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PCT ニュースレター（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 条約及び規則と国内法令との不適合通知の取下げ 

ウガンダ (PCT 第 22 条(1)) 

2002 年 4 ⽉ 1 ⽇付けで発効した修正 PCT 第 22 条(1) の国内法令との不適合の通知 (PCT Newsletter 
2002年2⽉号の表紙参照) に関連して、指定官庁としての司法省・登録⻑官部特許登録室 (ウガンダ) は、
2015 年 4 ⽉ 1 ⽇から当該不適合通知を取り下げた旨を国際事務局 (IB) に通知しました。これにより
PCT 第 22 条(1) に基づく 30 ヶ⽉の期限は 2015 年 4 ⽉ 1 ⽇から適⽤されるため、この⽇付またはそ
れ以降に 21 ヶ⽉の期限の満了したウガンダに国内段階移⾏する国際出願や、出願⼈が PCT 第 22 条(1) 
に参照される⾏為をまだ⾏っていない国際出願に関して適⽤されます。以下の PCT 関連資料が更新され
ました。 

“PCT 第 I 章 及び第 II 章に基づく国内/広域段階移⾏期限” の表は、以下のリンクをご覧ください。 

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

“PCT 留保、宣⾔、通知及び不適合” の表は、以下のリンクをご覧ください。 

http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html 

PCT 出願⼈の⼿引・国内編、概要 (UG) は、以下のリンクをご覧ください。 

http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol2/annexes/ug.pdf 

TR トルコ (PCT 規則 49 の 3.1 及び 49 の 3.2) 

トルコ特許商標庁 (Turkpatent) は指定官庁 (⼜は選択官庁) (DO/TR) として、2017 年 1 ⽉ 10 ⽇か
ら以下の国内法令との不適合通知を取り下げることを IB に通知しました。 

 PCT 規則 49 の 3.1(g) に基づく通知 (受理官庁による優先権の回復の効果) (PCT Newsletter 
2006 年 6 ⽉号、4 ページ参照）及び 

 PCT 規則 49 の 3.2(h) に基づく通知 (指定官庁による優先権の回復) (PCT Newsletter 2006 
年 6 ⽉号、5 ページ参照） 

その結果、2017 年 1 ⽉ 10 ⽇またはその⽇以降に国内段階へ移⾏する国際出願に関して、以下の PCT 
規則がそれぞれ Turkpatent により適⽤されます。 
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 PCT 規則 49 の 3.1(a)〜(d) 及び 

 PCT 規則 49 の 3.2(a)〜(g) 

つまり、2017 年 1 ⽉ 10 ⽇以降に国内段階に移⾏した国際出願に関して、DO/TR は優先権の回復の請
求を考慮するようになり、そして必要な条件を満たされれば受理官庁 (RO) としての他の官庁が下した
決定を DO/TR は受け⼊れることになります。 

さらに、当該官庁は DO の資格において、指定 (⼜は選択) 官庁1としての当該官庁が受領する回復の請
求に関して、PCT 規則 49 の 3.2(g) に基づき、 “相当な注意” の基準を適⽤し、当該請求の⼿数料は
1,890 トルコリラである旨を IB に通知しました。 

当該通知に伴い、PCT 出願⼈の⼿引・国内編、概要 (TR) と同様に、それぞれ “優先権の回復” と “PCT
留保、宣⾔、通知及び不適合” の表も更新されました。以下のリンクをご参照ください。 

(優先権の回復) http://www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html 

(留保及び不適合) http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html 

USPTO における予想外の重⼤な電⼦ビジネスシステムの停⽌状態として指定された期間に、特
許出願を電⼦的に提出する際の⼿続 

2018 年 8 ⽉ 15 ⽇から 23 ⽇の期間、⽶国特許商標庁 (USPTO) が “予想外の重⼤な電⼦ビジネスシス
テムの停⽌状態” を経験したことに伴い、PCT 出願⼈は受理官庁としての USPTO (RO/US) に対し電⼦
出願システムを⽤いて国際出願 (及び国際出願に関する他の書類) を提出することができなくなりまし
た。今回と今後に他のシステムが停⽌状態になり得る予測を踏まえて、USPTO は、予想外の重⼤な電⼦
ビジネスシステムの停⽌状態と指定された期間に、”代替電⼦⼿段” による特許出願の提出に関する⼿続
を定める通知を発⾏しました。当該通知には、連邦規制基準 37 CFR 1.445(a)(1)(ii) により規定されて
いる送付⼿数料のうち⾮電⼦出願⼿数料の額の還付を受ける (⼜は⾮電⼦出願⼿数料がまだ⽀払われて
いない場合には、当該⼿数料の⽀払いを回避する) ⽅法についての情報も含まれています。 

関連する代替出願⼿段は、アメリカ郵便公社の Priority Mail Express® (速達郵便サービス)2、若しくは
⼿渡しのように、連邦規制基準 37 CFR 1.6 により許容されているものです。加えて、出願の写しが適
切な期間内に EFS-Web (⼜は新しいツールの “Patent Center”) を介して提出されなければなりません。 

RO/US が、国際出願番号及び国際出願⽇の通知書 (様式 PCT/RO/105) とともに、⼿数料を要求する旨
が記載されている、所定の⼿数料の納付に関する通知書 (様式 PCT/RO/102) を発⾏した場合、様式
PCT/RO/102 に表⽰される期限の満了前に、後続の書類として出願の写しを提出する必要があります。
PCT 規則 16 の 2.1(d)の規定に基づき、RO/US が⼿数料の納付の補正命令書 (様式 PCT/RO/133) を
送付する前に受領した⽀払は、様式 PCT/RO/102 に表⽰される期間の満了前に受領したものとみなされ

                                                  

 

1 Turkpatent は、PCT 規則 26 の 2.3 に基づき RO としての当該官庁が受領する回復の請求に関して、すでに相当な注意の基準を適⽤してい

ることにご留意ください。 

2 出願が当該サービスを利⽤して提出されない限り、出願⽇は出願がバージニア、アレクサンドリアにある USPTO 本部で受理される⽇となり

ます。 
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ます。USPTO は、様式 PCT/RO/133 の発⾏に先⽴ち、不⾜している⼿数料の⽀払とともに提出された
出願の写しの処理を⾏うことで、様式 PCT/RO/102 に表⽰される期間の満了前に受領したものとして取
り扱います。 

RO/US が、様式 PCT/RO/105 とともに⼿数料を要求する旨が記載されていない様式 PCT/RO/102 を発
⾏した場合、様式 PCT/RO/105 の発⾏⽇から 1 ヶ⽉以内に、後続の書類として出願の写しを提出する必
要があります。 

EFS-Web (⼜は Patent Center) を介して提出された国際出願の写しは、新規の出願としてではなく、
出願の後続書類として提出されるべきです。またその写しは、予想外の重⼤な電⼦ビジネスシステムの
停⽌状態として指定された期間に、代替出願⼿段で提出された元の出願の正謄本である旨の陳述と共に
提出されるべきです。出願⼈は、出願に付与される PCT 番号を特定する様式 PCT/RO/105 を受け取る
まで、出願の写しを提出すべきでない点にご留意ください。 

上述のような事情で代替電⼦⼿段で提出された出願が、必要な要件を満たしている場合には、USPTO の
電⼦出願システムで提出されたものとみなされるため、上述の送付⼿数料の⾮電⼦出願⼿数料の額は発
⽣しません。しかしながら、上述の⼿続に従っても、国際出願⼿数料の電⼦出願の減額を受けることに
はならない点にご留意ください。 

電⼦ビジネスシステムの停⽌状態の事態においては、出願⼈は、必要な外国出願許可証が得られている
のであれば、RO/US に対してよりもむしろ直接、受理官庁としての国際事務局への国際出願の提出を検
討するとよいでしょう。 

様式 PTO/SB/448 を含む、当該⼿続に関する詳細は、以下の USPTO のウェブサイトをご覧ください。 

https://www.uspto.gov/patent/fees-payment-information/filing-patent-applications-electr
onically-during-designated 

PCT 特許審査ハイウェイ (PCT-PPH) 試⾏プログラム 

新たな試⾏プログラムの開始 (英国とブラジル及びデンマークとブラジル) 

知的所有権庁 (英国) と国⽴⼯業所有権機関 (ブラジル) (INPI)間 (2018 年 8⽉1⽇から)、及びデンマ
ーク特許商標庁と INPI 間 (2018 年 9⽉1⽇から) で、新たな⼀⽅向 PCT-PPH 試⾏プログラムが開始し
ました。 

本試⾏プログラムでは、国際調査機関 (ISA) 若しくは国際予備審査機関 (IPEA) からの肯定的な⾒解書、
⼜は肯定的な特許性に関する国際予備報告書 (IPRP) (第 II 章) を ISA/IPEA としての INPI が作成した
PCT 出願に基づいて、英国とデンマーク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。 

INPI と知的所有権庁 (英国) 間の PCT-PPH 試⾏プログラムに関する詳細は、以下のリンクから本試⾏
プログラムに関する⽂書のパート 2 をご覧ください。 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment
_data/file/729736/PPH_Filing_Instructions.pdf 

INPI と DKPTO 間の PCT-PPH 試⾏プログラムに関する情報は、以下のリンク先をご覧ください。 

http://internationalcooperation.dkpto.org/patent-prosecution-highways/pphpct-pph-betwe
en-denmark-and-brazil.aspx 
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http://internationalcooperation.dkpto.org/media/23037362/pct-pph%20brazil%20guidelin
es.pdf 

PPH 試⾏プログラムの PCT 成果物を含める拡張 (カナダと中国) 

2018 年 9 ⽉ 1 ⽇から、カナダ知的所有権庁 (CIPO) と中華⼈⺠共和国国家知識産権局 (SIPO) 間の既
存の PPH 試⾏プログラムが、PCT 成果物を含む PCT-PPH プログラムに拡張されました。これにより、
国際調査機関 (ISA)/国際予備審査機関 (IPEA)としての資格においてもう⼀⽅の庁が作成する、ISA 若
しくは IPEA からの肯定的な⾒解書、⼜は肯定的な特許性に関する国際予備報告書 (IPRP) (第 II 章) を
得た PCT 出願に基づいて、カナダと/⼜は中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。 

詳細は、以下のリンクからご覧ください。 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr03676.html 

http://www.cnipa.gov.cn/ztzl/zlscgslpphzl/pphzn/1131896.htm 

PCT ウェブサイトの PCT-PPH のページは、本試⾏プログラムの新たな情報を含んで更新されました。
以下のリンクからご参照ください。 

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

協働調査及び審査に関する最新情報 

欧州特許庁: 協働調査及び審査試⾏プロジェクトに関して達した割当件数 

先⽉号 (2018 年 7－8 ⽉号) の PCT Newsletter では、協働調査及び審査 (CS&E) 試⾏プロジェクトの
詳細を提供しました。本試⾏プロジェクトでは、五⼤特許庁 (IP5 Offices) (欧州特許庁 (EPO)、⽇本国
特許庁、韓国知的所有権庁、中華⼈⺠共和国国家知識産権局と⽶国特許商標庁) の全てが、特定の国際
出願に関する国際調査報告書及び⾒解書に貢献します。また、本試⾏プロジェクトでは、出願⼈が参加
申請書を提出した出願において実施され、出願⼈、技術分野、およびその他の要素の典型的な分布が構
成されるように出願が最適に選択されます。各参加五⼤特許庁は、主国際調査機関 (ISA) として初年 
(2018 年 7 ⽉から 2019 年 6 ⽉まで) はおよそ 50 件、そして 2 年⽬ (2019 年 7 ⽉から 2020 年 6 ⽉
まで) も同様の件数の国際出願を処理します。結果として、各五⼤特許庁はピア ISA として 1 年間にお
よそ 200 件の国際出願も処理します。 

EPO は、主 ISA として、本試⾏プロジェクトですでに 40 件以上の英語での出願を受理した旨を国際事
務局 (IB) に通知しました。これらの出願は全ての技術分野にわたり、受理官庁としての EPO、USPTO
及び IB に対して出願されたものです。EPO は、2019 年 1 ⽉から開始予定の仏語と独語のおよそ 10 件
の国際出願で本年度の割当件数を終了したい意向があるため、英語での国際出願に基づく試⾏プロジェ
クトへの新規の参加申請書は受理できません。英語で出願する PCT 出願⼈で、主 ISA としての EPO の
試⾏プロジェクトの参加にまだ関⼼がある⽅は、2019 年 7 ⽉ 1 ⽇に開始する本試⾏プロジェクトの 2
年⽬の運⽤フェーズにできる限り早期に申請することをお勧めします。当運⽤フェーズでは、2 組⽬の
50 件の国際出願が EPO により受理される予定です。 

詳細は、以下のリンクから、EPO のウェブサイト上に掲載されている情報をご覧ください。 

  https://www.epo.org/service-support/updates/2018/20180914.html  

その他の参加官庁に関しては、まだ初年の出願件数の制限には達していません。 
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本 CS&E 試⾏プロジェクトの詳細は、以下のリンクから、PCT ウェブサイトをご覧ください。 

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

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 

以下の官庁は、2018 年 10 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。 

 国⽴⼯業所有権機関 (ポルトガル) (ePCT 出願機能⼜は 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すでに受理しています)。 

 ポーランド共和国特許庁 (ePCT 出願機能⼜は EPO オンライン出願機能を⽤いて電⼦的に提出さ
れる国際出願をすでに受理しています)。 

 国家発明商標庁 (ルーマニア) (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
をすでに受理しています)。 

 リトアニア共和国国家特許局) (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
をすでに受理しています)。 

(PCT 出願⼈の⼿引 附属書 C (LT、PL、RO 及び PT) が更新されました。) 

PCT 最新情報 

CN: 中国 (⼿数料) 
CO: コロンビア (電⼦メールアドレス) 
KH: カンボジア (管轄国際調査及び予備審査機関) 
LA: ラオス⼈⺠⺠主共和国 (管轄国際調査及び予備審査機関) 
LT: リトアニア (電⼦出願) 
LU: ルクセンブルグ (国内段階移⾏のための翻訳⽂に関する要件) 
PL: ポーランド (電⼦出願) 
PT: ポルトガル (電⼦出願、⼿数料) 
RO: ルーマニア (電⼦出願) 
SE: スウェーデン (⼿数料) 
UG: ウガンダ (官庁の名称、所在地、あて名、電話及びファックス番号、電⼦メール及びインターネッ
トアドレス、国際型調査に関する規定、国内段階移⾏期限) 

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)、
インド特許庁、ウクライナ経済開発通商省 知的所有権部、中華⼈⺠共和国国家知識産権局、スウェーデ
ン特許登録庁) 

補充調査⼿数料 (連邦知的所有権⾏政局 (ROSPATENT) (ロシア連邦)、ウクライナ経済開発通商省 知
的所有権部) 
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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 (ウクライナ経済開発通商省 知的所有権部、スウ
ェーデン特許登録庁) 

PCT 関連資料の最新/更新情報 

会合⽂書 (PCT 総会) 

2018 年 9 ⽉ 24 ⽇から 10 ⽉ 2 ⽇までの期間、ジュネーブで開催される、国際特許協⼒同盟 (PCT 同盟) 
(PCT 総会) の第 50 回 (第 29 回臨時) の会合のための⽂書が作成されました。以下のリンクからご利
⽤ください。 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=47815 

願書様式及び国際予備審査請求書様式 (中国語版) 

願書様式 (PCT/RO/101) 及び国際予備審査請求書様式 (PCT/IPEA/401) の中国語版が 2018 年7⽉1
⽇付けで修正され、以下のリンクから、それぞれ修正可能な PDF 形式でご利⽤いただけます。 

http://www.wipo.int//pct/zh/forms/request/ed_request.pdf 

http://www.wipo.int/pct/zh/forms/demand/ed_demand.pdf 

修正されたロシア語版 PCT 受理官庁向けガイドライン 

2018 年 7 ⽉ 1 ⽇に修正されたロシア語版 PCT 受理官庁向けガイドラインの全⽂は、以下のリンクから
ご利⽤いただけます。 

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

2017 年 WIPO PCT 顧客満⾜度調査 

2017 年に第 3 回 PCT 顧客満⾜度調査が実施されました。本調査は、PCT の全ての⾯に関する顧客満⾜
度を評価する試みで実施され、提供されているどのサービス分野が改善されるべきかの決定に役⽴てら
れます。 

本調査は 9 ⾔語で⾏われ、15 カ国から延べ 2,000 ⼈以上の回答があり、PCT 制度全体に対して、また
IB や他の官庁/機関に対しての回答も⾼い満⾜度が⽰され、2015 年の前回の PCT 満⾜度調査で⽰され
た基準値を上回る改善を⾒せました。主な結果を以下に列挙します。 

 WIPO が提供する PCT の情報やサービスに対する全体の満⾜度指標は 90%を維持した。 

 WIPO が提供する PCT の研修に対しては 94%の顧客満⾜度の評価を受けた。 

 他の官庁や機関全体として、また受理官庁、国際調査機関、及び国際予備審査機関としてのさま
ざまな資格において提供する PCT サービスに対しては 91%の顧客満⾜度の評価を受けた。 

 ユーザは、PCT の問い合わせ先担当職員の品質 (親切さ、有能性、解決主導型、対応能⼒) と同
様にインフォメーションシステム、及び研修プログラムの品質についても確認した。 
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 WIPO PCT 以外のサービスについて認識されている品質は良好だが、PCT ユーザからは、受理官
庁職員の対応可能性や、国際調査機関の⾒解書及び国際予備審査報告書の品質を含む、多くの具
体的な改善提案を受けた。 

IB では、当事務局が提供するサービスに対してユーザからお寄せ頂いた改善提案の分野に取り組んでお
ります。個々の官庁がさまざまな PCT の資格において提供する PCT サービスに対してお寄せ頂いた特定
の問題やご意⾒は、関連する各官庁へ連絡いたします。 

調査結果は、以下のリンクをご覧ください。 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_11/pct_wg_11_presentation_user_surv
ey.pdf 

当調査にご協⼒くださった⽅々に感謝申し上げます。IB は可能な限りこれらのご意⾒に対応してまいり
ます。本調査に参加いただけなかった⽅は、PCT 法務部の電⼦メールアドレス (pct.legal@wipo.int) ま
でいつでもご意⾒をお送りください。次回の調査は 2019 年に実施する予定です。 

WIPO Pearl 最新情報 

WIPO Pearl は WIPO の多⾔語の専⾨⽤語ポータルであり、PCT の全 10 公開⾔語における、PCT 出願
や国内特許⽂献から取得された豊富な科学技術専⾨⽤語や主要な PCT の法律⽤語へのアクセスを無料で
提供しています。本ポータルは、これらの⾔語間の正確かつ⼀貫性のある⽤語の使⽤を促進し、科学技
術知識の検索及び共有を簡単にしています。 

専⾨⽤語データベースの拡充  

WIPO Pearl の専⾨⽤語データベースに、15,000 件の新しい⽤語と 2,500 件の新しい概念関連性が追加
され更新されました。データベースには WIPO PCT の⾔語専⾨家によって全て検証された 160,000 件
以上の特許⽤語が現在収録されています。合計 17,000 件 (85%) の概念がデータベース内で他の概念
と関連付けられ、”コンセプトマップ検索” でこのような関連性を調べることができます。また、機械学
習アルゴリズムを介して作成される未検証の “コンセプトクラウド” では、さらなる関連性を表⽰する
ことができます。 
 
コンセプトマップ検索は、”コンセプトパス検索” と呼ばれる機能も含んでいます。当該機能では、10
⾔語のいずれかにおいて、ユーザが⼆つの概念を結ぶ経路 (パス) を⾒つけ、その経路上にある関連す
る概念を全て確認することができます。また、それらの⽤語の全て⼜は⼀部と、必要に応じてその類義
語とを PATENTSCOPE へ送り、複合キーワード検索において利⽤することもできます。これにより、
的確に対象を絞った⽅法で PATENTSCOPE から⽂献を取得することができます。なお、”⽤語検索”にも
PATENTSCOPE へのリンクを含んでおり、データベースから取得された⽤語は、PATENTSCOPE コー
パスで直接検索され、当該⽤語を含む全ての特許⽂献を割り出します。 

カナダ政府との共同研究 

当該更新は、カナダ政府 翻訳局の⽤語標準化部⾨との共同研究による、110 の⽤語の多⾔語での対訳デ
ータを含んでいます。本研究では、対話型インターフェースの画期的な⼈⼯知能、すなわちチャット・
ボットを⽤いて重要な⽤語を定義しました。⽤語とコンセプトマップは、コンコルディア⼤学、ダルハ
ウジー⼤学、ラヴァル⼤学（全てカナダ）、及びマイクロソフト・カナダの当該分野での専⾨家により検
証されました。 
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⼤学との共同研究 

今回の新たな更新では、以下の⼤学の学⽣により提供され、WIPO の検証を経て収録された、540 の⽤
語の多⾔語での対訳データも含みます。ダブリンシティ⼤学 (アイルランド) 、チューリッヒ応⽤科学
⼤学 (スイス)、マンチェスター⼤学 (英国)、イリノイ⼤学アーバナ・シャンペーン校 (⽶国) 

このような専⾨⽤語の共同研究への参加に関⼼をお持ちの⼤学がございましたら、電⼦メールアドレス 
(wipopearl@wipo.int) にて WIPO までご連絡ください。 

WIPO Pearl は、以下のリンクからご利⽤いただけます。 

http://www.wipo.int/reference/ja/wipopearl/ 

PATENTSCOPE 検索システム 

パワーポイントプレゼンテーション 

2017 年 11 ⽉から 2018 年 7 ⽉の期間に、PATENTSCOPE 検索システムに関する以下のウェビナーが
提供されました。 

 複雑な検索式を作成するための異なるインターフェース、機能、オペレーター等の組み合わせ⽅
法 (2017 年 11⽉) 

 2017 年の回顧及び今後の予定 (2017 年 12⽉) 

 化学検索機能の利⽤⽅法 (2018 年 1⽉) 

 複雑な検索式の作成⽅法 (2018 年 2⽉) 

 異なる翻訳ツールの実演 (2018 年 3⽉) 

 PATENTSCOPE で利⽤可能な機能とツール (2018 年 4⽉) 

 基本的な検索機能の実演 (2018 年 5⽉) 

 複雑な検索式に関連するケーススタディ (2018 年 6⽉) 

 化学構造検索の実演 (2018 年 7⽉) 

上述のウェビナーで使⽤されたパワーポイントのスライドは、以下のリンクからご利⽤いただけます。 

  http://www.wipo.int/patentscope/en/webinar/ 

実務アドバイス 

国際調査及び予備審査⼿続において作成されるさまざまな報告書の違い 

Q: 国際調査報告書、国際調査機関の⾒解書、特許性に関する国際予備報告書 (第 I 章) 及び特許性に関
する国際予備報告書 (第 II 章) の違いと概要を説明してもらえるでしょうか？ 

A: 国際調査及び予備審査機関や国際事務局 (IB) によって作成される報告書にはさまざまな種類があ
りますが、それらの報告書は相互に強く関係しています。これらの報告書は通常、国際段階の異なる時
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期に作成され、報告書のいくつかは任意であって出願⼈の請求を受けてのみ作成されます。さまざまな
報告書の簡単な説明と⽐較は、以下のとおりです。 

1. 国際調査報告書 (ISR) 

ISR (様式 PCT/ISA/210) は、(PCT 第 17 条(2)(a) に規定される ISR を作成しない旨の宣⾔3を⾏って
いない場合、)国際調査機関 (ISA) によって、ISA における調査⽤写し (つまり、国際出願の ISA ⽤の
コピー) の受領から 3 ヶ⽉の期間⼜は優先⽇から 9 ヶ⽉の期間のうちいずれか遅く満了する期間に、作
成されます (PCT 規則 42)。 

ISR は、ISA の⾒解書、特許性に関する国際予備報告書や、国際予備審査機関 (IPEA) ⼜は指定 (若し
くは選択) 官庁による国際出願の審査の基礎となるものです。ISR にはとりわけ、請求の範囲に記載さ
れた発明に関連すると考えられる⽂献の引⽤、(国際特許分類による) 本発明の主題の分類、及び検索さ
れた技術分野の表⽰と共に、検索された電⼦データベースが記載されます。ISR は引⽤された⽂献が関
連する請求の範囲を特定し、また、引⽤された⽂献のカテゴリの表⽰と新規性若しくは進歩性の評価に
関する関連性も含みます。 

さらに、ISR には、ISA が出願⼈の提出した発明の名称及び要約を承認する旨を表⽰し、⼜は、これら
の要素の⼀つ若しくは両⽅を承認しない場合には、ISR には ISA が作成した発明の名称及び/⼜は要約の
本⽂を添付します (PCT 規則 44.2 参照）。ISR には、⾒解の表明、理由、論証⼜は何らかの説明が含ま
れていない点 (PCT 規則 43 参照) に注意することが重要です。 

ISR が作成されると、出願⼈と IB に送達されます。IB は、国際出願が公開される⽇に PATENTSCOPE
上で ISR を公開します (ISR が公開の技術的な準備の完了後に受領された場合を除きます4。またその場
合には受領後できる限り速やかに公開されます)。 

出願⼈が ISR に応答するための規定はありませんが、ISR を受け取った後、出願⼈は PCT 第 19 条に基
づき、国際出願の請求の範囲について 1 回に限り補正をすることができます。 

2018 年 7 ⽉ 1 ⽇に開始された新たな協働調査及び審査の試⾏プロジェクトでは、主要な ISA の 5 機関 
(IP5 Offices (五⼤特許庁)) の協働作業に基づいた⼀定件数の ISR が作成されます。詳細については、
PCT Newsletter 2018 年 7-8 ⽉号をご参照ください。 

2. ISA の⾒解書 

ISA は ISR を作成すると同時に、本発明の特許性に関する暫定的かつ拘束⼒のない⾒解である⾒解書
(WO-ISA) (PCT/ISA/237) を作成します。また、⾒解書では、国際出願が条約及び規則の要件に適合
しているのか否かを、ISA が点検します。WO-ISA には、ISR に含まれる参考⽂献の関連性の詳細な説
明が含まれており、それらが本発明の潜在的な特許性にどのように影響するかを分析します。つまり、
請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの (つまり⾃明のものでは

                                                  

 

3 ISAが、当該国際出願の対象が規則により国際調査機関による調査を要しないとされているものであると認め、かつ、当該国際出願について

調査を⾏わないことを決定した場合に起こり得ます。また、当該国際調査機関が、明細書、請求の範囲⼜は図⾯が有意義な調査を⾏うことがで

きる程度にまで所定の要件を満たしていないと認めた場合も同様です。 

4 国際出願の公開は通常、優先⽇から 18 ヶ⽉を経過した後速やかに⾏われます (PCT 第 21 条(2)(a))。 
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ない)、及び産業上の利⽤可能性を有するものと認められるかどうかです。本報告書は、国際予備審査の
期間に国際予備審査機関 (IPEA) によって作成される⾒解書の対象 (以下を参照) と⾮常に似ています。
WO-ISA の⽬的上、関連する先⾏技術の⽇付は優先⽇であり、⼀⽅ ISR の先⾏技術の⽇付は国際出願⽇
である点にご留意ください。 

WO-ISA は、ISR と同時に IB 及び出願⼈に送達され、国際出願が公開される⽇に PATENTSCOPE でも
公衆に閲覧可能になります (IB が公開の技術的な準備の完了後に本⾒解書を受領した場合を除きます。
またその場合には受領後できる限り速やかに公開されます)。 

PCT 規則には、出願⼈が WO-ISA について意⾒を述べる特別な規定はありませんが、WO-ISA に完全に
満⾜しておらず、コメント、抗弁⼜は意⾒の提出を希望する出願⼈は、国際予備審査の請求を⾏わなか
った場合には、IB へ “⾮公式コメント” を提出することができます (⾮公式コメントの提出に関する詳
細は、PCT Newsletter 2015 年 1 ⽉及び 4 ⽉号参照) (PCT 規則 43 の 2 参照）。 

3. 補充国際調査報告書 

“主” 国際調査に加えて、出願⼈は、追加⼿数料の⽀払後、補充国際調査を提供する ISA の⼀機関へ当該
サービスを請求するオプションがあります。補充調査の⽬的で指定された機関は、補充国際調査の開始
前に ISA が作成した ISR 及び WO- ISA の書類が利⽤可能である場合には、それらを考慮して、提出さ
れた国際出願に関して調査を⾏います。補充国際調査報告書 (SISR) (PCT/SISA/501) には⾒解書は添
付されませんが、別の⾒解書に含まれていなかった引⽤や調査範囲に関する説明を含む場合があります。
SISR は優先⽇から 28 ヶ⽉の期間内に作成されるものとし、IB が受領した時点で PATENTSCOPE で閲
覧可能になります。当該サービスは完全に任意のものですが、先⾏技術のより完全な概観を希望する場
合や、特に特定⾔語での調査が望ましい状況においては、関⼼を持たれるかもしれません (PCT 規則 45
の 2 参照）。 

4. 特許性に関する国際予備報告書 (第 I 章) (IPRP Ch.I) 

国際予備審査請求が提出されず、国際予備審査報告書が作成されない場合には、WO-ISA は、IB が ISA
に代わって”特許性に関する国際予備報告書 (特許協⼒条約の第 I 章)” (以下、”IPRP Ch.I”) 
(PCT/IB/373) という表題の報告書を発⾏する際の基礎となります (PCT 規則 66.1 の 2(a)参照)。IB
は、出願⼈により提出された⾮公式コメントとともに、指定官庁に IPRP Ch.I の写しを送達します。ま
た、優先⽇から 30 ヶ⽉の期間の満了後に公衆閲覧のために PATENTSCOPE でも閲覧可能になります 
(PCT 規則 44 の 2 参照）。 

5. 特許性に関する国際予備報告書 (第 II 章) (IPRP Ch.II) (いわゆる国際予備審査報告書) 

国際出願に関する国際予備審査請求が提出された場合、IPEA がその逆の⾒解を IB に通知しない限り、
WO-ISAは通常、最初の⾒解書としてIPEAにより利⽤されます。そして出願⼈は、PCT規則54の2.1(a)5

に規定する期間の満了前に、必要に応じて IPEA に答弁書を補正書とともに提出するよう求められます 
(PCT 規則 43 の 2.1(c))。たとえ WO-ISA が IPEA の⾒解書とはみなされないとしても、IPEA によって
考慮されるでしょう。また IPEA は、ISR の作成⽇以降に発⾏された⼜は IPEA に利⽤可能となった関連
する先⾏技術⽂献を発⾒するための必須の ”トップアップ調査” も⾏います。IPEA は、例外的に、追加

                                                  

 
5 国際予備審査請求は、次の期間のうちいずれか遅く満了する期間までに⾏うことができます。出願⼈へのISR (⼜はPCT第17条 (2)(a) の宣

⾔)、及びPCT規則43の2.1に基づき作成された⾒解書の送付から3ヶ⽉、⼜は優先⽇から22ヶ⽉。 
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の⾒解書を発⾏することができ、その場合には、出願⼈は追加の補正書や答弁書を提出する機会が与え
られます。 

最後に、IPEA は発明の特許性に関する拘束⼒のない⾒解書である、IPRP Ch.II (PCT/IPEA/409) を作
成します。本報告書には、新規性、進歩性及び産業上の利⽤可能性の基準に適合していると認められる
かどうかについて、基本的にそれぞれの請求の範囲に関しての記述を含みます。また本報告書には、そ
の結論を裏付けると思われる⽂献の列記も添付されます。本報告書が補正された形式の PCT 出願を基礎
としている場合には、補正書を含む全ての⽤紙の写しが本報告書に添付されます。IPRP Ch.II は通常 、
優先⽇から 28 ヶ⽉が経過する前に発⾏され、出願⼈と IB に送付されます。IB は選択官庁に対して報告
書の写しを閲覧可能にしますが、例えば国内段階への早期移⾏が請求されているような場合に出願⼈が
PCT 第 40 条(2) に基づき選択官庁に対して明⽰的に請求を⾏わない限りは、通常は優先⽇から 30 ヶ⽉
が経過する前には⾏われません。本報告書は、優先⽇から 30 ヶ⽉が経過した後、PATENTSCOPE 上で
公衆の閲覧が可能になります (PCT 規則 70 参照)。 

 

 

 


