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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。 
 
 
新 PCT 締約国 

サモア (国コード: WS) 
2019 年 10 ⽉ 2 ⽇、サモアが PCT への加⼊書を寄託し、これにより 153 番⽬の PCT 締約国となり、
2020 年 1 ⽉ 2 ⽇より PCT に拘束されます。その結果、2020 年 1 ⽉ 2 ⽇以降に出願されるすべての国
際出願はサモアの指定を⾃動的に含むことになります。また、サモアは PCT 第 II 章に拘束されること
になるため、2020 年 1 ⽉ 2 ⽇以降に出願される国際出願についてなされる予備審査請求ではサモアを
⾃動的に選択することになります。 

さらに、サモア国⺠および居住者は 2020 年 1 ⽉ 2 ⽇より PCT 国際出願をする資格を有することになり
ます。 

サモアは PCT 第 64 条(5) の規定に従い、(特許協⼒条約または PCT 規則の解釈もしくは適⽤に関する
⼆以上の締約国の間の紛争に関する) PCT 第 59 条の規定に拘束されない旨を宣⾔していることにご留
意ください。 
 
PCT 同盟総会 
第 51 回 PCT 同盟総会 (PCT 総会) が 2019 年 9 ⽉ 30 ⽇から 10 ⽉ 9 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
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)  

  www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/a/51 

PCT 作業部会⽂書 

  www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/wg/12 

本総会は、⽂書 PCT/A/51/2 Annex に記載された PCT 規則の改正を採択しました。改正は以下のとお
りです。 

 PCT 規則 82 の 4 
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予測不能な IT 機能の停⽌や予定された IT メンテナンスのように、ある官庁において利⽤可能な
電⼦通信⼿段のすべてが利⽤できなかったことにより期間の遵守に遅れた場合に、当該官庁が遅
延を許容するための法的根拠の規定。詳細は⽂書 PCT/WG/12/17 参照。 

 PCT 規則 26 の 4 
PCT 規則 4.11 に定められる願書の記載に関して、国際段階において補充または追加する場合の
法的根拠の規定。出願⼈は優先⽇から 16 カ⽉以内に、ある指定国において当該国際出願が追加
特許、追加証、追加発明者証もしくは追加実⽤証を求める出願として、または先の出願の継続出
願あるいは⼀部継続出願として取り扱われることを希望する旨の記載を補充するまたは追加する
ための通知を、国際事務局 (IB) に提出することができます。詳細は⽂書 PCT/WG/12/8 参照。 

 PCT 規則 4、12、20、40 の 2、48、51 の 2、55 および 82 の 3 
誤って国際出願の要素および部分が提出された場合に、その誤って提出された要素または部分を
正しいものと交換することを許容する、もしくは引⽤により含めることにより、補充要素または
部分の追加を許容する規定。新 PCT 規則 20.5 の 2 “誤って提出された要素および部分” による
規定は、以下の場合に及びます。 

 出願⽇に関する要件のすべてを満たした⽇、または満たす⽇の前に補充要素または部分
を提出すること (新 PCT 規則 20.5 の 2(b))。 

 出願要件のすべてを満たした⽇の後に、補充要素または部分を提出すること      
(新 PCT 規則 20.5 の 2(c))。 

 先の出願に含まれていた、補充要素または部分を引⽤により含めることの有効性    
(新 PCT 規則 20.5 の 2(d))。 

詳細は⽂書 PCT/WG/12/9 および⽂書 PCT/WG/12/24 のパラグラフ 100 から 110 参照。 

 PCT 規則 15、16、57 および 96 
ある官庁が他の官庁のために集⾦した⼿数料を、IB を介して送⾦するための PCT における法的
根拠の規定。詳細は⽂書 PCT/WG/12/20 参照。 

 PCT 規則 71 および 94 
国際予備審査機関が当該機関の保有する⼀件書類から IB へ特定の書類の写しを提供し、それに
より、IB が選択官庁に代わり公衆に利⽤可能にする場合の基礎要件の設定。詳細は⽂書
PCT/WG/12/12 参照。 

これらの規則改正は、2020 年 7 ⽉ 1 ⽇に発効予定です。 

本総会は、誤って国際出願の要素および部分が提出された場合に関する、以下の⼆つの合意も採択しま
した。 

 PCT 規則 20.8 (a の 2) の採択において、本総会は、ある受理官庁がこの規則に基づく不適合の
通知を提出しているために、当該受理官庁が補充要素または部分を含めることができなかった場
合には、関係受理官庁および IB は、出願⼈の承諾を得て、この PCT 規則 19.4 に規定する⼿続
を適⽤することに合意すべき旨に同意しました。この場合、PCT 規則 19.4(b) に従い、出願は、
受理官庁での受理⽇に、IB に代わって当該受理官庁が受理したものとみなされます。 



PCT NEWSLETTER −⽇本語抄訳− | 2019 年 10 ⽉号 | No. 10/2019 

 

 

3 

 

 

 PCT 規則 20.5 の 2 の採択において、本総会は、PCT 規則 20.5 の 2(d) に基づいて補充要素また
は部分が引⽤により含められた場合、国際調査機関(ISA) は出願に残っている誤って提出された
要素または部分を考慮する必要のないことに同意しました。加えて、(ISA が国際調査報告書の
作成を開始した後に、補充要素または部分が国際出願に含められた、または引⽤により含められ
た旨の通知を受け取った場合に) 出願⼈が PCT 規則 40 の 2 に基づく納付命令書を受け取ったに
もかかわらず、追加⼿数料を⽀払わなかった場合には、ISA は国際調査の⽬的においてその補充
要素または部分を考慮する必要はありません。 

本総会は、国⺠および居住者が PCT ⼿数料減額の適⽤資格を有する国の⼀覧を作成する際の⼿数料表
の項⽬ 5 に定められた適格性の基準を⾒直しました。その結果、これらの基準を維持し、PCT ⼿数料レ
ビューの定期的なスケジュールに応じて、5 年後にその基準を再検討することを決定しました (⽂書
PCT/A/51/3 参照)。 

本総会はまた、PCT Newsletter 2019 年 6 ⽉号で報告しましたように、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/51/1) も記録しました。 
 
特定の改正された PCT 規則と国内法令との不適合通知の取下げ 

CA カナダ (PCT 規則 49 の 3.1(g)) 

カナダ知的所有権庁は、指定 (または選択) 官庁 (DO) として、2019 年 10 ⽉ 30 ⽇以降に国際出願⽇を
有する国際出願に関して、PCT 規則 49 の 3.1(g) に基づく不適合通知 (PCT Newsletter 2006 年 5 ⽉号 3
ページ参照) の取下げを国際事務局 (IB) に通知しました。 

その結果、PCT 規則 26 の 2.3 に基づく受理官庁による優先権の回復の効果に関連する、PCT 規則 49
の 3.1(a) から (d) までが、上述の国際出願に関して DO としてのカナダ知的所有権庁に対して適⽤され
ます。 

“PCT 留保、宣⾔、通知および不適合” の表が当該情報を含み、以下のリンクにて更新されました。 

  www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html 
 
PCT 最新情報 
AZ: アゼルバイジャン (要求する写しの部数、⼿数料) 
BG: ブルガリア (電話番号、電⼦メールアドレス、⼿数料) 
BY: ベラルーシ (⼿数料) 
CH: スイス (通信⼿段) 
HU: ハンガリー (⼿数料) 
IN: インド (⼿数料)  
KE: ケニア (電話番号、通信⼿段) 
MX: メキシコ (電話番号) 
ZA: 南アフリカ (⼿数料) 
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調査⼿数料 (欧州特許庁、韓国知的所有権庁、国⽴⼯業所有権機関 (ブラジル)、北欧特許機構、スウェー
デン特許登録庁、⽶国特許商標庁) 
 
PCT 関連資料の最新/更新情報 
中国語で利⽤可能な PCT 関連資料 

以下の PCT 関連資料が中国語に翻訳され、PCT ウェブサイト上でご利⽤可能になりました。 

 PCT およびパリ条約の締約国、また世界貿易機関 (WTO) 加盟国の⼀覧 

www.wipo.int/export/sites/www/pct/zh/texts/pdf/pct_paris_wto.pdf 

 規則 94.1(c) に基づき、国および機関に代わり IPER (国際予備審査報告) の写しを第三者に提供
するよう IB に要請している国および機関の⼀覧 

  www.wipo.int/pct/zh/texts/access_iper.html 

 PCT 締約国ではないがパリ条約の締約国である国の⼀覧 

  www.wipo.int/pct/zh/paris_non_pct.html 
 
世界知的所有権指標 2019 年版 

世界知的所有権指標報告書の 2019 年版が英語で、以下のリンクから閲覧可能になりました。 

  www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4464 

信頼すべき本年次報告書では、世界中の IP (知的所有権) 活動を分析しています。国内および広域の知
財庁と WIPO による 2018 年の出願、登録、および更新の統計を利⽤して、特許、実⽤新案、商標、意
匠、微⽣物、植物品種保護、および地理的表⽰を網羅しています。本年度版ではまた、調査データと業
界の情報源を利⽤して、出版業界での活動の様⼦を紹介しています。そして本報告書には、世界中の
160 の知財庁のデータをカバーする、およそ 180 の指標が含まれています。 

世界知的所有権指標のハイライトは、プレスリリース PR/2019/838 に掲載されました。以下のリンク
からご参照ください。 

www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0012.html 

 
実務アドバイス 

ePCT を利⽤した PCT 規則 4.17 に基づく申⽴ての提出と、発明者である旨の申⽴てのための発明者の署
名の取得 

Q: まもなく提出する国際出願に 5 ⼈の発明者が含まれる予定です。⽶国での国内段階⼿続を簡素化する
ために、国際段階中に発明者全員に関する発明者である旨の申⽴てを提出したいと考えています。管轄
PCT 受理官庁が ePCT 出願を受理しているため、ePCT 出願を利⽤しての国際出願の提出を望んでいま



PCT NEWSLETTER −⽇本語抄訳− | 2019 年 10 ⽉号 | No. 10/2019 

 

 

5 

 

 

す。そして申⽴てを提出するための ePCT “アクション” 機能があることを知りました。この機能を利⽤
する場合、発明者の署名はどのように提出するのでしょうか？ 

A: あなたが述べたように、ePCT には “規則 4.17 に基づく申⽴て” のアクション機能が含まれていま
す。この機能では、PCT 規則 4.17 に基づくすべての申⽴てを作成でき、(国際出願への eOwner または
eEditor のアクセス権があることを条件として) 出願後にそれらの申⽴てを国際事務局(IB) に提出するこ
とができます。あるいは、ePCT 出願を利⽤する場合には、出願時に国際出願と共に申⽴てを作成して
提出することもできます。ただし、申⽴てを含む⽤紙は願書様式 (RO/101) に含まれることを念頭に置
いてください。したがって、出願書類が少なくともすでに 30 枚含まれている場合には、追加の⽤紙⼿
数料が発⽣する可能性があります。 

⽤紙に関する⼿数料の考慮とは別に、ePCT を利⽤して申⽴てを作成し提出するプロセスは、申⽴ての
提出を出願時に⾏うか出願後に⾏うかに関わらず同様に効率的です。これは、標準⽂⾔が常に正しい⾔
語で⾃動的に⽣成されるためであり (つまり申⽴て⾃体の誤った⽂⾔の理由により、補正命令書を受け
取ることはありません)、また ePCT で利⽤可能な (発明者の申⽴て、発明者の名前や住所などの) 関連
書誌データは、(⼊⼒ミスが発⽣する可能性のある) 再⼊⼒の必要なしに⾃動的に申⽴てに含まれます。 

出願時点で、システム外ですでに作成された申⽴てを PDF 形式で添付する選択ができますが、上述の
申⽴ての⾃動的な⽣成ならびに利⽤可能な検証機能の利益を受けるためにも、ePCT を利⽤して実際に
申⽴てを作成することを強くお勧めします。 

PCT 規則 4.17(iv) に基づく発明者の申⽴て (この申⽴ては署名を必要とする PCT 規則 4.17 に基づく唯
⼀の申⽴てであり、ePCT は提出前に署名がされていることを確認します) の署名に関する限りでは、
ePCT の “外部署名” 機能を利⽤して発明者の署名を取得することができます。この機能では、発明者
は、システムへのアクセスを必要とせずに、電⼦メールアドレスのみが必要とされ、ePCT に保有され
ている電⼦形式での申⽴ての下書きを確認し署名することができます。発明者の名前のドロップダウン
リストから単に各発明者の名前を選択し、書誌データに記載されているその発明者の電⼦メールアドレ
スに電⼦メールによる署名の請求を送信するために、“外部署名” を選択します (システムにまだ存在し
ない場合には、必要に応じて、電⼦メールアドレスを追加したり、既存の電⼦メールアドレスを修正し
て、例えば発明者の個⼈の電⼦メールアドレスなど、外部署名の請求が別の電⼦メールアドレスに送信
されるようにすることが可能な点にご留意ください)。 

電⼦メールで送信される外部署名の請求には、⼀意のドキュメント識別⼦コードと、受信者がテキスト
⽂字列による署名を⼊⼒可能な専⽤の Web ページへのリンクが含まれます。署名を必要とする実際の
書類は、例えば、別の電⼦メールにより送信するか、または共有ドライブもしくは特許管理システムに
保存することで、当システム外の別の⽅法により、発明者が利⽤できるようにする必要があります。
ePCT から署名⽤にダウンロードされた書類の下書きには、同様の⼀意のドキュメント識別⼦コードが
付いているため、外部署名者は、電⼦メールで受信した署名の請求を、署名を必要とする書類と正確に
⼀致させることができます。 

発明者が申⽴てに署名すると、あなたは電⼦メールにより通知され、署名された書類をプレビューし、
アクション機能によりその書類を IB に送信することができます。提出後は、国際出願の “書類” セクシ
ョンに⾃動的にリダイレクトされ、IB による処理待ちと表⽰されている提出済み申⽴てを確認すること
ができます。 
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以下のリンクの PCT eServices ヘルプページには、外部署名機能に関する⼀般的な有益情報が含まれて
います。 

  www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=992 

PCT-SAFE を利⽤して PCT 規則 4.17 に基づく申⽴てを提出する⽅法についての情報は、PCT 
Newsletter 2014 年 3 ⽉号の “実務アドバイス” をご参照ください。 

  https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2014/newslett_14.pdf#page=22 

PCT 規則 4.17 に基づく申⽴ての提出に関する⼀般情報は、以下のリンクにて PCT 出願⼈の⼿引 項⽬
5.074 から 5.083A、および 6.045 から 6.050 をご参照ください。 

  www.wipo.int/pct/ja/guide/index.html 


