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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 特許審査ハイウェイ (PCT-PPH) 試行プログラム 

国立工業所有権機関 (チリ) によるグローバル PPH 試行プログラムへの参加 

国立工業所有権機関 (チリ) は 2020 年 7月6日から、グローバル特許審査ハイウェイ (GPPH) 試行プロ

グラムに参加しました。これにより本試行プログラムへの参加庁は 27 になりました。本試行プログラ

ムでは、いずれかの参加庁による成果物に基づいて他の全ての参加庁に対して早期審査を申請すること

ができ、当該成果物には国際調査機関若しくは国際予備審査機関の⾒解または特許性に関する国際予備

報告 (第 II 章) が含まれます。但し、先の審査を行った参加庁により少なくとも一つの請求項について

特許性ありと判断され、かつその他の適⽤基準を満たすことが条件となります。本試行パイロットで

は、共通する１セットの申請要件 (a single set of qualifying requirements) が⽤いられており、既存の 

PPH ネットワークを簡素化して改善することで、ユーザの利便性を向上させることを目的としていま

す。  

GPPH 試行プログラムの活⽤に関する申請要件を含む詳細は、以下の GPPH ポータルサイトをご覧く

ださい。  

www.jpo.go.jp/toppage/pph-portal-j/globalpph.html 

国立工業所有権機関 (チリ) による GPPH への参加は、従来のカナダ知的所有権庁、日本国特許庁、商

工監督局 (コロンビア)、及び米国特許商標庁と当該機関による二国間の PCT-PPH 試行プログラムの参

加に代わるものであることにご留意下さい。 

 

新規一方向 PCT-PPH 試行プログラム (ユーラシア特許機構及びフィンランド)  

ユーラシア特許機構 (EAPO) 及びフィンランド特許登録庁 (PRH) 間で、2020 年 8 月 1 日から、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、PRH が ISA/IPEA としての

資格において作成する、肯定的な国際調査機関 (ISA)若しくは国際予備審査機関 (IPEA) の⾒解、又は肯

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、EAPO 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。 

上述の PCT-PPH 合意に関する詳細は、以下のリンクに掲載されています。 

http://www.wipo.int/pct/en/newslett
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www.prh.fi/en/patentit/applyforapatentoutsidefinland/patentprosecutionhighwaypph/pphreq

uest.html 

PCT ウェブサイトの PCT-PPH ページは、これら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 

 

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。DAS 参加庁に関する情報は、以下のリンクをご覧下さい。 

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

コロンビア商工監督局 

コロンビア商工監督局は、2020 年 8 月 28 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、2020 年 8 月 3 日以降に当該官庁に対し出願された優先

権書類としての特許、実⽤新案、意匠、及び PCT 出願の認証謄本を提供します。ただし、出願⼈が

DAS サービス上で利⽤可能にされるよう明確に請求した場合に限ります。取得庁としては、 優先権書

類の提出期間が 2020 年 8 月 3 日までに満了していなかった出願を対象として、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。  

当該 DAS に関する通知を含む詳細情報は、以下のリンクをご参照下さい。 

www.wipo.int/das/en/participating_offices/details.jsp?id=11586 

 

欧州連合知的財産庁 

欧州連合知的財産庁 (EUIPO) が意匠のための DAS 提供庁としての運⽤を開始したお知らせは、PCT ニ

ュースレター2020 年 7-8 月号に掲載しました。それに加えて、EUIPO は 2020 年 9 月 12 日から、意匠

のための取得庁としての運⽤も開始したことを WIPO に通知しました。 

当該 DAS に関する通知を含む詳細情報は、以下のリンクをご参照下さい。 

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

 

イタリア特許商標庁 

イタリア特許商標庁は、2020 年 10 月 1 日から、DAS の提供庁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、2018 年 10 月 1 日以降に当該官庁に対し出願された優先権書類としての特

許、実⽤新案、意匠及び商標出願及び PCT 出願の認証謄本を提供します。 

当該 DAS に関する通知を含む詳細情報は、以下のリンクをご参照下さい。 
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www.wipo.int/das/en/participating_offices/details.jsp?id=11580 

 

メキシコ工業所有権機関 

メキシコ工業所有権機関は、2020 年 11 月 3 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、2020 年 11 月 3 日以降に当該官庁に出願された優先

権書類としての特許、実⽤新案、意匠出願及び PCT 出願の認証謄本を提供します。ただし、出願⼈が

当該サービスに対し利⽤可能にされるよう明確に請求した場合となります。取得庁としては、 優先権書

類の提出期間が 2020 年 11 月 3 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。  

当該 DAS に関する通知を含む詳細情報は、以下のリンクをご参照下さい。 

www.wipo.int/das/en/participating_offices/details.jsp?id=11592 

 

COVID-19 の影響に伴う例外的な閉庁日 

以下の官庁は、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の世界的流行に伴い、公務に関して括弧内に記

載された期間、閉庁した旨を国際事務局 (IB) に通知しました。  

国立登録センター (CNR) (エルサルバドル) (2020 年 3 月 14 日から 2020 年 6 月 15 日まで)  

スペイン特許商標庁 (2020 年 3 月 13 日から 2020 年 5 月 31 日まで)  

官庁から IB へ提供された閉庁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/ 

韓国知的所有権庁による 2020 年 8 月 17 日の閉庁 

韓国政府による一時的な祝日の指定により、韓国知的所有権庁は 2020 年 8 月 17 日月曜日は、公務に

関して閉庁しました。 

その結果 PCT 規則 80.5(i) に従い、国際出願に関連する書類や手数料が同庁に到達すべき期限の満了日

が 上記日付となった場合その期限は延⻑され、次の就業日である 2020 年 8 月 18 日火曜日に満了とな

ります。 

 

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) 

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 同盟総会では、他の規則修

正に加えて、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
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とによる遅滞について許容する新 PCT 規則 82 の 4.2 を採択したことは、すでにお知らせしました。当

該新規則は、2020 年 7 月 1 日に発効しました。 

 

日本国特許庁 

日本国特許庁は、当該官庁における特別なメインテナンス又は当該官庁が認める電子的な通信手段の不

通により、行為を行うための 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

する旨を国際事務局 (IB) に通知しました。ただし、PCT 規則 82 の 4.2(a) に従い、そのメインテナンス

又は不通があった期間は少なくとも 24 時間とし、関係する行為が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行われることを条件とします。 

JPO オンライン出願ソフトウェアのメインテナンス及び不通に関する情報は、以下のリンクに掲載され

ています。 

http://dl-sv1.pcinfo.jpo.go.jp/docs/error/server_status.html 

(PCT 出願⼈の手引、附属書 B1 (JP) が更新されました) 

 

英国によるパリ条約に関する宣言 

英国政府は 2020 年 8 月 13 日付けで、工業所有権の保護に関するパリ条約の英国の批准をガーンジー

管区及びジャージー管区の領土に拡張する旨の宣言を寄託しました。両管区の外交は英国が管轄してい

ます。それらの領土に関する当該宣言は、2020 年 11 月 13 日に発効します。 

詳細は、以下のリンクのパリ条約に関する通知第 223 号をご参照下さい。 

www.wipo.int/treaties/en/notifications/paris/treaty_paris_223.html 

 

PCT 最新情報 

米国ドルで支払う国際出願手数料及び取扱手数料 (一部の官庁)  

2020 年 10 月 1 日から、PCT 手数料表に記載されている国際出願手数料、30 枚を超える⽤紙一枚ごと

の手数料、手数料表の項目 4 に表⽰される電子出願の減額 (該当する場合) 及び取扱手数料の米国ドル

における換算額が変更されます。  

PCT 出願⼈の手引 (www.wipo.int/pct/guide/en/) の以下の附属書において、これらの変更が反映され

ました。  

 附属書 C (受理官庁): AM、AP、AZ、BH、BW、BY、BZ、CL、CR、DJ、DO、EA、EC、EG、

GE、GH、GT、HN、IB、IL、IN、JO、KE、KG、KH、KZ、LR、MD、MW、MX、NI、OM、

PA、PE、PG、PH、QA、RU、SA、SC、SV、SY、TJ、TM、TT、UA、UG、US、UZ、 ZM、

ZW 及び 

 附属書 E (国際予備審査機関): CL、EG、IN、PH、 RU、US。 
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AU: オーストラリア (手数料) 

BG: ブルガリア (手数料) 

CU: キューバ (手数料) 

DE: ドイツ (書類を発送したことの証拠、優先権が主張されている先の国内出願に関する特別な規定) 

EE: エストニア (電話番号とファックス番号) 

IB: 国際事務局 (手数料)  

NL: オランダ (あて名) 

PT: ポルトガル (手数料) 

US: 米国 (手数料) 

ZM: ザンビア (所在地、電子メールアドレス、通信手段、国際型調査及び仮保護に関する規定) 

調査手数料 (カナダ知的所有権庁、中華⼈民共和国国家知識産権局 (CNIPA)、連邦知的所有権行政局 

(Rospatent) (ロシア連邦)、米国特許商標庁) 

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

予備審査手数料及び国際予備審査に関するその他の手数料 (米国特許商標庁) 

 

PCT 関連資料の最新/更新情報 
 

PCT 出願⼈の手引 

PCT の国際段階及び国内段階に関する詳細を提供する、PCT 出願⼈の手引の「国際段階の概要」及び

「国内段階の概要」の仏語版及びスペイン語版が、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。それぞれ以下のリンクに掲載されています。 

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

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

ロシア語による「国内段階の概要」の最新版は、以下のリンクに掲載されています。 

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

またロシア語による「国際段階の概要」の最新版は、準備中です。 

 

PCT 会合文書 

2020 年 10 月 5 日から 8 日までジュネーブで開催される、第３1 回 PCT 技術協⼒委員会並びに第 13 

回 PCT 作業部会の会合のための文書が作成されました。それぞれ以下のリンクからご利⽤ください。  

www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=55849 

www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=55850 
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上級者向けオンライン PCT セミナー: PCT 制度の最近及び今後の進展に関する最新情報 

WIPO の年次上級者向け PCT セミナーは、通常は WIPO 本部で開催されていますが、新型コロナウイ

ルス感染症 (COVID-19) による制限のため、本年度はオンラインで開催します。より多くの PCT ユー

ザが参加し易いように、様々な地域の PCT ユーザの利便性を考慮して、異なる日程と開催時間を設定

し 3 回の個別のセミナーを予定しています。オンラインセミナーは英語で行われ、以下に記載される地

域を対象として、下記日程の開催時間 (ジュネーブ時間) で実施されます。 

2020 年 10 月 14 日 (09:00 – 11:30 中央ヨーロッパ時間): 欧州、中東、アフリカからの参加者対象 

2020 年 10 月 28 日 (16:30 – 19:00 中央ヨーロッパ時間): 南北アメリカからの参加者対象 

2020 年 11 月 2 日 (09:00 – 11:30 中央ヨーロッパ時間): アジアからの参加者対象 

（訳者注：アジアからの参加者を対象とする 11 月２日のセミナーの開催時間が早まる可能性が

あります。最終アナウンスメントをご確認ください。） 

当該セミナーは、国際事務局の経験豊富な PCT スタッフにより実施され、PCT 制度に精通している特

許管理者及び弁理士を対象としています。以下のトピックを扱う予定です。 

 2020 年 7 月 1 日に発効した PCT 規則改正  

 最近および今後の PCT の進展に関する追加情報  

 ePCT における最新及び今後の機能向上  

また各セミナーでは、PCT 関連の質疑応答時間を設けています。 

セミナーへの登録は無料です。登録についての詳細は、まもなく以下のリンクに掲載予定です。 

www.wipo.int/meetings/en/ 

オンラインセミナーの詳細は、以下のアドレスへ電子メールを送信して入手することも可能です。  

pct.training@wipo.int 

 

実務アドバイス 

 

第三者による国際予備審査の一件書類中の情報の利⽤ 

Q: PCT 第 34 条の規定に基づき当方の国際出願の補正が可能になるように、国際予備審査の請求を検討

しています。特許性に関する国際予備報告 (PCT 第 II 章)には、第三者がアクセスして利⽤できるのか

知りたいです。また、国際予備審査の一件書類中の他の文書も、第三者が利⽤できるのでしょうか。 

A: 特許協⼒条約 (PCT 第 38 条) では、国際予備審査の一件書類は機密文書であると規定しています。

しかしながら、実務においては、特許性に関する国際予備報告 (PCT 第 II 章) (IPRP (第 II 章)) (国際予

備審査報告 (IPER) としても知られる) の作成後は、一件書類はもはや機密文書ではありません。国際予

備審査の一件書類の第三者による利⽤に関連する現行の規定をよく理解するためには、まず以下の背景

情報を知っておくと役立ちます。 
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PCT 第 38 条は、国際事務局 (IB) 及び国際予備審査機関 (IPEA) は、いかなる者又は当局に対しても国

際予備審査の一件書類につき承諾を得ずに知得されるようにしてはならないことを明⽰的に規定してい

ます。IPRP (第 II 章) の作成前に、第三者により一件書類が知得されるようにするには、出願⼈の請求

による場合又はその承諾を得た場合にのみ許可されます。ただし、特許性に関する国際予備報告 (IPRP 

(第 II 章) の作成後は、IPEA は PCT 規則 71.1(a) に基づき出願⼈及び IB に対しそれぞれ写しを送付しま

す。そして IB は優先日から 30 カ月が経過した後、選択官庁に対し、その写しを送達します (PCT 第 36

条及び規則 73.2(a))。これにより選択官庁は、国際予備審査の一件書類を利⽤することができるように

なり、さらに適⽤する国内法令が公衆に対し一件書類の利⽤を認めている場合には、公衆に対してその

利⽤を認めることができます (PCT 規則 94.3)。 

2004 年 1 月に発効した PCT 規則 94.1(c) では、IB は選択官庁に代わって IPRP (第 II 章) を利⽤可能に

することを許可されました。多くの選択官庁は、IB が当該報告を PATENTSCOPE 

(www.wipo.int/patentscope/en/) 上で公衆に利⽤可能にすることを明⽰的に許可しましたが、IB が優

先日から 30 カ月が経過する前に PATENTSCOPE 上に掲載することは許されていません。同様に、

2020 年 7 月 1 日に発効した PCT 規則 71.1(b) 及び 94.1(c) の改正に従い、国際出願に関して当該日以

降に IPEA が受領した、又は IPEA が作成したその他の書類も、優先日から 30 カ月が経過した後1に

PATENTSCOPE 上で利⽤可能にされます。しかしながら、全ての IPEA が新しい PCT 規則 71.1(b) を

実行する技術的なシステムの準備ができているわけではなく、技術的なシステムが整備され次第、IB に

対し書類の送付を開始する予定になります。したがって、2020 年 7 月 1 日以降に国際予備審査 (IPE) 

の手続中に出願⼈に対して発行された又は出願⼈から送付された書類は、公衆の利⽤可能になることに

十分ご留意下さい。 

IPEA が出願⼈及び IB に送付する IPE の一件書類中の実際の文書には、IPRP (第 II 章) に付属して送付

されるものと、別個に送付されるものがあります。以下に説明します。 

以下の書類は、該当する場合、PCT 規則 70.16 に従い、IPRP (第 II 章) に付属書類として添付されま

す。 

 PCT 第 34 条の規定に基づく補正を含む PCT 規則 66.8 の規定に基づき提出される差替え⽤紙、

並びに書簡 

 PCT 第 19 条の規定に基づく補正を含む PCT 規則 46.5 の規定に基づき提出される差替え⽤紙、

並びに書簡 

 PCT 規則 26.4 に規定する差替え⽤紙であって、PCT 規則 91.1(b)(iiii)2 に規定する IPEA によっ

て許可された明白な誤記の訂正を含むもの、並びに書簡 

ただし、その差替え⽤紙については、後の差替え⽤紙又は PCT 規則 66.8(b) の規定に基づき一の⽤紙の

全体を削除することとなる補正によって差し替えられたもの又は取り消されたとみなすものを除きま

す。以下の書類は、付属書類として報告書に添付されることにご留意下さい。 

                                                   
1 IB は、出願⼈から受理した PCT 規則 48.2(l) に基づく請求により国際公開の対象から省略された一件書類中の情報を利⽤することができる

ようにしてはなりません。 これは当該請求に関する一件書類中の文書にも該当します。 
2 訂正の請求が IPRP (第 II 章) の作成に考慮されなかった場合、報告書はその旨を記載します。なお訂正に関連する⽤紙は報告書に添付され

ます。 
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 後の差替え⽤紙又は一の⽤紙の全体を削除することとなる補正によって差し替えられたもの又は

取り消されたとみなされる、上述した差替え⽤紙 

 差し替えられた又は取り消された⽤紙に関連する書簡 

ただし、報告書に添付されるのは、関係する差し替えるための補正又は取り消すための補正が、出願時

における国際出願の開⽰の範囲を超えてされたものと IPEA が認めた場合、又は補正の根拠を表⽰する

書簡が補正書に添付されていなかった場合に、補正は行われなかったものとして報告書が作成された場

合に限ります。 

改正された PCT 規則 94.1(c) では、IB は選択官庁に代わって、加えて以下の書類の写しを

(PATENTSCOPE 上で) 公衆に利⽤可能にするよう規定しています。以下の書類の写しは、2020 年 7 月

1 日以降に関係する国際出願に関連して IPEA が受領したもの又は IPEA が作成したもので、PCT に基

づく実施細則34の新第 602 の 2 号に列挙されています。 

 IPEA が作成した⾒解 

 (出願⼈が IPEA の⾒解に同意しない場合には) PCT 規則 66.3 に基づき出願⼈が IPEA に対し提

出した抗弁を含む書簡  

 PCT 第 34 条の規定に基づく補正を含む差替え⽤紙、補正書に添付される書簡、並びに差し替え

られた補正書及び書簡 

 IPEA による請求の範囲を減縮する又は追加手数料を支払う求め 

 (PCT 規則 68.3(c) に従い、その異議が IPRP (第 II 章) に添付されるよう、出願⼈が明確に請求

したか否かにかかわらず) 請求の範囲を減縮する又は追加手数料を支払う求めに対する異議及び

その異議についての決定の書面 

 IPEA が送付を希望する一件書類中の他の文書 

IPRP (第 II 章)、付属書類及び添付書類に加えて、PCT 規則 93 の 2 に従い選択官庁が要求する場合に

は、IB は報告の本文の英語への翻訳文も掲載します (付属書類の翻訳文が要求されている場合には、出

願⼈はその翻訳文を作成し関係する選択官庁へ送付する必要があります)。 

改正された規則は、IPE 手続の透明性をより高め、選択官庁及び公衆の役に立つことを目指していま

す。選択官庁は、PATENTSCOPE を介して一つのプラットフォーム上で IPE の一件書類をより容易に

利⽤できます。当該一件書類には、2020 年 7 月 1 日以前には IPEA からのみ取得できた書類も含みま

す。この手続により国内段階処理が促進され、国内/広域官庁による不必要な作業の重複を除外し、IPE

の最終判断に関する包括的な理解を提供します。 

国際予備審査請求を行ったものの、後になり第 II 章の一件書類が公衆に利⽤可能になることを望まない

場合の唯一の対応手段は、IPRP が作成される前に当該請求を取り下げることです。そうすることで

IPEA は出願の処理を中止し、IPRP (第 II 章) は作成されないでしょう (PCT 規則 90 の 2.6(c))。 

                                                   
3 www.wipo.int/pct/en/texts/ai/s602bis.html 

4 特定の状況では、IPRP (第 II 章) に添付される書類の種類と別個に送付される書類が重複することもある点にご留意下さい。 
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IPRP (第 II 章) の詳細は、PCT 出願⼈の手引、10.074 から 10.083 項及び 11.074 項を、以下のリンクか

らご参照下さい。 

www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf 

IPEA の一件書類の利⽤に関連した最近の PCT 規則改正についての背景情報は、文書 PCT/WG/12/12

に記載されています。以下のリンクからご利⽤ください。 

www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=435263 


