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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。 

 

特許協力条約外交会議 50 周年記念 

1970 年 5 月 25 日から 6 月 19 日まで米国ワシントン D.C. で開催された「特許協力条約ワシントン外交

会議」から、今月で 50 周年を迎えました。 この外交会議での協議を受けて、特許協力条約 (以下「条

約」という）および規則が採択されました。 

外交会議には、パリ条約の同盟国 55 カ国、オブザーバー23 カ国、政府間機関 11 カ国および国際非政

府機関 11 カ国が出席し、参加しました。政府または機関の代表にかかわらず、すべての参加者は、議

論に参加する権利と機会を与えられました。 

条約と附属する規則は、1970 年 6 月 17 日に全会一致で採択されました。 条約と規則の最終条文は、

1970 年 6 月 19 日の閉会時に 20 カ国によって署名され、1970 年末までにさらに 15 カ国によって署名

されました。  

当条約の 50 周年を記念するプレゼンテーションが、以下のリンクからご覧いただけます。 

 www.wipo.int/pct/en/treaty/pdf/pct-diplomatic-conference1970.pdf 

プレゼンテーションには、以下が収録されています。 

− 当条約に関する背景情報の概要 

− 外交会議開催前の数年間にわたり遂行された準備作業に関する情報 

− 外交会議中に実施された作業に関する情報 

− 参加者からの興味深いスピーチの引用 

− 外交会議で撮影された写真のセレクション 

PCT 外交会議についてより詳しい情報に関心のある方は、以下のリンクから、ワシントン外交会議の記

録をご覧ください。 

www.wipo.int/pct/en/texts/washington.html 

 

 

http://www.wipo.int/pct/en/newslett
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COVID-19 の影響に伴う RO/IB に対する手数料の支払期間の再延期 

受理官庁としての国際事務局 (RO/IB) は 2020 年 4 月に、所定の期間内に所定の手数料が支払われなか

ったことを理由として発せられる、国際出願が取り下げられたものとみなされた旨を宣言する通知 (様

式 PCT/RO/117) について、2020 年 5 月 31 日まで発行を延期する決定を公表しました (PCT ニュース

レター2020 年 4 月号参照)。 

この度 IB は、その期間を再延期することを決定し、2020 年 6 月 30 日まで当通知の発行を延期しま

す。また IB は、自国の新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の現状を鑑みて、かかる対応が適切で

あると考えられる場合には、他の PCT 受理官庁に対し同様の対応を行うことを推奨しています。発行

の再延期に関する公表は、以下のリンクに掲載されています。 

 www.wipo.int/pct/ja/news/2020/news_0014.html 

 

WIPO PROOF: 信頼性の高いデジタルデータを証拠として知的財産を守るサービス 

WIPO は 2020 年 5 月 27 日、あらゆる業界のイノベーターのための新オンラインビジネスサービス、

WIPO PROOF を開始しました。 WIPO PROOF は、日時が刻印されたデジタルファイルのフィンガー

プリント (WIPO PROOF トークンと呼ばれる) の作成を可能にします。このサービスは、あなたの知的

財産であるデジタルファイルが特定の時点で実在したこと、そしてそれ以降変更されていないことを証

明する、改ざん防止機能を備えた証拠を作成します。WIPO PROOF はしたがって、公証型サービスの

デジタル版としてみなされることができます。当サービスは、信頼性が高く、コスト効果も良くかつ効

率的で世界規模のサービスを提供します。そして、その知的財産が最終的に特許をはじめとする公式に

保護された権利を取得するかどうかにかかわらず、イノベーターやクリエイターがコンセプトから開

発、商業化までのプロセスにおいて、その成果物を保護できるよう支援します。  

また WIPO PROOF は、業界をリードする安全な技術を用いて、研究成果や膨大なデータセットまたは

新製品や新技術につながる可能性のあるビジネス関連の記録などを、プロセスのあらゆる段階で保護す

ることができます。 当サービスは、1 トークンが 20 スイスフランから、1,000 単位の「バンドル」で

購入すると 1 トークンあたり 13 スイスフランと、非常に利用しやすい価格で提供されています。 これ

は、例えば特許出願などの膨大な書類の保護を必要とするユーザに便利です。 WIPO PROOF の利用例

は、以下のリンクにて説明されています。 

https://wipoproof.wipo.int/wdts/use-cases.xhtml 

WIPO PROOF トークンは、スイスのサーバーに安全に保管され、WIPO すべての知的財産サービスを

サポートしているものと同様の高水準セキュリティ機能を備えています。 このトークンは、知的財産が

実在していた事実と所有を立証する証拠として利用でき、知的財産の悪用や不正流用の防止につなが

り、将来の法的紛争を解決する際にも役立つでしょう。 

この新サービスならびにその仕組みについての詳細は、以下のリンクをご参照ください。 

https://wipoproof.wipo.int/wdts/  

プレスリリース PR/2020/855 もご覧ください。 

www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0012.html 
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PCT 特許審査ハイウェイ (PCT-PPH) 試行プログラム  

新規一方向 PCT-PPH 試行プログラム (シンガポールおよびブラジル)  

2020 年 5 月 1日から、シンガポール知的所有権庁 (IPOS) およびブラジル国立工業所有権機関 (INPI) 間

で、新規一方向 PCT-PPH 試行プログラムが開始されました。本試行プログラムでは、ISA/IPEA とし

ての資格において INPI 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、 

IPOS に対し国内段階における早期審査の利用が可能になります。IPOS は、すでにグローバル特許審査

ハイウェイ試行プログラムに参加しています。  

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.ipos.gov.sg/docs/default-source/protecting-your-ideas/patent/ipos-inpi-pph-guideline_1-

may-2020.pdf 

PCT ウェブサイトの PCT-PPH ページは、この新規試行プログラムに関する情報を追加して更新されま

した。以下のリンクに掲載されています。 

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

 

COVID-19 の影響に伴う例外的な閉庁日 

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の世界的流行に伴い、以下に列挙した官庁の閉庁に関する情報

ならびに閉庁により生じる変更に関する情報が、括弧内に記載された発行日の公示 (PCT 公報) に掲載

されました。 

− BZ ベリーズ知的所有権庁 (2020 年 6 月 11 日) 

− IN インド特許庁 (2020 年 5 月 28 日)  

− MX メキシコ工業所有権機関 (2020 年 6 月 11 日) 

− PA 工業所有権登録総局 (DIGERPI) (パナマ) (2020 年 6 月 18 日) 

− PH フィリピン知的所有権庁 (2020 年 6 月 11 日) 

関連する公示 (PCT 公報) の各号は、以下のリンクからご参照ください。 

 www.wipo.int/pct/en/official_notices/officialnotices.pdf  

より詳細な情報は、COVID-19 IP 政策トラッカーの各官庁の欄にも掲載されています。以下のリンクか

らご利用ください。 

 www.wipo.int/covid19-policy-tracker/ 

 

国際出願の電⼦出願および処理  

国立登録センター (CNR) (エルサルバドル) による電⼦形式での国際出願の受理および処理の開始  

受理官庁としての国立登録センター (CNR) (エルサルバドル) は 2020 年 7月15日から、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。  



PCT NEWSLETTER －日本語抄訳－ | 2020 年 6 月号 | No. 06/2020 

 

 

4 

当該官庁は、ePCT 出願を利用した電⼦形式で提出される国際出願を受理します。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。  

また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、2020 年 5月22

日付の公示 (PCT 公報) 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/pct/en/official_notices/index.html  

(PCT 出願⼈の手引、附属書 C (SV) が更新されました。) 

 

スペイン特許商標庁による PCT ダイレクト試行プログラムの開始 

受理官庁 (RO/ES) および国際調査機関 (ISA) としてのスペイン特許商標庁は、2020 年 5 月 25 日か

ら、いわゆる「PCT ダイレクト」の試行プロクラムを開始しました。本プログラムは、RO/ES に提出

された国際出願および当該官庁が ISA として行動する際の国際出願に適用されます。この新サービス

は、2014 年 11 月に最初に欧州特許庁で開始されたものと同様で、その後イスラエル特許庁およびフィ

ンランド特許登録庁でも導入されました。 

当該官庁の PCT ダイレクト試行プログラムでは、RO/ES に国際出願を提出する出願⼈であって、当該

官庁によりすでに調査済みかつ審査済みの先の国内出願もしくは PCT 出願に基づいて優先権を主張す

る場合は、優先基礎出願に関して作成された調査報告または⾒解書で提起された異議に対して反論する

非公式コメントを提出することができます。  

非公式コメントは国際出願とともに、「PCT ダイレクト/非公式コメント」と題した別個の書簡形式で 

RO/ES に送付される必要があります。 なお、PCT ダイレクトとして提出された書簡は、

PATENTSCOPE 上に掲載されることにご留意ください。  

詳細は、当該官庁の以下のウェブサイトに掲載されています。 

www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2020/2020_05_

25_ResolucionDirectorOEPM_PCT_Directo.pdf 

 

7 月と 8 月の合併号  

次回の PCT ニュースレター 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お知らせがある場合は、PCT 最新情報のメール配

信サービスにてご案内します。当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。PCT ニュースレターの最新号が発行される際や、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 月号の発行前に、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 
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PCT 最新情報 

AU  オーストラリア (手数料)  

BR  ブラジル (送付手段) 

CA  カナダ (通信手段) 

GT  グアテマラ (所在地とあて名、ファックス番号) 

KR  大韓民国 (管轄国際調査および予備審査機関) 

LA  ラオス⼈民民主共和国 (管轄国際調査および予備審査機関) 

SV  エルサルバドル (電⼦出願) 

調査手数料および国際調査に関する手数料 (オーストラリア特許庁、連邦知的所有権行政局 

(Rospatent) (ロシア連邦)、シンガポール知的所有権庁、韓国知的所有権庁、国立工業所有権機関 (ブラ

ジル)) 

補充調査手数料 (連邦知的所有権行政局 (Rospatent) (ロシア連邦)) 

取扱手数料 (オーストラリア特許庁) 

 

PCT 実施細則および PCT 受理官庁ガイドラインの改訂 

回章 C. PCT 1586 (www.wipo.int/pct/en/circulars/2020/1586.pdf) による協議を受け、PCT 実施細則

および PCT 受理官庁ガイドラインの一部が改訂され、2020 年 7 月 1 日に発効します。改訂部分は、回

章 C. PCT 1599 (www.wipo.int/pct/en/circulars/2020/1599.pdf) により公表され、2020 年 4 月 30 日

に、それぞれ以下のリンクに掲載されました。 

 www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ai_20add.pdf 

 www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ro_18add.pdf 

なお、上述の実施細則およびガイドラインは、回章 C. PCT 1596 

(www.wipo.int/pct/en/circulars/2020/1596.pdf) による協議の結果、最近修正された他の箇所とまと

められ、同じく 2020 年 7 月 1 日に発効します。改訂部分は、回章 C. PCT 1602 により公表され、それ

ぞれ以下のリンクにて、2020 年 6 月 25 日に掲載される予定です。 

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

 www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html 

 

PCT 出願⼈の手引 最新版 

PCT の国際段階に関する詳細情報を提供する PCT 出願⼈の手引の 「国際段階の概要」の英語版が、

2020 年 7月1日発効の PCT 規則改正、およびその他の最新情報を反映し更新されました。最新版は

2020 年 7月1日に、以下のリンクに掲載されます。 

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

その他の言語は準備中です。 
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PCT 規則改正に関するウェビナー 

「PCT－2020 年 7 月の規則改正」と題したウェビナーの録音が、以下のリンクからご利用可能になり

ました。 

 https://register.gotowebinar.com/recording/7207139698340682246  

簡単な登録で視聴でき、プレゼンテーション資料も以下のリンクからご利用可能です。 

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

WIPO PCT 法務・ユーザ関連部の副部長 Matthias Reischle-Park によるウェビナーでは、まもなく発

効する規則改正の概要を紹介し、なぜ当規則改正が PCT ユーザにとり重要なのかを説明しています。 

 

WIPO 優先権書類デジタルアクセスサービス  

WIPO 優先権書類デジタルアクセスサービス (DAS) を利用することで、PCT の出願⼈は認証謄本を提 

出したり提供するよう手配したりする代わりに、優先権書類として利用する先の出願の謄本を DAS か 

ら取得するよう国際事務局 (IB) に対して請求することができます。DAS のサービスを活用するには、 

先の出願が提出された官庁が DAS 提供庁である必要がありますが、国際出願が提出される受理官庁は 

DAS 提供庁である必要はありません。 

イスラエル特許庁 

イスラエル特許庁 (ILPO) は、PCT 受理官庁として当該官庁に提出される PCT 出願、ならびに国内出願

に関する提供庁および取得庁の両方としての運用をすでに開始しています。加えて、当該官庁は 2020 

年 7 月 1 日から、DAS 電⼦図書館の範囲を意匠まで拡張し、意匠出願に関する提供庁および取得庁の

両方としても運用を開始します。 

詳細は、以下のリンクをご参照ください。 

 www.wipo.int/das/en/participating_offices/details.jsp?id=10740 

DAS 参加庁の一覧は、以下に掲載されています。 

 www.wipo.int/das/en/participating_offices.html 

 

PCT 関連資料の最新/更新情報 

PCT 規則改正 

PCT ニュースレター 2020 年 5 月号に掲載されたお知らせの追加情報です。2020 年 7 月 1 日発効の

PCT 規則の改正版が、(アラビア語および英語に加えて) 中国語、仏語、独語、日本語、ポルトガル語、

ロシア語およびスペイン語でご利用可能になりました。(ページの右側上部から言語が選択でき) それぞ

れ以下のリンクに掲載されています。 

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

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

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

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

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

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

イタリア語版は、以下のリンクの右側下部にある「他の言語」にまもなく掲載される予定です。 

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

 

プレゼンテーション資料 

PCT ニュースレター2020 年 5 月号に掲載されたお知らせの追加情報です。2020 年 7 月 1 日発効の

PCT 規則改正を説明するプレゼンテーション資料が、(英語およびスペイン語に加えて) アラビア語、中

国語、日本語、韓国語、ポルトガル語およびロシア語でご利用可能になりました。それぞれ以下のリン

クに掲載されています。 

 www.wipo.int/pct/ar/texts/ppt/2020changes.pptx 

 www.wipo.int/pct/zh/texts/ppt/rule_changes_archive.html 

 www.wipo.int/pct/ja/texts/ppt/rule_changes_archive.html 

 www.wipo.int/pct/ko/texts/ppt/2020changes.pdf 

 www.wipo.int/pct/pt/texts/ppt/rule_changes_archive.html 

 www.wipo.int/pct/ru/texts/ppt/rule_changes_archive.html 

 

ウェビナー: PCT を利用してあなたの発明を国際的に保護する 

「Protecting your inventions internationally with the PCT (PCT による発明の国際的保護)」と題した

ウェビナーが、WIPO サービスおよびイニシアティブに関するロービングウェビナーのフレームワーク

の一環として、2020 年 5 月 26 日に中継されました。その録音が、以下のリンクから視聴可能になりま

した。 

 www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=323 

 

偽の手数料支払請求に関する注意喚起 

新たな請求書  

PCT 出願⼈や代理⼈が WIPO 国際事務局 (IB) からの通知ではなく、PCT に基づく国際出願の手続に関

係のない手数料請求書を受け取る事態について、PCT ニュースレター において再三にわたって注意喚

起を続けております。そしてこの度、「WPTAgency– World Patent & Trademark Agency」からの新た

な請求書が確認されました。本請求書は、PCT ユーザが WIPO に通報した他の多くの例と共に、下記リ

ンク先で閲覧できます。このような請求書に関する一般的な情報も、同リンク先からご参照ください。  

www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html PCT 

出願⼈および代理⼈の皆様は、優先日から 18 カ月を経過した後速やかにすべての国際出願について国

際公開を行うのは、IB のみであることにご留意ください (PCT 第 21 条(2)(a) 参照) 。国際公開に関する

別個の手数料は存在しません。そして、国際公開の法的効果は PCT 第 29 条に規定されています。PCT
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出願⼈や代理⼈の皆様におかれましては、まだそうされていない場合には、組織内の手数料支払い担当

者や、このような請求書を受理する可能性がある出願⼈や発明者に注意を促してください。また、この

ような疑わしい請求書を受け取った場合には、国際事務局にご連絡いただければ幸いです。 

電話番号:  (+41-22) 338 83 38  

ファックス番号:  (+41-22) 338 83 39  

電⼦メール:    pct.legal@wipo.int  

WIPO は、PCT 出願⼈、代理⼈または発明者 (PCT ユーザ) の皆様に、政府または消費者保護協会にて

対処するよう推奨しております。苦情申立ての例文や「政府機関または苦情を受け付ける消費者保護協

会」の一覧が上記ウェブサイトでご覧いただけます。 

 

実務アドバイス 

受理官庁としての国際事務局に対し業として手続をとる資格 (国際出願が他国の出願⼈に譲渡される場

合) 

Q: 新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響により、出願⼈ (出願⼈ A) の国内受理官庁が長期間

閉庁していたため、出願⼈に代わって当方が受理官庁としての国際事務局 (RO/IB) に国際出願を行いま

した。 出願⼈ＡはＡ国の国民であり居住者であり、当方はＡ国の特許庁に対し業として手続を行う代理

⼈として登録されています。出願⼈は、国際出願を B 国の国民であり居住者である新規出願⼈ (出願⼈

B) へ譲渡することを望んでいます。この状況を受け、出願⼈ B を代理する資格について、以下の質問

があります。 

1.  当方は、当該出願について出願⼈ B を代理する資格があるのか？ 

2.  出願⼈Ｂは、Ａ国の特許庁に対し業として手続を行うため登録されている新規代理⼈を選任でき

るのか？ 

3.  出願⼈Ｂは、Ｂ国の特許庁に対し業として手続を行うため登録されている新規代理⼈を選任でき

るのか？ 

A: RO/IB に対する手続において、出願⼈は代理⼈を立てるべきとの要件はありませんが、出願⼈が自身

に代わって行動する代理⼈を選任することは、強く推奨されます。 RO/IB に対し出願⼈を代理する代

理⼈の権能については，PCT 規則 83.1 の 2 に規定されています。規定では、出願⼈が (または 2 ⼈以

上の出願⼈がある場合には、これらの出願⼈のうちのいずれかが) その居住者もしくは国民である締約

国の国内官庁またはその締約国のために行動する国内官庁に対し業として手続をとる権能を有する者

は、国際出願について、PCT 規則 19.1(a)(iii)1 の規定に基づく RO/IB に対し業として手続をとる権能を

有する、と定めています。さらに、国際出願について RO/IB に対し業として手続をとる権能を有する

者は、その国際出願について、受理官庁以外の資格における国際事務局に対し、ならびに管轄国際調査

機関 (ISA) および管轄国際予備審査機関 (IPEA) に対し、業として手続をとる権能を自動的に有しま

す。 

上記のシナリオ１については、国際出願を行った時点であなたは出願⼈を代理する資格を有していたた

め、RO/IB に関する限り、あなたは、RO/IB および国際機関に対し当該国際出願について引き続き代理

⼈として行動する資格を有します。今後、当該出願が他の出願⼈に譲渡されるか否かにかかわらず、あ

 
1 IB が PCT 規則 19.1(b) に従い受理官庁として行動する場合 (すなわち、国内 (または広域) 官庁は受理官庁として行動しないが、その国民ま

たは居住者の国に代わって IB が受理官庁として行動する場合)、いずれの自然⼈または法⼈も IB に対し業として手続をとる権能を有する。 
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なたは代理⼈として行動する資格を有します。したがって出願⼈ B は、出願⼈ B が居住者または国民で

ある締約国、つまり B 国の国内官庁に対し、または B 国のために行動する国内官庁に対し、業として手

続をとる権能を有する新規代理⼈を選任する義務はありません。  

あなたが当該国際出願について記録されている代理⼈として、引き続き行動する場合には、あなたの選

任に関して出願⼈ B が署名する委任状の提出は、必要のないことにご留意ください。 これは RO/IB

が、PCT 規則 90.4(d) および 90.5(c) に基づく委任状の提出要件を放棄しているためです。  

一方、シナリオ２については、出願⼈ B がＡ国で新規代理⼈の選任を望んでいる場合、出願⼈ B は A

国の官庁に対してのみ業として手続をとる資格を有する代理⼈は選任できないため、状況は異なりま

す。これは、代理⼈の新規の選任には、選任される者は、PCT 規則 83.1 の 2 に従い、出願⼈ B が居住

者または国民である締約国の国内官庁、または締約国のために行動する国内官庁に対し業として手続を

とる権能を有していること、とされているからです。 

シナリオ３に関しては、したがって、出願⼈ B が B 国の特許庁に対し業として手続を行うために登録

されている新規代理⼈を選任したい場合、上述した PCT 規則 83.1 の 2 の要件を考慮すると、Ｂ国の居

住者であり国民である出願⼈ B は、Ｂ国の官庁に対し業として手続をとる権能を有する新規代理⼈を選

任することができます。この規定は、国際段階の期間中いつでも適用されます。 

なお、出願⼈ B が新規代理⼈を選任する場合、新規代理⼈が RO/IB によって記録されるためには委任

状が必要となります。それは IB の委任状放棄の要件には、出願時の願書に記載されていなかった新規

代理⼈が選任される場合の状況は含まれていないためです。 

RO/IB に対し業として手続をとる権能があるかの決定は、国際出願が、受理官庁としての国内官庁また

は広域官庁に対し行われる場合の状況とは対照的です。出願が A 国の国内官庁に対し行われた場合、出

願⼈ B は引き続きあなたを代理⼈とするか、または当該国内官庁に対し業として手続をとる権能を有す

る別の代理⼈を選任する必要があります。これは、国内 (または広域) 官庁に対し出願する場合には、代

理⼈は、PCT 規則 90.1 に従い、国際出願が行われた官庁に対し業として手続をとる権能を有する必要

があるためです。したがって、新規代理⼈は、新規出願⼈の国籍/居住地にかかわらず、出願が行われ

た国内/広域 RO に対し業として手続をとる権能を有する代理⼈でなければなりません。 

RO/IB に対する PCT 出願についての詳細は、以下のリンクをご覧ください。  

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