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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                  2022 年 5 月号 | No. 05/2022 

 

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。 

 

 

WIPO 標準 ST.26 形式の配列表を含む国際出願の提出に関するリマインダ 

以前お知らせした通り、2022 年 7 月 1 日以降に行われる国際出願におけるヌクレオチド及びアミノ酸

の配列の開示には、WIPO 標準 ST.26 (以下「ST.26」) が使用されることになります。WIPO 標準

ST.25 (以下「ST.25」) と比較して、新標準には配列型が追加され、主要な配列データベースの要件に

より合致したものになっています。これにより配列表の作成と検索用の配列データの取得の双方を支援

できるようになります。 

2022 年 7 月 1 日より前に行われる国際出願における配列の開示は、出願時及び出願後に提出される双

方の配列表について、引き続き ST.25 に準拠している必要があります。一方、2022 年 7 月 1 日以降に

行われた国際出願における配列の開示は、優先基礎出願が ST.25 の配列表を含む場合であっても ST.26

に準拠していなければなりません。   

ご注意していただきたい非常に重要な点は、国際出願の出願日に適用されている標準を使用することで

す。ST.26 に基づく配列には必須の Qualifier が含まれており、ST.25 に基づく Qualifier テキストとは

異なる内容が要求されることがあります。したがって、(2022 年 7 月 1 日より前に行われる国際出願に

使用される ST.26 であれ、当該日以降に行われる国際出願に使用される ST.25 であれ) 誤った標準を用

いた配列表の提出は方式的な欠陥となり、その欠陥を補充したり、発明の主題を追加せずに正しい標準

を使用して出願を補正することは、困難あるいは不可能な場合があります。 

2022 年 7 月 1 日以降に国際出願を行う予定の出願人は、WIPO Sequence ソフトウェア 

(https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html）をダウンロードし、出願予定日まで余裕

をもって ST.25 に基づいた配列表を ST.26 形式に変換して下さい。WIPO はこの度 WIPO Sequence の

https://www.wipo.int/pct/en/newslett


PCT NEWSLETTER －日本語訳－ | 2022 年 5 月号 | No. 05/2022 

 

 

2 

 

 
 

新バージョンをリリースしました。詳細については、下記のトピック「WIPO Sequence バージョン 2

が新たなサポートリソースを追加しリリース」をご参照下さい。 

ST.26 への移行に関する詳細は、PCT ニュースレター 2022 年 2 月号の「実務アドバイス」をご参照下

さい。   

また ST.26 の実装に関する詳細は、以下の ST.26 のよくある質問に掲載されています。 

 https://www.wipo.int/standards/en/sequence/faq.html 

 (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) 

ST.26 又は WIPO Sequence ソフトウェアに関するご質問は、国際事務局 (wiposequence@wipo.int）

までお問い合わせ下さい。 

 

ユーラシア特許庁 (EAPO) が国際調査及び予備審査機関として運用開始 

2021 年 10 月に開催された第 53 回 PCT 総会にて国際調査機関 (ISA) 及び国際予備審査機関 (IPEA) と

して選定されたことに続き (PCT ニュースレター 2021 年 10 月号参照)、ユーラシア特許庁 (二文字コー

ド: EA) は、2022 年 7 月 1 日より PCT に基づく ISA 及び IPEA として運用開始する旨を WIPO に通知

しました。 

ISA 及び IPEA としての当該官庁に関する詳細は、関連情報が確認され次第、PCT 出願人の手引 附属書

D 及び E に掲載予定です。また当該官庁に支払う手数料は PCT 手数料表に掲載予定です。 

 

リマインダの再掲載 : 国際事務局が PCT-SAFE ソフトウェアの更新、配信及びサポート業務を終
了 

PCT ニュースレター 2021 年 7-8 月号及び 2022 年 1 月号でお知らせした通り、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。

最終バージョンは 2022 年 4 月にリリースされ、今後の更新は予定されていません。 

PCT- SAFE をまだご利用されているユーザの皆様には、管轄受理官庁 (RO) が ePCT 出願を受理してい

る場合には、できる限り早急に ePCT 出願へ移行されますよう強くお勧めします。ePCT 出願を受理す

る RO の一覧1は、以下をご参照下さい。  

 https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/EFilingServers.xhtml 

   (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) 

 

国際出願の電子出願及び処理  
 

ドイツ特許商標庁が ePCT 出願を利用した国際出願の受理及び処理を開始 

受理官庁としてのドイツ特許商標庁は、2022 年 7 月 1 日をもって、PCT-SAFE ソフトウェアを利用し

て提出される国際出願の受理を終了し、PCT 規則 89 の 2.1(d) に基づき、当該日より ePCT 出願を利用

                                                   
1 現在 78 の官庁が ePCT 出願を受理していますが、さらに次の 4 つの官庁が近々ePCT 出願を受理開始する予定です: シリア (2022 年 6 月 15

日より)、ドイツ及び英国 (2022 年 7 月 1 日より) 並びに北マケドニア (2022 年 7 月 15 日より)。 

https://www.wipo.int/standards/en/sequence/faq.html
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して提出される国際出願の受理を開始する旨を国際事務局 (IB) に通知しました。当該官庁は、

DPMAdirectPro ソフトウェアと EPO Online Filing ソフトウェア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。適用される手数料表の項目 4 に表示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含む通知が更新され、以下の 2022

年 5 月 19 日付の公示 (PCT 公報) に掲載されました。 

 http://www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.html 

(PCT 出願人の手引 附属書 C (DE) が更新されました) 

 

知的所有権庁 (英国) が ePCT 出願を利用した国際出願の受理及び処理を開始 

受理官庁としての知的所有権庁2 (英国) は、EPO Online Filing ソフトウェア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。当該官庁は PCT 規則 89 の 2.1(d) に基づき、2022 年 7 月 1 日より、

ePCT 出願を利用して提出される国際出願の受理を開始する旨を IB に通知しました。適用される手数料

表の項目 4 に表示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。以前お知らせし

た通り、当該官庁は 2022 年 7 月 1 日をもって、PCT-SAFE ソフトウェアを利用して提出される国際出

願の受理を終了します (PCT ニュースレター 2022 年 4 月号参照)。 

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含む通知が更新され、以下の 2022

年 4 月 28 日付の公示 (PCT 公報) に掲載されました。 

 http://www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.html 

(PCT 出願人の手引 附属書 C (GB) が更新されました) 

 

国家工業所有権庁 (北マケドニア) が電子形式による国際出願の受理及び処理を開始 

受理官庁としての国家工業所有権庁 (北マケドニア)は PCT 規則 89 の 2.1(d) に基づき、2022 年 7 月

15 日より、ePCT 出願を利用した電子形式により提出される国際出願の受理を開始する旨を IB に通知

しました。適用される手数料表の項目 4 に表示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含む通知が、以下の 2022 年 5 月 19

日付の公示 (PCT 公報) に掲載されました。 

 http://www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.html 

(PCT 出願人の手引 附属書 C (MK) が更新されました) 

 

                                                   
2 知的所有権庁とは特許庁の運用名称です。 
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イスラエル特許庁 が PCT-SAFE を利用して提出される国際出願の受理を終了  

イスラエル特許庁 (ePCT 出願を利用した国際出願をすでに受理しています) は、2022 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 IB に

通知しました。 

(PCT 出願人の手引 附属書 C (IL) 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 

欧州特許庁及び日本国特許庁:  連邦知的所有権行政局 (Rospatent) (ロシア連邦) 及びユーラシア特許庁

(EAPO) との PPH 試行プログラムの一時停止 

欧州特許庁 (EPO) (2022 年 4 月 25 日より発効) 及び日本国特許庁 (JPO) (2022 年 5 月 10 日より発効) 

の両官庁は、Rospatent 及び EAPO との PPH の取決めを一時停止したことを公表しました。   

EPO 及び Rospatent の間、並びに JPO 及び Rospatent の間の PCT-PPH の取決め (国際調査及び審査

手続から取得された PCT 成果物は特許の早期審査の対象となる) に関して、EPO 及び JPO は

Rospatent が実施した成果物に基づく PCT- PPH の申請を今後は認めないことになります。さらに

EPO については 2022 年 4 月 25 日より前に、そして JPO については 2022 年 5 月 10 日より前に、

Rospatent が実施した PCT 成果物に基づき、両官庁が出願の早期審査を行った係属中の案件に関して

は、PCT- PPH ステータスを解除し、それらの出願を通常の処理及び審査手続に戻すこととします。す

なわち両官庁では、それらの出願を今後 PCT-PPH 選定出願として取り扱わないこととします。 

さらに EAPO に関しては、2022 年 7 月 1 日より、当該官庁が国際調査及び予備審査機関としての運用

を開始しても、EPO 及び JPO は、PCT- PPH の申請が EAPO が実施した PCT 成果物に基づく場合に

は、それらを PCT- PPH の申請としては認めません。   

本決定の詳細については、それぞれ OJ EPO (EPO 官報) 2022、A44 及び OJ EPO (EPO 官報) 2022、

A45 を以下のリンクから、 

 https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/04/a44.html 及び 

 https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/04/a45.html 

並びに JPO の公表については、以下のリンクからご参照下さい。 

 https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/soki/pph/japan_russia_highway.html 

 https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shinsa/soki/pph/japan_eurasia_highway.html 

 

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注意下さい。 
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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、2022 年 5 月 9 日が全国的な特別な (休日) 祝日として宣言されたことを受

けて、同日は公衆に対し閉庁した旨を国際事務局 (IB) に通知しました。官庁により IB に提供された閉

庁日に関する追加の情報は、以下に掲載されています。  

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

(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 アップデート 

 

国際出願手数料及び関連手数料/手数料減額 (一部の官庁) 

2022 年 7 月 1 日より、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、並びに手

数料表の項目 4 に表示された適用される出願手数料の減額の換算額が変更されます。該当する受理官庁

の二文字コードは、以下の通りです。 

AT、BA、BG、CY、CZ、DE、DK、EA、EE、EP、ES、FI、FR、GR、IB、IE、IT、JP、LT、

LU、LV、 ME、MT、NL、PT、RO、RS、SE、SI、SK 

新料金は手数料表 I(a) 及び PCT 出願人の手引 附属書 C の該当部分に表示されます。 

 

CN: 中国 (電話番号) 

DE: ドイツ (電子形式による国際出願の提出) 

GB: 英国 (電子形式による国際出願の提出) 

IB:  国際事務局 (手数料) 

2022 年 7 月 1 日より、受理官庁としての国際事務局 (IB) に支払う送付手数料及び優先権書類の手数料

におけるユーロの換算額が、以下の通り変更になります。 

 送付手数料…………………………………………………… 98 ユーロ 

 優先権書類の手数料………………………………………… 49 ユーロ 

 航空便の追加手数料………………………………………… 10 ユーロ 

(PCT 出願人の手引 附属書 C (IB) が更新されました) 
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IL: イスラエル (電子形式による国際出願の提出) 

IQ: イラク (一般情報、手数料、受理官庁としての当該官庁の要件に関する情報、管轄国際調査及び予備

審査機関) 

IT: イタリア (微生物及びその他の生物材料の寄託、指定又は選択官庁としての当該官庁の要件) 

JM: ジャマイカ (管轄国際調査及び予備審査機関) 

LA: ラオス人民民主共和国 (一般情報) 

MK: 北マケドニア (電子形式による国際出願の提出) 

SA: サウジアラビア (管轄国際調査及び予備審査機関) 

 

調査手数料 (一部の官庁) 

2022 年 7 月 1 日より、以下の官庁が実施する国際調査について、以下に表示された通貨で支払う換算

額が変更になります。 

オーストラリア特許庁……………………………………… 韓国ウォン  

オーストリア特許庁………………………………………… スイスフラン、南アフリカランド 

エジプト特許庁……………………………………………… スイスフラン、米国ドル 

欧州特許庁…………………………………………………… スイスフラン、南アフリカランド 

ロシア連邦知的所有権行政局 (Rospatent) ……………… スイスフラン、ユーロ、米国ドル 

(ロシア連邦) 

フィンランド特許登録庁…………………………………… スイスフラン 

インド特許庁………………………………………………… 日本円 

シンガポール知的所有権庁………………………………… 日本円 

日本国特許庁………………………………………………… スイスフラン、シンガポールドル、

米国ドル 

韓国知的所有権庁…………………………………………… オーストラリアドル 

国家知的所有権機関、国営事業 

「ウクライナ知的所有権機関(Ukrpatent)」……………… スイスフラン 

国立工業所有権機関 (ブラジル)…………………………… スイスフラン 

北欧特許機構………………………………………………… スイスフラン 

スペイン特許商標庁………………………………………… スイスフラン 
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スウェーデン知的所有権庁………………………………… スイスフラン 

トルコ特許商標庁…………………………………………… スイスフラン 

ヴィシェグラード特許機構………………………………… スイスフラン 

新料金は手数料表 I(b) に表示されます。 

(PCT 出願人の手引 附属書 D (AT)、(AU)、(BR)、(EG)、(EP)、(ES)、(FI)、(IN)、(JP)、(KR)、(RU)、

(SE)、(SG)、(TR)、(UA)、(XN) 及び (XV) が更新されました) 

 

補充国際調査手数料 (一部の官庁) 

2022 年 7 月 1 日より、次の官庁が実施する補充国際調査について、スイスフランで支払う料金が改定

されます: オーストリア特許庁、欧州特許庁、連邦知的所有権行政局 (Rospatent) (ロシア連邦)、フィ

ンランド特許登録庁 (PRH)、国家知的所有権機関、国営事業「ウクライナ知的所有権機関

(Ukrpatent)」、北欧特許機構、スウェーデン知的所有権庁、トルコ特許商標庁 (Turkpatent) 及びヴィ

シェグラード特許機構。新料金は手数料表 I(c) に表示されます。 

さらに、SISA としてのフィンランド特許登録庁に支払う 200 ユーロの遅延提出手数料が、附属書 SISA 

(FI) に追加されました。 

(PCT 出願人の手引 附属書 SISA (AT)、(EP)、(FI)、(RU)、(SE)、(TR)、(UA)、(XN) 及び (XV) が更新

されました) 

取扱手数料 (一部の官庁) 

2022 年 7 月 1 日より、国際予備審査機関としての以下の官庁に支払う取扱手数料について、表示され

た通貨の換算額が変更になります。 

 欧州特許庁…………………………………………………… ユーロ 

フィンランド特許登録庁 (PRH)…………………………… ユーロ 

日本国特許庁………………………………………………… 日本円 

国家知的所有権機関、国営事業 

「ウクライナ知的所有権機関(Ukrpatent)」……………… ユーロ 

 北欧特許機構………………………………………………… デンマーククローネ 

 スペイン特許商標庁………………………………………… ユーロ 

 スウェーデン知的所有権庁………………………………… スウェーデンクローナ 

ヴィシェグラード特許機構………………………………… ユーロ 

新料金は手数料表 II に表示されます。 
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 (PCT 出願人の手引 附属書 E (EP)、(ES)、(FI)、(JP)、(SE)、(UA)、(XN) 及び (XV) が更新されました) 

 

PCT 関連資料の最新/更新情報 
 

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 

– Everything you need to know about ePCT ウェビナーシリーズから、WIPO Digital Access 

Service (2022 年 5 月 10 日及び 12 日配信)  

– Exploring the PCT ウェビナーシリーズから、Amendments and rectifications of obvious 

mistakes (2022 年 4 月 28 日配信)  

– Exploring the PCT ウェビナーシリーズから、International Search and Preliminary 

Examination (2022 年 3 月 24 日配信)  

– Everything you need to know about ePCT ウェビナーシリーズから、ePCT for New Users 

(Part II) (2022 年 3 月 15 日及び 17 日配信)  

– Everything you need to know about ePCT ウェビナーシリーズから、ePCT for New Users 

(Part I) (2022 年 3 月 8 日及び 10 日配信)  

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/fr/seminar/webinars/index.html  

独語のウェビナー  

下記の独語のウェビナーの録音  

– Exploring the PCT ウェビナーシリーズから、Best practices for handling recording of changes 

(Rule 92bis) (2022 年 5 月 11 日配信)  

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/de/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  

– Exploring the PCT ウェビナーシリーズから、規則 92 の 2 の変更届 (2022 年 4 月 8 日配信)  

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  

https://www.wipo.int/pct/fr/seminar/webinars/index.html
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下記の韓国語のウェビナーの録音  

– Exploring the PCT ウェビナーシリーズから、Restoring the Priority Right (2022 年 3 月 16 日配

信)  

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 

ロシア語のウェビナー 

2021 年 10 月から 2022 年 3 月にわたり配信された 11 のウェビナーの録音及び使用された資料は、以

下のリンクからアクセス可能です。 

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

 

WIPO Sequence バージョン 2 が新たなサポートリソースを追加しリリース 

WIPO は 2022 年 5 月 16 日に、WIPO Sequence Suite ソフトウェアのバージョン 2.0 をリリースしま

した。本バージョンは、特許出願人の WIPO 標準 ST.26 に基づく生物学的配列表の作成を支援するもの

です。Windows、Mac OS、及び Linux 用のパッケージは、以下の WIPO Sequence のウェブページで

入手可能です。 

 https://www.wipo.int/standards/en/sequence/ 

WIPO Sequence は、出願人が WIPO 標準 ST.26 に準拠した DNA、RNA、アミノ酸を含む配列表の作

成を支援するデスクトップアプリケーションです。遺伝子配列や医療用治療薬を含むバイオテクノロジ

ー関連の出願は、2022 年 7 月 1 日より、ST.25 から ST.26 への完全な移行が必要となります (上記トピ

ック「WIPO 標準 ST.26 形式の配列表を含む国際出願の提出に関するリマインダ」をご参照下さい)。  

WIPO Sequence は、全ての法域における特許出願人が使用できるよう WIPO が開発した最初の配信ソ

フトウェアであり、これまで官庁ごとに異なっていた作成プロセスを標準化するものです。世界中の出

願人が同じツールを利用できるよう、全ての官庁がこの無料ソフトウェアをサポートすることに同意し

ています。 

 

新しいサポートリソース 

WIPO は最新のリリース版では、出願人が WIPO ST.26 に準拠した配列表を作成する際の支援となるよ

う、知識ベース (ナレッジベース) 及び電子メールの通知リストの二つの新しいリソースも提供開始しま

した。本ソフトウェアのユーザマニュアルも更新されました。 

知識ベースには、よくある質問に対する回答や、WIPO Sequence や ST.26 に関するよくある問題の解

決方法が掲載されています。このコンテンツは最初は英語で提供され、順次他の全ての PCT 言語であ

る、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、スペイン語での機

械翻訳が利用可能になる予定です。知識ベースの重要な構成要素は、知財庁の問い合わせ先を提供して

いる点で、配列表の作成に関する質問がある場合には、出願人は出願予定の各官庁の問い合わせ先を検

索することができます。   
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お知らせ通知リストでは、ユーザの皆様に WIPO Sequence に関する新リリースや重要な情報をお知ら

せします。当該機能により、ユーザの皆様に変更事項を速やかに通知することが可能となります。ユー

ザの皆様は、登録ページから是非この通知リストにご登録下さい。 

 

PATENTSCOPE ニュース 

オーストリアの国内コレクションが PATENTSCOPE で利用可能に 

オーストリアの国内特許コレクションが PATENTSCOPE で利用可能になりました。当コレクションに

は 675,000 件以上の文献が収録されており、そのうち 9,000 件以上が独語のフルテキスト (OCR: 光学

文字認識機能による) の文献です。当コレクションの追加により、PATENTSCOPE で利用可能な国内/

広域官庁のコレクションは 74 になりました。 

 

実務アドバイス 
 

国際段階で実施される調査に応じて先行技術の範囲を最大化するための選択肢 

Q: 米国で出願した先の国内出願の優先権を主張して、受理官庁としての米国特許商標庁 (USPTO) 

(RO/US) に対し国際出願する予定です。先の調査結果を受け取っており、すでに米国の先行技術の十分

な範囲を網羅しています。特に欧州と日本の先行技術の十分な範囲を取得できるよう、そして国内段階

へ移行する前に、関連する先行技術についてできる限り多く知っておけるように、国際段階での調査の

範囲を拡充するために何かできることはありますか？ 

A: 国際調査 

出願人が選択可能な国際調査機関 (ISA) は、国際出願を行う受理官庁、この事例では USPTO ですが3、

によって決まります。この事例での出願人は RO/US に対して国際出願する予定ですので、この実務ア

ドバイスの発行時点では、次の 7 つの ISA から選択することができます: オーストラリア特許庁、連邦

知的所有権行政局 (Rospatent) (ロシア連邦)4、シンガポール知的所有権庁、イスラエル特許庁、日本国

特許庁、韓国知的所有権庁及び米国特許商標庁。ISA の選択肢があるため、先の国内出願の調査を実施

した官庁 (USPTO) とは異なる ISA を選択することができます。またそうすることにより、先の出願の

調査とは異なる資料を利用した先行技術調査が出願人に有益となる場合があります。 

USPTO 以外の官庁を選択する場合には、以下の点を検討してから決定して下さい (詳細は PCT 出願人

の手引 附属書 D の該当部分に掲載 https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html (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))。 

                                                   

3 出願人が受理官庁としての国際事務局 (RO/IB) に対し国際出願を行う決定をした場合には、管轄 ISA は、国際出願が、出願人が居住者又は

国民である締約国の国内官庁、又は締約国のために行動する国内官庁にされたとしたならば管轄したであろう国際調査機関となります (PCT

規則 35.3)。異なる PCT 締約国から二人以上の出願人がいる場合に RO/IB に対し出願する時は、ISA の選択肢の幅が広がることがあります。 

 
4 USPTO ウェブサイト上の 2022 年 3 月 22 日付の公表をご参照下さい (https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-statement-

engagement-russia-and-eurasian-patent-organization)。 

https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html
https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-statement-engagement-russia-and-eurasian-patent-organization
https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-statement-engagement-russia-and-eurasian-patent-organization
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– 選択する ISA が設定する手数料 － それぞれの ISA が各自手数料を設定するため料金は異な

る。 

– ISA が調査を実施している言語か、そして ISA は国際出願の翻訳文を要求するのかどうか  

(なお上記全ての ISA は英語での国際出願の調査を実施しています)。 

– ISA が国際出願の発明の主題に関する調査を実施しているのかどうか。 

– 出願人は、特定の国際予備審査機関 (IPEA) に対し国際予備審査の請求を行う予定であるのか

どうか － 特定の IPEA は、当該官庁が関係する国際出願についての ISA として選択された場合

に限り IPEA として行動する。 

– 関係する国際出願が特定の受理官庁に対し行われた場合、特定の ISA は調査可能な国際出願の

件数に制限があるのかどうか。 

例えば、日本国特許庁 (JPO) を ISA として選択し、JPO が保有する文献に収録された先行技術を使用し

た確実な調査を受けたい場合を説明しましょう。適用されるいずれの手数料減額も考慮しない場合、英

語で出願された (若しくは英語へ翻訳された) 国際出願の JPO での (国際) 調査手数料は、現在 1,475 米

国ドルです。USPTO による調査は 2,180 米国ドルですから、この場合には ISA/JP の調査手数料の方が

安くなることになります。しかしながら、JPO は RO/US に出願された国際出願を調査できる件数に制

限を設けていますので、この制限に到達していないことを JPO に確認する必要がある点にご注意下さ

い。詳細は、特許協力条約に基づく国際調査機関及び国際予備審査機関としての日本国特許庁の機能に

関する日本国特許庁と世界知的所有権機関の国際事務局の間の取決めの附属書 A(i) を、以下のリンクか

らご参照下さい。   

 https://www.wipo.int/pct/en/texts/agreements/ag_jp.pdf 

補充国際調査 

国際段階において先行技術調査の範囲を拡充したい場合には、国際出願が行われた官庁 (又は出願人の

国籍及び/又は居住地) に関係なく、補充国際調査の実施機関 (SISA) の一つ又は複数に補充国際調査を

請求できますが、同一官庁を ISA 及び SISA の双方として選択することはできません。なお補充国際調

査の請求は IB に対し行う必要があります。次の 10 の官庁が現在補充国際調査を実施しています: オー

ストリア特許庁、欧州特許庁、連邦知的所有権行政局 (Rospatent) (ロシア連邦)5、フィンランド特許登

録庁、シンガポール知的所有権庁、国家知的所有権機関、国営事業「ウクライナ知的所有権機関

(Ukrpatent)」、北欧特許機構、スウェーデン知的所有権庁、トルコ特許商標庁及びヴィシェグラード

特許機構。 

以下の点を検討してから、補充国際調査の目的でどの官庁を利用するか決定して下さい (詳細は PCT 出

願人の手引 附属書 SISA の該当部分に掲載)。 

– 特定の官庁で調査可能な文献の範囲。 

– SISA が請求する補充調査手数料の金額 － それぞれの ISA は各自手数料を設定しているため、

実施する補充調査の範囲によって異なる場合がある。 
                                                   
5 USPTO ウェブサイト上の 2022 年 3 月 22 日付の公表をご参照下さい (https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-statement-

engagement-russia-and-eurasian-patent-organization)。 
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– 補充国際調査の実施に認められている言語（なお全ての SISA は英語での国際出願の補充国際

調査を実施しています)。及び 

– SISA が国際出願の発明の主題に関する補充調査を実施しているのかどうか。 

例えば、欧州特許庁 (EPO) を選択すると、当該官庁は PCT 最小限資料と調査用の文献資料に保有され

ている文献の調査を実施します。当該官庁は、英語、仏語、独語での国際出願を受理しており、現在補

充調査の実施には 1,912 スイスフランを請求しています。また 200 スイスフランの補充調査取扱手数料 

(IB が行う業務に支払う) も請求しています (この料金は全ての SISA で同額となっています)。 

先行技術の範囲を最大化するために国際段階での調査を多様化することは、国際段階で発生する費用を

増加させることがありますが、それはより完全で広範囲な調査結果を出願人に提供し、将来の決定をよ

り良い方向へ導いてくれるはずです。また特定の指定官庁では、特定の官庁が国際調査報告又は補充国

際調査報告を作成した国際出願について、国内段階での手数料の減額を提供しています (詳細は PCT 出

願人の手引 該当する国内編 (概要) に掲載)。 
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