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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。 
 
PCT 作業部会 
第 12 回 PCT 作業部会が 2019 年 6 ⽉ 11 ⽇から 14 ⽇までジュネーブで開催されました。議論された主
な議題のいくつかを以下に要約します。 

合意された PCT 規則の修正 

本作業部会は 2019 年 9/10 ⽉の PCT 同盟総会での採択のために、以下の PCT 規則の修正を提出するこ
とに合意しました。 

 誤って国際出願の要素および部分が提出された場合に、補充要素または部分を引⽤により含める
ための規定 (⽂書 PCT/WG/12/9 および⽂書 PCT/WG/12/24 議⻑による要約のアネックス参
照)。 

 ある官庁が他の官庁のために集⾦した⼿数料を、国際事務局を介して送⾦するための法的根拠の
規定 (⽂書 PCT/WG/12/20 参照)。 

 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、IB が選
択官庁の代わりに公衆に利⽤可能にする場合の要件 (⽂書 PCT/WG/12/12 参照)。 

 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、当該官庁が救
済するための法的根拠の規定 (⽂書 PCT/WG/12/17 参照)。および 

 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法的根
拠の規定。出願⼈は、優先⽇から 16 カ⽉以内に、指定国において、当該国際出願が以下の出願
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、IB に提
出することができます。 

 追加特許、追加証、追加発明者証もしくは追加実⽤証、または 

 先の出願の継続出願もしくは⼀部継続出願 

(⽂書 PCT/WG/12/8 参照) 

 



PCT NEWSLETTER −⽇本語抄訳− | 2019 年 6 ⽉号 | No. 06/2019 

 

 

2 

 

 

電⼦サービス 

本作業部会は、国際段階および国内段階において PCT 出願の処理を促進するための、IB が提供するさ
まざまなオンラインサービスについての報告⽂書に留意し、今後の開発優先事項を議論しました(⽂書
PCT/WG/12/10 参照)。 

本作業部会は、PCT の通信に関して IB がファクシミリでの送受信を停⽌すること (PCT Newsletter 
2019 年 5 ⽉号参照)、ならびに IB は障害発⽣時の適切な救済措置により効率的で信頼性のある IB との
通信⼿段が確保されるよう官庁やその他のユーザグループと引き続き協⼒していくことを記録しました 
(⽂書 PCT/WG/12/23 参照)。 

PCT ⼿数料 

本作業部会は、⼤学を対象とした PCT ⼿数料減額の導⼊に関する諸問題の協議におけるフィードバッ
クの要約に留意しました (⽂書 PCT/WG/12/3 参照)。また、作業部会の第 11 回会合で⾏われたブラジ
ルによる⼤学からの出願⼈を対象とした⼿数料減額の提案についての実施オプションを提⽰した⽂書 
(⽂書 PCT/WG/11/18 Rev. (英語修正版) および 18 (その他の⾔語) 参照) ならびに⼿数料表の修正案に
ついても議論しました (⽂書 PCT/WG/12/21 参照)。本作業部会は、これらのオプションのいずれにつ
いても合意に達することはできませんでした。 

本作業部会は、国内官庁と IB 間の PCT ⼿数料の決済のための “ネッティング制度” の導⼊可能性を分
析するために、2018 年に開始した特定の PCT ⼿数料のネッティングに関する試⾏プログラムについて
の進捗報告を記録しました。この進捗報告書には、ネッティングに参加している、または参加を要請さ
れたが辞退した官庁へのアンケートに対する回答の要約、および WIPO 内部監督部が実施した本試⾏プ
ログラムの財務的影響の分析が含まれています (⽂書 PCT/WG/12/19)。本試⾏プログラムにおいて IB
および官庁への利益が明らかになったことを考慮し、IB を介した⼿数料の送⾦に関する PCT における
法的根拠を規定するため IB 提案が本作業部会により承認されました（⽂書 PCT/WG/12/20 参照）。 
 

本作業部会は、2020 年 7 ⽉ 1 ⽇に発効予定である、⼿数料表の項⽬ 5(a) および (b) に⽰された⼿数料
減額に関する改訂リストに含まれると予想される国に関する暫定的な情報を記録しました。本作業部会
はまた、これらのリストにある国を決定する基準をメンテナンスすることを同盟総会に勧告すること、
および同盟総会は 5 年後に再度基準を⾒直す必要性を勧告することに同意しました (⽂書
PCT/WG/12/11 参照)。 

国際調査機関および予備審査機関 (ISA/IPEA) としての選定、および受理官庁による管轄 ISA/IPEA の宣
⾔ 

本作業部会は、受理官庁に提出された国際出願の調査及び審査を⾏う管轄 ISA および管轄 IPEA を受理
官庁が指定する⼿続きを削除するためのインドによる提案を議論しました。この提案により、その代わ
りに出願⼈がいずれの国際調査機関も選択できるようになります (⽂書 PCT/WG/12/18)。本作業部会
は、今会合中に提⽰された意⾒および本提案に関する今後の協議内容を考慮して、2020 年初頭に開催
される国際機関会合 (MIA: Meeting of International Authority) の次回会合に向けての⽂書作成を、イン
ド代表団に対し要請しました。 
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審査官の研修 

本作業部会は、ドナー官庁もしくは受益官庁として、官庁により実施される実体特許研修活動に関する
年次調査の結果を議論し、今後の調査は隔年毎に⾏われ、次回の調査は 2021 年に実施されることに同
意しました。本作業部会はまた、e-learning 研修教材に関する各知財庁の指針について、IB が単発の調
査を実施するとの提案も承認しました (⽂書 PCT/WG/12/6 参照)。 

本作業部会は、実体特許審査官のための技術的なコンピテンシー (職務遂⾏能⼒) のフレームワークおよ
び学習管理システムの開発に関する進捗報告に留意しました。これらの開発は、受益官庁およびドナー
官庁間における実体審査官の研修の調整作業を改善するためのプロジェクトの⼀部です (⽂書
PCT/WG/12/5 参照)。 

配列リスト 

本作業部会は、WIPO 標準委員会が設置した配列リストに関するタスクフォースのリーダーである EPO
による報告に留意しました (⽂書 PCT/WG/12/14 参照)。本作業部会はまた、2022 年 1 ⽉ 1 ⽇以降の
国際出願の提出について、WIPO 標準 ST.26 の実施に関する PCT 規則および実施細則の予備修正草案
も含んだ考察⽂書にも留意しました。本作業部会は、実施に関する協議を継続するよう IB に要請しま
した (⽂書 PCT/WG/12/13 参照)。 

その他の議題 

本作業部会はまた、以下に関する報告も記録しました。 

 PCT 国際機関会合の第 26 回会合 (⽂書 PCT/WG/12/2 および PCT Newsletter 2019 年 3 ⽉号参
照) 

 PCT に基づく技術援助の調整 (⽂書 PCT/WG/12/22 参照) 

 発明者⽀援プログラム (IAP: Inventor Assistance Program) (⽂書 PCT/WG/12/4 参照) 

 国連安全保障理事会により課された制裁の対象となる個⼈および企業によって提出される国際出
願の IB によるモニタリング (⽂書 PCT/WG/12/7 参照) 

 PCT 最⼩限資料タスクフォース (⽂書 PCT/WG/12/16 参照) 

 2018 年 7 ⽉に開始され、3 年間にわたり実施予定である、五⼤特許庁 (IP5 Offices) 間の協働調
査および審査 (CS&E) の第 3 次試⾏プロジェクトの運⽤フェーズ。英語に加えて、主国際調査機
関に応じて中国語、仏語、独語、および⽇本語での出願も本試⾏プロジェクトにおいて可能。韓
国語での出願も 2 年⽬の運⽤開始時に可能となる予定 (⽂書 PCT/WG/12/15 および以下にある 
“協働調査および審査 (CS&E) 試⾏プロジェクトのお知らせ” 参照)。 

要約および作業⽂書 

議⻑による要約 (⽂書 PCT/WG/12/24) は、下記の WIPO ウェブサイトの作業⽂書と同じページからご
覧いただけます。 

  www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=50410 
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本作業部会の報告書案も追って上記サイトにて掲載されます。 
 
PCT 規則および PCT 様式の修正 
PCT 同盟総会は、2018 年 9 ⽉ 24 ⽇から 10 ⽉ 2 ⽇までジュネーブで開催された第 50 回会合にて、
2019 年 7 ⽉ 1 ⽇発効予定の PCT 規則 69.1(a)の修正を採択したことはすでにお知らせしました。詳細
については、今⽉号の “実務アドバイス” ならびに “PCT 関連資料の最新/更新情報”からこの修正の解説
パワーポイントをご参照ください。この規則修正を受けて、国際予備審査請求書様式(PCT/IPEA/401) 
およびその備考1が修正されました。 

願書様式 (PCT/IPEA/101) および国際調査機関および補充国際調査に指定された機関に関連する以下の
様式も、2019 年 7 ⽉ 1 ⽇を発効⽇として修正されました。 

 PCT/ISA/201 (国際型調査報告書) 

 PCT/ISA/206 (追加して納付すべき⼿数料および該当する場合、異議申⽴⼿数料の納付命令書) 

 PCT/ISA/210 (国際調査報告) 

 PCT/SISA/501 (補充国際調査報告) 

修正された様式は、以下のリンクの “Forms in force from 1 July 2019” から⼊⼿可能です。 

  www.wipo.int/pct/en/forms/ 

さらに、PCT 実施細則および PCT 国際調査および予備審査ガイドラインにもいくつかの修正がなされ
ました。 

上述した全ての修正に関する詳細は、以下のリンクから PCT 回章 C.PCT 1572 をご参照ください。 

  www.wipo.int/pct/en/circulars/ 
 

国際出願の電⼦出願および処理 
エクアドルおよびアイルランド: エクアドル知的所有権機関および特許庁 (アイルランド) 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 (それぞれ RO/EC および RO/IE) としてのエクアドル知的所有権機関 (2019 年 8 ⽉ 15 ⽇発効) 
およびアイルランド特許庁 (2019 年 9 ⽉ 9 ⽇発効) は、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 出願を利⽤して提出される国際出願を受理します。また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。 

                                                  
1 出願⼈が PCT 規則 54 の 2.1(a) に基づき適⽤される期間の満了まで国際予備審査の開始を延期することを明⽰的に請求できるように、第 lV
欄のチェックボックス 4 が修正されました。 
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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。以下のリンクから閲覧可能です。 

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

(PCT 出願⼈の⼿引 附属書 C (EC および IE) が更新されました） 
 

協働調査および審査 (CS&E) 試⾏プロジェクトのお知らせ 
PCT Newsletter 2018 年 7-8 ⽉号では、協働調査および審査 (CS&E) 試⾏プロジェクトの詳細をお知ら
せしました。本試⾏プロジェクトでは、五⼤特許庁は出願⼈による特定の参加申請に基づいて、全ての
IP5 の官庁がその国際出願に関して国際調査機関 (ISA) の国際調査報告書と⾒解書に貢献します。各五
⼤特許庁は主 ISA として初年 (2018 年 7 ⽉から 2019 年 6 ⽉まで) はおよそ 50 件の国際出願を処理し、
2 年⽬ (2019 年 7 ⽉から 2020 年 6 ⽉まで) にも同様の件数を処理します。 

参加庁に関するお知らせ 

韓国知的所有権庁 

CS&E 試⾏プロジェクトの枠組みにおける主 ISA としての韓国知的所有権庁は当初、英語で提出された
国際出願に関して本試⾏プロジェクトへの参加申請を受け付けていました。当該官庁は、2019 年 6 ⽉
28 ⽇からは、韓国語で提出される国際出願に関して本試⾏プロジェクトへの参加申請を受け付けま
す。そのような出願が仮に受理された場合、出願の英語の翻訳⽂は仮の受理の通知⽇から 1 カ⽉以内に
提出される必要がある点にご留意ください。詳細は以下のリンクからご覧ください。 

https://www.kipo.go.kr/en/BoardApp/UEngBodApp?c=1003&board_id=kiponews&catmenu=ek06_01_01&seq=1687 
 

PCT 特許審査ハイウェイ (PCT-PPH) 試⾏プログラム 

新しい⼀⽅向 PCT-PPH 試⾏プログラム (アルゼンチンおよび⽶国) 

国⽴⼯業所有権機関 (INPI) (アルゼンチン)2と⽶国特許商標庁 (USPTO) 間で、新しい⼀⽅向 PCT-PPH
試⾏プログラムが 2019 年 6 ⽉ 3 ⽇から開始されました。本試⾏プログラムでは、ISA/IPEA としての
資格において USPTO が作成する、国際調査機関 (ISA) または国際予備審査機関 (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、INPI
に対し国内 (パリルート) 出願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。 

上述の PCT-PPH 合意に関する詳細は、以下のリンクをご参照ください。 

  www.inpi.gob.ar/sites/default/files/PPH_USPTO-INPI.pdf 

PCT ウェブサイトの PCT-PPH ページ (www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html) にて、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。 
PCT 統計 2018 
                                                  
2 アルゼンチンは PCT 締約国ではないことにご留意ください。 
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PCT 年次報告 (2019 年版) 

PCT 年次報告 (2019 年版) では、2018 年の PCT に関する活動および進展が要約されています。PCT 出
願 (上位出願国、上位出願⼈、および技術分野ごとの出願件数を含む) や 2018 年の国際特許制度の実績
に関する包括的な統計や、(利⽤可能な最新年である) 2017 年の国内段階移⾏に関する統計が紹介され
ています。 

今年は、“特許協⼒条約における 40 年間” を PCT 年次報告の特別テーマとして、PCT 国際段階および
国内段階、グローバルエコノミーにおける主要プレーヤーの台頭、および新たな技術開発に関する⻑期
間にわたる動向を分析しています。またどの出願⼈が PCT を最⼤限活⽤しているのか、また経時的な
観点から、世界のどの国や地域の出願⼈が PCT を利⽤してより多くの特許保護を出願しているのかに
焦点を当てています。さらに、1978 年からの PCT リーガルフレームワークの主要な変遷も要約してい
ます。 

PCT 年次報告の英語版は、以下のリンク先からご利⽤可能です。 

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

本 PCT 年次報告の概要は、9 ⾔語 (アラビア語、中国語、英語、仏語、独語、⽇本語、韓国語、ロシア
語およびスペイン語) にてまもなくご利⽤可能になります。 
 

7 ⽉と 8 ⽉の合併号 
次回の PCT Newsletter は 7 ⽉と 8 ⽉の合併号となり、8 ⽉に発⾏予定です。今⽉号と 7−8 ⽉号が発⾏
されるまでの間に PCT ユーザにお伝えすべき重要なお知らせがある場合は、PCT 電⼦メール更新サー
ビスにてご案内します。このサービスをまだご利⽤されていないようでしたら、以下の電⼦メールプラ
ットフォームにて無料で購読⼿続ができます。新たに PCT Newsletter が掲載される際や、臨時のお知
らせを⾏う際に、PCT ユーザにその旨をご案内します。 

  https://www3.wipo.int/newsletters/en/#pct_newsletter 

7−8 ⽉号が発⾏される前に、PCT セミナーカレンダーや PCT ⼿数料表に変更がある場合は、それぞれ
下記のリンク先にて更新されます。 

  www.wipo.int/pct/en/seminar/seminar.pdf 

  www.wipo.int/pct/en/fees.pdf 

 

WIPO 本部での上級者向け PCT セミナー 
上級者向け PCT セミナーが、2019 年 9 ⽉ 17、18 ⽇にジュネーブの WIPO 本部にて開催されます。当
該セミナーは、特許および技術部⾨の経験豊富なスタッフにより実施され、特許管理者、パラリーガル
および PCT 制度にすでに精通している他のユーザを対象としています。 

オンライン登録の詳細や詳細情報へのリンク先は、まもなく PCT セミナーカレンダーにて提供され 
ます。 
PCT 最新情報 
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BY: ベラルーシ (⼿数料) 
EC: エクアドル (電⼦出願) 
IE: アイルランド (電⼦出願) 
IL: イスラエル (通信⼿段) 
JP: ⽇本国 (あて名、⼿数料) 

⽇本国特許庁 (JPO) のあて名が、以下のとおり変更されました。 

あて名:   3-4-3 Kasumigaseki 
   Chiyoda-ku 
   Tokyo, 100-8915 
   Japan 

2019 年 8 ⽉ 1 ⽇から、受理官庁としての⽇本国特許庁に⽇本円で⽀払われる国際出願⼿数料、および
30 枚を超える⽤紙 1 枚ごとの⼿数料の換算額が変更になります。また⼿数料表 l(a) に記載されてい
る、適⽤する⼿数料表項⽬ 4 の⼀覧にある⼿数料減額の⽇本円の換算額も変更になります。 

(PCT 出願⼈の⼿引 附属書 B1 (JP) および附属書 C (JP) が更新されました) 

KE: ケニア (優先権の回復請求に適⽤される基準、⼿数料) 
KN: セントクリストファー・ネイビス (管轄国際調査および予備審査機関) 
KZ: カザフスタン (国の安全に関する規定) 
LA: ラオス⼈⺠⺠主共和国 (所在地とあて名) 
RS: セルビア (⼿数料) 
SK: スロバキア (官庁の名称、国際型調査に関する規定、国際公開後の仮保護、発明者の⽒名およびあて
名の提出期限) 

調査⼿数料 (⽇本国特許庁、韓国知的所有権庁、国⽴⼯業所有権機関 (ブラジル)) 

以下の官庁により実施される国際調査に関して、下記に指定される通貨の換算額が、2019 年 8 ⽉ 1 ⽇
から変更になります。 

⽇本国特許庁     スイスフラン、韓国ウォン 

韓国知的所有権庁    ニュージーランドドル、シンガポールドル 

国⽴⼯業所有権機関 (ブラジル)  ⽶国ドル 

上述の変更は⼿数料表 l(b) に記載されています。 

(PCT 出願⼈の⼿引 附属書 D (BR、JP および KR) が更新されました)  

予備審査⼿数料および国際予備審査に関するその他の⼿数料 (⽇本国特許庁) 

国際予備審査機関としての⽇本国特許庁に⽀払う取扱⼿数料の額が、2019 年 8 ⽉ 1 ⽇から変更になり
ます。新料⾦は 21,800 円です。 

(PCT 出願⼈の⼿引 附属書 E (JP) が更新されました) 
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PCT 関連資料の最新/更新情報 

パワーポイントプレゼンテーション 

2019 年 7 ⽉ 1 ⽇に発効予定である PCT 規則修正を説明するパワーポイントプレゼンテーションが、英
語、仏語、独語およびスペイン語で、それぞれ以下のリンクからご利⽤可能になりました。 

  www.wipo.int/pct/en/texts/ppt/rule_changes_archive.html  
  www.wipo.int/pct/fr/texts/ppt/rule_changes_archive.html  
  www.wipo.int/pct/de/texts/ppt/rule_changes_archive.html  
  www.wipo.int/pct/es/texts/ppt/rule_changes_archive.html 

その他の⾔語もまもなくご利⽤いただける予定です。 

ISA および IPEA の取決め (フィリピン) 

PCT に基づく国際調査機関および国際予備審査機関としてのフィリピン知的所有権庁の機能に関して、
WIPO 国際事務局および当該官庁間で交わされた取決めが、2019 年 5 ⽉ 20 ⽇に発効しました。この取
決めが英語および仏語で、それぞれ以下のリンクに掲載されました。 

  www.wipo.int/pct/en/texts/agreements/ag_ph.pdf 

  www.wipo.int/pct/fr/texts/agreements/ag_ph.pdf 

 

国際公開前の指定官庁による国際出願の写しの受取 

韓国知的所有権庁 

出願⼈が国際公開前に、早期の国内段階移⾏を希望する場合には、指定 (または選択) 官庁 (DO/KR) と
しての韓国知的所有権庁は、2019 年 5 ⽉ 20 ⽇から、国際出願の写しやその他の関連書類を直接国際事務
局 (IB) から ePCT ウェブサービスを介して、⾃動的に受け取ることができるようになりました。これまでは
DO/KR は出願⼈が IB に対しそれらの書類の送付を請求するよう求める必要がありました。 
 

実務アドバイス3 

(PCT 規則 69.1(a) の修正を受けて考慮すべき) 国際予備審査開始のタイミング 

Q: PCT 規則 69.1(a) は、2019 年 7 ⽉ 1 ⽇から、国際予備審査機関は予備審査請求期間の満了まで審査
の開始を待つかわりに、予備審査請求を受け取った時点で国際予備審査を開始できるよう修正される予
定である旨を知りました。国際予備審査が早く開始される場合、PCT 第 34 条に基づく国際出願の補正
書を作成する時間が少なくなることを意味するのでしょうか。 

A: 2019 年 7 ⽉ 1 ⽇以降に⾏われた予備審査請求に関しては、国際予備審査機関 (IPEA) は、原則として
PCT 規則 54 の 2.1(a) に基づき適⽤される期間の満了前に国際予備審査を開始することができるように
                                                  
3 訳注: 国際予備審査機関としての⽇本国特許庁 (IPEA/JP) に予備審査請求を⾏う際は、注意点についてさらに⽇本国特許庁の以下の案内をご
参照ください。 https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/chosa-shinsa/yobishinsa_iv4_20190701.html 
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なります。これは、現状の出願⼈が国際予備審査の早期開始を請求しない限り、IPEA はその期限の満
了まで待たなければならないという規定に代わるものです。修正された PCT 規則 69.1(a) では、出願⼈
が、請求を⾏うための期間が満了するまで国際予備審査の開始の延期を明⽰的に請求することも可能で
す。したがって、法的権利と選択肢は実質的にはこれまでと同様です。 

PCT 規則 54 の 2.1 に基づく請求を⾏うための期間は、以下の期間のうちいずれか遅く満了する期間ま
でとなる点にご留意ください。 

 出願⼈への国際調査報告 (ISR) (または該当する場合には、第 17 条(２) に基づく国際調査機関が
ISR を作成しない旨の宣⾔) および ISA の⾒解書の送付⽇から３カ⽉、もしくは 

 優先⽇から２２カ⽉。 

2019 年 7 ⽉ 1 ⽇から発効する PCT 規則 69.1(a) は、その⽇以降に提出されるすべての予備審査請求に
適⽤されます。また IPEA は、出願⼈が国際予備審査の開始を PCT 規則 54 の 2.1(a) に基づく期間の満
了まで延期することを明⽰的に請求しない限り、規定どおり、以下の全ての要件が充⾜された時に国際
予備審査を開始します。 

 予備審査請求書 
 国際予備審査のために⽀払う諸⼿数料、そして 
 ISR または PCT 第 17 条(2) に基づく宣⾔、および PCT 規則 43 の 2.1 に基づき作成された⾒解

書 

請求を提出すべき期間、および/または適⽤される⼿数料の⽀払期間の満了直前まで待つ場合、または
ISR (もしくは宣⾔) および⾒解書が国際調査機関 (ISA) により遅く作成された場合には、国際予備審査
の開始はいずれにせよ遅れるでしょう。そのため PCT 第 34 条(2)(b) に基づく補正書の作成に、より多
くの時間を費やせるでしょう。ただし、請求を早期に提出した場合であっても、2019 年 7 ⽉ 1 ⽇から
発効する修正された請求書様式 (様式 PCT/IPEA/401) の該当するボックス (第 lV 欄のチェックボック
ス 4) をチェックすることで、IPEA に対して国際予備審査の開始を予備審査請求期間の満了まで延期す
るよう請求することができます。 

PCT 第 34 条に基づく補正がまだ準備できておらず、PCT 規則 54 の 2.1(a) に基づく期間の満了に差し
迫っていて、かつ PCT 第 34 条に基づく請求の範囲、明細書および/または図⾯の補正を基礎として国
際予備審査の開始を希望するのであれば、少なくとも予備審査請求をその期間内に確実に提出すること
が重要です。PCT 第 34 条に基づく補正を基礎として国際予備審査を開始することを希望する場合に
は、第 IV 欄のチェックボックス 1 4 の該当するボックスをチェックして、予備審査請求書にその旨を表
⽰する必要があります。PCT 第 34 条に基づく補正に基づいた国際予備審査の開始を希望する旨を予備
審査請求書に表⽰したにもかかわらず、実際にはそのような補正が提出されていない場合には、IPEA
は PCT 規則 60.1(g) に基づき (様式 PCT/IPEA/431 を使⽤して) 補正提出命令書に定められた期間内
に、⽋落している補正を提出するよう要求します。そして、国際予備審査の開始は、補正が受理されて
から、または命令書に定められた期間が満了してからになります (PCT 規則 69.1(e))。ただし、この場
合には、国際予備審査に利⽤できる時間は少なくなることにご留意ください。 
                                                  
4 このチェックボックスは、国際予備審査の開始は、当初出願された要素を基礎としてするのか、PCT 第 34 条に基づき補正された要素を基礎
とするのか、または、請求の範囲のみの場合には、PCT 第 19 条に基づき補正された請求の範囲を基礎とするのかどうか、IPEA に対して明確
にする⽬的で、全ての状況において完全に記載されるべきです。 
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上述した状況において、予備審査請求書にそのような表⽰をしない場合には、IPEA は、予備審査請求
書、⼿数料、ISR (または PCT 第 17 条(2) に基づく宣⾔) および ISA の⾒解書の要件が充⾜された時に
国際予備審査は開始され、IPEA は (PCT 規則 55.2 に基づく必要な翻訳⽂が提出されていることを条件
に) 報告書の作成を開始することができます。報告書の作成を開始した後は、IPEA は (追加の) 補正を
必ずしも考慮に⼊れる必要はありません (PCT 規則 66.4 の 2)。 

出願⼈の法的権利と選択肢は実質的にこれまでと同様ではありますが、PCT 規則 69.1(a) の変更によ
り、実際には IPEA にとっては国際予備審査の実施により多くの時間が利⽤できるようになります。こ
れは IPEA が出願⼈の明⽰的な同意なしで、現状よりも早く国際予備審査を開始できるようになるため
です。これに伴い、出願⼈と IPEA の双⽅にとって次のような利点があります。 

 より多くの時間をかけて出願⼈と審査官が対話できるようになります。これにより、出願⼈によ
り良いサービスを提供できると共に、審査官が明確な情報を取得するための時間も多くなりま
す。 

 出願⼈が 2 回⽬の⾒解書を取得し、その⾒解書に関するコメントを提供できる可能性が⾼くなり
ます。 

 ⾼品質な⾒解書および第 ll 章に基づく特許性に関する国際予備報告書 (IPRP 第 ll 章) を IPEA か
ら提供できるようになります。 

IPEA の⾒解書と IPRP 第 ll 章が早く利⽤可能になれば、関連する官庁間に PCT 特許審査ハイウェイ
(PCT-PPH) およびグローバル PPH 試⾏プログラムが存在しており、適⽤される要件が充⾜されている
場合には、これらのプログラムを介して国内および広域段階における国際出願の早期処理を促進させる
こともできます。 

したがって、上述の理由により、出願⼈による ISR および ISA の⾒解書の評価によって、国際出願をさ
らに進めるに値するとが認められた場合には、好ましくは予備審査請求をできる限り早く提出すべきで
しょう。それでもやはり、出願⼈が予備審査請求を⾏った後に補正の作成により多くの時間を費やすこ
とを選択し、IPRP 第 ll 章の作成前に補正が提出されることを確実にすることを希望する場合には、国
際予備審査の開始の延期を IPEA に請求することが可能です。 

 


