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http://www.wipo.int/pct/ja          2019 年 5 ⽉号 | No. 05/2019 

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ファックス送受信の 2019 年末での廃⽌ 
PCT Newsletter 2018 年 12 ⽉号に掲載されたお知らせに加えて、依然としてファックスで IB に書類を
送信している出願⼈に代替の送信⽅法への移⾏に⼗分な時間を提供するために、国際事務局 (IB) はファ
ックスサービスの廃⽌を 2019 年末に⾏う決定をしました。ファックスによる IB への書類の送信は避け
てもらうのが望ましいですが、2019 年 12 ⽉ 31 ⽇までは現⾏の⽅法で IB に対して国際出願の提出を含
む書類を送信することができます。ただし、2020 年 1 ⽉ 1 ⽇以降は、ファックスによる IB への書類の
送信はできなくなり、IB もファックスによる通信の送信を停⽌します。 

以前お知らせしましたように、IB は、受理官庁、国際調査機関や国際予備審査機関および指定もしくは
選択官庁ならびに PCT システムのユーザを代表する特定の⾮政府機関と協議した上で、IB のファック
スサービス廃⽌を決定しました。 

可能な場合は常に、例えば ePCT 出願または書類を提出予定の官庁で利⽤されている他の電⼦出願シス
テムを利⽤して、国際出願や出願後の書類/中間書類を電⼦的に提出することをお勧めします。またそ
の⾼度な認証と他の利点のため、特に ePCT を利⽤した書類の提出が推奨されます。ePCT を利⽤する
ことで、該当する場合には、特に事前に⼊⼒された書誌データやシステムに組み込まれている多くの実
務的な認証機能を活⽤できるため、有益となるでしょう。さらに、IB だけでなく、受理官庁、国際調査
機関または国際予備審査機関としての他の ePCT 参加庁にも書類をアップロードすることができます。 

新しい “緊急⽤アップロードサービス” は、IB へ緊急に書類を提出する必要のある場合や、ePCT シス
テムが利⽤できない場合、または出願⼈がまだ ePCT を利⽤していない場合における主に緊急時対応⼿
段として開発されたものです。このサービスでは、WIPO のアカウントへサインインする必要なく、新
規国際出願および/または出願後の書類/中間書類を含む、PDF 書類のアップロードが可能になります。
ファックスサービスとは異なり、書類の確実な送信は可能になりますが、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。 

ePCT および緊急⽤アップロードサービスについての詳細は、以下のリンクをご覧ください。 

  www.wipo.int/pct/en/epct/support.html 
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PCT 規則 23 の 2.2(e) に基づく不適合通知の取下げ 
スイス 

PCT 規則 23 の 2.2(a) と国内法令との不適合の通知に関して (PCT Newsletter 2016 年 11 ⽉号参照)、
受理官庁としてのスイス連邦知的所有権機関は、2019 年 1 ⽉ 1 ⽇から、PCT 規則 23 の 2.2(a) と国内
法令との不適合はなくなることを国際事務局 (IB) に通知しました。 

つまり、国際出願が受理官庁として⾏動するスイス連邦知的所有権機関と同⼀の官庁に提出された⼀⼜
は⼆以上の先の出願に基づく優先権の主張を伴う場合、受理官庁は出願⼈の許諾なしで、先の調査⽤写
しとともに/または先の分類の結果の写しを国際調査機関に送付することができます。 

当該通知に伴い、PCT 留保、宣⾔、通知および不適合の表が更新されました。以下のリンクをご覧くだ
さい。 

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

アンティグア・バーブーダ知的所有権および商務庁による国際事務局への受理官庁機能の委任 
アンティグア・バーブーダ知的所有権および商務庁 (ABIPCO) は、2019 年 5 ⽉ 2 ⽇から、当該庁の受
理官庁機能を IB へ委任したことを国際事務局 (IB) に通知しました。アンティグア・バーブーダの国⺠
および居住者により受理官庁としての IB に提出された国際出願に関する管轄国際調査機関および国際
予備審査機関は、カナダ知的所有権庁および欧州特許庁となります (国際調査が同⼀官庁により⾏われ
る/た場合のみ、前述の 2 の官庁が管轄国際予備審査機関となることにご留意ください)。 

(PCT 出願⼈の⼿引 附属書 C (IB) が更新されました) 
 
PCT 最新情報 

AG: アンティグア・バーブーダ (⼀般情報) 
BN: ブルネイ・ダルサラーム (管轄国際調査および予備審査機関) 
BY: ベラルーシ (国の安全に関する規定、⼿数料) 
DO: ドミニカ共和国 (⼿数料) 
JO: ヨルダン (⼿数料) 
KZ: カザフスタン (所在地とあて名、電話番号) 
PH: フィリピン (官庁の名称、⼿数料、委任状放棄に関する情報、国際調査機関および国際予備審査機関
としての官庁に関する情報) 

調査⼿数料 (エジプト特許庁、インド特許庁、フィリピン知的所有権庁、イスラエル特許庁) 

予備審査⼿数料 (フィリピン知的所有権庁) 

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で引⽤された⽂献の写し (オーストラリ
ア特許庁) 
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PCT 関連資料の最新/更新情報 

PCT 規則の修正 

PCT Newsletter 2019 年 4 ⽉号に掲載されたお知らせに加えて、2019 年 7 ⽉ 1 ⽇付で発効する PCT 規
則の全⽂は、(アラビア語、中国語、英語、仏語およびスペイン語に加えて) 独語、イタリア語、ポルト
ガル語およびロシア語でも、それぞれ以下のページ右側に表⽰されているリンクから⼊⼿できます。 

  www.wipo.int/pct/de/texts/index.html 

  www.wipo.int/pct/en/texts/index.html (イタリア語版は “other languages” からご利⽤ください) 

  www.wipo.int/pct/pt/texts/index.html 

  www.wipo.int/pct/ru/texts/index.html 
 
PCT 作業部会⽂書 

2019 年 6 ⽉ 11 ⽇から 14 ⽇までジュネーブで開催される、次回第 12 回 PCT 作業部会の会合⽤に作成さ
れた⽂書が、以下のリンクから⼊⼿できます。 

  www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=50410 
 

第三者情報提供制度に関する韓国語による情報 

(英語、仏語および⽇本語に加えて) 韓国語による第三者情報提供制度に関するよくある質問が、以下のリ
ンクからご利⽤可能になりました。 

  www.wipo.int/pct/ko/faqs/third_party_observations.html 
 
PATENTSCOPE 検索システム 
ギリシャの国内コレクション 

ギリシャの国内特許コレクションが PATENTSCOPE 検索システムで、以下のリンクからご利⽤可能に
なりました。 

  https://patentscope.wipo.int/search/en/advancedSearch.jsf 

当コレクションは現在 10 万件以上の⽂献を収録しており、58 の国内または広域官庁のデータが検索シ
ステムで⼊⼿可能となっています。 
 
⼤学院⽣を対象とした PCT フェローシッププログラム 
WIPO の PCT 情報システム部では、国際機関で実地の職業経験を提供する⽬的でコンピュータサイエン
ス分野のスペシャリストを対象としたフェローシッププログラムを予定しており、現在 2019 年度の応
募を受け付けています。フェローシップには、ソフトウェアエンジニアリングの実習⽣とオペレーショ
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ンおよびサポートの実習⽣を対象とした 2 種類があります。応募⽅法についての情報も含むフェローシ
ップに関する詳細は、以下のリンクをご覧ください。 

  www.wipo.int/pct-safe/en/fellowship.html 
 
実務アドバイス 

国際出願時に⾮公式図⾯を提出することから推測可能な結果 

Q: 10 カ⽉前に国内特許出願を提出しました。そしてこの度、先の出願の優先権を主張して PCT 出願を
提出したいと思っています。先の出願と共に提出した図⾯は⾮常に略式なものだったので、今回は国際
出願と共にその略式な図⾯のままで提出し、規則に従った正式図⾯の作成後それを提出すべきか、また
は正式図⾯の作成を待ってから PCT 出願すべきかどうか考えています。略式の図⾯の品質が⾮常に悪
いため、正式図⾯とはかなり異なるものとして認識される可能性があることを⼼配しています。 

A: ⼀部の国内官庁または広域官庁では、国内または広域の実務に従いより略式な図⾯を受理可能であ
り、その後問題なく差替えの正式図⾯を受理できる場合があります。ただし、PCT の⼿続に関しては、
国際出願の提出時に正式図⾯を提出するよう強く推奨することにご留意ください。 

国際出願時に正式図⾯を提出しなかった場合に発⽣し得る不利な点や、潜在的なリスクのいくつかを以
下に検討します。 

国際出願後に受理官庁 (RO) に差替え図⾯を提出することに伴う潜在的な問題の 1 つは、図⾯の改善の
性質によっては、⽅式な観点から⾒た場合、新しい図⾯が当初提出されたものとは実質的に異なってい
ると⾒られる場合です。そのような状況では、新しい図⾯が元の出願に新しい要素を追加する可能性と
なり得ることを⽅式審査官は懸念して、当初の図⾯の受理を躊躇する場合があります。したがって、
PCT 規則 26 に基づき図⾯を補充することはできないことがあります。RO または国際事務局 (IB) の⽅
式審査官は、主に国際出願の⽅式的な点検するための訓練を受けていますが、国際出願の主題 (subject 
matter) に関する技術分野において必ずしも訓練を受けているわけではないことにご留意ください。RO
が国際調査の⽬的で国際調査機関 (ISA) に出願を送付されて初めて、関連する科学または⼯学分野で技
術的に訓練された審査官によって確認がされます。そのため、その審査官は新しい図⾯に新しい事項が
含まれているかどうかを評価する⽴場にあるでしょう。 

提出された図⾯と差替え図⾯の相違により、PCT 規則 26 に基づき図⾯を補充できないのであれば、
ISA に対し PCT 規則 91 に基づく“明⽩な誤記”の訂正を請求できる場合があります。しかし、国際出願
⽇において、関連する書類に現れるもの以外の何かが意図されていること、および提出された訂正以外何
も意図されていなかったことが ISA にとって明⽩であることを規定する PCT 規則 91.1(c) に基づく要件
を満たすことは、ほぼ難しいでしょう。 

国際出願の⼿続において (差替えの) 正式図⾯が受理されないのであれば、国際調査の過程や該当する場
合には国際予備審査の過程において審査官は、⾮公式図⾯の品質が⾮常に悪いという問題に直⾯するか
もしれません。その場合、図⾯の品質の悪さが審査官の作業を遅らせ、調査/審査の品質にも影響を与
えかねません。さらに IB は、規則に従った正式図⾯ではなく、国際出願と共に提出された略式の図⾯
を公開するでしょう。そして指定 (または選択) 官庁は、国内/広域段階移⾏時に略式図⾯にアクセスで
きるようになります。 
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国際公開前に正式図⾯が受理されていない場合に考慮できる 1 つの選択肢は、PCT 第 34 条(2)(b) に基
づく図⾯の補正と共に国際予備審査請求書を提出することです。この場合の補正は、PCT 規則 91.1(c) 
に基づく要件である “何も意図されていなかったこと” を満たす必要はありません。さらに ISA でのケー
スのように、国際予備審査機関 (IPEA) には関連する科学または⼯学分野で技術的に訓練された職員が
いるため、当該機関は新しい図⾯は新規事項を含むかどうかを評価する⽴場にあるでしょう。IPEA が
新規事項は追加されていない (かつ他の⼿続上の要件が満たされている) と結論付けた場合には、IPEA
は正式図⾯を国際予備審査報告書の附属書として採⽤します。附属書に含まれる補正された図⾯は、国
際公開の⼀部を構成することはありませんが（略式図⾯は依然として国際出願の⼀部として公開されま
す）、それらは PATENTSCOPE で⼊⼿可能になり、指定 (または選択) 官庁も⼊⼿できます。ただし⼊
⼿可能になるのは、優先⽇から 30 カ⽉が経過した後になります (PCT 規則 73.2(a))。また国際予備審
査⼿続に伴う追加料⾦の⽀払いが必要なことや、IPEA によって図⾯が受理されるかどうかの確認を待
たねばならず不確かな状況が⻑引く可能性のあることにご留意ください。 

国際段階において PCT 第 34 条に基づく図⾯の補正をしない場合には、指定 (または選択) 官庁 
(DOs/EOs) は国内または広域段階移⾏の時点で、公開された図⾯を使⽤するでしょう。ただしあなた
は、PCT 規則 52 または 78 に基づいて DOs/EOs に補正された図⾯を提出する権利があります。適⽤す
る期間内に図⾯が受理された場合には、特許 (または該当する場合はその他の種類の保護) を付与するか
どうかを判断する際に考慮されます。国内または広域段階移⾏を希望する各 DO/EO に対して補正を提
出する場合は、出願前に補正を⾏うかもしくは国際段階期間中に補正を⾏うかのいずれと⽐較しても、
通常はより費⽤がかかることにご留意ください。 

国際出願の⼀部として提出されたすべての図⾯は、PCT 規則 11.10 から 11.13 に記載されている図⾯に
関する PCT 標準に準拠すべきことにご留意ください。図⾯に関する⽅式的な要件の詳細は、PCT 出願
⼈の⼿引の項⽬ 5.131 から 5.160 にも説明されています。以下のリンクをご覧ください。 

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

提出された図⾯が PCT 要件に準拠していないことを RO が発⾒した場合には、出願⼈に対して命令書 
(様式 PCT/RO/106 を⽤いて) に設定された期間内 (または公開の技術的準備が完了する前に補充された
図⾯が IB に到達したことを条件に RO により付与されうる延⻑された期間内)に、⽋陥の補充を求めま
す。出願⼈が図⾯の⽋陥の補充を怠り、PCT 規則 26.5 に基づき国際出願が PCT 規則 11 の様式上の要
件を満たしていないと RO が判断した場合、RO は規定上、国際出願は取下げられたものと⾒做すこと
ができます。しかしながら、図⾯の⽋陥のために出願が取下げられたと RO が⾒做すことは稀です。国
際出願は、PCT 規則 11 に定める様式上の要件が国際公開が適度に均⼀なものであるために必要な程度
にまで満たされている場合には、当該様式上の要件を満たさないことを理由として取下げられたものと
は⾒做さない、との PCT 規則 26.5 の規定により出願⼈はいくらか保護されているためです。 

あなたの事例の結論としては、提出される国際出願に規則に従った正式な図⾯を含めることが望ましい
ですが、国際出願を提出する前に正式な図⾯の作成時間がないのであれば、12 カ⽉の優先期間内の出
願を⾒逃すよりも略式の図⾯を使⽤して出願する (その後、公式図⾯への差替えを試みる) ⽅がより安全
でしょう。 

また図⾯や⽅式上の要件の準拠に関する以下の実務アドバイス記事の閲読も役⽴つかもしれません。 

  www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2005/newslett_05.pdf#page=2 
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  www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2007/newslett_07.pdf#page=38 

  www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2016/newslett_2016.pdf#page=22 

以前お知らせしましたように、ePCT には専⽤のプレビュー機能1があります。当機能により、PDF ま
たは DOCX 形式のいずれかで提供される図⾯が、その後の⼿続および公開⽬的で IB によりレンダリン
グされた状態のものを、ログインする必要なしで出願する前に確認することができます。この便利な機
能についての情報は、PCT Newsletter 2019 年 4 ⽉号の実務アドバイスに掲載されています。以下のリ
ンクからご覧ください。 

  www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2019/4_2019.pdf#page=8 

                                                  
1 https://pctdemo.wipo.int/DocConverter/pages/pdfValidator.xhtml 及び https://pctdemo.wipo.int/DocConverter/pages/home.xhtml 参照 


