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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。 

詳細は今月号の PCT セミナーカレンダーをご覧下さい。 

 

 
 
 

https://www.wipo.int/pct/ja         2021 年 5 月号 | No. 05/2021 

 

PCT ニュースレター日本語訳では、PCT NEWSLETTER (英語版) の翻訳を提供しています。 

PCT アップデート (PCT Information Update) の詳細、PCT セミナーカレンダー、PCT 手数料表、PCT 

締約国一覧につきましては、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。 

 

企業知的所有権庁 (ドミニカ) による国際事務局への受理官庁機能の委任  

企業知的所有権庁 (ドミニカ) は、2021 年 4 月 15 日から、当該官庁の受理官庁機能を停止し、かかる

機能を IB へ委任したことを国際事務局 (IB) に通知しました。加えて、当該官庁は、ドミニカの国⺠及

び居住者により受理官庁としての IB に対して提出された国際出願に関して、カナダ知的所有権庁及び

欧州特許庁 (EPO) を管轄国際調査機関 (ISAs) 及び国際予備審査機関 (IPEAs) として指定しました。 

(カナダ知的所有権庁は、国際調査が当該官庁により⾏われる若しくは⾏われた場合のみ、管轄 IPEA と

なる点にご留意下さい。そして EPO については、国際調査が、EPO 若しくは欧州特許条約の締約国に

所在地を有している別の ISA か、締約国を対象として運用している別の ISA により⾏われる若しくは⾏

われた場合のみ、管轄 IPEA となる点にご留意下さい)。  

(PCT 出願⼈の手引 附属書 C (IB) が更新されました) 

 

国際出願の電子出願及び処理 
 

PCT-SAFE を利用して提出される国際出願の受理を終了する官庁 

カナダ知的所有権庁 

カナダ知的所有権庁は (ePCT 出願を利用して提出される国際出願をすでに受理していますが)、2021 

年 7 月 1 日をもって、PCT-SAFE ソフトウェアを利用して電子形式で提出される国際出願の受理を終

了する旨を国際事務局 (IB) に通知しました。受理官庁としての当該官庁に出願する PCT-SAFE ユーザ

の皆様には、早急に ePCT 出願を利用開始されるようお勧めします。 

https://www.wipo.int/pct/en/newslett
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PCT 出願⼈の手引 附属書 C (CA) は、当該情報を含め更新されました。 

(リマインダ) 受理官庁としての国際事務局 (RO/IB)  

PCT ニュースレター 2021 年 2 月号と 4 月号でお知らせした通り、RO/IB は 2021 年 7 月 1 日をもっ

て、PCT-SAFE ソフトウェアを利用して電子形式で提出される国際出願の受理を終了します。RO/IB に

出願する PCT-SAFE ユーザの皆様には、早急に ePCT 出願を利用開始されるようお勧めします。 

PCT-SAFE から ePCT 出願への移⾏に関する詳細やサポートについては、PCT オペレーションカスタ

マーサポート部 pct.eservices@wipo.int へお問い合わせ下さい。 

 
ePCT アップデート 

ePCT システムの最新版 (ePCT 4.8) が、2021 年 5月 18 日に導⼊されました。出願⼈向け ePCT と受

理官庁、指定官庁及び国際機関向け ePCT の新機能に関する詳細は、それぞれ以下のリンクからご覧下

さい。  

https://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=1592 及び 

https://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=1007 

主な新機能の概要は、以下の通りです。  

出願⼈向け ePCT の最新情報 

 PCT ニュースレター 2021 年４月号の 2 ページでお知らせした通り、ePCT システムが配信する

電子メールによる通知のデザインが新しくなりました。また送信者のアドレスが epct-

noreply@wipo.int へ変更になりますので、ご利用されている電子メールシステムがこの新アド

レスからの通知メールをスパムメールとして扱わないように、受信可能なアドレスリストに登録

して下さい。 

 「ePCT のアクセス権全ての削除 」(“Remove all ePCT rights”) 機能: 

当該機能が拡張され、例えば PCT 規則 92 の 2 に基づく請求が処理中の出願のように、ePCT で

のオンラインアクセスが一時停止となっている出願も含めることが可能になりました。 

 出願 – 検証機能:  

「修正が必要 」(“Requires correction”) である旨の出願を確認するメッセージの文言が 「修正

が必要であるが出願は可能 」(“Will require correction but does not prevent filing”) へ変更され

ました。欠陥があっても出願は可能であるが出願後に修正が必要な旨をユーザに明示します。 

 出願 - 国際調査機関としての欧州特許庁 (EPO) (ISA/EP) による払戻しの指示書: 

選択受理官庁にかかわらず、EPO との手続のために保有されている当座又は預金口座に、

ISA/EP による手数料の払戻しの指示書を追加できるようになりました。 

 

 ドキュメントアップロード: 

国際公開の技術的な準備は完了しているが国際出願の公開はまだ⾏われていない場合に、出願の

取下げ又は PCT 規則 92 の 2 に基づく請求がアップロードされたとしても、国際公開は回避さ

https://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=1592
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れない又は国際公開には反映されない旨を注意喚起するお知らせが、高度認証を用いてログイン

するユーザを対象にインターフェースで表示されるようになりました。 

 外部の署名機能: 

外部署名の申請期間 (申請は 7 日後満了) が満了する前日に、外部署名の申請者と署名者の双方

に電子メールによるリマインダの通知が送信されることになりました。 

 書類 - 国際公開の下書きの中身のプレビュー: 

「国際公開の下書き 」(“DRAFT international publication”) と呼ばれる新しい書類の種類が

ePCT で利用可能になりました。当該機能では、ePCT のアクセス権を持っているユーザが、予

定されている国際公開の全内容を下書き版でプレビューできるようにしています。ただし、国際

事務局による処理作業は技術的な準備の完了間際までかかる場合がある点にご留意下さい。これ

までは、公開される１ページ目のプレビューのみ可能でした。 

 ePCT 通知 - 自動保存機能: 

ePCT の通知一覧に表示される ePCT 通知は、受領日/発⾏日から 1 年間自動的に保存されま

す。必要な場合には ePCT ヘルプデスクに要請した上で⼊手可能です。 

 官庁プロファイル - 停電の発生日の表示:  

官庁プロファイルに、各 IP 官庁で停電が発生した日付が表示可能な新しい項目が追加されまし

た。ただし、PCT 規則 82 の 4.2(a) に基づき IB に通知された情報に限られます。 

 アクション機能 - 国際予備審査請求書 第 II 章の提出: 

配列表のようなフルテキストのファイルが添付書類として国際予備審査請求書と共に提出される

場合、そのファイルは ePCT から利用可能である旨 (及び様式 PCT/IB/368 には PDF 形式の書

類のみ添付可能であるため、そのファイルは当該様式の表紙を付けずに提出される旨) が IPEA

に対して注意喚起されます。 

 出願 - 出願言語が韓国語である場合の氏名欄とあて名欄の順序: 

特別の要請を受け、出願言語が韓国語である場合の氏名欄とあて名欄の記載順序が変更されまし

た。今後、他の言語にもこのような変更が拡張可能です。 

 官庁プロファイル - 電子出願についての通知の情報提供:  

電子出願を受理する各受理官庁を対象として、「出願方法」(“Filing Methods”) の項目にリンク

が追加されました。そのリンクから、IB に通知済みで公示 (PCT 公報) に掲載された全ての

「(PCT に基づく実施細則) 第 710 号(a) に基づく電子出願についての要件及び実務の通知」

(“Notifications  concerning requirements and practices for electronic filing under Section 

710(a)”) が利用可能となります。 

官庁向け ePCT の最新情報 

 電子メールによる通知:  

出願⼈向け ePCT と同様に、ePCT システムの電子メールによる通知のデザインが新しくなり、

通知を配信する送信者のアドレス が epct-noreply@wipo.int へ変更されました。 

 様式: 

mailto:がepct-noreply@wipo.int
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様式 PCT/RO/131 を作成するための新規の ePCT アクション機能と、所定の様式が追加の言語

で提供されています。 

 受理官庁が IB に記録の写しを送付する際の検証機能が向上されました。 

 記録の写しが IB に送付された後であっても、受理官庁が国際出願に関して 職権⾏為を実⾏でき

るようになりました。 

 指定官庁がアクション機能を利用して、IB から文書の写しを請求する際の検証確認機能が改善

されました (当該新機能によって官庁と IB 双方による不要な作業を回避できます)。 

 国際調査機関 (ISAs) が調査報告や見解書を作成する際に、EPOQUENET から抜粋された引用を

取り込む機能が改善されました。 

 「ISA の国際調査報告及び見解書の下書き」(“Draft ISR-WOSA”) や 「ISA による国際調査報告及

び見解書を作成しない旨の決定の通知の下書き」“Draft ISA203-WOSA” の一覧が表示化されま

した。これにより ISA が、対応する種類の文書の下書きが一件書類に保存されている国際出願を

簡単に検索できるようになりました。 

 国際予備審査機関が IB に書類をアップロードする際の文書に新しい種類が追加され、選択可能

になりました。 

 官庁プロファイルに追加された最新情報: 

停電の発生日を表示する新規項目(ただし、PCT 規則 82 の 4.2(a) に基づき IB に通知された情報

のみ)、電子形式で発⾏された優先権書類に関連する追加の表示、並びに適用される場合には官

庁の電子出願に関連する通知へのリンクが提供されるようになりました。 

官庁の皆様には、PCT 国際協力部 (PCTICD@wipo.int) にご意見をお寄せいただき、ニーズをご相談下

さるようお勧めします。ePCT システムに関するご質問は、以下の “Contact us” リンクから PCT 電子

サービスサポートチームへお送り下さい。 

 https://pct.eservices.wipo.int/p_ca_ano.aspx?NodeID=769 

 
WIPO 優先権書類デジタルアクセスサービス (DAS) 
 

ラトビア特許庁 

ラトビア特許庁は、2021 年 7 月 1 日から、WIPO の DAS 提供庁及び取得庁双方としての運用を開始 

する旨を国際事務局 (IB) に通知しました。提供庁として、2021 年 7 月 1 日以降に優先権書類としての

特許出願の認証謄本を提供開始します。ただし、出願⼈が認証謄本を当該サービスに対して利用可能に

することを明示的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 2021 年 7 月 

1 日までに満了していない出願を対象として、当該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下さい。  

https://www.wipo.int/das/en/participating_offices/details.jsp?id=11775 
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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 IB に対して請求することがで

きます。当該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。  

 
国際事務局による国際予備審査報告の写しの提供: PCT 規則 94.1(c) に基づく選択官庁による通
知 
 

イタリア特許商標庁及びメキシコ工業所有権機関 

以前お知らせしたように、新 PCT 規則 71.1(b) 及び PCT 規則 94.1(c) の修正が 2020 年 7 月 1 日付で発

効しました。当該規則は、国際予備審査機関が当該機関の保有する一件書類から国際事務局 (IB) へ特定

の書類の写しを提供し、IB が選択官庁に代わって公衆に利用可能にする要件の根拠を規定しています。 

選択官庁としてのイタリア特許商標庁及びメキシコ工業所有権機関は、PCT 規則 94.1(c) に従い、国際

予備審査報告の写しと PCT 規則 71.1(b) に参照される他の書類の写しを、当該機関に代わって提供する

よう IB に対し要請しました。 

(“List of States and Organizations which have requested the IB under Rule 94.1(c) to furnish to third 

parties copies of the IPER and of other documents referred to in Rule 71.1(b) on their behalf”  が更

新されました。一覧へのリンクは https://www.wipo.int/pct/en/texts/access_iper.html です) 

 

PCT アップデート 
 

AG: アンティグア (手数料) 

AO: アンゴラ (国内段階移⾏の要件の概要) 

BR: ブラジル (電話番号とインターネットアドレス、手数料) 

CA: カナダ (電子形式による国際出願の提出) 

HU: ハンガリー (微生物及びその他の生物材料の寄託機関に関する変更) 

IN: インド (管轄国際調査及び予備審査機関、手数料) 

JP: 日本国 (管轄国際調査及び予備審査機関) 

日本国特許庁 (JPO) は、2021 年 7 月 1 日から、欧州特許庁、シンガポール知的所有権庁及び JPO に加

えて、インド特許庁を、日本国の国⺠及び居住者により受理官庁としての JPO (若しくは IB) に対して

提出される国際出願に関する管轄国際調査機関及び国際予備審査機関1として指定しました。 

(PCT 出願⼈の手引 附属書 C (JP) が更新されました) 

KW: クウェート (電話番号、電子メールアドレス、通信手段、手数料) 

LR: リベリア (優先権の回復請求を⾏う時に適用される基準) 

MX: メキシコ (手数料) 

WS: サモア (国内段階移⾏期限) 

 

                                                   
1 国際出願が英語で⾏われる場合に、インド特許庁は国際調査機関及び国際予備審査機関として管轄を有します。 

https://www.wipo.int/pct/en/texts/access_iper.html
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調査手数料 (オーストリア特許庁、欧州特許庁、インド特許庁、国立工業所有権機関 (ブラジル)、米国特

許商標庁) 

2021 年 7 月 1 日から適用される、インド特許庁による国際調査について新たに日本円による換算額が

設定されました (訳者注: 料金については PCT 手数料表の I(b) (英語版)をご参照下さい)。 

 

例外的な閉庁日  
 

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) の流⾏に伴う事態を受けて、2021 

年 3 月 29 日から 4 月 30 日まで公務を休業した旨を国際事務局 (IB) に通知しました。当該官庁がこの

事態に対応するため講じた措置の詳細は、COVID-19 知的財産政策トラッカーの該当欄に掲載されてい

ます。以下のリンクからご利用下さい。 

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

加えて当該官庁は、フィリピン大統領により公休日として指定された 2021 年 5 月 13 日は公務を休業

した旨を IB に通知しました。 

知的財産局 (DIP) (タイ) 

DIP は、次の日程で公務を休業した旨を IB に通知しました。 

2021 年 2 月 12 日、 4 月 12 日及び 5 月 10 日。 

上述した各官庁の閉庁に関連して、PCT 規則 80.5 は、国際出願に関連する文書及び手数料が官庁に到

達すべき期間の末日が、 当該官庁が公の事務の処理のために公衆に対する閉庁日に当たる場合には、そ

の期間は、後続の最初の就業日に満了するよう延長されることを規定しています。 

他の官庁により IB に提供された閉庁日に関する追加情報は、以下のリンクから各官庁の閉庁日の一覧

をご覧下さい。 

 https://www.wipo.int/pct/dc/closeddates/ (訳者注: 日本語版も利用可) 

 
PCT に基づく実施細則:  

附属書 F (国際出願の電子出願及び処理のための標準) の添付書類 I の修正 

関係 PCT 官庁との協議を経て、PCT 規則 89.2(b) 及び PCT に基づく実施細則に定められた手続 (附属

書 F の第 2.5 号) に従い、附属書 F の添付書類 I  (e-PCT 標準のための XML DTDs (文書型定義 

(Document Type Definitions)) の第 3 号及び第５号の修正が、2021 年 7 月 1 日付で発効予定です。修

正についての詳細は、以下のリンクから、2021 年 5 月 14 日付の公示 (PCT 公報) をご参照下さい。 

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

添付書類の修正版は、以下のリンクに掲載されています。 

 https://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ai_dtd_15.pdf 

 

https://www.wipo.int/pct/en/official_notices/officialnotices.pdf
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PCT 関連資料の最新/更新情報 
 

PCT を初めて利用する方向けの新しいご案内 

この度、PCT を初めて利用する方向けの情報を紹介する、特別なご案内が PCT サイトに追加されまし

た。「はじめての方向け」のページ ではお問い合わせ先や次のリソースへのリンクを提供しています。 

– PCT 制度の概要を紹介するショートビデオ 

– PCT 制度の概要の解説 

– PCT ビデオシリーズ: 「はじめに」と「PCT 制度の基本情報」 

– PCT 制度に関するよくある質問 

– PCT ディスタンスラーニングコース (無料の通信講座): 「特許協力条約⼊門」及び 

– PCT 制度の利用状況に関する統計情報を提供する、PCT 年次報告 

これらの情報は全て、以下のリンクから利用可能です。 

 https://www.wipo.int/pct/en/users/index.html (英語版) 

 https://www.wipo.int/pct/ja/users/index.html (日本語版) 

また、PCT ホームページ (https://www.wipo.int/pct/en/ (英語版) 又は https://www.wipo.int/pct/ja/ 

(日本語版)) の上部あたりにある「PCT 制度を初めて利用する方へのご案内」(“Are you new to the 

PCT?”) からも利用可能です。 

英語以外の言語については、ページ右上にある言語切替のドロップダウンリストから選択して下さい 

(訳者注: 日本語への切替もできますので是非ご利用下さい)。 

 

視聴可能なウェビナーの録音 

WIPO ST.26 

2021 年 4 月 21 日に中継された “WIPO ST.26: Introduction” のウェビナーの録音が利用可能になりまし

た。以下のリンクにて氏名と電子メールアドレスを⼊力すると視聴でき、PDF 版のプレゼンテーション

資料も利用できます。 

 https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=62848 

WIPO Sequence 

2021 年 4 月 28 日に中継された “WIPO Sequence” のウェビナーの録音とプレゼンテーション資料も上

記の手順で利用可能です。 

 https://register.gotowebinar.com/recording/3219217628630498575 

Overview of ePCT, filing and managing international applications 

https://www.wipo.int/pct/en/users/index.html
https://www.wipo.int/pct/ja/users/index.html
https://www.wipo.int/pct/en/
https://www.wipo.int/pct/ja/
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2021 年 5 月 11 日に中継された “Overview of ePCT, filing and managing international applications” の

ウェビナーの録音とプレゼンテーション資料も、上述した手順で利用可能です。 

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

品質レポート 

国際調査機関及び予備審査機関は、国際機関として業務を遂⾏する上での品質管理に関する年次報告を

提供2しています。2020 年のレポートが、以下のリンクから利用可能になりました。 

 https://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html  

 

PATENTSCOPE のお知らせ 
 

国内コレクション 

カザフスタンの国内特許コレクションが、PATENTSCOPE 検索システムで利用可能になりました。当

該コレクションは、27,400 件以上の文献 (そのうち 21,000 件以上がロシア語の (OCR: 光学文字認識機

能による) フルテキスト)を収録しています。以下のリンクからご利用下さい。 

https://patentscope.wipo.int/search/en/advancedSearch.jsf (英語版) 

https://patentscope.wipo.int/search/ja/advancedSearch.jsf (日本語版) 

当該コレクションの追加によって、PATENTSCOPE で利用可能な国内官庁と広域官庁のコレクション

は 72 になりました。 

また、エストニアの国内コレクションでも新規文献に加えて、一部の文献はフルテキストでも提供でき

るようになりました。 

さらに、WIPO が開発したアルゴリズムを用いた検索条件が追加されたことで、新規の非特許文献のコ

ンテンツである 62,000 件以上のウィキぺディアの記事も PATENTSCOPE で検索可能になりました。 

PATENTSCOPE でのパテントファミリー関連の追加情報の提供 

PCT ニュースレター 2021 年 3 月号の PATENTSCOPE のお知らせで公表した通り、パテントファミリ

ー関連情報が PCT とパリ条約の双方のルートを経由する特許文献の情報を含み拡張されました。また

関連するウェビナーが 2021 年３月 23 日と 25 日に中継されました。ウェビナーで使用されたプレゼン

テーション資料が PDF 版で利用可能です。 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=533960 

  

実務アドバイス 
 

                                                   
2 PCT 国際調査及び予備審査ガイドラインの 21.26 項及び 21.27 項に準拠 します (https://www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html 英語版及

び https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/texts/pdf/ispe.pdf#page=365 日本語版)。 

https://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html
https://patentscope.wipo.int/search/en/advancedSearch.jsf
https://patentscope.wipo.int/search/ja/advancedSearch.jsf
https://www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html
https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/texts/pdf/ispe.pdf#page=365
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（1）PCT ニュースレター 2021 年 4 月号の実務アドバイスの脚注に関連する説明 

先月号の実務アドバイスでは、受理官庁としての国際事務局は、ePCT 出願又は EPO オンライン出願を

利用して電子的に提出される国際出願を受理している旨、そして PCT-SAFE による出願又はオフライ

ン形式の出願に関しては、2021 年 6 月 30 日をもって受理を終了とする旨の脚注がありました。脚注に

は分かりやすいように、以下の太字で書かれた文章を含めるべきでした。 

IB の受理官庁は、ePCT 出願又は EPO オンライン出願を利用した国際出願を受理しています。

また、IB は全ての PCT 締約国の国⺠及び/又 は居住者である出願⼈についての受理官庁となり

ます。なお、IB はこれまでのところ PCT-SAFE による出願又は物理媒体を用いた (CD-R 若しく

は DVD-R) オフライン形式の出願を受理していますが、2021 年 6 月 30 日をもってかかる出願

の受理を終了する点にご注意下さい。 

 

（2）国際事務局がある受理官庁での閉庁日の通知を受けていなかった場合に ePCT 出願を利用して国際

出願を⾏う時に直面する問題 

Q: やむを得ない理由により、当社は優先日から 12 か月の期間の満了前に国際出願を提出することがで

きませんでした。本日になり初めて気付き、直ちに ePCT を利用して出願し、PCT 規則 26 の 2.3 に基

づく優先権の回復請求を⾏うつもりでした。優先権の回復請求の期間もすでに (昨日) 満了していました

が、当方の受理官庁は昨日閉庁していたため、PCT 規則 80.5(i) に従い、期間が本日まで延長されるも

のと思っていました。ですが ePCT で出願を確認しようとしたら以下のエラーメッセージが出ました。 

「出願できません。、、、優先権の主張は有効ではありません: 先の出願の出願日は 12 か月の

優先期間外であり、当該優先期間の満了後の 2 か月も期間外です。」 

PCT ウェブサイトを確認したところ、当方の受理官庁に関する閉庁日は一覧に表示されていませんでし

た。閉庁日がシステムに記録されていなかったため、ePCT システムが間違ったエラーメッセージを出

してしまった可能性はありますか？国際出願が確実に本日提出されるためには、この状況ではどうした

らいいのでしょうか？ 

A: もし(優先日から 12 か月の優先権の回復請求の期間から 2 か月を含む (PCT 規則 26 の 2.3(e))) PCT

に基づく期間が満了する日に受理官庁が公務を休業していたのであれば、 通常 ePCT システムは受理官

庁の閉庁日と、PCT 規則 80.5 に従って、適用される期間が当該官庁が公務を再開する後続の就業日に

満了するものとして考慮します。その場合、以下の警告メッセージが表示されますが、出願⼈は ePCT

から出願を⾏うことができます。 

「優先権の主張は回復請求の対象です。出願日は 12 か月の優先期間外ですが、当該優先期間の

満了日から 2 か月以内です。 

重要事項 – 受理官庁に対して当該先の出願に関連する優先権の回復請求を⾏う (PCT 規則 26 の

2.3) ことを検討して下さい。この段階で請求を⾏わないことを選択した場合、あるいは請求が受

理官庁によって拒絶された場合には、たとえ当該日が 12 か月の優先期間外であったとしても、

当該優先期間の満了日から 2 か月以内であれば、全ての PCT 期間は最先の優先権が主張された

日から起算される点に注意することが重要です。」 

しかしながら、この特定の事例では、国際事務局 (IB) は問題となっている閉庁日について受理官庁から

通知を受けていなかったようです。そのため、この情報は IB のデータベースに記録されていませんで
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した。もし当該受理官庁が事前にその情報を IB に通知していたのであれば、ePCT システムは閉庁日を

考慮して正確な期間を起算できたはずです。 

IB は、PCT 受理官庁から年間を通じての全閉庁日を通知してもらっており、そうすることで ePCT が

使用する参照データに、これらの情報を実務手続の検証ルールとして取り込むことができます。IB は全

ての受理官庁に対してかかる情報を提供するよう定期的に要請を送ることで、受理官庁が閉庁日に関す

る情報を確実に提供してくれるよう努めています。しかしながら、全ての官庁が要請に対応してくれる

わけではないですし、いつもは情報を提供してくれる一部の官庁もうっかりして忘れることもありま

す。加えて、今般の新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の流⾏で経験したように、緊急事態により

予想外に閉庁となった場合には、官庁が事前に IB に通知することは非常に難しいでしょう。ですが大

半の官庁は、可能な時には前もって IB に閉庁日を通知するため、この実務アドバイスの事例にみる状

況はかなり珍しいものです。 

IB が通知を受けた官庁の閉庁日は、ePCT の官庁プロファイルのページに掲載されています。以下のリ

ンクからご利用下さい。 

https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/OfficeProfile.xhtml (訳者注: 上部黒色バナーの言語

選択をクリックして日本語版へ切替可能) 

また、以下のサイトからもご利用いただけます。 

   https://www.wipo.int/pct/dc/closeddates/faces/page/index.xhtml (英語版) 

   https://www.wipo.int/pct/dc/closeddates/page/index.xhtml?lang=JA（日本語版） 

閉庁日が ePCT のデータベースに記録されていない問題を (特に出願⼈のいる場所と WIPO 本部間にか

なりの時差がある場合には) 同日中に解決する十分な時間はなさそうですが、ePCT を利用して本日出

願できる次善策の可能性があります。可能性としては、 

 問題となっている優先権の主張なしで出願を⾏い、ePCT で出願を有効化して確実に提出するこ

と。同時に、 

 PCT 規則 26 の 2.1(a) に基づき、優先権の主張の願書への追加を請求する添付書簡を提出するこ

と。 

書簡には、優先権の回復請求を⾏う期間の末日に官庁が閉庁していたこと、そしてその閉庁日は IB に

通知されておらず、IB のデータベースには記録されていなかったことを説明して下さい。書簡は ePCT

の添付書類の項目から「一般の通信」(“general correspondence”) を選択し添付する必要があります。 

優先権の主張の追加によって、最先の優先日と国際出願日間の期間が 12 か月以上に延長される事案に

関する情報は、PCT ニュースレター 2010 年 2 月号の実務アドバイスに掲載されています。以下のリン

クからご覧下さい。 

  https://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2010/pct_news_2010_02.pdf (英語版) 

 https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2010/newslett_10.pdf#page=17         

             (日本語版) 

https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/OfficeProfile.xhtml
https://www.wipo.int/pct/dc/closeddates/faces/page/index.xhtml
https://www.wipo.int/pct/dc/closeddates/page/index.xhtml?lang=JA
https://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2010/pct_news_2010_02.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2010/newslett_10.pdf#page=17
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なお出願⼈は、PCT 規則 26 の 2.3(j) に基づく留保を⾏っていない受理官庁に対してのみ、優先権の回

復請求が可能な点、また全ての指定官庁が受理官庁の決定を認めるわけではない点にもご留意下さい。

さらに、請求を⾏う期間は本日満了するため、本日中に優先権の回復請求を PCT 規則 26 の 2.3(b)(ii) 

及び (iii) が定めている必要な理由の陳述書や申立て又はその他の証拠と共に確実に提出する必要があり

ます。優先権の回復請求に関する詳細は、以下のリンクから、PCT ニュースレター 2015 年 9 月号の実

務アドバイスをご参照下さい。 

https://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_9.pdf  (英語版) 

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2015/newslett_2015.pdf#page=66    

                   (日本語版) 

また、PCT 出願⼈の手引 国際段階、5.062 項から 5.069 項 も以下のリンクからご参照下さい。 

https://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf (英語版) 

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/ja/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf#page=23    

           (日本語版) 

ePCT 出願を利用して PCT 出願を提出する際に問題に直面した場合には、WIPO の PCT 電子サービス

ヘルプデスクにお問い合わせ下さい。 

電子メール:   pct.eservices@wipo.int  

電話番号:   (+41–22) 338 9523  

又は、ヘルプデスクのスタッフが対応可能な場合には、以下のリンクから、オンラインチャット経由で

ご質問下さい。  

https://pct.eservices.wipo.int/direct.aspx?T=EN&UG=4&N=769 

 

https://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_9.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2015/newslett_2015.pdf#page=66
https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/ja/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf#page=23
mailto:pct.eservices@wipo.int
https://pct.eservices.wipo.int/direct.aspx?T=EN&UG=4&N=769
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