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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                  2023 年 1 月号 | No. 01/2023 

 

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。 

 

 

ePCT 最新情報 

ePCT の新バージョンが 2023 年 1 月 24 日にリリースされました。主な新しい機能の概要は、以下の

通りです。 

 

出願人向け ePCT 最新情報 

– ePCT でアクセス権を請求する際の新しい手続: アクセス権の請求は、処理のため国際事務局 

(IB) を経由する必要はなくなりました。詳細は、PCT ニュースレター今月号の 3 ページ目に掲

載されています。 

– .xml 形式の明細書をアップロードするための利用可能なファイルタイプとして.zip が追加: シス

テムパフォーマンスを最適化するため、明細書を構成する全ての.xml ファイルと画像ファイル

を zip 形式で圧縮し、一つの.zip ファイルを添付することを強くお勧めします。 

– ePCT アクション: 

 PCT 規則 4.17 に基づく申立て: PCT 規則 4.17(iv) に基づく申立てについて、個々の外部

署名請求を管理できるようになりました。 

 書類記号の更新: 新しい ePCT アクションでは、出願人/代理人の書類記号を変更できま

す。 

 PCT 規則 92 の 2 変更の請求: アクションに新しい検証機能が追加され、国際出願に関す

る通信の受取人に対し PCT の書類を送付するための電子メールアドレスが国際事務局 

(IB) に提供されているかを確認できるようになりました。IB はすでに紙形式の書類を送

付していないため、通信用の電子メールアドレスの提供が必須となります。 

https://www.wipo.int/pct/en/newslett
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 編集中のアクションのロック化: あるユーザがドラフトアクションを編集中である場合、

他のユーザが同時に編集することはできません。ドラフトアクションを編集しているユ

ーザの名前が画面に表示されます。 

 ePCT メッセージ: 予め設定された表題のドロップダウンリストから、ePCT メッセージ

の件名を選択可能になりました。リストには件名を自由に入力できる「その他」も含ま

れました。 

 ST.26 形式の配列表: ST.26 形式の配列表ファイルを追加する際に、出願人/代理人の書類

記号と出願人名が抽出され、正しいファイルが追加されたかをユーザが確認しやすいよ

うに、一時的にインターフェースに表示されます。 

– ワークベンチ＋フィルター: 新しいワークベンチフィルターを使い、特定のユーザがアクセス権

を持ちながら、ご自身がそのアクセス権の eHandshake を持たない国際出願を検索できます。

そして、 

– RO/IB に対する出願手数料のオンライン決済: WIPO Pay プラットフォームでは、国際事務局の

受理官庁 (RO/IB) に対するスイスフラン (CHF) 建ての出願手数料の支払方法として、追加のオ

ンライン決済方法が提供されました。オンライン銀行決済 (SOFORT 決済)」は、欧州の多くの

国の取引銀行に口座を持つ出願人が利用可能です。 

 

官庁向け ePCT 最新情報 

– 一般機能:  

 オリジナルの署名が入った PDF 版の優先権書類が利用可能 

 出願人から受け取る ePCT メッセージに新しく件名が表示 

 官庁プロファイルに掲載されている支払方法と通貨情報の更新 

 更新版ユーザガイド並びに FAQs (よくある質問) の提供 

– RO: 

 様式 PCT/RO/106 の Annex A 第 3 欄の表記の修正 

– ISA 

 様式 PCT/ISA/210 と PCT/ISA/237 及び PCT/ISA/203 と PCT/ISA/237 の作成機能の 

向上 

 様式 PCT/ISA/225 に 'reply due' 入力フィールドの追加 

 無効な IPC (国際特許分類) について ePCT 通知の修正 

 ポルトガル語の様式 PCT/ISA/202 の修正 

– ISA/IPEA: 

 Office アクションの同時編集の防止 



PCT NEWSLETTER －日本語訳－ | 2023 年 1 月号 | No. 01/2023 

 

 

3 

 

 
 

– IPEA: 

 様式 PCT/IPEA/403 作成用の新しい ePCT アクション 

 様式 PCT/IPEA/408 及び PCT/IPEA/409 の IPC コード入力の改善 

 様式 PCT/IPEA/412 作成用の新しい ePCT アクション 

出願人向け及び官庁向け ePCT 新機能の詳細は、それぞれ以下をご参照下さい。 

https://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=1636 及び 

https://www.wipo.int/ipportal-support/epct-office-user-guide/faq?selected=0 

これまで通り、官庁の皆様からのご意見やご要望は、PCT 国際協力課 (PCTICD@wipo.int) までお寄せ

下さい。また、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

サポートチーム宛にお送り下さい。 

https://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=769   

 

ePCT でアクセス権を請求する際の新しい手続 

ePCT で国際出願へのアクセス権を請求する際の手続が、新しくなり利便性が向上しました。アクセス

権の請求は、処理のため国際事務局 (IB) を経由するのではなく、代わって IB に記録されている出願人/

代理人の通信用電子メールアドレスに送信されます。今後は、出願人の責任で専用ウェブページへのリ

ンクからアクセス権の請求の承認又は拒否の決定を行うことになります。 

なお、IB に記録されている出願人/代理人の通信用電子メールアドレスと、アクセス権を請求している

ユーザの WIPO アカウントの電子メールアドレスが同じ場合には、アクセス権は自動的に承認されます 

(同じユーザに自己の請求の承認を求めるメールは送信されません)。 

新しい手続の概要は、以下の FAQ に記載されています。 

https://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=1636 

 

ブダペスト条約: アフリカ知的所有権機関が宣言 

2022 年 12 月 15 日に、アフリカ知的所有権機関 (OAPI) は、1977 年 4 月 28 日にブダペストにて作成

され、1980 年 9 月 26 日に改正された (ブダペスト条約)、特許手続上の微生物寄託の国際的承認に関す

るブダペスト条約第 9 条(1)(a) に従い、宣言を寄託しました。この宣言は、ブダペスト条約第 3 条

(1)(a) に規定する承認の義務、同条約第 3 条(2) に規定する要件に関する義務、並びに政府間工業所有

権機関に適用される同条約及びその規定の全ての効力を受諾するものです。当宣言は、アフリカ知的所

有権機関について 2023 年 3 月 15 日に発効します。 

詳細は、以下に掲載されている、ブダペスト条約に関する通知第 354 号をご参照下さい。 

https://www.wipo.int/treaties/en/notifications/budapest/treaty_budapest_354.html 

 

国際出願の電子出願と処理 
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アフリカ知的所有権機関 (OAPI) が ePCT 出願を利用した電子形式の国際出願の受理及び処理を開始 

受理官庁としてのアフリカ知的所有権機関 (OAPI) は、PCT 規則 89 の 2.1(d) に基づき、2023 年 2 月 1 

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及び処理を開始する旨を国際事務局 

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 2023 年 1 月 12 

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 (OA) が更新されました) 

 

WIPO 手数料移転サービス (WIPO Fee Transfer Service) 

以前お知らせしました通り、2020 年 7 月 1 日から、受理官庁、国際調査機関、補充国際調査に指定さ

れた機関や国際予備審査機関は、“participating Office” (参加庁) として WIPO 手数料移転サービスに参

加できるようになりました。当サービスでは、PCT 手数料はある官庁 (“collecting Office” (徴収官庁))

から他の官庁 (“beneficiary Office” (受益官庁)) に対し国際事務局 (IB) を介して取り引きされます。詳

細は、https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=436911 から文書 PCT/WG/12/20 

をご参照下さい。 

IB は、各参加庁について WIPO 手数料移転サービスの一部である PCT 手数料移転の 2022 年 12 月 31

日付の一覧を掲載しました。当一覧は、2023 年 1 月 12 日付の公示 (PCT 公報) (12 ページ目から) をご

利用下さい。 

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

 

PCT サクセスストーリー 

 

自動車ハンドルのハプティクス技術による運転意欲の向上 

PCT ウェブサイトに「PCT サクセスストーリー」の特設ページが開設されました。皆さんの発明を保

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是非ご共有下さい。(すでに国際公開済

みの PCT 出願であることが条件となりますが) 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く予定です。 

最新の PCT サクセスストーリーでは、個人の発明者が自動車ハンドルのハプティクス技術の主要マー

ケットで特許保護を求める際に、PCT がどのように役立ったのかを紹介しています。 

 https://www.wipo.int/pct/en/news/2023/news_0001.html 

ストーリーで紹介されている発明の詳細については、該当する PCT 出願の国際公開へのリンクが提供

されていますのでご利用下さい。また PCT サクセスストーリーの特設ページでは、ストーリーの投稿

に必要なフォームも掲載されており、PCT 全 10 言語で提供されています。 

 

https://www.wipo.int/pct/en/news/2023/news_0001.html
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PCT アップデート 

 

CA: カナダ (手数料) 

CN: 中国 (FAX 機の使用停止) 

IL: イスラエル (手数料) 

NZ: ニュージーランド (手数料) 

OA: アフリカ知的所有権機関 (OAPI) (電子出願) 

US: 米国 (手数料) 

受理官庁としての米国特許商標庁 (USPTO) に支払う、以下の小規模事業体及び極小規模事業体の手数

料の料金が、2022 年 12 月 29 日から変更されました (最初の料金は「小規模事業体」による出願に適用

され、２つ目の括弧付きの料金は「極小規模事業体」による出願に適用されます)。 

 送付手数料1........................................................................................................ 104   (52) 米国ドル 

 優先権の回復請求手数料.................................................................................. 840 (420) 米国ドル 

また、指定 (若しくは選択) 官庁としての当該官庁に支払う、以下の国内手数料の一部である料金も同日

から変更になりました (最初の料金は「小規模事業体」による出願に適用され、2 つ目の括弧付きの料

金は「極小規模事業体」による出願に適用されます)。 

 基本国内手数料2................................................................................................. 128   (64) 米国ドル 

 調査手数料: 

- IPRP (特許性に関する国際予備報告) (第 II 章) が IPEA/US により作成 

され、又は見解書が ISA/US により作成され、全てのクレームが PCT 

第 33 条(1) から (4) までの規定を充足している場合....................................  変更なし 

-国際調査手数料が ISA としての USPTO に支払われた場合.......................   56   (28) 米国ドル 

-調査報告が US 以外の ISA により作成され、IB により USPTO に提供 

される、又は IB により USPTO に事前に通信があった場合........................  216 (108) 米国ドル 

-その他全ての状況.............................................................................................  280 (140) 米国ドル 

審査手数料3: 

-IPRP (特許性に関する国際予備報告) (第 II 章) が IPEA/US により作成 

され、又は見解書が ISA/US により作成され、全てのクレームが PCT 

第 33 条(1) から (4) までの規定を充足している場合....................................  変更なし 

-その他全ての状況.............................................................................................  320 (160) 米国ドル 

                                                   
1 加えて、当該官庁の電子出願システム (EFS) 以外で提出される国際出願に対し、非電子出願手数料として 400 米国ドル、或いは小規模又は

極小事業体による出願については 200 米国ドルが適用されます。 
2 基本国内手数料は、PCT 第 22 条又は 39 条(1) に基づき適用する期間内に支払う必要があります。 
3 基本国内手数料と併せて支払われなかった場合、USPTO は命令書に設定された期間内に手数料を支払うよう出願人に求めます。 
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50 枚あたり、又は明細書と図面が 100 枚を超える場合の端数 (電子媒体 

で提出された配列表又はコンピュータプログラムリストは除く)3.............  168  (84) 米国ドル 

3 項を超える独立クレーム、1 項あたりの追加手数料 3...............................  192  (96) 米国ドル 

20 項を超える独立/従属クレーム、1 項あたりの追加手数料 3...................   40   (20) 米国ドル 

加えて、出願に多項従属クレームがある場合、出願 1 件あたり 3..............  344 (172) 米国ドル 

国内段階の開始日以降に支払う調査手数料、審査手数料の超過 

手数料、又は宣誓書若しくは宣言書の提出に支払う超過手数料 3...............   64   (32) 米国ドル 

PCT 第 22 条又は 39 条(1) に基づき適用する期間の満了後に英語翻訳文を 

提出する場合の処理手数料 3.............................................................................   56   (28) 米国ドル 

膨大な配列表の出願手数料: 

 300MB から 800MB までの配列表の提出..........................................  424  (212) 米国ドル 

 800MB 以上の配列表の提出................................................................ 4200 (2,100) 米国ドル 

さらに、2023 年 3 月 1 日から、受理官庁としての米国特許商標庁 (USPTO) に米国ドルで支払う、国

際出願手数料と 30 枚を超える用紙 1 枚ごとの手数料の換算額、並びに手数料表の項目 4 に掲載された

適用される手数料減額の米国ドルでの換算額も変更され、手数料表 I(a) に記載されています。 

(PCT 出願人の手引 附属書 C (US) 及び国内編、概要 (US) が更新されました) 

 

調査手数料及び国際調査に関するその他の手数料 (オーストリア特許庁、カナダ知的所有権庁、中華人民

共和国国家知識産権局 (CNIPA)、ユーラシア特許庁、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)、インド特許庁、フィリピン知的所有権庁、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、国立工業所有権機関 (チリ)、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、スペイン特許商

標庁、スウェーデン知的所有権庁 (PRV)、トルコ特許商標庁 (Turkpatent)、米国特許商標庁 (USPTO)、

ヴィシェグラード特許機構 (VPI)) 

2023 年 2 月 1 日から、以下の官庁が実施する国際調査について、下記の特定の通貨で支払う換算額が 

変更になります。 

オーストリア特許庁........................................................... 米国ドル 

ユーラシア特許庁............................................................... スイスフラン 

欧州特許庁........................................................................... 米国ドル 

フィンランド特許登録庁 (PRH)........................................ 米国ドル 

フィリピン知的所有権庁................................................... ユーロ 

韓国知的所有権庁............................................................... 米国ドル 

連邦知的所有権行政局 (Rospatent) (ロシア連邦).......... スイスフラン 
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国立工業所有権機関 (チリ)................................................ ユーロ 

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)」........................ 米国ドル 

北欧特許機構....................................................................... 米国ドル 

スペイン特許商標庁............................................................ 米国ドル 

スウェーデン知的所有権庁 (PRV)..................................... 米国ドル 

トルコ特許商標庁 (Turkpatent)........................................ 米国ドル 

米国特許商標庁 (USPTO)................................................... ユーロ、ニュージーランドドル 

ヴィシェグラード特許機構 (VPI)....................................... 米国ドル 

また、2023 年 3 月 1 日から、以下の官庁が実施する国際調査について、下記の特定の通貨で支払う換

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、ニュージーランドドル 

カナダ知的所有権庁............................................................ ユーロ 

中華人民共和国国家知識産権局 (CNIPA)......................... ユーロ 

インド特許庁........................................................................ ユーロ、日本円 

日本国特許庁 (JPO)............................................................. 米国ドル 

韓国知的所有権庁................................................................ オーストラリアドル、シンガポールドル 

シンガポール知的所有権庁................................................. 韓国ウォン、米国ドル 

上述した料金は、手数料表 I(b) に表示されています。 

(PCT 出願人の手引 附属書 D (AT、AU、CA、CL、CN、EA、EP、ES、FI、IL、IN、JP、KR、PH、

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

 

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 (イスラエル特許庁) 

 

補充調査手数料 (連邦知的所有権行政局 (Rospatent) (ロシア連邦)) 

 

世界知的財産の日-2023 年 4 月 26 日 
 

女性と知財: イノベーションと創造性を加速する力 

世界知的財産の日は、イノベーションと創造性の力を称え、知財がより良い未来を築くための原動力を

どのように支援しているかを探求する絶好の機会です。2023 年世界知的財産の日のテーマは、「女性

と知財: イノベーションと創造性を加速する力」です。 
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イベントへ参加したい方でさらに内容について知りたい方は、WIPO がお勧めするアクティビティ、リ

ソースやプロモーション資料を是非チェックして下さい。 

https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2023/create-your-campaign.html 

先駆者として活躍する世界中の女性の活動を称え、知財財産制度により多くの女性が関わることの重要

性についての認識を高める活動に参加しませんか？ 現状のデータは、知的財産制度を利用している女性

は、緩やかな増加傾向にあるものの非常に少ないことを示しています。知財における現状のジェンダー

格差は、世界が貴重な機会を見逃していることを意味します。女性がイノベーションや創造性に携わる

ことで、世界全体が恩恵を得ることができるのです。 

今年の世界知的財産の日キャンペーンは、次の活動を実践する機会となります。 

– 世界中の女性の発明家、クリエイター、起業家の素晴らしい功績を称える、そして 

– あらゆるジェンダーの人々がアクセスできるイノベーションエコシステムの発展を確実に支援

するため、全ての分野の仕事においてインクルージョンとダイバーシティを促進する努力を倍

増させること。 

世界知的財産の日キャンペーンを皆様の啓発目標に合わせて企画・運用し、ターゲット層へのインパク

トを最大化する方法など、詳細については WIPO のウェブサイトをご覧下さい。 

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

(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) 

 

偽の手数料支払請求に関する注意喚起 

 

新たな偽の手数料請求書 

これまで PCT 出願人や代理人の皆様が WIPO 国際事務局 (IB) からの通知ではなく、かつ PCT の国際

出願の手続に関係のない手数料請求書を受領する事態について、PCT ニュースレターにおいて再三にわ

たって注意喚起を続けてきました。そしてこの度、“IPWU – Intellectual Property World Union” からの

新たな偽の請求書が確認されました。本請求書は、PCT ユーザが WIPO に通報した他の多くの請求書

例と共に、下記のリンクに掲載されています。また、このような請求書に関する注意喚起情報について

も、同リンクからご参照下さい。 

https://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.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) 

PCT 出願人や代理人の皆様にご注意いただきたいのは、優先日から 18 か月後速やかに全ての PCT 出

願を公開するのは IB のみであり (PCT 第 21 条(2)(a) 参照)、国際公開に際して別途の手数料は必要な

い点です。また、国際公開による法的な効果は PCT 第 29 条に規定されている通りです。 

PCT 出願人や代理人の皆様におかれましては、まだお済みでない場合には、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のある発明者にも注意を促して下さい。なお、このような疑

わしい請求書を受領した場合には、国際事務局にご連絡下さい。 

https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/
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 電子メール:   pct.legal@wipo.int 

電話番号:   (+41-22) 338 83 38 

また、WIPO は、PCT 出願人、代理人又は発明者 (PCT ユーザ) の皆様に、政府若しくは消費者保護協

会にご相談いただくよう推奨しています。苦情申立ての例文や「政府機関又は苦情を受け付ける消費者

保護協会」の一覧が上記ウェブページに掲載されています。 

 

2023 年初頭の従来にない PCT 国際公開の採番 

2023 年当初 3 週間の国際公開の採番について (訳者注: 2023 年 1 月 5、12、19 日の国際公開が対象)、

ソフトウェアの不具合により、従来にない国際公開番号が付与される事象が生じました。年度 4 桁に続

く連番 6 桁について、通常では新年の 000001 から始まるかわりに、2022 年に使用された国際公開番号

に継続する形で番号が付与されました。その結果、上述した不具合による処理で公開された番号は、

WO 2023/272317 から WO 2023/288343 までとなります。2023 年 1 月 26 日からは従来の採番が再開

され、番号は WO 2023/000001 から付与されます。本年の後半になり既に使用された上記番号の範囲

に到達した場合には、それらの番号は飛ばされる予定です。 

 

実務アドバイス 

 

国際出願の優先日を補正する方法 

Q: 数か月前に国際出願を行いましたが、先の出願の出願日が、国際出願日に先立つ 12 か月の期間内に

該当しないことを指摘する通知 PCT/RO/110 (優先権の主張に関する補正命令書) を受け取りました。

今になり、当方が間違った日付形式を使用し、正しくは 07.12.22 とするところを、12.07.22 と間違い

2022 年 12 月 7 日と表示していたことに気づきました。優先日を補正することはできますか？また、補

正を行う期限はありますか？そして、どの官庁に補正を請求すべきかを教えて下さい。 

A: 適用する期間内に請求が行われる場合には、優先権の主張は補正が可能です。特に優先権の主張の補

正又は追加に関連する専門用語の幾つかを以下に説明しましょう。 

国際出願が優先権の主張を含む場合、「優先日」とは、優先権が主張された出願の出願日を意味しま

す。二つ以上の優先権の主張を含む場合、「優先日」とは、優先権が主張された最先の出願の出願日を

意味します。国際出願に優先権の主張がない場合、「優先日」とは、国際出願の出願日となります。 

「優先期間」とは、国際出願において優先権が主張された先の出願の出願日から 12 か月の期間を意味

します。12 か月の期間の末日が受理官庁の閉庁日又は法定の休日に当たる場合、優先期間は次の就業

日に満了します (PCT 規則 2.4(b) 及び 80.5 参照)。有効な優先権として主張するためには、国際出願は

常に優先期間内に提出される必要があります。国際出願が、優先期間が満了した後であっても一定期間

内に提出される場合には、限定された状況の下ではありますが、優先権の回復を請求することが可能な

場合があります (詳細は PCT 規則 26 の 2.3(e) と PCT 出願人の手引 国際段階 5.062 から 5.069 項に掲

載 https://www.wipo.int/pct/en/guide/ip05.html#_5.062 以下参照)。ただし、この規定は、特定の国

の受理官庁に適用される国内法令と適合していないため、全ての締約国に適用されてはいません (規則

26 の 2.3(j) に基づく不適合を国際事務局 (IB) に通知している受理官庁については、

https://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html をご参照下さい)。 

mailto:pct.legal@wipo.int
https://www.wipo.int/pct/en/guide/ip05.html#_5.062
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国際出願における日付、又は関連する通信に用いる日付は、PCT 実施細則第 110 号に従い、日をアラ

ビア数字で、月をその名称で、年はアラビア数字の順番 (dd month yyyy) で表示するものとします。願

書に表示した日付の後、下又は上に、日と月を示すそれぞれ 2 桁のアラビア数字、その次に年を表す 4

桁の数字をこの順番で表示し、日及び月の数字の後にピリオド、斜線又はハイフンを付した日付を括弧

付きで表示します。例えば、  

2023 年 12 月 7 日 (07.12.2023) 

又は  2023 年 12 月 7 日 (07/12/2023) 

又は 2023 年 12 月 7 日 (07-12-2023) 

この二重表示の目的は、まさに今回のような誤りを回避するためです。二つの日付が一致しない場合、

受理官庁又は IB は、その旨を出願人に通知できますし、正しい日付が十分に明確であれば、職権で日

付の一つを訂正することもできます。また、ご留意いただきたいのは、国際出願の提出に ePCT を利用

することでそのような誤りを回避できる点です。ePCT では、各優先権の主張が、優先権の主張に関す

る PCT の規定に確実に準拠しているかの検証を行うためです。 

上記の背景を踏まえた上で、今回の事例の質問により具体的にお答えしましょう。出願人 (若しくは記

録の代理人) は、受理官庁又は IB に対し書面を提出することで優先権の主張を補正する又は願書へ追加

することが可能です (写しは双方へ送付することが望ましく、IB に対する写しについては、ePCT から

文書タイプ 「優先権主張/優先権書類 ー 優先権の主張の補正又は追加 (PCT 規則 26 の 2.1)」をアップ

ロードして下さい)。書面の提出期間は、優先日から 16 か月の期間又は、優先権の主張の補正又は追加

により優先日について変更が生じる場合には、変更された優先日から 16 か月の期間のうちいずれか早

く満了する期間となります。さらに、適用する 16 か月の期間がいつ満了するかにかかわらず、書面

は、国際出願日から 4 か月を経過する前であればいつでも提出できます。詳細は、PCT 規則 26 の 2 を

ご参照下さい。 

https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r26bis.html#_26bis 

通知 PCT/RO/110 (優先権の主張に関する補正命令書及び/又は優先権の回復のための請求の提出の可

能性に関する通知) に対し所定の期間内に応答しなかった場合、当該優先権の主張は PCT の手続上無効

とみなされることにご注意下さい (規則 26 の 2.2(b))。ただし、国際出願日が優先期間が満了した日よ

りも遅く、なお、当該満了の日から 2 か月以内であれば、補正書が提出されていなくても、当該優先権

の主張は無効とはみなされません (PCT 規則 26 の 2.2(c)(iii))。この場合には、上述した通り、PCT 規

則 26 の 2.3(j) に基づく不適合通知 (上記の解説参照) が適用されないことを条件に、受理官庁に対し優

先権の回復請求を行うことができます。優先権の回復請求が受理官庁に対し期間内に行われなかった場

合、又は請求が認められなかった場合であっても、出願人は、PCT 規則 49 の 3.2 に基づき国内段階移

行時にも優先権の回復請求を行うことができます。 
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