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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。

国際出願の電子出願及び処理
リマインダ: 国際事務局による PCT-SAFE ソフトウェアの更新、配信及びサポート業務の終了
PCT ニュースレター 2021 年 7-8 月号ですでにお知らせした通り、国際事務局 (IB) は、2022 年 6 月 30
日をもって、PCT-SAFE ソフトウェアの更新、配信及びサポート業務を終了します。更新版の最終リリ
ースは 2022 年 4 月を予定しており、それ以降の更新は予定されていません。
現在も PCT-SAFE 出願を受理している残り少数 (ドイツ、イスラエル、大韓民国、英国及び米国) の受
理官庁 (RO) に関しては、今後まもなく PCT-SAFE による出願の受理を終了する旨を IB に通知するこ
とが予想されます。
IB は出願人に対し、 2022 年 7 月 1 日以降、既存版の PCT-SAFE ソフトウェアを利用して PCT 出願を
作成したり、提出したりすることのないよう強く推奨いたします。たとえ RO が、IB に対し当該日まで
に PCT-SAFE 出願の受理を終了する旨を正式に通知していない場合であってもです。当該日以降も
PCT-SAFE を利用する出願人は、ご自身の責任でご利用いただくようお願いいたします。
現在も PCT-SAFE を利用されているユーザの皆様には、管轄 RO が ePCT 出願を受理している場合に
は、可能な限り早急に ePCT 出願へ移行されるよう強く推奨いたします。ePCT 出願を受理している
RO の一覧 (現在 75 官庁ですが、2022 年 1 月 31 日から 2 官庁が追加予定) は、以下からご参照下さ
い。

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。
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https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/EFilingServers.xhtml (英語)
(訳者注: ページ右上の言語切替ドロップダウンリストから日本語が選択可能)
ePCT 出願への移行について、詳しくはカスタマーヘルプデスク pct.eservices@wipo.int までお問合せ
下さい。

PCT サクセスストーリー
PCT のサクセスストーリーを共有したい方はいらっしゃいませんか？
みなさんの発明を保護するために PCT がどのように役立ったかについての成功談を WIPO や PCT ユー
ザと共有できる場が設けられました。WIPO は、投稿されたサクセスストーリーの一部を PCT ウェブサ
イトや WIPO ソーシャルメディア上で紹介していきます。
必要な手順は、PCT ウェブサイト上の専用フォームに、PCT が発明の特許保護にどのように役立った
かを (400 字以内で) 簡潔に説明し、出来れば発明の写真を添付して提出していただくだけです。PCT
出願番号若しくは WO 公開番号の記載もお願いいたします。なお、機密保持の観点から、未公開の
PCT 出願に関する投稿は受付けられませんのでご了承下さい。
以下のリンクから、必要なフォームをご利用下さい。
https://www.wipo.int/pct/en/success_story/success_story.html (英語)
採用された場合、PCT 関係者よりご連絡いたします。なお、PCT サクセスストーリーの投稿は、WIPO
ウェブサイト及び WIPO ソーシャルメディア上での掲載を許可するものであり、これらのストーリーの
掲載は、WIPO による当該発明又は出願人の推薦を意味するものではないことをご承知おき下さい。

PCT アップデート
B Y: ベラルーシ (手数料)
DZ : アルジェリア (電話番号、電子メールアドレス、書類を発送したことの証拠、手数料)
ES: スペイン (手数料)
HU: ハンガリー (手数料)
VN: ベトナム (手数料)
Z A: 南アフリカ (手数料)
調査手数料 (国立工業所有権機関 (ブラジル)、イスラエル特許庁、米国特許商標庁)
予備審査手数料及び国際予備審査に関連するその他の手数料 (スペイン特許商標庁)

例外的な閉庁日
以下に記載する官庁の閉庁に関して、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る点にご留意下さい。
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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) のパンデミックに伴う事態を受け
て、2022 年 1 月 6 日から 31 日まで公衆に対し閉庁する旨を国際事務局 (IB) に通知しました。当感染
症のパンデミックへの対応として当該官庁が講じた措置の詳細は、以下の COVID-19 IP 政策トラッカ
ーの該当欄に掲載されています。
https://www.wipo.int/covid19-policy-tracker/ (英語)
米国特許商標庁
米国特許商標庁 (USPTO) は、ワシントン首都圏における天候による 2022 年 1 月 3 日月曜日及び 7 日
金曜日の連邦政府官庁の公式な閉庁を受けて、両日を連邦政府の休日とみなします。当該官庁は、それ
らの該当日に満了する手続や手数料が、当該官庁の後続の就業日の午後 11 時 59 分 (米国東部標準時)
より以前に行われた又は支払われた場合には、期間内になされたものと認めます。
詳細は以下をご覧下さい。
https://www.uspto.gov/patents/laws/patent-related-notices/patent-related-notices-2022
官庁により IB に提供された閉庁日の一覧が、上記の情報を追加して更新されました。以下に掲載され
ています。
https://www.wipo.int/pct/dc/closeddates/ (英語)
(訳者注: ページ右上の言語切替ドロップダウンリストから日本語が選択可能)

近日開催予定の PCT ウェビナーシリーズ
Schwegman Lundberg Woessner (SLW) Institute（ミネソタ州に本拠を置く同名の法律事務所の一
部）は、PCT 手続、ドケッティング (出願管理)、出願の提出や PCT の戦略的な利用をテーマとした連
続 15 回のトレーニングウェビナーを開催する予定です。本ウェビナーは、2022 年 2 月 8 日から 3 月
18 日まで、毎週隔日で配信されます。 参加は無料で、講師は経験豊富な弁理士（Oppedahl Patent
Law Firm LLC）であり、PCT ユーザでもある Carl Oppedahl 氏が務めます。カール氏は講師として高
い評価を得ており、過去多くの PCT セミナーで特別講師を務め、WIPO の PCT コンサルタントとして
も活躍しています。
「Schwegman Lundberg & Woessner は、米国最大の PCT 出願人の一つとして、PCT 出願を正しく行
うことの重要性を認識しています」と、SLW の社長兼会長である Bradley A. Forrest 氏は述べていま
す。「このセミナーは、PCT 出願の詳細と利点について学びたいと考えているクライアントやその他の
人々に、無料のウェビナーを提供するという我々の伝統を引き継ぐものです。カールは素晴らしい仕事
をし、優れた見識を共有してくれます。」
本ウェビナーは連続して開催されるため、参加ご希望の方は、全 15 回 (合計 15 時間半) に参加するお
時間と準備を必要とすることにご了承下さい。トピックの詳細、ウェビナーのスケジュールや参加登録
のリンクは、以下をご覧下さい。
https://www.slwevents.com/2022-pct-training-seminar-schedule
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WIPO は、このような貴重な機会を PCT ユーザに提供してくださる SLW Institute と講師の Carl
Oppedahl 氏に感謝いたします。

PCT 関連資料の最新/更新情報
PC T 出願人の手引 (英語及び仏語版)
PCT 国際段階の詳細情報を提供する、PCT 出願人の手引「国際段階の概要」の英語及び仏語版が、
2022 年 1 月 6 日付で更新されました。主な変更は、電子メールによる通知サービスを提供している官
庁から出願人が通知を受取る際に、今後は電子メールがデフォルトオプションとみなされる実務面での
変更を反映しています。この変更は、願書様式 (PCT/RO/101)、補充調査請求書 (PCT/IB/375)、国際
予備審査請求書 (PCT/IPEA/401) の修正にも反映されています (詳細は、PCT ニュースレター 2021 年
12 月号の「PCT 様式の修正」をご参照下さい)。スペイン語及びロシア語版は準備中で、まもなく発行
される予定です。
英語及び仏語版は、それぞれ以下に掲載されています。
www.wipo.int/pct/en/guide/index.html
www.wipo.int/pct/fr/guide/index.html
ディスタンスラーニングコース: 特許協⼒条約⼊⾨ (2022 年 1 月版)
ディスタンスラーニングの PCT ⼊⾨コース (DL101PCT) が、PCT 全 10 言語で更新されました。本コ
ースでは、PCT 制度の紹介と概要を提供しており、理解度と進捗度を計るテストを設けた完全な自主学
習形式です。 本コースの全工程修了時には、修了証のダウンロードが可能です。無料の本コース受講を
ご希望の方は、以下の WIPO アカデミーのページからご登録下さい。
https://welc.wipo.int/acc/index.jsf (英語)
ウェビナーの新録音
英語のウェビナー
下記の英語のウェビナーの録音 (以下に記載された日付に配信)
–

Update on Recent and Future Developments in the PCT System (2021 年 12 月 10 日)

–

Everything you need to know about ePCT ウェビナーシリーズから、What’s New for
Applicants in ePCT 4.9 (2022 年 1 月 11 日及び 13 日)

並びにウェビナーで使用された資料は、次のリンクからアクセス可能です。
https://www.wipo.int/pct/en/seminar/webinars/index.html
日本語のウェビナー
下記の日本語のウェビナーの録音 (以下に記載された日付に配信)
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–

PCT ウェビナーシリーズから、優先権の回復請求 (2021 年 12 月 15 日)

並びにウェビナーで使用された資料は、次のリンクからアクセス可能です。
https://www.wipo.int/pct/ja/seminar/webinars/index.html
韓国語のウェビナー
下記の韓国語のウェビナーの録音 (以下に記載された日付に配信)
–

Exploring the PCT ウェビナーシリーズから、Mastering priority claims in PCT applications
(2021 年 12 月 16 日)

並びにウェビナーで使用された資料は、次のリンクからアクセス可能です。
https://www.wipo.int/pct/ko/seminar/webinars/index.html

WIPO Fee Transfer Service (WIPO 手数料移転サービス)
再度のお知らせになりますが、2020 年 7 月 1 日から、全ての受理官庁、国際調査機関、補充国際調査
機関若しくは国際予備審査機関は、WIPO Fee Transfer Service に「参加庁 」(participating Office) と
して参加することができるようになりました。当該サービスでは、PCT 手数料は、ある官庁 (「徴収官
庁」(collecting Office)) から他の官庁 (「受益官庁」(beneficiary Office)) に対し国際事務局 (IB) 経由
で取り引きされます。詳細は、https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=436911
(英語) から文書 PCT/WG/12/20 をご参照下さい。
IB は、本サービスの一部である PCT 手数料の移転について、2021 年 12 月 31 日付の参加庁ごとの一
覧を掲載しました。一覧は、2022 年 1 月 13 日付の公示 (PCT 公報) (6 ページ目から) をご参照下さ
い。
https://www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.html (英語)

PATENTSCOPE ニュース
PATENTSCOPE の特許文献 1 億件以上のマイルストーン達成
PATENTSCOPE は現在、1 億件以上の検索可能な発明へのアクセスを提供しています。文献には、公開
された全ての PCT 出願や、参加 IP 官庁の 73 の国内及び広域特許のコレクションが収録されていま
す。2022 年にはより多くの国内/広域官庁のコレクションが追加される予定です。
PATENTSCOPE では、検索と表示を可能にするため、特許文献は集約されています。つまり、各管轄
地域において同じ出願番号を持つ特許文献の再出版は、最初に公開された文献とは別の出版としてカウ
ントされているわけではありません。そのため、特許文献 1 億件のマイルストーンは、実際はおよそ 1
億 2500 万件に相当します。現在のデータ収録範囲については、以下に詳細が掲載されています。
https://patentscope.wipo.int/search/en/help/data_coverage.jsf (英語)
(訳者注: ページ右上の言語切替ドロップダウンリストから日本語が選択可能)
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2022 年 4 月 26 日 世界知的財産の日
IP and Youth: より良い未来のためのイノベーション
毎年 4 月 26 日は、世界知的財産の日を記念して、イノベーションと創造性の促進に知的財産 (IP) 権が
果たす役割についてより知ってもらい、理解を深めてもらうキャンペーンを行っています。2022 年の
世界知的財産の日のテーマは「IP and Youth: より良い未来のためのイノベーション」と決まり、変革を
推進し、イノベーションに挑戦する若者たちの大きな可能性を特集します。
世界各地において、若者たちがエネルギーと創意工夫、そして好奇心と創造⼒を駆使して、より持続可
能な明るい未来へ向けて着実に前進しています。今年のキャンペーンでは、これらの注目すべき若い発
明家、クリエイター、起業家がどのようにポジティブな変革をもたらしているかについて詳しく知る機
会となります。また、若者たちが目標を達成し、収⼊へつなげ、仕事を創出し、地域や世界の課題に取
り組み、そしてコミュニティや国の発展を支援するために知的財産権を活用する方法について彼らが学
べる機会も提供します。
「世界知的財産の日」特設ユース・ギャラリーへ若手イノベーターを推薦する方法等、詳しくは以下の
WIPO ウェブサイトをご覧下さい。
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/ (英語)

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取る事態について、PCT ニュースレター において繰り返し注意喚起を続け
ております。そしてこの度、“EIPS – European Intellectual Property Services” からの新たな請求書が
確認されました。本請求書は、PCT ユーザの皆様により WIPO に通報された他の多くの請求書の例と
共に、下記のリンクから閲覧できます。このような請求書に関する一般情報も、同リンクからご参照下
さい。
www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html (英語)
(訳者注: ページ右上の言語切替ドロップダウンリストから日本語が選択可能)
PCT 出願人及び代理人の皆様は、優先日から 18 か月を経過した後速やかに全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下さい (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
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領する可能性がある出願人や発明者に注意を促して下さい。また、このよ
うな疑わしい請求書を受取った場合には、国際事務局にご連絡いただければ幸いです。
電子メール: pct.legal@wipo.int
電話番号: (+41-22) 338 83 38
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WIPO は、PCT 出願人、代理人又は発明者 (PCT ユーザ) の皆様に、政府又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「苦情受付け政府機関又は消費者保護協会」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
先の出願の出願人と国際出願の出願人とが異なる場合の国際出願
Q: 当方は、法人出願人 (B 社) の代理人として国際出願を行う予定です。国際出願で優先権を主張して
いる先の出願は、別の企業 (A 社) が出願し、その後 B 社に譲渡されました。先の出願の出願人が国際
出願の出願人と異なる理由を説明するために、何か行動を起こすべきでしょうか？
A: 国内 (若しくは広域) 段階へ移行する際、多くの指定 (若しくは選択) 官庁は、先の出願に基づく優先
権を主張する出願人の資格に関する証明を含む書類を要求しています。例えば、国際出願の出願人が先
の出願の出願人とは異なる場合、又は先の出願がされた日以後に出願人の氏名が変更されている場合で
す。そのような要件は、PCT 規則 51 の 2.1(a)(iii) に従い許容されています。PCT 出願人の手引
(https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html (英語) (訳者注: 言語切替リストから日本語が選択可
能)) の該当する国内編の概要ページから、上記の証明書を要求している官庁を確認することができま
す。また、PCT 出願人の手引には、PCT 規則 51 の 2.1(a) に列挙されている他の要件に関する情報も記
載されています。例えば、指定 (若しくは選択) 官庁としての米国特許商標庁は、PCT 規則 51 の
2.1(a)(iv) に許容されている通り、発明者の宣誓書又は宣言書を要求しています。
出願人は、国内段階へ移行する際に、資格に関する証明書又は他の必要書類を提出する権利を有してい
ますが、PCT では、すでに国際段階中に (各要件につき一通の) 申立てを提出可能な旨を規定していま
す。申立ては、特に PCT 規則 51 の 2.1(a)(iii) に基づき証明書を要求している官庁を含む全ての指定官
庁に対して有効であるため、出願人にとって国内段階での手続が簡素化されることになります。
上述した事例のように、国際出願に記載された出願人と先の出願に記載された出願人が異なる場合に
は、A 社から B 社への譲渡が国際出願前に行われたことを条件として、PCT 規則 4.17(iii)に従い、「先
の出願に基づく優先権を主張する国際出願日における出願人の資格であって、51 の 2.1(a)(iii) に規定す
るものに関する申立て」を提出することができます。
PCT 規則 4.17(iii) に基づく申立て (及び PCT 規則 4.17 に基づくその他の申立て) は願書様式に含まれ
ており、PCT 実施細則第 213 号（https://www.wipo.int/pct/en/texts/ai/s213.html) (英語)）に規定さ
れている標準文言に準拠しています。この申立ては、PCT 規則 26 の 3.1 に基づく期間の満了、すなわ
ち優先日から 16 か月以内に受理されることを条件として、国際出願時に提出することも、出願後に提
出することもできます。 ただし、当該期間の満了後に国際事務局 (IB) が受理した申立てについては、
その申立てが国際公開の技術的準備が完了する前に国際事務局 (IB) に到達した場合には、当該期間の末
日に IB が受理したものとみなされる点にご留意下さい。
出願時に提出された申立ては、受理官庁に送付され、願書の一部となります。 ですが、出願後に提出さ
れた申立ての場合には、申立てを追加する旨を説明した書簡を添えて下さい。特に PCT 規則 26 の 3.1
に基づく期間が満了間近な場合には、IB にそれらの書類を送付することをお勧めします。公開のための
技術的準備が完了する前に IB が受理した全ての申立ては、PATENTSCOPE で公開されます。 PCT 規
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則 26 の 3.1 に基づく期間の満了後に PCT 規則 4.17 に基づく申立てを提出する場合には、当該期間が
満了した旨及び関係する指定官庁ごとに申立てを行う必要がある旨が通知されますのでご注意下さい。
出願人は可能な限り、ePCT を利用して申立てを作成し提出して下さい。受理官庁が ePCT を利用した
国際出願を受理している場合には、ePCT を利用して国際出願を行う際に申立てを提出することができ
ます。一方、受理官庁が ePCT を利用した国際出願を受理していない場合には、通常の方法で出願した
後、ePCT の eOwner 若しくは eEditor による国際出願へのアクセス権が設定されていることを条件と
して、該当する ePCT「アクション」を利用して申立てを作成し、IB に提出することができます。
ePCT を利用すると、申立ての標準文言は正しい言語で自動的に生成され、ePCT で利用可能な関連す
る書誌データは、再⼊⼒の必要なく自動的に申立てに記載されます。ePCT からの国際出願へのアクセ
ス権がない場合には、機能が統合された ePCT アクションを利用するよりも実用性は劣りますが、申立
ては ePCT 以外の方法でも作成でき、アクセス権を必要としない ePCT のドキュメントアップロード機
能を使って IB に対し PDF 形式で申立てをアップロードすることも可能です。申立てに関する ePCT ア
クションの利用や、特に ePCT の外部署名機能を利用した発明者である旨の申立ての電子署名につい
て、詳しくは PCT ニュースレター 2019 年 10 月号の実務アドバイスをご参照下さい。
https://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2019/pct_news_2019_10.pdf (英語)
https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2019/newslett_2019.pdf#page=81
(日本語)
また、ePCT アクションの利用に関する手順は、以下をご覧下さい。
https://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=843 (英語)
さらに詳しい情報については、カスタマーヘルプデスク eservices@wipo.int までお問い合わせ下さい。
なお、出願時に提出される申立てについては、願書 (PCT/RO/101) の一部を構成するため、国際出願の
ページ数に含まれることにご注意下さい。つまり、願書用紙がすでに 30 枚を超えていれば、用紙 1 枚
追加するごとに追加手数料を支払う必要があります。ただし、国際出願後に申立てを提出する場合に
は、追加手数料は必要ありません。
申立てが適用される期間内に提出されていることを条件として、指定官庁は、申立ての真実性について
合理的な疑義がない限り、先の出願の優先権を主張する資格に関する追加の書類又は証拠の提出を要求
することはできません (PCT 規則 51 の 2.2(iii))。PCT 規則 4.17 に基づく申立てを受理する指定官庁の
要件の詳細については、PCT ニュースレター 2014 年 2 月号の実務アドバイスをご参照下さい。
https://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2014/pct_news_2014_2.pdf (英語)
https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2014/newslett_14.pdf#page=12
(日本語)
特定の事例の状況が標準文言に当てはまらない場合には、PCT 規則 4.17 に規定する申立てを使おうと
せず、国内段階に移行する際に関連する国内的要件に従って下さい。
なお、PCT 規則 4.17(ii) から (iv) に基づく申立ては、国際出願日における状況のみに関連しており、そ
の日以後に生じた発明者又は出願人に関する変更の通知には使用できない点にご留意下さい。それらの
変更に関しては、PCT 規則 92 の 2 に基づく手続を行って下さい。
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また、ご注意いただきたいのは、欧州特許庁など一部の指定官庁又は選択官庁は、先の出願の出願人か
ら国際出願の出願人への優先権の実体的な譲渡は、国際出願の出願日前に行われていることを要求する
場合があることです (PCT 出願人の手引の国内編参照)。
参照リソースとして、PCT 申立ての提出に関するウェビナーの録音 (英語) (2021 年 6 月 24 日配信) が
視聴可能です (訳者注: 日本語ウェビナーの録音、PCT ウェビナーシリーズ: 申立てのベストプラクティ
ス (2021 年 8 月 4 日配信) も視聴可能)。ウェビナーで使用された PDF 版プレゼンテーションと共に、
下記のリンクからご利用下さい。
https://www.wipo.int/pct/en/seminar/webinars/index.html (英語)
(訳者注: ページ右上の言語切替ドロップダウンリストから日本語が選択可能)
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