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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。 
 
 
国際事務局における限定されたファックスサービスについて再度のお知らせ 
2020 年 1 ⽉ 1 ⽇から、出願⼈や官庁が緊急事態においてのみ使⽤することを意図して、限定されたフ
ァックスサービスのみが保持される予定であることは、すでにお知らせしました。この変更に関する背
景情報および書類の送付に利⽤可能な代替のオプション、特に ePCT の利⽤ (https://pct.wipo.int) に関
する詳細は、PCT Newsletter 2019 年 11 ⽉号並びに www.wipo.int/pct/en/infoline.html (PCT インフ
ォメーションサービス) の最後のパラグラフをご参照ください。 
 
特許商標庁 (サンマリノ): 受理官庁としての機能の停⽌および国内ルートの閉鎖 
特許商標庁 (サンマリノ) は、2020 年 1 ⽉ 1 ⽇から、PCT に基づく受理官庁としての⾏動を停⽌するこ
とを国際事務局 (IB) に通知しました。そのため、当該⽇以降は、当該官庁に対し PCT 出願を提出する
ことはもはやできなくなります。当該官庁は、PCT に基づく受理官庁としての義務を欧州特許庁 (EPO) 
へ委任します。EPO はすでに (IB に加えて)、サンマリノ1の国⺠および居住者である PCT 出願⼈のため
の管轄受理官庁となっています。 

受理官庁としての EPO は、英語、仏語もしくは独語で提出された国際出願のみ受理します。したがっ
て、イタリア語での国際出願の提出を希望する、サンマリノの居住者もしくは国⺠である出願⼈は、望
ましくは、PCT 規則 19(a)(iii) に基づく受理官庁としての IB に直接出願すべきです (そうでなければ、
EPO は、PCT 規則 19.4(b) に基づく⼿続のため国際出願を RO/IB に送付することになります)。 

さらに、特許商標庁 (サンマリノ) は、サンマリノが、2020 年 1 ⽉ 1 ⽇から、PCT を介して特許保護を
取得するための国内ルートを閉鎖することも WIPO に通知しました。そのため、2020 年 1 ⽉ 1 ⽇以降
に提出される国際出願に関しては、サンマリノにおける保護を希望する出願⼈は、当該国の国内段階へ
の移⾏はできなくなります。サンマリノにおける保護を求めるためには、欧州特許庁2に対する広域段階
移⾏のみが可能となります。 

当該情報により、PCT 出願⼈の⼿引、付属書 B1 (SM) および国内編 (SM) が更新され、附属書 C (SM) 
が削除されました。 
                                                  
1 サンマリノは、欧州特許条約 (EPC) の加盟国です。 
2 国際出願は現在、EPC の加盟国であり、欧州特許に限定するため、国内ルートもすでに閉鎖している次の国の指定を含みます。ベルギー、
キプロス、フランス、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、マルタ、モナコ、オランダおよびスロベニア。 
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PCT-SAFE 更新  
PCT-SAFE クライアントソフトウェアの新バージョンのリリース  

PCT-SAFE クライアントソフトウェアの新バージョン (2020 年 1⽉1⽇付け version 3.51.090.266) がご
利⽤可能になりました。次のサイトからダウンロードいただけます。 

www.wipo.int/pct-safe/en/download/download_client.html  

この新バージョンの詳細は、上記ウェブページの “Release notes” および “Whatʼs new” に掲載されて
います。 
 
PCT 最新情報 
CA: カナダ (発明者の⽒名およびあて名の提出期限、国内段階移⾏の特別な要件、⼿数料) 
EG: エジプト (⼿数料) 
FI: フィンランド (国際調査報告書、補充国際調査報告書および国際予備審査報告書に引⽤された⽂献の写
し) 
ID: インドネシア (写しの部数、⼿数料) 
IE: アイルランド (官庁の名称、電⼦メールおよびインターネットアドレス) 
IL: イスラエル (⼿数料) 
KH: カンボジア (管轄国際調査および国際予備審査機関) 
ME: モンテネグロ (官庁の名称、電話およびファックス番号、電⼦メールおよびインターネットアドレ
ス、通信⼿段、⼿数料) 
NO: ノルウェー⼯業所有権庁 (電⼦出願ソフトウェア) 
PH: フィリピン (電話およびファックス番号) 
RO: ルーマニア (願書様式の出願⾔語) 
UG: ウガンダ (受理官庁としての官庁の要件の要約、管轄国際調査および国際予備審査機関) 

調査⼿数料 (韓国知的所有権庁) 
 
国際事務局の閉庁⽇ 
PCT 規則 80.5 に基づく期間の計算に関して、国際事務局 (IB) の 2020 年 1 ⽉ 1 ⽇から 12 ⽉ 31 ⽇まで
の期間の閉庁⽇は、以下のとおりです。 

すべての⼟曜⽇、⽇曜⽇、および 

2020 年 1 ⽉ 1 ⽇ 

2020 年 4 ⽉ 10 ⽇ 

2020 年 4 ⽉ 13 ⽇ 

2020 年 6 ⽉ 1 ⽇ 
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2020 年 12 ⽉ 25 ⽇ 

2020 年 12 ⽉ 31 ⽇ 

上述⽇は IB のみの閉庁⽇であり、国内または広域官庁には該当しないことにご注意ください。他の官
庁の 2020 年の閉庁⽇については、利⽤可能であれば、以下の PCT ウェブサイトからご確認できます。 

www.wipo.int/pct/dc/closeddates/faces/page/index.xhtml 
 
PCT 関連資料の最新/更新情報 

PCT 国際調査および予備審査ガイドライン 

2019 年 7 ⽉ 1 ⽇に発効した、PCT 国際調査および予備審査ガイドラインの英語版が、PDF 形式に加え
て、以下のリンクから、HTML 形式でご利⽤可能になりました。 

www.wipo.int/pct/en/texts/ispe/index.html 

PCT 出願⼈の⼿引の⽇本語版 

PCT 出願⼈の⼿引の⽇本語での最新版が、2019 年 4 ⽉付で更新されました。以下のリンクからご利⽤
可能です。 

www.wipo.int/pct/ja/guide/index.html 
 
PCT、パリ条約の加盟国および世界貿易機関の加盟国の⼀覧 

PCT ウェブサイト上の表形式を調和させるために、上述の⼀覧表が HTML 形式で作成されました。新
しいリンクは、英語および中国語でご利⽤可能です。 

www.wipo.int/pct/en/paris_wto_pct.html 

www.wipo.int/pct/zh/paris_wto_pct.html 
 
PCT 2019 年度末の最新情報 

2019 年 12 ⽉ 10 ⽇に配信された、“PCT 2019 年度末の最新情報” と題するウェビナーでは、最新およ
び今後の PCT の発展および動向に関する情報が提供されました。ウェビナーで使⽤されているプレゼ
ンテーション資料と録⾳へアクセスするリンクは、以下をご利⽤ください。 

 www.wipo.int/pct/en/seminar/webinars/index.html 

様々な PCT トピックスに関するウェビナーが、2020 年にも予定されています。ウェビナーの予定は、
PCT Newsletter および上述のリンクにまもなく掲載される予定です。 
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実務アドバイス 
WIPO デジタルアクセスサービス (DAS) を使⽤した優先権書類の提出―パート 2:                                       
国際事務局に DAS システムで利⽤可能な優先権書類を取得するよう請求する 

Q: 当⽅の国内特許庁に国内特許出願を提出しました。そして当該国内官庁に、当該出願を将来の国際出
願の優先権書類として DAS を介して利⽤可能とするよう請求しました。これから、先の国内出願の優
先権を主張する国際出願を提出するところであり、PCT 規則 17.1 に基づく優先権書類の要件を充⾜す
るために、国際事務局に DAS システムから優先権書類を取得するよう請求したいと考えています。ど
のように請求できるのでしょうか？また、請求可能な期間はいつまででしょうか？ 

A: DAS は、当サービスのすべての参加庁との安全で信頼性の⾼く、法的に認証された書類の電⼦的交
換を提供します。また DAS は、PCT 規則 17.1 に従い PCT に基づいた、並びに他の条約や法令に基づ
いた、優先権書類に関する要件を充⾜するための多くの場合における使⽤が可能です。先⽉号 (PCT 
Newsletter 2019 年 11 ⽉号) に掲載された実務アドバイスのパート 1 では、先の国内出願の優先権が後
に提出される国際出願において主張される予定である場合に、その先の国内出願を DAS システムで利
⽤可能とする⽅法について説明しました。また、先の国内出願を DAS で利⽤可能とすることができな
い可能性のある状況についても指摘しました。この状況とは特に、最初の出願官庁 (OFF) が DAS 提供
庁ではない場合、先の出願が関連する DAS 提供庁の適⽤範囲に該当しない場合、または出願⼈が関連
する DAS 提供庁の要件を充⾜していない場合です。 

OFF に先の出願を DAS で利⽤可能とするよう請求した後、あなたはアクセスコードを受け取るはずで
す。そのコードは、国際事務局 (IB) (または Office of Second Filling (第 2 の出願官庁) (OSF)) に書類
を取得するよう請求するために必要とされるものです。コードは、IB または OFF のどちらかから提供
されます (または、特定の官庁の場合には、アクセスコードは出願⼿続の⼀部として⾃動的に出願⼈に
利⽤可能とされることがあります)3。IB が発⾏するアクセスコードは、“Noreply@wipo.int” から電⼦メ
ール4で送られます。先の出願の優先権が後に提出された複数の出願において主張されている場合には、
DAS で登録された先の出願のアクセスコードは再使⽤できるため、同⼀の優先権書類のために新しいア
クセスコードを請求する必要はない点にご留意ください。 

PCT 規則 17.1 に基づく優先権の要件を充⾜するために、IB に DAS から優先権書類を取得するよう請
求する⽅法は、国際出願時に、または出願後に請求を⾏うかのどちらかになります。様々な選択肢を以
下に説明します。 

出願時に請求を⾏う⽅法 (望ましいオプション)  

 ePCT 出願を利⽤して提出する場合には、“International Bureau to obtain from a digital library 
(DAS) (国際事務局に対して、優先権書類を電⼦図書館 [DAS] から取得するよう請求する)” を選
択し、DAS アクセスコードを提供してください (複数の優先権の主張がある場合には、各優先権
書類に関してこの作業が可能です)。そして、“Option(s) for providing the priority document to 
the IB (国際事務局 [IB] への優先権書類の提出⽅法)” の画⾯にある “Priority Claims (優先権主張

                                                  
3 欧州特許庁、⽇本国特許庁および⽶国特許商標庁からのコードの受取⽅法の例が、先⽉号の実務アドバイスのパート１で紹介されていま
す。 
4 IB は機密情報を電⼦メールで送信できないことになっていますが、この制約は DAS アクセスコードの通信に関しては適⽤されません。 
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)” の欄に必要な記載を⾏ってください。ePCT は DAS において即時に優先権書類を検索して、
記載されている優先権の主張のデータと照合して、アクセスコードを認証します5。 

 PCT-SAFE を利⽤して国際出願を提出する場合には、優先権書類の情報のページ (“Details of 
Priority Claim of Earlier Application (先の出願の優先権の主張の詳細)”) にて、IB に DAS から優
先権書類を取得するよう請求することができ、必要なアクセスコードを⼊⼒することができま
す。または、 

 紙形式の願書様式を⽤いて出願する場合には、願書様式 (PCT/RO/101) の第 VI 欄の該当するチ
ェックボックスをマークして、必要とされる優先権書類の (または複数ある場合には、各優先権
書類の) アクセスコードを記載してください。 

出願後に請求を⾏う⽅法 

 ePCT を介して IB に優先権書類の取得を請求する⽅法は、以下のとおりです。 

 ⾼度認証でサインインして、オンラインアクション “Obtain Priority Document from 
DAS (優先権書類の DAS からの取得請求)” にて該当するアクセスコードを⼊⼒する。
ePCT は DAS において優先権書類を検索して、記載されている優先権の主張のデータと
照合してアクセスコードを認証します。このアクションは、IB による⼿動の⼿続を待つ
必要がなく、ePCT システムにより⾃動的に即時に実⾏されるセルフサービス機能である
ため、推奨される⽅法である点にご留意ください。 

 ⾼度認証なしでサインインして、IB に DAS から先の出願を取得するよう請求する、DAS
アクセスコードを記載した ePCT メッセージを送信する。 

 ⾼度認証なしでサインインして、DAS アクセスコードを記載した書簡を書類名 “General 
correspondence (⼀般の通信)” としてアップロードし、IB に DAS から優先権書類を取
得するよう請求する。または、 

DAS アクセスコードを含む書簡を IB に郵送し、IB が先の出願を DAS から取得するよう請求する6。 

通常は国際出願の提出時に、IB に DAS から優先権書類を取得するよう請求することがより容易な⽅法
である点にご留意ください。しかしながら、後に請求を⾏うことを希望するのであれば、国際公開⽇の
前に、以下の⾏為を済ませていれば、請求の期間は満たされたと⾒なされます。 

− OFF に対して必要な全ての⼿順を済ませたこと 

− 優先権書類を DAS から取得するために、IB に対して有効な請求を⾏ったこと 

− 必要なアクセスコードを提供したこと 

IB が DAS を介して優先権書類を取得した後は、IB は様式 PCT/IB/304 (優先権書類の提出に関する通
知書) を⽤いて、取得の確認書を送ります。ePCT における国際出願へのアクセス権がある場合には、
当通知書が発⾏され次第アクセスが可能です。 
                                                  
5 ePCT 以外の電⼦出願システムを利⽤して提出する場合には、関連する受理官庁にご確認ください。 
6 IB のあて名は、World Intellectual Property Organization, International Bureau (PCT), 34, chemin des Colombettes, CH-1211 Geneva 20, 
Switzerland です。 
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WIPO の DAS 出願⼈のためのポータルは、以下のリンクから (WIPO アカウント7を介してアクセス可
能) ご利⽤可能です。 

 https://www3.wipo.int/dasapplicant/en/pages/workbench/applicant.xhtml 

このポータルは、官庁によるあなたの優先権書類への完全なアクセス履歴の詳細を記録し、閲覧可能な
トラッキング機能を提供しています。当ポータルでは、優先権番号、出願⽇およびアクセスコードを提
供することで、DAS ワークベンチにあなたの優先権書類を追加することも可能です。 

今⽉号の実務アドバイスでは、PCT 規則 17.1 (b の 2) に規定されている、DAS システムにおいて利⽤
可能な優先権書類の取得を IB に対して請求することに関して詳述しました。IB に、もしくは PCT 規則
17.1(a) に基づく受理官庁に、優先権書類の認証謄本を提出することにより、PCT 規則 17.1 に基づく優
先権書類の要件を充⾜することも可能です。または、PCT 規則 17.1(b) に基づき受理官庁に対し、優先
権書類を作成し、IB に送付するよう請求すること8により、PCT 規則 17.1 に基づく優先権書類の要件を
満たすことも可能です。(先の国内出願または国際出願であれ) 先の出願が提出された受理官庁に国際出
願を提出する場合には、後者の優先権書類の要件を充⾜する⽅法が望ましいでしょう。ただし、そのよ
うな請求は、優先⽇から 16 カ⽉が経過する前に⾏われるべきであり、受理官庁はその請求に⼿数料を
課する場合があります。 

優先権書類の提出に関する詳細は、以下のリンクから、PCT 出願⼈の⼿引 国際段階、5.070 から
5.070D 項をご参照ください。 

www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/ja/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf#page=25 

 

                                                  
7 まだ WIPO アカウントをお持ちでない場合には、https://ipportal.wipo.int/ から簡単に作成できます。 
8 ePCT 出願を利⽤する場合は、“Priority Claims (優先権の主張)”の画⾯上の“Receiving Office to prepare and transmit to the International 
Bureau (受理官庁が作成し国際事務局に送付)”を選択してください。紙形式の願書様式 (PCT/RO/101) を⽤いる場合は、第 IV 欄の該当するチ
ェックボックスをマークしてください。 


