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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)” 及び “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。 

 

 

COVID-19 に関連した RO/IB に手数料が支払われなかった PCT 出願を取り下げられたものとみ

なす宣言の延期終了 

国際事務局は、受理官庁 (RO/IB) として、所定の期間内に所定の手数料が支払われなかったことにより

国際出願が取り下げられたとみなされた旨の宣言を行う通知 (様式 PCT/RO/117) の発行を、2020 年 5

月 31 日まで延期する決定を 2020 年 4 月 9 日付けで公表しました

(www.wipo.int/pct/en/covid_19/82quater.pdf) 。この措置は、新型コロナウイルス感染症 (COVID-

19) の世界的流行 (パンデミック) の影響を受けて経済状況が悪化した PCT 出願人の支援のために講じ

られたものでした。受理官庁としての国際事務局 (RO/IB) は、さらに、2020 年 5 月 27 日付けで、かか

る通知の発行を 2020 年 6 月 30 日まで再延期する決定を公表しました

(www.wipo.int/pct/en/news/2020/news_0014.html) 。 

PCT の所定の期間が遵守されなかった遅滞を、請求により許容する PCT 規則 82 の 4.1 の規定について

は (4 月 9 日付け公表参照)、その適用を継続しますが、RO/IB は、所定の手数料が支払われなかったこ

とを理由に発せられる様式 PCT/RO/117 の発行については、2020 年 7 月 1 日以降再開しました。しか

し、RO/IB は、PCT 規則 16 の 2.2 に規定される後払手数料については、追って公表するまで免除しま

す。 

上記の公表は、2020 年 7 月 3 日付けで PCT ウェブサイトに掲載されました。 

www.wipo.int/pct/ja/news/2020/news_0017.html 

 

電子的な通信手段の不通により期間が遵守されなかったことによる遅滞についての許容規定
(PCT 規則 82 の 4.2) 

すでにお知らせしたとおり、2019 年 9 月 30 日から 10 月 9 日までジュネーブで開催された第 51 回

PCT 同盟総会は、官庁又は機関における電子的な通信手段の不通により、所定の期間が遵守されなかっ

たことによる遅滞について許容する新 PCT 規則 82 の 4.2 を、他の規則修正に加えて、採択しました。

当該規則は、2020 年 7 月 1 日に発効しました。 

http://www.wipo.int/pct/en/newslett
https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/forms/ro/editable/ed_ro117.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/covid_19/82quater.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/covid_19/82quater.pdf
https://www.wipo.int/pct/ja/news/2020/news_0014.html
https://www.wipo.int/pct/ja/news/2020/news_0014.html
https://www.wipo.int/pct/ja/news/2020/news_0017.html
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国際事務局 

受理官庁（RO/IB）を含む国際事務局 (IB) は、通知を発行し、2020 年 7 月 1 日以降、ePCT システム

(高度認証があってもなくても) 又は PCT 緊急用アップロードサービスの利用中に IB における特定の就

業日に最低 1 時間継続して当該機能が不通であった場合、PCT 規則 82 の 4.2(a) に基づき期間が遵守さ

れなかったことによる遅滞について許容する旨を宣言しています。 

当該規定は、IB に対し行為を行うための PCT 規則及び PCT 実施細則に定めるすべての期間に適用され

ます。当該規定は、IB が出願人に対して発する求め又は通知に定める期間にも適用されます。ただし、

優先期間には適用されない旨ご留意ください。 

IB に対し PCT 規則 82 の 4.2(a) に基づき期間が遵守されなかったことによる遅滞についての許容の請

求を希望する関係者は、以下の行為を行う必要があります。 

1. ある特定日に ePCT システム又は PCT 緊急用アップロードサービスの不通により、期間が遵守

されなかった旨を記載する請求を IB に対し提出すること。及び 

2. ePCT システム又は PCT 緊急用アップロードサービスが回復した IB における後続の最初の就業

日に、その対象となる行為を行うこと。 

上記の条件 1 及び２が満たされ、問題となった当該日に最低 1 時間継続して ePCT システム又は PCT

緊急用アップロードサービスが不通であったと IB が認める場合には、IB は期間が遵守されなかったこ

とによる遅滞について許容します。IB は、様式 PCT/IB/345 又は様式 PCT/RO/132 (受理官庁として行

動する場合) を介して、関係者に対し決定を送達します。 

当該規定に関する IB の通知全文は、2020 年 7 月 16 日付けの公示 (PCT 公報) に掲載されました。 

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

PCT 出願人の手引、附属書 B2 (IB) が更新されました。 

なお、当該規則に従い、IB は以下の期間に ePCT システムの不通があったことを PCT ユーザにお知ら

せします。 

 2020 年 7 月 12 日午前 7 時 20 分、中央ヨーロッパ夏時間 (CEST) から、         

2020 年 7 月 13 日午前 7 時 52 分、CEST まで 

上記の不通により、PCT 期間が遵守できなかった出願人は、上述した条件に従い、PCT 規則 82 の 4.2

に基づき期間が遵守されなかったことによる遅滞についての許容を請求することができます。 

 

スウェーデン知的所有権庁 (PRV) 

スウェーデン知的所有権庁は、PCT 規則 82 の 4.2 に基づき、当該官庁が認める電子的な通信手段の不

通により、当該官庁に対し行為を行うために PCT 規則に定める期間が遵守されなかったことによる遅

滞について許容する旨を IB に通知しました。ただし、不通があった期間は少なくとも 24 時間とし、当

該電子的な通信手段が回復した後続の最初の就業日に、その対象となる行為が行われることを条件とし

ます。 

(PCT 出願人の手引、附属書 B1 (SE) が更新されました) 
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国際出願の電子出願及び処理  

国際事務局に対し電子出願 (e-filing) データを利用可能にすることの重要性についてのリマインダー 

国際出願を電子形式で出願する場合、出願される受理官庁 (RO) や使用されるソフトウェアに関係な

く、.pdf 及び .xml 形式のファイルが自動的に生成され、出願パッケージとしてまとめられます。願書

や手数料計算用紙をはじめとする PDF ファイルのレンダリングに使用される書誌データに加え、XML

ファイルには国際事務局 (IB) の処理システムで使用される重要な情報も含まれています。例えば、

ePCT 対応のソフトウェアを使用して国際出願を電子出願する場合、ユーザは署名の手続中に WIPO ア

カウントのカスタマーID 及び eOwnership コードをコピーし貼り付けることが可能です (PCT-SAFE、

EPO オンライン出願ソフトウェア、JPO-PAS)。記録の写しがその後 IB にて受理されると、出願パッケ

ージ内の XML ファイルの 1 つに含まれる情報に基づいて、該当する WIPO アカウントの保有者に対し

ePCT システム内でアクセス権が自動的に付与されます。 

オンラインで直接 RO に対し提出された電子出願に関しては、XML ファイルは自動的に電子出願パッケ

ージに含まれます。 

ePCT 出願又は PCT-SAFE を使用して RO としての米国特許商標庁 (USPTO) に電子出願する場合、又

は ePCT 出願を使用して RO としてのイスラエル特許庁に電子出願する場合、XML ファイルは電子出願

ソフトウェアで作成されたデータパッケージの zip ファイルに含まれます。重要なのは、zip ファイルを

RO の電子出願システム（例えば EFS-Web など）にアップロードすることです。そうすることで RO

は、IB に対し当該ファイルを記録の写しと共に転送可能になります。 

出願人が提供し損なったか、RO が記録の写しと共に転送し損なったことにより、IB がデータパッケー

ジの zip ファイルを受け取らなかった場合には、所定の手続にはマニュアルによる処理が必要になりま

す。ePCT アクセス権については、カスタマーID 及び eOwnership コードが欠落しているため、IB のシ

ステムでは自動的には付与されません。そのため出願人は、別個の eOwnership の請求を提出する必要

があります。 

手数料の支払い及び払戻しを効率的に行うよう設定された手数料に関連する手続は自動化されており、

電子出願ソフトウェアによって生成されたファイルに含まれる XML データにも依存しています。例え

ば、ＲＯとしての欧州特許庁及び/又は国際調査機関の場合、出願時に提供された手数料関連の指示書

は電子出願パッケージに含まれているため、これがないと自動処理ができません。 

電子出願時に ePCT のアクセス権を設定する方法については、以下のリンクをご覧ください。 

www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=518 
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アフリカ広域知的所有権機関 (ARIPO) 及び特許企業登録局 (PACRA) (ザンビア) による電子形式での国際

出願の受理及び処理の開始  

受理官庁としてのアフリカ広域知的所有権機関 (ARIPO) 及び特許企業登録局 (PACRA) (ザンビア) は、 

2020 年 10 月 1 日から、電子形式での国際出願の受理及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。  

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及び運用を記載する通知は、それぞれ 2020 年 

7 月 9 日付け及び 2020 年 7 月 23 日付けの公示 (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 (AP 及び ZM) が更新されました) 

 

PCT 特許審査ハイウェイ (PCT-PPH) 試行プログラム  
 

新規の二方向 PCT-PPH 試行プログラム (エジプト特許庁 - 日本国特許庁)  

2020 年 6 月 1 日から、エジプト特許庁と日本国特許庁間で、新規の二方向 PCT-PPH 試行プログラム

が開始しました。本試行プログラムでは、ISA/IPEA としての資格において一方の官庁が作成する、国

際調査機関 (ISA) 又は国際予備審査機関 (IPEA) からの肯定的な⾒解書、若しくは肯定的な特許性に関

する国際予備報告 (IPRP) (第 II 章) (すなわち、特許性ありと判断された請求項が少なくとも一つ存在す

る場合) を得た PCT 出願に基づき、他庁の国内段階で早期審査を利用することが可能になります。  

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

www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/soki/pph/japan_egypt_highway.html  

www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/soki/pph/document/guideline/4gypt_egypt_en.pdf  

www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/soki/pph/document/guideline/egypo_jpo_en.pdf  

PCT ウェブサイトの PCT-PPH に関するページが、上述の情報を含み更新されました

(www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html)。 

 

PCT 統計 2019 
 

PCT 年次報告 (2020 年版)  

PCT 年次報告 (2020 年版) では、2019 年の PCT に関する活動及び進展が要約されています。PCT 出

願 (上位出願国、上位出願人及び技術分野ごとの出願件数を含む) や 2019 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) 2018 年の国内段階移行に関する統計が紹介されてい

ます。  
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今年は「上位 50 の PCT クラスター」を PCT 年次報告の特別テーマとして、PCT 出願に記載された発

明者の所在地にもとづいた地域レベルでの PCT 出願動向の具体的な分析を提供しています。PCT 出願

のクラスターを特定し分析することで、世界のどの地域で PCT 出願に詳述された発明がなされたのか

について、より詳細な概要をまとめています。 

PCT 年次報告の英語版は、以下のリンク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、まもなく 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 語及びスペイン語) にてご利用可能になります。 

 

PCT ニュースレターの日本語抄訳及び韓国語抄訳のための新電子メール通知機能 

PCT ニュースレター各号の日本語抄訳及び韓国語抄訳は、この数年 PCT ウェブサイトに掲載されてき

ました。リンクはそれぞれ、以下のとおりです。 

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

www.wipo.int/pct/ko/newslett/index.html 

抄訳は、PCT セミナーカレンダー、PCT 手数料表、PCT 締約国一覧と二文字コード、また「PCT 最新

情報」の特定の箇所を除き、PCT ニュースレター英語版に掲載される大方の情報を提供しています。 

この度、日本語スピーカー及び韓国語スピーカーの PCT ユーザを対象として、上述の日本語抄訳及び

韓国語抄訳の発行をお知らせする電子メールを購読できるようになりました。購読ご希望の際には、

WIPO の登録ページでサインアップするだけです (該当する言語での他の WIPO の電子メール及び電子

ニュースレターの購読も選択可能)。以下のリンクをご利用ください。 

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

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

中国語抄訳も、以下のリンクから閲覧可能です。 

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

また中国語抄訳の発行を通知する電子メールの購読も可能です。 

www3.wipo.int/newsletters/zh/#pct_newsletter 

 

協働調査及び審査 (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、協働調査及び審査 (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1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。運用

フェーズの期間中、国際機関は本試行プロジェクトのもとおよそ 460 件の出願を受理しました。出願は

                                                   
1 中華人民共和国国家知識産権局、欧州特許庁、日本国特許庁、韓国知的所有権庁及び米国特許商標庁。 
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英語、中国語、仏語、独語、日本語及び韓国語で提出され、広範囲にわたる技術分野並びに配列リスト

や発明の単一性の欠如をはじめとする特別なケースを取り扱いました 

CS&E 試行プロジェクトの運用フェーズは、2020 年 6 月 30 日をもって終了しました。したがって

2020 年 7 月 1 日以降は、本試行プロジェクトでは新規出願は受理しません。本試行プロジェクトで受

理された出願は、国内段階での処理を通してモニタリングされ、当プロセスの効率性が評価される予定

です。 

 

 
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。  

 

オーストリア特許庁 

オーストリア特許庁は、2020 年 10 月 1 日から、DAS の提供庁及び取得庁の両方としての運用を開始

する旨を IB に通知しました。提供庁として、優先権書類としての特許、実用新案、意匠及び商標の出

願の認証謄本を提供し、2020 年 10 月 1 日以降に提出される PCT 出願を含みます。取得庁としては、

優先権書類の提出期間が 2020 年 10 月 1 日までに満了していない出願を対象として、DAS サービスを

利用して当該官庁が利用可能な優先権書類を受け入れます。 

詳細を提供する DAS に関する通知は、以下のリンクをご参照ください。 

www.wipo.int/das/en/participating_offices/details.jsp?id=11496  

 

欧州連合知的財産庁 

欧州連合知的財産庁 (EUIPO) は、2020 年 7 月 11 日から、意匠に関する DAS 提供庁としての運用を開

始しました。当該官庁は、出願人が当サービスに利用可能にするよう明確に請求する場合、EUIPO に対

し 2020 年 7 月 11 日以降に提出された、優先権書類としての意匠出願の認証謄本を提供します。 

詳細を提供する DAS に関する通知は、以下のリンクをご参照ください。 

www.wipo.int/das/en/participating_offices/details.jsp?id=11470  

 

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 

 

COVID-19 の影響に伴う例外的な閉庁日 
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フィリピン知的所有権庁 

フィリピン知的所有権庁は、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の世界的流行の影響に伴う公務上

の処置として、2020 年 7 月 20 日から 24 日まで閉庁した旨、及び 2020 年 8 月 6 日から 18 日まで閉庁

する旨を国際事務局 (IB) に通知しました。 

 

メキシコ工業所有権機関 

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の世界的流行の影響に伴うメキシコ工業所有権機関の閉庁に関

する情報が、2020 年 6 月 11 日付けの公示 (PCT 公報) に掲載されました。そのお知らせに加えて、当

該機関は公務上の処置として、2020 年 7 月 13 日から業務を再開した旨を IB に通知しました。 

当該機関により IB に提供される、閉庁日に関する追加情報は、以下のリンクに掲載されています。 

www.wipo.int/pct/dc/closeddates/  

より詳細な情報は、COVID-19 IP 政策トラッカーの該当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/ 

 

PCT 最新情報 
 

一部手数料の変更 (オーストラリア特許庁、ハンガリー知的所有権庁、ニュージーランド知的所有権庁、

日本国特許庁、ノルウェー工業所有権庁) 

受理官庁としての以下の官庁に対し表示された通貨により支払う、国際出願手数料及び 30 枚を超える

用紙一枚ごとの手数料の換算額が、括弧内に記載された日付けから変更になります。適用される手数料

表の項目4 に掲載された出願手数料の減額に関するそれらの通貨での換算額も変更され、手数料表 I(a) 

に記載されています。 

オーストラリア特許庁 (2020 年 9 月 1 日)    AUD 

ハンガリー知的所有権庁 (HIPO) (2020 年 9 月 1 日)  HUF 

ニュージーランド知的所有権庁 (IPONZ) (2020 年 10 月 1 日) NZD 

日本国特許庁 (2020 年 10 月 1 日)     JPY 

ノルウェー工業所有権庁 (2020 年 9 月 1 日)    NOK 

(PCT 出願人の手引、附属書 C (AU、HU、JP、NO、NZ) が更新されました) 
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AP: アフリカ広域知的所有権機関 (ARIPO) (電子出願) 

AT: オーストリア特許庁 (所在地とあて名、ファックス番号) 

BY: ベラルーシ (通信手段、要求される写しの部数、手数料) 

IN: インド (微生物及びその他の生物材料の寄託機関に関する変更) 

IT: イタリア (保護の種類、発明者の⽒名及びあて名の提出期限、国際公開後の仮保護、代理人に関する要

件、優先権の回復請求に適用される基準、微生物及びその他の生物材料の寄託に関する要件、国内段階移

行に関する要件の要約) 

KR: 大韓民国 (管轄国際調査及び予備審査機関 - 修正) 

LA: ラオス人民民主共和国 (電話番号、電子メール及びインターネットアドレス、管轄国際調査及び予備

審査機関) 

PT: ポルトガル (手数料) 

RS: セルビア (管轄国際調査及び予備審査機関) 

RU: ロシア連邦 (インターネットアドレス) 

UG: ウガンダ (管轄国際調査及び予備審査機関) 

ZM: 特許企業登録局 (PACRA) (ザンビア) (電子出願) 

調査手数料及び国際調査に関する手数料 (オーストラリア特許庁、カナダ知的所有権庁、欧州特許庁、連

邦知的所有権行政局 (Rospatent) (ロシア連邦)、フィリピン知的所有権庁、日本国特許庁、国立工業所有

権機関 (チリ)、北欧特許機構、スウェーデン知的所有権庁、米国特許商標庁) 

取扱手数料 (オーストラリア特許庁、日本国特許庁) 

2020 年 9 月 1 日から国際予備審査機関 (IPEA) としてのオーストラリア特許庁に対しオーストラリアド

ルで支払う取扱手数料、及び 2020 年 10 月 1 日から日本国特許庁に対し日本円で支払う取扱手数料の

換算額が変更になります。新料金はそれぞれ 307 オーストラリアドル及び 22,900 円となります。 

(PCT 出願人の手引、附属書 E (AU 及び JP) が更新されました) 

 

所定の PCT 手数料減額の適格性 

以下に説明する、所定の PCT 手数料減額の適用資格を有する国民及び/又は居住者の国々の一覧が、

2020 年 7 月 1 日付けで更新され、以下のリンクから閲覧可能です。  

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

 

欧州特許庁における所定の手数料の 75％減額の適用  

欧州特許庁に対しい支払われる所定の手数料 75％減額の適用資格を有する国民及び/又は居住者の国々

の一覧に、以下の変更がなされました (つまり、世界銀行により低所得及び低中所得経済に格付けされ

る国々、並びに欧州特許を国内特許として認証することに関する欧州特許機構との合意が発効 
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している国々2) 

以下の国が一覧から削除されました。  

 インドネシア 

また以下の国が一覧に追加されました。 

 アルジェリア 

 スリランカ 

 

スペイン特許商標庁における国際調査手数料及び国際予備審査手数料の 75％減額の適用  

(PCT 締約国3ではありませんが) モーリシャス及びナウルは、このたび高所得経済に格付けされたた

め、スペイン特許商標庁に対し支払われる国際調査手数料及び国際予備審査手数料の 75％減額の適用

資格を有する国民及び/又は居住者の国々の一覧から削除されました (つまり、世界銀行により低所得、

低中所得及び高中所得経済に格付けされ、欧州特許条約の締約国ではない国々)。 

 

PCT 関連資料の最新/更新情報 
 

PCT 出願人の手引 

PCT の国内段階に関する詳細情報を含む、PCT 出願人の手引の「国内段階の概要」の英語版が、2020

年 7 月 1 日付けの PCT 規則改正を反映し更新されました。以下のリンクに掲載されています。 

www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol2/pdf/gdvol2.pdf 

(PCT ニュースレター 2020 年 6 月号でお知らせしましたように)「国際段階の概要」も更新され、2020

年 7 月 1 日に発効しました。 

 

PCT に関するよくある質問 (FAQs) 

2020 年 4 月付の「外国における発明の保護：特許協力条約 (PCT) に関する FAQ」が、最近の変更を反

映して 10 の公開言語全てで更新されました (アラビア語、中国語、英語、仏語、独語、日本語、韓国

語、ポルトガル語、ロシア語及びスペイン語)。それぞれ、以下のリンクからご利用ください。 

www.wipo.int/pct/ar/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf  

                                                   
2 以前お知らせしましたように、2020 年 4 月 1 日から、国際出願、補充国際調査請求又は国際予備審査請求が欧州特許を国内特許として認証

することに関する EPO との合意が発効している国の国民及び居住者である自然人又は法人により提出される場合にも、手数料の 75％減額が

適用されます (2019 年 12 月 12 日付けの管理理事会の決定 CA/D 13/19 をご参照ください［www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-

journal/2020/01/a4.html］)。合意が発効している 4 か国 (カンボジア、モロッコ、モルドバ共和国及びチュニジア) は、昨年すでに世界銀行

による低所得及び低中所得経済の一覧に含まれました。 

3 国際出願するためには、少なくとも一出願人が PCT 締約国の国民又は居住者である必要があります (PCT 第 9 条(1))。したがって、PCT 締

約国ではない国からの出願人は、PCT 締約国の国民及び/又は居住者である出願人と共に PCT 出願をする必要があります。また出願人の両者 

(又は全員) が減額の資格を有する場合にのみ、手数料減額の対象となります。 
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www.wipo.int/pct/zh/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf  

www.wipo.int/pct/en/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf  

www.wipo.int/pct/fr/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf  

www.wipo.int/pct/de/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf  

www.wipo.int/pct/ja/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf  

www.wipo.int/pct/ko/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf  

www.wipo.int/pct/pt/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf  

www.wipo.int/pct/ru/docs/faqs_about_the_pct.pdf  

www.wipo.int/pct/es/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf 

 

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、英語のほかに、アラビア語、中国

語、仏語、独語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語及びスペイン語でもご利用可能になりまし

た。最近の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。 

 ポルトガル語以外の言語によるウェビナー及びウェビナーで使用されたプレゼンテーション資料は、以

下のリンクからご利用ください。  

www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=56968  

ポルトガル語によるウェビナー及びウェビナーで使用されたプレゼンテーション資料は、以下のリンク

からご利用可能です。  

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

録音の視聴には、登録が必要となります。 

 

PCT 作業部会の会合文書 

2020 年 10 月 5 日から 8 日までの期間ジュネーブで開催予定の第 13 回 PCT 作業部会用の文書が作成さ

れました。以下のリンクに掲載されています。 

www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=55850 

 

特許協力条約外交会議 50 周年記念 

PCT 外交会議 50 周年記念に関するお知らせは、PCT ニュースレター2020 年 6 月号に掲載されまし

た。なお、1970 年の会議に出席した参加者 (Mr. Kiyoshi Asamura) のビデオインタビューが、以下のリ

ンクから視聴可能になりました。 

www.wipo.int/multimedia-video/en/pct/video/asamura.mp4 
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実務アドバイス 
 

最初に提出した要素が誤って提出されたものであった場合に、国際出願の正しい要素を提出すること 

Q: 2019 年 7 月 16 日に出願した先の出願の優先権を主張して、受理官庁としての知的所有権庁4 (英国) 

(RO/GB) に対し 2020 年 7 月 14 日 (つまり 12 カ月の優先期間が満了する 2 日前) に国際出願をしまし

た。1 週間後に、正しい要約、明細書及び図面と共に、誤って別の出願の請求の範囲を提出していたこ

とに気付きました。国際出願日が後に変更されずに、また先の出願の優先権を主張する権利も喪失せず

に、誤った請求の範囲を問題になっている出願の正しいものと差し替えることができるかどうかについ

て知りたいです。この差し替えが可能かどうか確認してくれますか？また可能であれば、何をすべきか

教えてください。また、最初の (間違った) 請求の範囲は公開されるのでしょうか？ 

A: 出願人が先の出願の優先権を主張して、12 カ月の優先期間が満了する前に間違った請求の範囲 (又は

明細書又は図面) を提出したことに気付いたケースですが、選択肢の一つは、単純に正しい請求の範囲

を含めた国際出願を速やかに再提出し、最初の出願を取り下げることです。あるいは、2020 年 7 月 1

日以降に出願された国際出願に関しては、新 PCT 規則 20.5 の 2(b)及び (c) に従い、受理官庁に正しい

請求の範囲との差し替えを請求することが可能です。しかしながら、受理官庁が後日に正しい請求の範

囲を受理した場合には、国際出願日は受理官庁が正しい請求の範囲を受理した日に変更されることにな

るでしょう。あなたは 12 カ月の優先期間の満了後にはじめて間違いに気づいたため、上記のいずれか

の行為を行った場合には、先の出願の優先権の有効性を主張できなくなります (優先権の回復の請求を

試みない場合）。第１の選択肢では、新規に提出された国際出願の受理日は優先期間外となります。第

2 の選択肢では、正しい請求の範囲一式の受理日が国際出願日となりこちらも優先期間外となるでしょ

う。 

最初に認定された国際出願日を保持することが重要であり、その要素又は部分が関係する先の出願に完

全に記載されていた場合には、新 PCT 規則 20.5 の 2(d) は (出願の欠落している部分を提出するケース

を対象とした、PCT 規則 20.5 とは異なり) 誤って提出された要素又は部分に関して要素又は部分を引用

により補充することの確認を請求することを許容しています。これは、「正しい請求の範囲 」が優先権

を主張する基礎出願に実際に完全に記載されていた場合には、出願に正しい請求の範囲一式を追加する

ことができることを意味します。ただし、PCT 規則 20.7 に基づき適用される期間内（すなわち、PCT

第 11 条(1)(iii) に規定する一つ又は二つ以上の要素を受理官庁5が最初に受理した日から 2 カ月間）に、

PCT 規則 4.18 に基づき新規の (正しい) 請求の範囲一式を当該国際出願に引用により補充することを確

認する書面の通知を RO/GB に提出することが条件です。PCT 規則 20.6 に従い、その通知には以下の

書類6を添付する必要があります。 

 優先権が主張されている、先の出願に記載されている要素の全体を含む一枚又は二枚以上の用紙 

 優先権書類をまだ提出していない場合には、提出された先の出願の写し 

受理官庁が正しい請求の範囲一式が先の出願に完全に記載されていることを認めることが条件となりま

すが、それらの請求の範囲は、PCT 規則 20.6(b)に従い、PCT 第 11 条(1)(iii) に規定する一つ又は二つ

                                                   
4 知的所有権庁とは、当該特許庁の運用上の名称です。 
5 又は、受理官庁から PCT 規則 20.5 の 2(a) に基づく補充の命令を受け取った場合、期間はその命令の日付けから 2 カ月です。 
6 先の出願が、当該国際出願がされた言語ではない場合、又は当該国際出願の翻訳文が要求されている場合には、PCT 規則 20.6(a)(iii) をご参

照ください。 
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以上の要素を受理官庁が最初に受理した日に国際出願に記載されていたものとみなされます。したがっ

て、最初の国際出願日は保持されます。 

PCT 規則 40 の 2.1 に従い，国際調査機関 (ISA) は、PCT 規則 20.5(c)、20.5 の 2(c)、20.5(d) 又は 20.5

の 2(d)に基づき欠落部分又は正しい要素若しくは部分が後に提出された場合において、欠落部分又は正

しい要素若しくは部分が国際出願に含まれたこと、又は PCT 第 11 条(1)(iii) に規定する一つ又は二つ以

上の要素を受理官庁が最初に受理した日に国際出願に記載されていたものとみなされることが、ISA が

国際調査報告 (ISR) の作成を開始した後にはじめて ISA に通知された場合には、出願人に追加手数料を

支払うよう求めることができます。RO/GB に対し出願された国際出願のための管轄 ISA である欧州特

許庁 (EPO) は、誤って提出された要素に関して追加手数料を請求することにご留意ください。したがっ

て、すべての請求の範囲が誤って提出されたあなたのケースでは、正しい請求の範囲が引用により含め

られたことが通知された時点で、ISA としての EPO が最初の、誤って提出された請求の範囲にかかわる

ISR の作成をすでに開始していた場合には、追加手数料を支払うよう求められるでしょう（2020 年 3

月 27 日付けの EPO 管理理事会の決定をご参照ください (OJ EPO 2020、A36) (www.epo.org/law-

practice/legal-texts/oficial-journal/2020/04/a36/2020-a36.pdf)）。 

PCT 規則 20.6(b) に基づき正しい請求の範囲一式が引用により補充された場合、誤って提出された請求

の範囲一式は出願に残ります（PCT 規則 20.5 の 2(d)) 。受理官庁は、これらの誤って提出された用紙

を「誤って提出されたもの (ERRONEOUSUSLY FILED) (規則 20.5 の 2) 」と表示して、それらの用紙

を請求の範囲の末尾に (改頁せずに) 移動させ、当該書類を国際事務局 (IB) に送付します。IB は、国際

出願の一部としてそれらの用紙を公開します。これは、PCT 規則 20.5 の 2(c) に基づくケースとは対照

的です。当該規則では、出願人は誤って提出された要素を正しいものと差し替えるよう (引用により補

充することの請求をせずに) 受理官庁に単に請求するだけです。この場合、正しい要素が誤って提出さ

れた要素と差し替えられます。そして、その誤って提出された要素は出願から削除され、したがって国

際出願の部分としては公開されることはありませんし、PATENTSCOPE7上でも閲覧可能にはなりませ

ん。 

受理官庁及び/又は指定 (若しくは選択) 官庁としての一部の官庁は、PCT 規則 20.8(a の 2) 及び (b の

2) に基づき、それぞれ新規則 20.5 の 2(a)(ii)及び (d) は適用される国内法と適合しない旨 (PCT 規則

20.8(a) 又は (b) に基づく不適合の通知を IB に提出したそれらの官庁に関しては、不適合の通知は PCT

規則 20.8(a の 2) 又は (b の 2) にもそれぞれ適用するものとみなされます) を IB に通知した点にご留意

ください。これはすべての受理官庁が、誤って提出された要素を引用により補充することの確認を許容

できるわけではないことを意味します。またすべての指定官庁が、誤って提出された要素を引用により

補充することを認めた受理官庁の決定を考慮するとは限らないことも意味します。この不適合の通知を

行った官庁の一覧は、以下をご参照ください。 

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

出願人が PCT 規則 20.8(a の 2) に基づく不適合の通知を行った受理官庁に国際出願をした場合、出願人

は PCT 規則 19.4(a)(iii) に基づき、国際出願を受理官庁としての IB に送付するよう受理官庁に請求する

ことができます。受理官庁としての IB は、誤って提出された要素や部分が提出された場合、正しい要

                                                   
7 PCT 第 11 条(1) に掲げる要件のすべてが満たされた日以降に PCT 規則 20.5 の 2(c) に基づく請求がなされた場合、国際出願日は正しい要素

が受理官庁により受理された日に変更されます。 
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素又は部分を引用により補充することを認めています。また特定の指定官庁がそのような留保をした場

合でも、当該官庁が補正された請求の範囲一式を受理しないというわけではなく、国際出願日が後にな

る結果をあなたが受け入れる準備ができているのであれば、それらの請求の範囲の手続をさらに進める

ことができます。その場合、当該指定官庁に対し優先権の回復を請求する価値があるのかどうかについ

てもさらに検討することができるでしょう。 

引用により補充することの詳細については、PCT 出願人の手引、国際段階の概要、6.024 から 6.031 項

をご参照ください (www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf)。 
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