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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) 」 につきまし

ては英語版をご参照下さい。また、記載される内容は英語版が優先します。 

 

2020 年の PCT 出願  

2020 年の PCT の利⽤は、新型コロナウイルス感染症の世界的流行にもかかわらず伸び続け、PCT 出願

件数は推定 275,900 件1となり、これまでの最多出願件数を記録し、2019 年⽐で 4％の増加となりまし

た。中国が引き続き PCT 制度の最⼤ユーザであり、68,720 件が出願され (2019 年⽐で 16.1％増) 、続

いて⽶国 (U.S.) が 59,230 件の出願件数 (3％増) で第 2 位となりました。日本 (50,520 件)、⼤韓⺠国 

(20,060 件) そしてドイツ (18,643 件) が、それぞれ第 3 位、第 4 位と第 5 位を占めました。  

上位 10 か国における各国の合計出願件数と、全出願件数に対する各国のシェアは以下の通りです。  

1. 中国   68,720  24.9％  

2. ⽶国   59,230  21.5％  

3. 日本   50,520  18.3％  

4. ⼤韓⺠国   20,060    7.3％ 

5. ドイツ   18,643    6.8％  

6. フランス     7,904    2.9％  

7. 英国     5,912     2.1％  

8. スイス     4,883    1.8％  

                                                   
1 この合計と以下に続いて公表されている出願の数値は暫定値ですのでご注意下さい。国際事務局は、2020 年に国内官庁や広域官庁に出願さ

れた全ての PCT 出願は受理していません。したがって、出願の確定した数値は今年の後半に公表されます。 

 

近日開催予定の PCT セミナー、ウェビナーや他の PCT 関連イベントをお見逃しなく。                

詳細は今月号（英語版）の PCT セミナーカレンダーをご覧下さい。 

 
 

http://www.wipo.int/pct/en/newslett
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9. スウェーデン    4,356    1.6％  

10. オランダ     4,035    1.5％  

上位 10 か国以下のその他の国、サウジアラビア (956 件で 73.2%増)、マレーシア (255 件で 26.2%

増)、チリ (262 件で 17%増)、シンガポール (1,278 件で 14.9%増) やブラジル (697 件で 8.4%増) は、著

しい成長を見せました。 

全ての国の出願件数、並びに 2020 年の出願件数との⽐較に関する情報は、WIPO プレスリリース 

PR/2021/874 のアネックス１を、以下のリンクからご参照下さい。 

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2021/article_0002.html 

中国の電気通信会社ファーウェイ・テクノロジーズは 4 年連続で最上位 PCT 出願⼈となり、2020 年に

は 5,464 件の出願が公開されました。上位 10 出願⼈のうち LG エレクトロニクスが 2020 年に公開され

た出願件数において最も顕著な増加 (67.6%増) を記録しました。その結果、2019 年の 10 位から 2020

年では 4 位へ上昇しました。上位 10 出願⼈と 2020 年に公開された PCT 出願件数を以下に列挙しま

す。  

1. ファーウェイ・テクノロジーズ (Huawei Technologies Co. Ltd) (中国)    5,464  

2. サムスン電⼦ (Samsung Electronics Co., Ltd) (⼤韓⺠国)      3,093 

3. 三菱電機 (Mitsubishi Electric Corporation) (日本)             2,810  

4. LG エレクトロニクス (LG Electronics Inc.) (⼤韓⺠国)     2,759  

5. クアルコム (Quarcomm Incorporated) (⽶国)       2,173  

6. エリクソン (Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Publ) (スウェーデン)   1,989  

7. BOE テクノロジーグループ (BOE Technology Group Co., Ltd) (中国)    1,892  

8. OPPO モバイル (Guang Dong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd) (中国)      1,801 

9. ソニー (Sony Corporation) (日本)                     1,793  

10. パナソニック IP マネジメント  

(Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd.) (日本)    1,611  

 

上位 50 PCT 出願⼈の一覧は、プレスリリース (アネックス２) で公表されています。 

教育機関からの出願に関しては、カリフォルニア⼤学が 1993 年以降 PCT 制度の最⼤ユーザとしての地

位を維持しており、559 件の出願が公開されました。上位 10 の教育機関については、中国の 5 ⼤学、

⽶国の 4 ⼤学と日本の 1 ⼤学が占めています。教育機関による PCT 出願に関する詳細は、プレスリリ

ース (アネックス 3) をご覧下さい。  

技術分野別の PCT 出願件数に関しては、コンピュータ技術が公開された全 PCT 出願件数の最⼤シェア 

(全体の 9.2％) を占めました。次にデジタル通信 (8.3%)、医療技術 (6.6%)、電⼦機器 (6.6%)、そして計
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測 (4.8%) が続きました。2020 年では、上位 10 の技術分野のうち 6 分野で 2 桁の成長率を記録し、オ

ーディオ・ビジュアル技術で急成長を見せ (前年度の 8.7％に対し 2020 年は 29.5%増)、続いてデジタ

ルコミュニケーション (15.8%増)、コンピュータ技術 (13.2%増)、計測 (10.9%増)、半導体 (10.1%増) 

と医薬品 (10%増) となりました。公開された出願の技術分野別の詳細は、プレスリリース (アネックス 

4) をご参照下さい。  

2020 年の出願件数の確定数値の (PCT 年次報告での) 公表は、今年の後半の PCT ニュースレターでお

知らせします。 

WIPO 新事務局長 Daren Tang とチーフエコノミスト Carsten Fink の解説によるバーチャル形式のビデ

オ “Press Conference on 2020 International Patent, Trademark and Design Filings via WIPO” が配信

されています。以下のリンクからご視聴下さい。 

https://www.youtube.com/watch?v=gOakeXRMYLY 

 

ブダペスト条約  

アラブ首長国連邦及びベトナムの加盟  

アラブ首長国連邦及びベトナムが、特許手続上の微⽣物寄託の国際的承認に関するブダペスト条約への

加⼊書を、それぞれ 2021 年 2 月 17 日及び 2021 年 3 月 1 日に寄託しました。これにより当該条約の

締約国数は 85 になりました。ブダペスト条約は、サウジアラビアの加盟に関しては 2021 年 5 月 17 

日、ベトナムの加盟に関しては 2021 年 6 月 1 日に発効します。詳細は、以下のリンクからブダペスト

に関する通知の第 343 号及び第 344 号をご参照下さい。  

https://www.wipo.int/treaties/en/notifications/budapest/treaty_budapest_343.html  

https://www.wipo.int/treaties/en/notifications/budapest/treaty_budapest_344.html 

ブダペスト条約に関する情報  

ブダペスト条約及び規則の概要、並びに当該条約の主な利点を解説する⽂書 (WO/INF/12 Rev.27) が、

英語、仏語及びスペイン語により、それぞれ以下のリンクに掲載されています。  

https://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/pdf/wo_inf_12.pdf  

https://www.wipo.int/treaties/fr/registration/budapest/pdf/wo_inf_12.pdf  

https://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest/pdf/wo_inf_12.pdf 

 

国際事務局に対する新しい手数料支払方法 

この度、Paypal が、新たな手数料支払方法として受理官庁としての国際事務局 (RO/IB) に対し利⽤で

きるようになりました。スイスフラン (CHF)、ユーロ (EUR) 若しくは⽶国ドル (USD) 建てで利⽤でき

ます。なお、補充国際調査の請求を希望する出願⼈は、かかる調査の目的で IB に支払う手数料 (補充調

査取扱手数料) をオンラインで支払う際に Paypal も利⽤可能です。ただし WIPO は、Paypal による支

払については電⼦メールによる確認のみを行っているため、その他の領収書や納付済証などを発行して
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いない点にご注意下さい。電⼦メールによる受領通知が届かない場合は、以下のリンクの “Contact us” 

ページからお問い合わせ下さい。 

https://www3.wipo.int/contact/en/area.jsp?area=pct-payments 

Paypal の追加により、RO/IB に対して利⽤できる支払方法は以下のとおりとなりました。 

 クレジットカード 

ePCT を利⽤した出願を行う場合、又は出願後に RO/IB からオンライン支払のリンクを電⼦メ

ールで受領した場合に利⽤可能。スイスフラン、⽶国ドル若しくはユーロ建ての支払には、ダイ

ナース、ディスカバー、マスターカード及びビザのクレジットカードが使⽤可能。アメリカンエ

クスプレスカードについては、スイスフランによる支払のみ使⽤可能。 

 WIPO と開設した当座預金口座からの引落し (スイスフランのみ) 

 Paypal (スイスフラン、⽶国ドル若しくはユーロ) 

 WIPO 口座への銀行振込 (スイスフラン、⽶国ドル若しくはユーロ) 及び 

 WIPO 郵便口座への郵便振替 (スイスフランのみ) 

WIPO は、現金や小切手による支払は受け付けていませんのでご注意下さい。 

なお、WIPO に対する PCT 手数料の支払に関する詳細は、以下のリンクをご参照下さい。 

 https://www.wipo.int/pct/en/fees/index.html 

 

国際出願の電⼦出願及び処理 

欧州特許庁における新しいウェブベースの出願サービス (Online Filing 2.0) 

欧州特許庁 (EPO) は、2021 年 4 月 1 日から、新しいウェブベースの出願サービス “Online Filing 2.0” 

(オンライン出願 2.0) が、プロダクションモードとして利⽤可能になることを国際事務局に通知しまし

た。Online Filing 2.0 では、欧州特許出願や PCT 出願を提出することができ、また、それらの出願やそ

れらの出願から取得する特許に関係するその他の書類を PDF 形式で、PCT 出願に関係する書類に関し

ては XML 形式でも提出することができるようになります。WIPO の ePCT サービスは Online Filing 2.0

に統合されているため、ユーザは Online Filing 2.0 から直接オンラインの ePCT にアクセスできます。

新規 PCT 出願や出願後の中間書類を提出することもできますし、PCT 出願の国際段階期間では、ePCT

「アクション」機能を利⽤して国際予備審査を請求することもできます。 

当該新しい出願サービスに関するお知らせは、以下のリンクの EPO ウェブサイトに掲載されていま

す。 

 https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal.html 

当該官庁での電⼦形式による国際出願の提出に関する要件や実務を記載した通知が更新され、以下のサ

イトの 2021 年 3 月 18 日付けの公示 (PCT 公報) に掲載されました。 
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 https://www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.html 

継続して以下の出願方法も利⽤することができます。 

 EPO Online Filing (オンライン出願) 

 EPO Web-Form Filing Service (ウェブ形式による出願サービス)  

 EPO Case Management System (ケースマネジメントシステム) 

 ePCT 出願 

 

PCT 最新情報 
 

AO: アンゴラ (所在地とあて名、電話番号、電⼦メールとインターネットアドレス、通信手段) 

AU: オーストラリア (手数料、要求される翻訳⽂の内容) 

BG: ブルガリア (微⽣物及びその他の⽣物材料の寄託に関する要件) 

EP: 欧州特許庁 (国内段階移行に関する特別な要件) 

FR: フランス (電話番号) 

LU: ルクセンブルグ (FAX 番号、インターネットアドレス) 

NG: ナイジェリア (官庁の名称、電話番号、所在地とあて名、電⼦メールアドレス、通信手段) 

NZ: ニュージーランド (手数料) 

RU: ロシア連邦 (電話番号と FAX 番号、電⼦メールによる通知、書類を発送したことの証拠、国際型調査

に関する規定) 

SG: シンガポール (電⼦メールアドレス、通信手段) 

UZ: ウズベキスタン (所在地とあて名、手数料) 

WS: サモア (一般情報、手数料) 

 

調査手数料及び国際調査に関するその他の手数料 (オーストラリア特許庁、欧州特許庁、韓国知的所有権

庁、スウェーデン知的所有権庁) 

補充国際調査に関する手数料 (スウェーデン知的所有権庁) 

国際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 (オーストラリア特許庁、韓国知的所有権

庁、スペイン特許商標庁 (修正)、スウェーデン知的所有権庁) 

 

⽶国特許商標庁による 2021 年 2 月 18 日の閉庁  

⽶国特許商標庁 (USPTO) は、悪天候のため、2021 年 2 月 18 日は公務上の処置として休業しました。

この日は連邦政府が定める祝日とみなされます。その結果 PCT 規則 80.5 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 上記日付にあたった場合、その期限は延長され、次の

就業日である 2021 年 2 月 19 日に満了となります。   

閉庁に関する通知は、USPTO のウェブサイトに掲載されました。以下のリンクをご覧下さい。  

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/uspto-closed-feb182021-

20210304.pdf 
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メキシコ工業所有権機関による 2021 年 2 月 22 日の閉庁  

メキシコ工業所有権機関は、電⼦システムの不通により、2021 年 2 月 22 日は公務上の処置として休業

しました。その結果 PCT 規則 80.5 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 上記日付にあたった場合、その期限は延長され、次の就業日である 2021 年 2 月 23 日に満

了となります。閉庁に関する通知は、当該機関のウェブサイトに掲載されました。以下のリンクをご覧

下さい。  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612925&fecha=05/03/2021 

 

PCT 関連資料の最新/更新情報 
 

PCT 制度の概要を紹介するビデオ 

 

PCT 制度の概要を紹介する新しいビデオ「PCT 制度: 海外での特許取得を目指して」については、PCT

ニュースレター 2020 年 12 月号でお知らせしました。このビデオは、PCT ウェブサイト上  

(https://www.wipo.int/pct/en/) で PCT 10 公開言語により公開されています。この度 YouTube でも

このビデオが全 10 言語により、以下のリンクから視聴できるようになりました。 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLsm_LOEppJawXrfXbofUlp5ucpYCSAcr4 

Linkedln と Twitter でもそれぞれ以下のリンクから、ビデオが視聴できます。 

 https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6760176839785779200/ 

 https://twitter.com/WIPO/status/1352013339703078912 

以前お知らせした通り、このビデオは、特許制度について基本的な知識をすでにお持ちの経営者や個⼈

発明家、学⽣等を対象と して特許協力条約 (PCT) の概要を紹介し、イノベーターが海外での特許取得

を目指す際に、PCT 制度 がどのように役⽴つかを説明するものです。また、海外で特許取得を目指す

際の利⽤可能な選択肢について、弁理士がクライアントに説明を行う際にもお使いいただけます。その

他にも、PCT 非締約国に おいて PCT 制度に対する関心を高めることも目的としています。 

 

国際機関会合に関する⽂書 

2021 年 3 月 24 日から 26 日までジュネーブでバーチャル会議として開催される、第 28 回 PCT に基づ

く国際機関会合に向けた⽂書が作成されました。以下のリンクからご利⽤下さい。 

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=61368 

 

PATENTSCOPE のお知らせ 
 

PATENTSCOPE による非特許⽂献の提供 

この度、非特許⽂献 (Non-Patent Literature, NPL) が PATENTSCOPE に組み込まれ、出版社シュプリ

ンガーネイチャーによる⽂献の一部のコンテンツが、リンク https://www.nature.com からオープンア

クセス (Open Access, OA) できるようになりました。コンテンツは、世界を牽引し多岐の専門分野にわ
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たる科学ジャーナルの一部から提供されています。54,000 件以上の⽂献 (書誌データとフルテキスト) 

が PATENTSCOPE で検索可能になりました。 

検索結果リストに NPL を含める方法については、以下のリンクをご参照下さい。 

https://www.wipo.int/patentscope/en/news/pctdb/2021/news_0001.html 

OA コンテンツの追加のリソースは、今後 PATENTSCOPE にて利⽤可能になる予定です。 

PATENTSCOPE で利⽤可能なパテントファミリー関連情報の拡張 

以前お知らせした通り、少なくとも一つの PCT ファミリーメンバーを含むパテントファミリーに関す

る PCT パテントファミリー関連情報が、2020 年に PATENTSCOPE で検索可能になりました (PCT ニ

ュースレター 2020 年 2 月号をご参照下さい)。最新の PATENTSCOPE では、PCT とパリルート双方を

経由する特許⽂献の情報を含むパテントファミリー関連情報を提供しています。 

この新機能の閲覧方法の詳細は、以下のリンクをご参照下さい。 

https://www.wipo.int/patentscope/en/news/pctdb/2021/news_0002.html 

近日中継予定の PATENTSCOPE に関するウェビナー 

PATENTSCOPE 上でのパテントファミリーに関する詳細や PATENTSCOPE の最新動向をお知らせする

ウェビナーが、2021 年 3 月 23 日と 25 日に予定されています。以下のリンクからご登録下さい。 

（訳者注：以下のサイトから 2021 年 3 月 23 日及び 25 日に録画されたビデオをご視聴いただけます。） 

https://www.wipo.int/patentscope/en/webinar/ 

ウェビナーは無料で中継時間は 35 分を予定しており、質疑応答の時間も設けられています。 

 

欧州特許庁による調査及び審査ガイドライン改訂版 

欧州特許庁 (EPO) は、Guidelines for Search and Examination at the EPO as PCT Authority (PCT-

EPO Guidelines) (PCT 機関としての EPO における調査及び審査ガイドライン (PCT-EPO ガイドライ

ン)) の 2021 年 3 月版の発行を公表しました。当ガイドラインは、ISA 及び IPEA としての EPO に対す

る国際出願の取扱いにおける多様な局面において、従うべき実務や手続に関する指示書です。この度、

2021 年 3 月 1 日付けで改訂され、2019 年 11 月版に代わる 2021 年 3 月版として発行されました。 

ガイドライン全体が修正されていますが、重要な変更は、以下をはじめとする Part A の拡充です。 

 方式要件の審査に関する章 (VI 章) 及び 

 誤って提出された要素又は部分の訂正に関する (II 章の) 新たなセクション 

詳細は、以下のリンクをご参照下さい。 

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2021/01/a7/2021-a7.pdf  

英語、仏語及び独語によるガイドラインは、以下のリンクに掲載されています。 

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines-pct.html 
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（リマインダ）2021 年 4 月 26 日 世界知的所有権の日 

PCT ニュースレター 2021 年 1 月号ですでにお知らせしたように、例年通り 4 月 26 日に世界知的所有

権の日 (ワールド IP デー) が開催されます。今年のテーマは、「IP & SMEs (知的所有権と中小企業): 

あなたのアイデアをマーケットへ」と題して、経済における中小企業の重要な役割に焦点を当て、彼ら

がどのように知的財産 (IP) 権を使って、より強固で、優位性があり、且つ再⽣力のあるビジネスを作り

上げていけるのかを紹介しています。 

ワールド IP デーの詳細は、以下のリンクから WIPO ウェブサイトをご覧下さい。 

www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/ 

 

実務アドバイス 
 

ある指定官庁に早期国内段階移行した後に、他の官庁への国内段階移行を延期する目的で優先権の主張を

取り下げることにより起こりうる帰結 

Q: 当方は法⼈である出願⼈に代わり、2020 年 11 月 9 日に国際出願を行いました。その国際出願で

は、2019 年 12 月 9 日に行った国内出願の優先権を主張しています。残念ながら資金難のため、出願⼈

は、国内段階移行を予定していた多くの官庁に対する国内手数料の支払ができないことを懸念していま

す。出願⼈は、ある一つの官庁に対してはできる限り早期に国内段階移行を行い、先の出願の優先権を

維持することが特に重要であると考えています。しかし、特許保護を求める予定の複数の他の国につい

ては、優先権の主張を取り下げることにより、国内/広域段階移行 (と必要な手数料全額の支払) を延期

したい意向です。出願⼈は、取下げによって国内/広域段階移行を延期することができるのでしょう

か？可能であれば、早期国内段階移行した官庁については、優先権の主張は依然として有効になるので

しょうか？このような行為を行う上での潜在的なリスクはありますか？ 

A: PCT では、国際段階においてある一定の指定国を選んで優先権の主張を取り下げることは規定して

いません。ただし、PCT 第 23 条(2) に規定されるように、ある一つの国 (若しくは複数の国)を選んで

早期国内段階手続の処理又は審査を請求することができます。そしてその請求後、優先日から 30 か月

の期間内に、PCT 規則 90 の 2.3(a) に基づき優先権の主張を取り下げることができます。この際、通

常、優先権の主張の取下げの効果は、すでに国内段階移行した国については、その効力を⽣じない旨が

規定されています。関連する規定である PCT 規則 90 の 2.6(a)は、以下の通り定めています。 

「第九十規則の二の規定に基づく国際出願、指定、優先権の主張、、、、の取下げは、第二十三条

（２）又は第四十条（２）の規定に基づき既に国際出願の処理又は審査を開始している指定官庁又

は選択官庁については、効力を⽣じない。」 

これは、国際出願が指定 (若しくは選択) 官庁においてすでに国内段階移行した場合には、優先権主張の

取下げの通知が提出される以前に当該官庁は国際出願の処理又は審査を開始したことを意味することに

なるため、当該指定官庁は優先権の主張を考慮することになります。ただし、この方法で手続を進める

ことを決めた場合には、当該官庁に対しできる限り速やかに出願の処理又は国内審査を開始するよう明

確に請求して下さい。そしてその請求を行った後、優先権主張の取下げ手続きを進める前に、当該官庁

で出願の処理又は国内審査がすでに確実に開始されたかどうかも確認して下さい。 
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出願⼈からの優先権主張の取下げの通知を受けて、国際事務局 (IB) は取下げの通知 (様式 PCT/IB/317) 

を発行します。その通知は、早期国内段階移行が請求された官庁も含む全ての指定官庁に対して、一括

した処理システムにより送付されます。IB は国内段階手続の処理又は審査がすでに開始されたかどうか

は把握しておらず、各官庁に確認するわけではありません。このような状況においても、関連する指定

官庁で国内段階手続の処理又は審査が開始された後に効力が⽣じた取下げに関しては、当該国において

その効果が発⽣することはありません。 

国際出願における唯一の優先権の主張を取り下げることにより、国際出願日が (この事例では、2020 年

11 月 9 日) 新しい「優先日」になります。そして PCT 規則 90 の 2.3(d) に従い、もとの優先日から起

算した場合にまだ満了していない期間は、新しい優先日から起算されます。 これにより、目的とされていた

効果、すなわち、その他の官庁に対する国内段階移行の期間が新しい優先日から起算されることにな

り、さらに 11 か月の猶予が得られることになります。国内段階移行する期間は、⼤半の国2に関しては

少なくとも優先日から 30 か月であるため、他の官庁に国内段階移行する際に発⽣する国内手数料の支

払には、(2022 年 6 月 9 日に代わって) 少なくとも 2023 年 5 月 9 日まで猶予があることになります。

またこの事例で、取下げの通知が国際公開の技術的な準備が完了する前3に IB に到達した際には、優先

権の主張の取下げによって国際出願の公開も延期される点にご留意下さい。 

優先権の主張を取り下げることによって、出願⼈は、他の官庁に支払う国内手数料や国内 (若しくは広

域) 段階移行時の他の手数料の支払を先延ばしすることができます。そのため、その後他の国で出願を

進めるかどうかについて出願⼈に選択肢を残すことができますが、この戦略には潜在的なリスクがない

わけではありません。優先権の主張を取り下げる前に、その取下げには、関連する先行技術の観点から

新規性や進歩性の調査に与えかねない結果を考慮すべき点を認識しておくことが非常に重要です。そし

て、特にもとの優先日から新しい優先日の間に存在し得る先行技術に十分気を付ける必要がある点を認

識しておくことも⼤変重要です。優先権の主張を取り下げることは、介在する先行技術や出願⼈による

事前の開示によって、優先権の主張なしで国際出願を進めることになる他の国での特許保護を取得する

機会を脅かしてしまうリスクを高めることになります。関連する国内法において先行技術を構成してい

るものについて、関心のある国の現地代理⼈に相談をご検討ください。 

まとめとして、優先権の主張は手続上では⽐較的簡単に取り下げることができ、そうすることで国内手

数料の支払までより長い時間の猶予を得ることができます。しかしながら、取下げは重⼤な結果を招く

こともあるため、簡単に決定すべきことではありません。 

一部の指定官庁は、所定の条件の下で国内段階移行の延期を許可していますが、通常は手数料を支払う

ことで延期が可能となります。詳細は PCT 出願⼈の手引 

(https://www.wipo.int/pct/ja/guide/index.html)、国内章 (概要) の該当ページをご参照下さい。 

本号の実務アドバイスに関係したトピックスの詳細は、以下に記載した関連資料をご覧下さい。 

 優先権の主張の取下げについては、PCT 出願⼈の手引、国際段階の 11.056 項 

  https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/ja/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf#page=121 

                                                   
2 指定官庁としてのルクセンブルグとタンザニア連合共和国は、PCT 第 22 条(1) に基づく 30 か月の期間の不適⽤を国際事務局に通知してい

ます。2002 年 4 月 1 日に発効した修正では、適⽤する国内段階移行の期間は、優先日からそれぞれ 20 か月と 21 か月と規定されています。

ただし、上記 2 か国において、欧州特許又は ARIPO 広域特許が求められている場合は、31 か月の期間が適⽤されます。 

3 技術的な準備は通常、国際公開日 (優先日から 18 か月の期間の満了後速やかに実施) の 15 日前に完了します。 
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 ePCT 専⽤のアクション機能を利⽤して優先権の主張を取り下げる方法 

  https://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=870 

 早期国内段階移行については、PCT ニュースレター 日本語抄訳版 2011 年 10 月号 7 ページの

「実務アドバイス」又は PCT ニュースレター 英語版同号 15 ページの「実務アドバイス」 

 https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2011/newslett_11.pdf#page=7 

 https://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2011/pct_news_2011_10.pdf 
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