金

ポータルへアクセスするためには WIPO アカウントのご利用が必要となることにご留意ください。新た

な認証手続についての詳細は、以下のリンクからご覧ください。 

  http://www.wipo.int/finance/ja/current_account/authentication.html 

 

実務アドバイス 
 

⾒解書/IPRP 第 I 章の翻訳文 

Q: 中国語の国際出願を提出し、国際調査機関としての中華人民共和国国家知識産権局 (CNIPA) が作成

した中国語の⾒解書をすでに受け取りました。国際予備審査請求の提出は予定していません。その国際

出願をいくつかの指定官庁の国内段階に早期移行するための準備をしようとしているので、国際調査機

関の⾒解書の英語の翻訳文を受け取れるのかどうか知りたいです。また受け取るのであればいつなので

しょうか？ 

A: 出願人が国際予備審査請求を提出した場合、国際予備審査報告 (IPER) が作成された場合または作

成される予定の場合を除き、国際事務局 (IB) は PCT 規則 44 の 2.1 に基づき、”特許性に関する国際

予備報告 (特許協力条約第 I 章)” すなわち IPRP 第 I 章という表題をつけた国際調査機関 (ISA) の⾒解

書と同一の内容を含む報告書を作成します。IB は通常 (PCT 規則 93 の 2.1 に基づき) この報告書をそ

れぞれの指定官庁へ送達しますが、優先日から３０ヵ月を経過する前であってはなりません。しかしな

がら、出願人が (PCT 第 23(2)条に基づき) 国内段階へ早期に移行するために指定官庁に対して明⽰の

請求を行う場合には、IB は指定官庁もしくは出願人の請求を受け、PCT 規則 43 の 2.1 に基づき ISA が

作成した⾒解書の写しをその指定官庁へ送達します。 

mailto:pct.training@wipo.int
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PCT 規則 44 の 2.3(a) に従い、指定国は自国の国内官庁の公用語以外の言語、もしくは公用語の一言語

で IPRP 第 I 章が作成された場合には、その英語の翻訳文を要求することができます。あなたの事例で

は、国際出願に関しての⾒解書は中国語で作成されたため、中国語が公用語ではない指定官庁は英語の

翻訳文を要求する場合があります。そのような翻訳文が要求される場合には、この翻訳文は関連する指

定官庁の請求を受け、IB によりもしくは IB の責任において作成されます (PCT 規則 44 の 2.3(b))。こ

の翻訳サービスの費用は国際出願手数料で賄われているため、⾒解書の英語の翻訳文に関して IB へ支

払う追加の手数料はありません。 

通常の状況では、IPRP 第 I 章の翻訳文の写しは、IB が元の言語の IPRP 第 I 章を関連する指定官庁に送

達するのと同時に、当該指定官庁 (および出願人) に送付されます。その時期は優先日から３０ヵ月を

経過する前であってはなりません。しかしながら、PCT 第 23(2)条に基づき指定官庁に対して国内段階

への早期移行に関する明⽰の請求を行う予定であれば、指定官庁の請求を受け、IB によりもしくは IB

の責任において⾒解書は英語に翻訳されます (PCT 規則 44 の 2.3(d))。⾒解書の翻訳文の早期の作成を

出願人が直接 IB へ請求する規定は存在しないことにご留意ください。 

IB は翻訳の請求を受理した日から 2 ヵ月以内に翻訳文の写しを関連する指定官庁へ送達します (PCT

規則 44 の 2.3(d))。そしてあなたは様式 PCT/IB/310 (“送達された書類に関する通知”) とともに翻訳文

の写しを同時に受け取るでしょう。 

国際予備審査請求が提出された場合の IPER の翻訳文もしくは ISA の⾒解書についての情報は、PCT 規

則 72 をご参照ください。 

 

 

 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/ 

 


