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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 9 月号 | No. 09/2022 

 

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。 

 

カーボベルデが ARIPO に参加  

カーボベルデが、2022 年 7 月 14 日に、アフリカ広域知的所有権機関 (ARIPO) の枠組みにおける特許

及び意匠に関するハラレ議定書の加⼊書を寄託しました。したがってカーボベルデは、2022 年 7 月 14

日から ARIPO 加盟国となり、ハラレ議定書はカーボベルデに関して 2022 年 10 月 14 日付で発効予定

です。これにより ARIPO 加盟国数は 22 か国、並びにハラレ議定書の締約国数は 20 か国となります。 

この参加を受けて、2022 年 10 月 14 日以降になされる全ての国際出願は、国内特許に加えて、ARIPO 

特許に関してもカーボベルデの指定が含まれることになります。さらに、2022 年 10 月 14 日からは、

カーボベルデの国民及び居住者は、品質管理知的所有権機関 (IGQPI) 又は WIPO 国際事務局に加えて、

受理官庁としての ARIPO に対しても国際出願を行うことができるようになります。 

カーボベルデの加⼊に関する ARIPO の告知は、以下に掲載されています。 

https://www.aripo.org/the-republic-of-cape-verde-deposits-instruments-of-accession-to-

aripo-%ef%bf%bc/  

(PCT 出願人の手引 附属書 B2 (AP) 及び C (AP) が更新されました) 

 

PCT 作業部会の会合文書 

第 15 回 PCT 作業部会が 2022 年 10 月 3 日から 7 日にわたりジュネーブで開催されます。会合文書は

以下のリンクからご利用下さい。 

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=72089 

https://www.wipo.int/pct/en/newslett
https://www.aripo.org/accession-of-the-republic-of-seychelles-to-the-harare-protocol/
https://www.aripo.org/the-republic-of-cape-verde-deposits-instruments-of-accession-to-
https://www.aripo.org/the-republic-of-cape-verde-deposits-instruments-of-accession-to-
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国際出願の電子出願及び処理  

 

ジャマイカ知的所有権庁 (JIPO) が電子形式による国際出願の受理及び処理を開始  

受理官庁としてのジャマイカ知的所有権庁 (JIPO) は、PCT 規則 89 の 2.1(d) に基づき、2022 年 8 月 

15 日から ePCT 出願を利用して電子形式で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。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は、以下の 2022 年 8 月 25

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 (JM) が更新されました) 

 

受理官庁が電子出願に関する通知を更新 

以下の官庁は、2022 年 7 月 1 日から配列表の提出に関して適用された形式の変更 (WIPO 標準 ST.25 か

ら ST.26) を考慮し、e-filing 通知を更新しました。 

– BN ブルネイ・ダルサラーム知的所有権庁 (BruIPO) 

– CU  キューバ工業所有権庁 

– CZ  チェコ共和国工業所有権庁 

– DJ  ジブチ工業所有権・商務庁 (ODPIC) 

– EC  知的所有権国立サービス (SENADI) (エクアドル) 

– EE  エストニア特許庁 

– ES  スペイン特許商標庁 

– GE  ジョージア国家知的所有権センター (SAKPATENTI) 

– JP 日本国特許庁 (JPO) 

– SI スロベニア知的所有権庁 

該当する変更は以下の 2022 年 8 月 18 日及び 9 月 1 日、9 日付の公示 (PCT 公報) に掲載されました。 

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

 

PCT 規則 12.1(d) に基づく言語依存のフリーテキストに認められる言語 

国際出願の明細書の配列表の部分に記載される、言語依存のフリーテキストに関する PCT 規則 12.1(d) 

の改正が 2022 年 7 月 1 日に発効しました。また、PCT 実施細則の第 332 号に新しい項 (a の 2) が追加

され、各受理官庁が認める用意のある言語依存のフリーテキストの言語又は複数の言語を国際事務局 

(IB) に通知することを定めています。 
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以下の受理官庁が、第 332 号(a の２) に従い下記の情報を IB に通知しました。 

– BN ブルネイ・ダルサラーム知的所有権庁 (BruIPO): 英語。当該官庁は、一つの配列表に記載

される言語依存のフリーテキストを複数の言語で提出することを許可していません。 

– CU   キューバ工業所有権庁: スペイン語。当該官庁は、一つの配列表に記載される言語依存の

フリーテキストを複数の言語で提出することを許可していません。 

– CZ   チェコ共和国工業所有権庁: 英語、仏語、独語又はチェコ語。当該官庁は、一つの配列表

に記載される言語依存のフリーテキストを英語及び別の出願言語の両言語でも提出することを

許可しています。 

– DJ   ジブチ工業所有権・商務庁 (ODPIC): アラビア語、英語又は仏語 (国際出願の言語と同一

言語)。当該官庁は、一つの配列表に記載される言語依存のフリーテキストを英語及び別の出願

言語の両言語でも提出することを許可しています。 

– EC   知的所有権国立サービス (SENADI) (エクアドル): スペイン語。当該官庁は、一つの配列

表に記載される言語依存のフリーテキストを複数の言語で提出することを許可していません。 

– EE   エストニア特許庁: 英語又は独語 (国際出願の言語と同一言語)。当該官庁は、一つの配列

表に記載される言語依存のフリーテキストを複数の言語で提出することを許可していません。 

– ES   スペイン特許商標庁: スペイン語。当該官庁は、一つの配列表に記載される言語依存のフ

リーテキストを英語及びスペイン語の両言語でも提出することを許可しています。 

– FI フィンランド特許登録庁 (PRH): 英語、フィンランド語又はスウェーデン語。当該官庁

は、一つの配列表に記載される言語依存のフリーテキストを英語及び別の出願言語の両言語で

も提出することを許可しています。 

– GE   ジョージア国家知的所有権センター (SAKPATENTI): 英語、ジョージア語、又はロシア語 

(国際出願の言語と同一言語)。当該官庁は、一つの配列表に記載される言語依存のフリーテキ

ストを英語及び別の出願言語の両言語でも提出することを許可しています。 

– JM   ジャマイカ知的所有権庁 (JIPO): 英語。当該官庁は、一つの配列表に記載される言語依存

のフリーテキストを複数の言語で提出することを許可していません。 

– MK 国家工業所有権庁 (北マケドニア): 英語。当該官庁は、一つの配列表に記載される言語依

存のフリーテキストを複数の言語で提出することを許可していません。 

– SI   スロベニア知的所有権庁: 英語、仏語、独語又はスロベニア語。当該官庁は、一つの配列

表に記載される言語依存のフリーテキストを複数の言語で提出することを許可していません。 

– TR トルコ特許商標庁 (Turkpatent): 英語、又は国際出願の言語と同一言語 (仏語、独語又は

トルコ語)。当該官庁は、一つの配列表に記載される言語依存のフリーテキストを英語及び別の

出願言語の両言語でも提出することを許可しています。 
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PCT 実施細則の改正、PCT 受理官庁ガイドラインと PCT 国際調査及び予備審査ガイドラインの

改訂 

PCT 実施細則の改正版、PCT 受理官庁ガイドラインと PCT 国際調査及び予備審査ガイドラインの改訂

版が、2022 年 7 月 1 日に発効しました。 

修正を含む実施細則の改正版は、英語、仏語とスペイン語に加えてロシア語でも PDF 形式でご利用い

ただけるようになりました。 

https://www.wipo.int/pct/ru/texts/index.html  

英語と仏語の条文は、HTML 形式でもご利用いただけます。 

双方のガイドラインの全条文も、以下の WIPO ウェブサイトにて上記 4 言語でご利用いただけます。 

 https://www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html 

英語以外の言語は、ページ右上の言語切替ドロップダウンリストから選択可能です。  

 

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、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。 

 

カナダ知的所有権庁 

カナダ知的所有権庁は、エリザベス二世女王陛下の国葬により 2022 年 9 月 19 日が連邦政府の休日に

指定されたため、当該官庁が公衆に対し閉庁した旨を国際事務局 (IB) に通知しました。 

知的所有権庁 (英国) 

エリザベス二世女王陛下の崩御を受けて、知的所有権庁1 (英国) は、国葬及び喪中期間により 2022 年 9 

月 19 日が公休日に指定されたため、当該官庁が公衆に対し閉庁した旨を IB に通知しました。 

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 8 月 23 日午後 1 時から翌日の 24 日まで、首都圏、カヴィテ、ラ

グナ、リサール、ブラカン、サンバレス及びバターン州にて悪天候のため、官公庁が公衆に対し閉庁し

た旨を 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) 

 

 

 

                                                   
1 知的所有権庁は特許庁の運用名称です。 

https://www.wipo.int/pct/dc/closeddates/
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PCT 関連資料の最新/更新情報 

 

PCT 出願人の手引 (英語版) 

PCT 国際段階及び国内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」及び「国内

段階の概要」の英語版が更新され、それぞれ以下のリンクからご利用いただけます。 

https://www.wipo.int/pct/en/guide/ipindex.html  

https://www.wipo.int/pct/en/guide/npindex.html 

仏語、スペイン語及びロシア語の更新版は準備中です。 

 

PCT アップデート 
 

AZ: アゼルバイジャン共和国知的所有権局 (管轄国際調査及び予備審査機関) 

BL: ブルネイ・ダルサラーム知的所有権庁 (BruIPO) (FAX 使用の終了、電子メールアドレス)  

CV: カーボベルデ (管轄国際調査及び予備審査機関) 

HU: ハンガリー (手数料) 

JM: ジャマイカ (電子出願、受理官庁としての当該官庁の要件に関する情報) 

PT: ポルトガル (手数料) 

 

調査手数料 (一部の官庁) 

2022 年 11 月 1 日より、以下の官庁が実施する国際調査について、下記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……………………………………… ニュージーランドドル 

南アフリカランド 

オーストリア特許庁………………………………………… シンガポールドル 

欧州特許庁…………………………………………………… シンガポールドル 

インド特許庁………………………………………………… ユーロ 

上述した通貨の新換算額は手数料表 I(b) に表示されます。 

(PCT 出願人の手引 附属書 D (AT、AU、EP 及び IN) が更新されました) 

 

取扱手数料 (韓国知的所有権庁) 

2022 年 11 月 1 日より、国際予備審査機関としての韓国知的所有権庁に対して韓国ウォンで支払う、取

扱手数料の換算額が変更になります。新料金は 274,000 韓国ウォンとなります。 

(PCT 出願人の手引 附属書 E (KR) が更新されました) 
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PATENTSCOPE ニュース 

 

スイス国内コレクションのドシエ情報  

スイス国内コレクションのドシエ情報が PATENTSCOPE でご利用いただけるようになりました

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

ドシエ情報は、関係する出願の「書類」タブからアクセスでき、審査プロセスにわたる特許出願の進捗

について、以下の最新情報を提供します。  

– 調査報告  

– オフィスアクション、及び  

– 出願人と特許庁間の通信 

 

実務アドバイス 

 

差替え用紙を提出すること 

Q: 当方は PCT 出願の代理人です。明細書、請求の範囲と図面の差替え用紙が必要な旨が記載された手

続補正命令書 (様式 PCT/RO/106) を受け取りました。差替え用紙はどちらに送付すればよいのでしょ

うか？また、差替え用紙には何を含めるべきでしょうか？ 

A: 国際出願を受理すると、受理官庁 (RO) は PCT 第 14 条に基づき、出願に欠陥がないかを点検しま

す。これには、例えば、願書が PCT 規則の定めるところによる署名がされていること、出願人に関す

る所定の記載が含まれていること、発明の名称が記載されていること、そして出願が PCT 規則 11 に基

づく所定の様式上の要件が規則に定める程度にまで満たされていることなどの点検が含まれます。 

様式 PCT/RO/106 は、PCT 規則 11 に基づく国際出願の様式上の要件に関するもので、RO が発見した

欠陥を PCT 規則 26.2 に基づき適用する期間内に (つまり、求めの日から 2 か月以内に) 訂正するよう求

めるため発出するものです。  

以下の様式 PCT/RO/106 の一つ又は複数のアネックスに、RO が出願に発見した様式上の欠陥が記載さ

れます。 

アネックス A:  国際出願及び願書の署名、出願人の詳細、出願の所定の要素の言語、発明

の名称及び要約の欠陥 

アネックス B1:  提出された国際出願の本文の表記の欠陥 

アネックス B2:  国際出願の翻訳文の本文の表記の欠陥 

アネックス C1:  提出された国際出願の図面の表記の欠陥 

アネックス C2:  国際出願の翻訳文の図面の表記の欠陥 

したがって、この事例での代理人が受け取った様式 PCT/RO/106 のアネックス B1 及び C1 には、提出

された国際出願の明細書、請求の範囲及び/又は図面の表記の欠陥について、差替え用紙の提出が必要
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な旨が記載されているはずです。これらのアネックスには、様式上の欠陥に関するより具体的な情報も

記載されているでしょう。特定のページのみに欠陥がある場合は、RO はページ番号を指定するはず

で、それらのページのみ差替えが必要となります。 

差替え用紙が期間内に RO に提出されない場合、それらは RO により認められることはありませんし、

国際事務局 (IB) にも送付されません。しかしながら、この提出期間の延長を請求することは可能であ

り、RO は、以下の PCT 受理官庁ガイドラインの 154-155 項に従い、その請求を考慮するでしょう。 

 https://www.wipo.int/pct/en/texts/ro/ro153_159.html#_153 

手続補正命令書に対する答弁書は IB ではなく RO に提出する必要があります (ただし、答弁書が受理さ

れた場合は、その後 RO は IB での処理のためその書類を転送します)。また、その答弁書には、様式上

の要件を満たしていない全文の補正を行った差替え用紙を含めて下さい。ここで注意していただきたい

のは、差替え用紙自体に、国際出願番号又はそれが差替え用紙である旨を記載すべきではない点です。

できれば、国際願番号と送付の趣旨は添付した書簡に記載して下さい。また、その書簡には、差替えら

れる用紙と差替え用紙との相違についても注意を喚起して下さい。なお、差替え用紙に国際出願番号を

記載し、"SUBSTITUTE SHEET (RULE 26)" 「差替え用紙 (規則 26)」 の押印をするのは RO です。ま

た、RO の押印が出願の本文又は図面のどの部分にも重ならないように正しい余白 (PCT 規則 11.6 参照) 

を確保すること、そして補正が前後のページにも影響している場合は、それぞれ以下の実施細則第 207

号及び第 311 号に従い、それらのページも補正の一部として確実に提出することが重要です。 

https://www.wipo.int/pct/en/texts/ai/s207.html  

https://www.wipo.int/pct/en/texts/ai/s311.htm 

補正後の差し替え用紙には、最初に提出された本文又は図面の内容に対する追加若しくは修正が含まれ

ていてはならず、様式上の補正のみが許されます。様式上の要件に関係のない追加又は修正を RO が発

見した場合は、差替え用紙は拒否され、RO は関係する方式要件の補正のみを含む、新しい差替え用紙

を提出するよう出願人に求めます。RO が、"SUBSTITUTE SHEET (RULE 26)" 「差替え用紙 (規則

26)」の押印のない拒否された差替え用紙案の写しを、拒否理由を説明した様式 PCT/RO/132 と併せて

IB に転送する場合もあります。 

また、案件によっては、RO は差替え用紙が PCT 規則 91 (PCT 受理官庁ガイドラインの 208(ii)及び

302 から 308 項) に基づく明白な誤記の訂正の請求として国際調査機関 (ISA) に対し提出可能な旨を、

出願人に注意喚起することがあります。または、出願人の同意を得て、RO が相違を含む用紙を ISA に

転送することもできます。これらの場合には、RO は差替え用紙の写しを「当該官庁用写し」の一部と

して RO のファイルには加えず、IB にも送付しません。 

RO によりますが、国際出願へのアクセス権を持っていれば、高度な認証を用いて ePCT を利用し、手

続補正命令書に対する答弁書をアップロードできる場合があります。該当する RO が ePCT を利用した

書類のアップロードを出願人に許可しているかについては、以下のリンクから官庁プロフィールの処理

設定を調べて確認することができます。 

https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/OfficeProfile.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) 

https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/OfficeProfile.xhtml
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“applicants have the ability to upload documents using ePCT”「出願人は ePCT を利用した書類のア

ップロードが可能」と表示されない場合は、各自の通信手段で答弁書を RO に提出して下さい。 

出願人からの様式 PCT/RO/106 に対する答弁書を受け取ると、RO は、出願人が PCT 規則 26.2 に基づ

く適用する期間内 (該当する場合は、RO が延長した期間内) に補正を提出したのかどうか、そしてその

ように補正された国際出願は取り下げられたものとみなすべきであるかどうかを決定します。ただし、

PCT 規則 26.5 は、「国際出願は、 規則 11 に定める様式上の要件が国際公開が適度に均一なものであ

るために必要な程度にまで満たされている場合には、当該様式上の要件を満たさないことを理由として

取り下げられたものとみなさない」ことを規定しています。これは実際には、PCT の方式要件に準拠し

ていないことを理由に、RO が出願が取り下げられたものとみなすことを宣言するのは稀な状況である

ことを意味します。とはいえ、指摘された方式上の全ての問題がすでに国際段階で十分対処されていれ

ば、国内段階での出願処理の進捗に大いに役立つでしょう。したがって、その後指定官庁による追加の

補正命令を回避することができます。 

なお、用紙の番号の付け方、余白、用紙の形式、用紙の大きさ、コピーの跡、図面の歪みなどの軽微な

欠陥は、IB が公開の技術的な準備をする際に補正することができます。公開用の写しを作成している際

に IB がそのような欠陥をすでに補正した場合、IB はその補正を出願人に説明する通知 (様式

PCT/IB/345) を発出し、差替え用紙は使用されません。 

原則として、差替え用紙が受理された場合、RO が押印をし、差替えのため IB に転送され公開されま

す。差替え用紙が技術的準備の完了後に IB に到達した場合、IB は差替え用紙を含めた再公開の予定を

立てます。 
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