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抄 録

国際出願制度

1. はじめに

　今回の特技懇は国際出願制度の特集ということ

で、PCT、マドプロ、ハーグ制度がそれぞれ取り上

げられております。ではその国際出願制度を所管し

ている WIPO（世界知的所有権機関）の業務につい

て皆さまはどのようなイメージを持たれるでしょ

うか。

　国連の専門機関の一つであるWIPOでは非常に多

岐にわたる業務が行われておりますが、最も大きな

業務がPCTをはじめとする国際出願・登録制度の管

理・ 運 営 を 行 う 国 際 事 務 局（IB: International 

Bureau）としての業務です。そして、この業務には

大きく分けて、個別出願の処理に関する業務と、制

度全体に関する業務の二つがあります。

　筆者は、2016年7月から2018年6月までの2年

間、WIPOの PCT法務部（現在は PCT法務・ユーザ

関連部へと改称）に赴任する機会を得ました。本稿

では、WIPO赴任中の業務等を通じて得られた知見

を基に、WIPOにおけるPCT関連の業務やPCTにつ

いての最近のトピックスなどをご紹介いたします。

　なお、本稿はあくまで個人的な知見・見解に基づ

くものであり、特許庁やWIPOの公式見解ではない

こと、また一部情報が古い可能性があることにご留

意下さい。

2. WIPOとPCT

（1）これまでの歩み〜40年に亘る二人三脚
　1967年7月、WIPOの前身である知的所有権保

護合同国際事務局（BIRPI）の加盟国によって「世界

知的所有権機関を設立する条約」が採択され、3年

後の1970年4月26日 1）に、当該条約の発効をもっ

てWIPOは設立されました。

　時を同じくして 1966年9月、パリ条約同盟の執

行委員会はBIRPIに対して、各国へ特許出願をする

際の出願人と各国特許庁のそれぞれにおける重複作

業 2）を軽減する解決策を研究するよう要請し、数年

　2018年6月に制度の発足・運用開始から40周年を迎え、これまで大きな成長を遂げてきた
PCT（特許協力条約）ですが、その管理・運営主体であるWIPOではどのように日々のPCT関連
業務が行われているか知られていない面もあるかと思います。本稿では、筆者のWIPO赴任時
代の経験等も踏まえつつ、WIPOにおいて行われているPCT関連の様々な業務についてご紹介
いたします。

審判部第12部門　　藤田 和英

WIPOにおけるPCT関連業務について

スイス・ジュネーブの WIPO 本部（出典：WIPO ウェブサイト）。
WIPO には複数の建物がありますが、 正面左のグレーの建物が
PCT 関連の部署が入っている PCT ビルディングです。ちなみにマ
ドプロやハーグの担当部門は右奥の青色の建物（ニュービルディ
ング）に入っています。

1）WIPOが設立された4月26日を世界知的所有権の日（World IP Day）として毎年祝しています。

2） 例えば出願人は、パリ条約上の優先期間内（最初の出願から1年以内）に発明の保護を求める全ての国々について特許出願を準備し提出
する必要があり、また、各国の特許庁でも、方式審査や実体審査を行う必要があります。
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11月現在で締約国数は 152に、国際調査機関・予

備審査機関（ISA/IPEA）は23機関に上り、2017年

2月2日には累計で 300万件目の国際公開 4）がなさ

れるなど、PCTは今後も大きな成長が見込まれてい

ます。

　PCTの成長に合わせる形でWIPOもその活動範囲

を大きく広げ、知的財産に関する様々なルール・メ

イキング（条約の策定等）のみならず、知的財産に

関するインフラの整備、途上国協力や地球規模課題

への対応など様々な課題に取り組んでいます。こう

したWIPOの活動を主として支えているのがPCTや

マドリッド等の手数料収入であり、WIPOの収入の

約95％に上ります。 とりわけ PCTは収入の実に

75％以上を占めており、WIPOはPCTユーザによっ

て支えられている組織といっても過言ではないで

しょう。この点、WIPOは他の国際機関と一線を画

しているといえます 5）。

間の議論を経て 1970年6月にワシントンで開催さ

れた外交会議で PCTが採択されました。その後、

1978年1月24日に PCTが発効し、同年6月1日か

ら 18ヶ国の締約国により PCTの運用（PCT出願の

受理）が開始しました 3）。

　以来PCTは、締約国数の面でも、出願件数の面

でも着実に規模を拡大してきました。特に1990年

代からは出願件数が堅調に伸び始め、1990年代後

半からは日本の出願人からの出願増、加えて 2000

年代後半からは中国の出願人からの出願増によって

PCT全体の出願件数が伸びております。また、その

過程では、PCTリフォームやPCTロードマップに関

する議論等を経て、みなし全指定制度や国際調査機

関による見解書の導入といった大改正を含む様々

な規則改正等を通じた継続的な制度の改善が行わ

れるとともに、料金体系の見直しや電子化の促進な

ども並行して行われてきました。そして、2018年

3）日本は1978年10月1日から運用開始。

4）http://www.wipo.int/pct/ja/3million/index.html

5）他の多くの国際機関では、加盟国の分担金によって予算の大部分が賄われております。

1970 年 6 月 19 日に採択された PCT 最終文書
（出典：WIPO ウェブサイト）

WIPO に保管されている我が国の PCT 批准書

PCT 出願件数の推移（WIPO 統計に基づき作成）
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る各種手続（名義変更や19条補正等）の処理、国際

公開、翻訳（発明の名称、要約、国際調査報告、見

解書等）、各国への書類の送達、全ての締約国の出

願人のための受理官庁（受理官庁（RO）としての

IB：RO/IB）としての業務などが挙げられ、これら

の各種業務を円滑に行うための様々な ITシステム

の開発なども行っております。

　そしてこれらの業務を遂行する上で中枢的役割を

担 う の が、「特 許・ 技 術 セ ク タ ー（Patents and 

Technology Sector）」（局に相当）内にある「PCTサー

ビス部門（PCT Services Department）」です。それ

ぞれ役割の異なる三つの部、（ア）国際出願の各種処

理や国際公開等を担当する「PCTオペレーション部

（PCT Operations Division）」、（イ）PCTに 関 す る

様 々 な 翻 訳 業 務 を 担 当 す る「PCT翻 訳 部（PCT 

Translation Division）」、（ウ）PCTに関する各種電子

サービスやITシステムの開発等を担当する「PCT情

報システム部（PCT Information Systems Division）」

が置かれており、約300名のスタッフが働いてい

ます。

　とりわけ（ア）の PCTオペレーション部は、世界

各国からの出願や 10の公開言語 9）に対応すべく、

Operations Section（課に相当）内に、出願言語に基

づいて構成された9つのOperations Teamと、RO/

IBの機能を果たす Teamが設けられており、総勢

200名弱とWIPOのPCT部門において最も多くのス

　このように、WIPOはPCTと共に産声を上げ、PCT

と共に二人三脚で発展の歴史を刻んできました。こ

のため WIPOは PCTを非常に大切にするとともに、

PCTを利用するユーザの意見を非常に重要視してお

り、日々そのサービスの拡充に努めております。

（2）�WIPO国際事務局の役割〜PCTを支えるス
タッフたち

　ここからは PCTにおける WIPO国際事務局（IB）

の役割やその業務について簡単に紹介していきま

す。なお、PCT制度においてIBという場合、WIPO

内で PCT制度の運営に携わる複数の部署の総称を

意味します。別途「IB」という名称の組織があるわ

けではありませんのでご注意ください。

　WIPO国際事務局には、冒頭で述べたとおり、①個

別の出願の処理に関する業務、すなわちPCT制度の

下で出願された個別の国際出願の円滑な処理を行う

ことと、②制度全体に関する業務、すなわちPCT制

度を円滑に機能させ、より魅力的なサービスを世界

中のユーザに提供すること、の二つの業務がありま

す。PCT出願時に出願人が支払う国際出願手数料 6）

は、この業務を賄うための手数料という位置づけです。

ア�PCTサービス部門 7）

　上記の①に関する業務としては、PCT国際出願に

関する内容の確認と情報の記録 8）、国際出願に関す

6）PCT出願時に支払う手数料には、この他に受理官庁に支払われる送付手数料と、国際調査機関に支払われる調査手数料があります。

7）http://www.wipo.int/about-wipo/en/activities_by_unit/index.jsp?id＝106

8） 国際公開のための情報として不備がないかという観点から書類等の確認を行い、IB内のシステムに記録する作業などを行っています。
ROにおける方式審査とはチェックの観点がやや異なりますが、ROの処理内容等も確認されますので、二度目の方式審査という側面も
あります。

9）アラビア語、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語

2018 年 6 月には、WIPO の PCT のスタッフで PCT40 周年を祝いました。

http://www.wipo.int/about-wipo/en/activities_by_unit/index.jsp?id
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セクションに分かれており、日本案件はアジア言語

セクションで翻訳が行われております 11）。日本語で

作成された見解書はIBにおいて翻訳されますので、

特許審査官の立場からISA見解書等を作成する際に

は、英訳し易い文章となるよう意識することが重要

です。また、発明の名称や要約は国際公開までに

IBによって翻訳されますが、国際公開公報でその

内容を確認した出願人の方から「英訳を修正してほ

しい」という要望がたまにあります。あくまで非公

式な手続きではありますが、そういった場合は IB

に対して翻訳の修正依頼をすることで、修正が可能

な場合があります（連絡先は上記のとおりIBからの

各種通知に記載されています。）。ただし、翻訳に

関する最終的な権限は IBにありますので、必ずし

も出願人等の意見が採用されるわけではない点にご

留意ください。ちなみに筆者の赴任中に、発明の名

称の英訳についてどうしても IBの翻訳内容に納得

がいかず、ISRを作成された JPOの審査官に直接

メールで問い合わせを行った出願人の方もいらっ

しゃいました。最終的には技術内容を熟知している

審査官のコメントを受けて、出願人の方も IBの翻

訳内容に納得いただいた次第です（出願人のJPO審

査官に対する信頼の高さを窺えます。）。

　最後に（ウ）の PCT情報システム部ですが、例え

ば各庁からの書類の円滑な受領・処理を可能にする

ためのシステムや各種様式（Form）の XMLデータ

の開発、後述のePCTの開発など、PCTの各種手続

きにおいて必要となる様々な ITシステム、ソフト

ウェアの開発などを担当しております。

タッフが所属しております。そして各チームが世界

中のROから送付されてくるPCT出願（又はIBに直

接出願されたPCT出願）の方式審査、PCT出願に関

連する中間書類（名義変更や19条補正等）の処理、

国際公開の準備、出願人や代理人、各国知財庁から

の問い合わせへの対応等を実施しています。

　RO/JPへの出願はTeam 7（RO/JP出願のうち国際

出願番号の末尾が00〜49を担当）及びTeam 8（同

末尾が 50〜99を担当）が担当しており 10）、スタッ

フの 6割程度が日本人となります（ちなみに特許庁

からフェローシップで派遣されている職員もおりま

す。）。両チームでは日本の出願人や代理人、JPOか

らの様々な問い合わせ（制度一般に関する問い合わ

せもあれば、手続きに関する大至急の問い合わせも

あります。ときには無理難題も!?）に対応しており、

内容によっては後述の「PCT法務・ユーザ関連部

（PCT Legal and User Relations Division）」などとも

協力して対応しております。PCT制度の円滑な運用

は、こうしたオペレーションのスタッフ達の日々の

頑張りによって支えられている部分も大きいです。

　IBからの各種通知（様式IB/XXX）には問い合わ

せ先が記載されておりますので、個別の出願につい

ての手続きで不明な点がある場合、出願人や代理人

は電話や電子メール等で随時問合せることが可能で

す。また、RO/IB Teamにも日本人スタッフがおり

ますので、日本語での問い合わせも一応は可能です

（日本語対応可能なスタッフが少ないので 100％確

実ではありませんが。）。

　（イ）の PCT翻訳部もやはり言語別にいくつかの

10）Team 7, 8では、日本案件に限らず他のROに提出された英語出願なども担当しております。

11）ただし、近年は多くの翻訳業務が外注されております。

2016 年の WIPO 総会のマージンで行われた Team7, 8 のスタッフと JPO からの出張者との意見交換
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る官庁の満足度調査、IP5との連絡調整等を実施し

ています。

　また、（ウ）のPCT事業推進部は、WIPOにおける

PCT関連会合（具体的には（3）の各種会合）の事務

局を務め、PCTに関する政策的な事項やユーザ向け

の ITシステム（例えば ePCT）についての開発方針

などをステークホルダー（締約国の官庁やユーザ）

と連携しながら決定しています。

（3）�WIPOにおけるPCT関連会合〜規則改正等
の流れ

　WIPOが事務局を務めるPCT関連会合には、毎年

1-2月に開催されるPCT国際機関会合（PCT-MIA：

Meeting of International Authorities Under the 

PCT）、5-6月 に 開 催 さ れ る PCT作 業 部 会（PCT-

WG：PCT Working Group）及びPCT技術協力委員

会（PCT-CTC：PCT Committee for Technical 

Cooperation）、並びに9-10月に開催されるPCT同

盟総会（PCT Assembly）があります。

ア�PCT-MIA
　PCT-MIAはISA/IPEAの集まりであり、国際調査

や予備審査に関係する事項を中心に議論が行われま

す。 ま た、MIAと 連 続 し て 品 質 サ ブ グ ル ー プ

（Quality Subgroup）も開催され、品質に関する事

項を中心に議論が行われます。近年は参加官庁が順

にホストを務め、ジュネーブ以外で開催されること

が多いです 13）（通常は月−火に品質サブグループ、

水−木にMIAが開催されます。）。なお、品質サブグ

ループに関しては、物理会合以外にもWIPOが管理

するwiki上で通年に亘って議論が行われています。

　MIAや品質サブグループでは、規則改正にかかわ

る事項のみならず、実施細則や ISPEガイドライン

の改訂、品質報告書といった事項について議論が行

われることから、各ISA/IPEAからはPCTのエキス

パート達が参加いたします 14）。 このため、 他の

WIPOの会合とは異なり議論が政治化することは基

本的になく、比較的和やかな雰囲気の下で実務的な

議論が行われます。

イ�PCT法務・国際部門 12）

　次に上記の②に関する業務としては、PCTに関す

る政策的な事項の検討や、規則改正・各種ガイドラ

インの改訂等の国際的な調整が必要な事項、PCTの

締約国や加盟を検討している国に対する支援（PCT

を国内法令に組み入れるための助言や、各国官庁が

PCT出願を取り扱うための助言等）、PCTに関する

情報の普及（法的観点からの助言、セミナーやウェ

ブサイト等を通じた情報の普及等）などが挙げられ

ます。特に規則改正などの事項は PCT同盟総会に

おいて締約国の承認を得る必要があり、IBは PCT

同盟総会を含む様々な会合の事務局も務めており

ます。

　そしてこれらの業務を遂行する上で中枢的役割を

担うのが、同じく「特許・技術セクター」内にある

「PCT法務・国際部門（PCT Legal and International 

Affairs Department）」で、当該部門内には（ア）規

則改正等の法的事項や制度に関する情報の普及（ア

ウトリーチ）を担当する「PCT法務・ユーザ関連部

（PCT Legal and User Relations Division）」、（イ）締

約国や加盟を検討している国に対する支援、IP5と

の 協 力 等 を 担 当 す る「PCT国 際 協 力 部（PCT 

International Cooperation Division）」、（ウ）PCTに

関する政策や戦略の策定等を担当する「PCT事業推

進部（PCT Business Development Division）」です。

当該部門のスタッフは約40名程度とサービス部門

に比べれば少ないですが、少数精鋭でこれら業務に

取り組んでおります。ちなみに筆者が派遣されてい

たのは（ア）の PCT法務・ユーザ関連部で、その業

務内容は後述いたします。

　（イ）のPCT国際協力部は、上述のとおりPCT締

約国の官庁（RO、ISA/IPEA、指定官庁（DO）/選択

官庁（EO））との連携強化や加盟を検討している国

に対する支援を実施しています。例えば途上国の官

庁に対しての能力構築支援（条約・規則に則った制

度・体制の整備、機械化の支援、各種セミナーの実

施等）や PCTに関する各種助言（加入に関心がある

国の法令適合調査等も含む）、IBと各官庁の協力合

意文書等の取りまとめや管理、PCTサービスに関す

12）http://www.wipo.int/about-wipo/en/activities_by_unit/index.jsp?id＝100

13）2015年2月にはJPOがホストを務め、初めて東京で開催されました。

14）JPOからは審査基準室、品質管理室の担当者が出席する場合が多いです。

http://www.wipo.int/about-wipo/en/activities_by_unit/index.jsp?id
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ウ�PCT-CTC
　PCT-WGと同時開催されるのがPCT-CTCですが、

ここではISA/IPEAの任命に関係する事項について主

に議論されます。例えば新たにISA/IPEAに立候補す

る官庁がいる場合はCTCにおいて申請内容が審査さ

れますが、近年はISA/IPEA化を目指すのが中規模の

知財庁にとってのトレンドとなっているため、任命

のための手続きや条件等についての議論も活発に行

われております。このため毎年のようにCTCが開催

されておりますが、年によっては議題がない場合も

ありますので、その場合は開催されません。

　ちなみに CTCは、かつては以下の PCT同盟総会

と同時に開催されていたのですが、総会の場には実

務者が参加していない国も多いため、実質的な議論

を行えるようにとの観点から、近年ではPCT-WGと

の同時開催となっております。

エ�PCT同盟総会
　WIPOでは毎年秋の加盟国総会に合わせて、PCT

やハーグ、マドプロといった各条約の同盟（Union）

ごとに同盟総会を開催しています。PCT同盟総会は

PCTに関する最高の意思決定機関であり、PCT-WG

やPCT-CTCからの報告・勧告を踏まえて、規則改正

や新たな ISA/IPEAの任命などが採択されますが、

ここで実質的な議論が行われることは基本的にあり

ません。なお、採択された規則改正は、通常は翌年

の7月1日が発効日となります。

　PCT同盟総会で規則改正が採択された後は、改正

の内容に応じて実施細則や受理官庁ガイドライン、

ISPEガイドラインの改訂の必要の有無が IB（特に

PCT法務・ユーザ関連部）内で検討されます。改訂

の必要がある場合は IBが改訂案を作成し、PCT回

章（PCT Circular）という形で締約国やユーザ団体

に対して意見募集が行われ、その結果を踏まえて最

終的な改訂が行われます（日本のパブリックコメン

トと同じようなイメージです。）。

　なお、実施細則や受理官庁ガイドライン、ISPE

イ�PCT-WG
　PCT-WGは、PCT-MIAと異なり締約国はすべて参

加可能です。また、ユーザ団体もオブザーバとして

参加可能で、日本知的財産協会（JIPA）や日本弁理

士会（JPAA）といった日本のユーザ団体のみならず、

欧米やアジアのユーザ団体がオブザーバとして参加

しております。ちなみに EPOのような政府間機関

は締約国ではありませんので、オブザーバという扱

いです。

　PCT-WGでは、MIAで合意された事項に加え、規

則改正等の提案や手数料の減額、 システム関係

（ePCT、eSearchcopy等）、途上国協力（審査官への

研修等）など、PCTに関する様々な議題について幅

広く議論が行われます 15）。PCT規則の改正提案は、

MIAで方向性が合意されたものが提案される場合も

あれば、WGの場で初めて提案される場合もありま

す。また、締約国や EPO等のオブザーバから提案

される場合もあれば IBから提案される場合もあり

ます。そして、WGでの議論を経て合意が得られた

場合には、PCT同盟総会へ改正提案が勧告される形

となります 16）。

　ちなみにPCT-WGはジュネーブで開催されること

から、途上国の場合はジュネーブの外交官のみが参

加する場合が多いです 17）。このため、手数料の減額

や途上国協力関係の議題では俄かに政治的な議論

の様相を呈してきますし、PCT-PPHのように各国

の国内の実体審査に関わってくる事項については

拒否感を示す国もあります。筆者も国際課に在籍し

ていた時代に日本の出張団の一員として日本の提

案をプレゼンさせていただく機会がありましたが、

国際段階と国内段階の連携促進というキーワード

でさえ、国際段階の審査の押し付けにつながるので

はないかと警戒感を抱く国がいたことを記憶して

おります。

　それでもやはり専門的な議題が多いためか他の

WIPOの会合に比べれば比較的平和で、議論が深夜

まで及ぶようなことは基本的にありません。会合日

程は4日程度の場合が多いです。

15）2018年のPCT-WGの議題：http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id＝46429

16）なお、WIPOは基本的に全会一致が慣習となっていますので、一か国でも反対があれば規則改正は合意されません。

17）JPOからは国際政策課、審査基準室、国際出願室あたりの担当者が出席する場合が多いです。

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id%EF%BC%9D
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例行事です……）。JPO側からしたら IBしっかりし

てよ、と思われるかもしれませんが、意見募集期間

を過ぎてからコメントを提出してくるような国もあ

りますので、やむを得ない面もあるかと思います。

ちなみに JPOからの的確なコメントは IBにおいて

とても感謝されており、JPOからの指摘を受けて規

則改正の誤りが発覚したこともあります。

　また、LegalではPCTに関する一般的な問い合わ

せから、実案件に対する法的助言まで様々な質問を

受けています 18）が、一般のユーザに限らず、各国

の官庁や、IB内（オペレーションのスタッフ等）か

らも見解を求められます。質問内容にすぐに答えら

れる場合は良いですが、難解な質問の場合は過去の

事例にヒントになるようなことはないか調べたり、

部内のミーティングで議論したりした上で回答をす

ることになります。条約や規則等で何ら定めがない

事項の場合には、可能な限りユーザにとってプラス

となるよう関係者で知恵を絞っています（IBは常に

ユーザフレンドリな対応となるよう心掛けており、

その点は大変勉強になりました。）。

　その他にも RO/IB出願の優先権回復請求の審査

や、機密情報等の情報省略請求の審査など、幅広い

法令関係の業務を行っております。

（2）ユーザ関連
　Legalでは上記の業務に加えて、ユーザに対して

の最新情報の提供やセミナーの実施、意見交換や顧

客満足度調査など様々なアウトリーチ活動を実施し

ています。

　WIPOのPCTウェブサイト 19）では、条約や規則等

のLegal Textのみならず、各種ガイドラインや出願

人の手引（毎週更新）、Newsletter（月1回発行）、

研修教材（パワーポイント資料、動画コンテンツ等）

など PCTに関する非常に多くの情報を無料で提供

しております。Legalでは基本的にこのようなユー

ザへの情報発信をすべて担当しており、可能な限り

PCTの公開10言語で情報発信できるよう努めてい

ます。

　また、Legalのスタッフは様々な国に出向いて、

ガイドラインには、PCT規則と直接関係ない事項も

ありますので、それらの事項は規則改正のタイミン

グとは関係なく、機が熟したときに随時改訂が行わ

れます。そのような場合も回章で各庁やユーザの意

見を聞くようにしています。

3. PCT法務・ユーザ関連部

　筆者が派遣されていた PCT法務・ユーザ関連部

（以下、「Legal」と略します。）では、規則改正等の

法令関係の業務の他、ウェブサイトやセミナー等を

通じた関連情報の提供、ユーザとの関係構築を行う

とともに、ユーザ、各官庁及びWIPO内の関係部署

からの PCTに関する問い合わせに対して一貫性の

ある法的助言を示すことで、PCT制度の円滑な運用

に寄与しています。 ちなみに 2018年3月までは

PCT法務部（PCT Legal Division）という名称でした

が、より実務に即する形で名称に「ユーザ」が含ま

れることとなりました。このことからも WIPOが

ユーザとの関係を大事にしていることが窺えるかと

思います。

（1）法令関係
　Legalでは様々な業務を行っておりますが、その

一つに合意された規則改正の内容を実施細則や各種

様式（Form）、ガイドライン、PCT出願人の手引の

改訂等に落とし込む作業があります（部内ではこれ

を「Implementation」と呼んでいます。）。そして、

それが個別出願の処理に関係する内容の場合は、

PCTサービス部門の各部とも連携しながら対応する

こととなります。例年秋の同盟総会で規則改正が合

意され、翌年7月1日に規則改正が発効するという

スケジュールですから、作業時間は十分にあるよう

に思いますが、限られたリソースの中で関係部署と

も相談しながら作業を進めるためか、予定どおりに

作業が進むことは少なく、 例年ぎりぎりのスケ

ジュールで何とか施行に間に合わせるという感じで

す（そして IB内の出願処理システムの担当者から

「準備時間が足りない！」と言われるのも毎年の恒

18） 代表の問い合わせ先（PCTインフォメーション・サービス、通称「PCT Infoline」）に連絡がある場合もあれば、直接スタッフに連絡が
ある場合もあります。電話・Eメールでの問い合わせが中心です。

19）http://www.wipo.int/pct/ja/index.html

http://www.wipo.int/pct/ja/index.html
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日本語化し、セミナー等を通じて PCTのメリット

や戦略的な活用方法を日本のユーザに広めてきた先

人たちの努力に頭が下がります。その甲斐もあって

か、日本のユーザによる PCTの利用は飛躍的に拡

大しており、現在も右肩上がりで成長を続けていま

す。出願件数こそ中国に追い抜かれて世界第三位と

なりましたが、出願内容の質は高く、まだまだ成長

のポテンシャルを感じます。

　赴任中は、ユーザからの問い合わせを受けたり、

意見交換等させていただいたりする中で、意外と知

られていない制度の活用方法に気づいたりすること

もあれば、非常に戦略的に PCTとパリルートを使

い分けていらっしゃる企業などもあり、筆者自身勉

強させられることが大変多かったです。そのように

して得られた知見を、セミナー等を通じて周知して

いく業務は筆者にとって大変やりがいのある仕事で

した。

4. PCTに関する最近のトピックス

（1）PCT制度の更なる改善
　最後に、PCTについての最近のトピックスをいく

つかご紹介したいと思います。PCTが引き続きイノ

ベーションを支える重要な手段の一つとして活用さ

れるためには、制度の継続的な改善が必要であるこ

とは間違いありません。ただし、WIPOでは制度の

法的枠組み自体はほぼ完成されており、今後はいか

にして現在の枠組みの中で PCT制度を効率的に機

能させていくかという点に主眼を置いているように

思います。

ユーザ向けのセミナーを実施したり、企業や特許事

務所との意見交換を実施したりしております 20）。加

えて、ジュネーブのWIPO本部でも年に一度実務者

向けの PCTセミナーを実施しておりますし、最近

ではオンラインでのセミナー（ウェビナー）も充実

させてきており、上記ウェブサイトから参加するこ

とが可能です（過去のウェビナーを閲覧することも

可能。）。

　そしてユーザとの意見交換を通して PCTの利活

用を促進しつつ、様々なフィードバックをもらうこ

とで、今後の制度改正・サービスの向上に活かすよ

う心掛けています。

（3）カウンセラー（Counsellor）として
　最後に筆者が担当していた業務を簡単にご紹介し

ます。筆者はカウンセラーという肩書で仕事をして

おりましたが、基本的には（1）（2）の日本関係の業

務を担当しておりました。すなわち制度改正等の際

のJPOとの調整、日本のユーザ・JPOからの各種問

い合わせへの対応、日本語案件の優先権回復審査、

PCT関連情報の日本語での提供（ウェブサイト、

Newsletter、出願人の手引等）、セミナー・ウェビ

ナーの実施、日本企業・特許事務所訪問といった業

務です。

　当該ポストは歴史があり、これまでも多くの偉大

な先輩方が JPOから派遣されて活躍されてきまし

た。かつては日本語コンテンツなど全く提供されて

いなかったWIPOのウェブサイトの情報を少しずつ

20） 世界各国のユーザからの問い合わせやこうしたセミナーに対応するため、Legalには英・仏・独・日・中・韓・西などを母国語とするス
タッフが所属しております。

PCT ウェブサイトの日本語ページ。トップページは PCT の公開 10
言語で閲覧することが可能で、日本語のコンテンツも大変充実し
ております。

2 年間過ごした筆者の WIPO でのオフィス。
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活用されるための環境整備を、②技術的観点から

は、各庁間で情報を効率的にシェアするための IT

システムの開発等を、③財政的観点からは、為替差

損を縮小するためのネッティングシステムの構築等

を、④品質の観点からは、国際段階の成果物の品質

の向上やそのためのフィードバックシステムの構

築、（特に途上国の官庁に対する）必要なトレーニン

グや支援の提供等を挙げております。

　上記の重点課題に対して、特にワークシェアリン

グや品質、審査官へのトレーニングなどJPOの得意

分野で貢献できる部分は非常に大きいでしょうし、

WIPOのJPOに対する期待も大きいと思います。ま

た、かつて合意されなかった PCT-PPHの制度化に

ついても、インドやブラジルが二国間でのPPH（※

PCT-PPHは含まず）にかじを切った今ならば、JPO

が先導することで将来的に合意が得られる余地もあ

るかと思います。

（2）ePCT
　近年WIPOが力を入れて取り組んでいるサービス

に ePCTがあります。ePCTは、 出願人・代理人、

PCT官庁（RO、ISA/IPEA、DO/EO）、IBが、IBの管

理する共通のサーバを通じて出願書類等のやり取り

を行うことを可能にしたシステムであり、PCT出願

の提出、中間手続、管理、確認という出願人・代理

人向けのサービスという側面と、官庁間で書類のや

り取りを行う関連機関・官庁向けのサービスという

二つの側面があります。

　前者のサービスでは、出願人・代理人は、ePCT

を利用することで IBが管理する PCT出願の一件書

類を閲覧することができますし、IBに対する手続

を電子的に行ったり、作成した書類をウェブ上で

アップロードして提出したりすることができます。

また、提出した PCT出願のステータスや手続きの

履歴を確認したり、メッセージ機能を使うことで

IBのオペレーションチームのスタッフと連絡をし

たりすることも可能です。加えて、IBを含む 50以

上の官庁に対しては、ePCTを用いてPCT出願する

ことも可能です。ePCTはウェブベースのシステム

ですので、ユーザはソフトウェアをインストールす

　このことを端的に示しているのが、上述の 2017

年2月2日の PCT300万件の節目に WIPO事務局長

名で公表された、今後の PCTの改善の方向性につ

いてのメモランダム「The PCT System - Overview 

and Possible Future Directions and Priorities （PCT

制度〜概要と今後の方向性・優先事項）」21）です。そ

の中で事務局長は以下のとおり述べております。

“The key to future improvements lies in putting 

renewed emphasis on the “Cooperation” aim 

which underpins the Treaty. No doubt, changes 

to the legal framework will continue to play a 

supportive role. However, in the view of the 

International Bureau, it is now mainly up to the 

Contracting States and the national and regional 

Offices which perform roles under the Treaty to 

put further life into that “Cooperation” aim with 

a view towards making the PCT system fully 

effective as the tool to support innovation, 

investment and development that those same 

Contracting States designed it to be.”

　 “将来の改善の鍵は、この条約（PCT）を支える「協

力」という目的に改めて重点を置くことにありま

す。法的枠組みの変更が引き続き支援的な役割を

果たすことに疑いはありませんが、この「協力」

という目的をさらに進展させて、PCT制度を締約

国が意図したとおりイノベーション、投資および

開発を支援するためのツールとして十分に効果的

なものとするのは、主としてこの条約の下で役割

を果たす締約国、国内／広域官庁次第であると国

際事務局は考えています。”（仮約）

　すなわち、PCTの本来有する「協力」という部分

に改めてフォーカスした上で、RO、ISA/IPEA、

DO/EO、そして IBが協力しながら自らの果たすべ

き役割をしっかりと果していくことの重要性を説い

ています。そして、同メモランダムでは、今後取り

組むべき重点課題として、①法的・制度的観点から

は、国内段階や広域段階で他庁の成果物が効果的に

21）http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/3million/pdf/memo.pdf

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/3million/pdf/memo.pdf
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（3）FAXサービスの終焉
　上述のとおり、今後IBでは、PCT手続きにおけ

る FAXの利用の終了を予定しております。正式な

終了日については 2018年11月現在で最終的な確

定はしておりませんが、2019年2月末となる可能

性があります 22）。

　きっかけとなったのは、2018年1月1日から、

IBへの電気通信サービス提供事業者がアナログ回

線の提供を停止したことに起因しています。これに

より、IBへのまたIBからの全てのFAX送信はVOIP

技術を利用することになり、結果として、一部の若

しくは全ての送信が実際には喪失されているにもか

かわらず、送信者には送信が完了したかのように表

示される場合が生じうるようになってしまいまし

た。これを受けて IBでは、FAX利用の終了を検討

せざるを得なくなったわけです。

　したがって、これまでは期限ぎりぎりのいわゆる

「ラストミニッツ」での出願や手続きの際に FAXで

IBに書類を送信できるというのが PCTの一つのメ

リットとしてありましたが、今後はこのような場合

にはFAXではなく上述のePCTを使って書類を提出

する必要があるので注意が必要です。

　ちなみに筆者の赴任時に、まさに FAXでラスト

ミニッツ出願を試みた日本の代理人の方がいらっ

しゃいましたが、 途中で欠落ページ（RO/IBのス

タッフが気づいてFAX送信元に連絡）が出てしまっ

たためにどうすればよいか、との問い合わせがあり

ました。その時点で日本時間24時を過ぎていたた

め、代理人の方は慣れないRO/IB出願に切り替えた

ようでしたが、そもそも 100ページを超える出願

書類の送信には2時間以上もかかる中、再度送信し

てどこかでエラーが生じた場合は元も子もありま

せん（ジュネーブ時間18時を過ぎると RO/IBのス

タッフは帰宅するため、送信エラーがあっても発見

は翌日となってしまいます。）。したがって、ePCT

のプレゼン資料を利用しつつ、アカウントの作成方

法などの基本的な使い方を筆者が電話で説明し、

ePCT出願を利用いただくことで何とか事なきを得

ました。

　ePCT自体は簡単に利用できますが、ぎりぎりの

る必要がありませんし、内容が常時更新されるた

め、手数料情報を含め常に最新の情報を入手するこ

とができます。

　現在JPOに対する出願や中間書類の提出では

ePCTを利用することができませんが、IBに対して

行う手続、例えば19条補正や規則92の2に基づく

変更手続（名義変更、名称変更、代理人変更等）で

あれば日本のユーザも利用できるので、IBでは積

極的にePCTの利用を呼び掛けております。特に今

後IBに対して FAXで書類を送信することが不可能

になりますので（後述）、ePCTの利用はますます拡

大していくでしょう。

　後者のサービスとしては、PCT官庁・IB間での

様々な書類のやり取りを IBのサーバを介して行う

ことが可能となるため、例えば ROが国際出願関連

の書類をIBに送付する場合や、DOが国内段階移行

された出願の書類を入手する場合などにePCTを利

用することが可能です。また、ISR作成機能もある

ことから、PCT国際協働調査においても利用されて

いると聞いています。今後、この官庁向けのサービ

スが発展していくことで、リアルタイムでの書類の

転送・処理（Machine to Machine：M2M）が行える

ようになると、例えば ROに出願した書類のデータ

が即座に IBのサーバに記録され、書類送付にかか

るタイムラグをなくすことも可能になります。

　WIPOは ePCTの開発に多くのリソースを割いて

おり、今後も ePCTの開発は止まらないでしょう。

一部ユーザの反対もあり検討が進んでいない、

ePCTを利用した国内段階移行なども今後進展がみ

られるかもしれません。今後の動向を注視したいと

思います。

22）https://www.wipo.int/pct/en/newslett/2018/article_0001.html

ePCT のトップページ

https://www.wipo.int/pct/en/newslett/2018/article_0001.html
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国際出願制度

始しました 24）（願書に性別を記載する欄はありませ

んので、あくまで名前に基づいて性別を推測してお

りますので多少の誤差は含まれているかもしれま

せんが、 大まかな傾向はうかがえるかと思いま

す。）。それによると、女性発明者を含む PCT出願

の割合は増加中で、2017年には約31.2％の出願で

女性発明者が含まれているとの結果でした。2003

年には約22.1％であったことからすると大きな進

展かと思いますが、更なる女性発明者の活躍が期待

されます。

　出願上位20か国では、1位韓国（50.3％）25）、2

位中国（47.9％）で、5位米国（32.8％）、17位日本

（20.0％）、18位ドイツ（19.0％）となっています。

技術分野別で言うと、特にバイオ関係、医薬品、化

タイミングで初めて使うのはハードルが高いですし

勇気もいりますので、出願人・代理人の皆様は普段

から ePCTを利用することで ePCTの使い方に習熟

しておくことが望ましいでしょう。

（4）PCTから見た女性の活躍
　最後に、PCTの利用を通じて見える女性の活躍に

ついてご紹介します。我が国においてもジェンダー

バランスの推進や女性活躍社会の実現という目標が

唱えられておりますが、 国連の専門機関である

WIPOにとってもジェンダーバランスや女性の活躍

というのは大きな課題として挙げられております 23）。

　そこで WIPOでは、2016年から PCT出願の発明

者に女性が含まれている割合を推測して公表を開

23） WIPOではすでにスタッフの過半数が女性ですが、Director（部長職）等の幹部職における女性の比率の向上が今後の課題となってお
ります。また、WIPO主催の会合への女性の参加者の割合を増やすことにも努めております。

24）http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2018/article_0003.html

25） 韓国、中国に関しては、名前で男女の判別が難しいとも聞いておりますので、個人的にはこの2か国が1位、2位というのにはやや疑
問があります。少なくともここまでシェアは高くないと思います。

女性発明者を含む PCT 出願の割合（出典：WIPO ウェブサイト）
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　このようにして私自身のPCTに対する知見・愛着

が深まってきたのですが、40年前に発足した制度

が長年の運用と継続的な改善を経てますます成長を

遂げている姿を見るに、この制度の発展に尽力され

た先人たちの努力に敬意を表したいと思います。筆

者も今後また違う形で PCTに関わる機会もあろう

かと思いますが、これまで得られた貴重な経験や知

見を様々な形で還元していくことができればと願っ

ております。

　最後になりましたが、WIPO赴任中にお世話にな

りました WIPOの関係者の皆様や庁内関係者の皆

様、セミナーに参加いただいた皆様や意見交換等に

応じていただいた企業、大学、特許事務所等の関係

者の皆様に深く感謝申し上げます。

学分野でシェアが高くなっています（50％以上）。

　こうしたデータは PCT制度そのものとは直接関

係がありませんが、各国の産業構造（強い技術分野

等）やそれに応じた女性発明者の活躍の度合いを推

測する上で意味のあるものかもしれませんし、女性

発明者の活躍が多い企業にとってはそれをアピール

する一つのツールとなるでしょう。PCTの利用を通

じて得られたこうしたデータを対外的に公表するこ

とで、各国の政策決定者や企業経営者等に検討の材

料を提供することも、WIPOの重要な役割かもしれ

ません。

5. おわりに

　特許庁に入庁してから、PCTと言えば ISR・見解

書の作成を行うものであり、国内段階に移行された

DO案件を審査する際に触れるもの、すなわち実体

審査の延長線上にあるものという程度の認識でし

た。その後、国際課においてWIPO全般やPCTの改

善に関する業務を担当することとなり、PCTには実

体審査に関する事項以外にも非常に多くの事項が議

論されていること、様々なプレーヤーが存在するこ

とを知り、またWIPOの業務の一端も垣間見えまし

た。そして、WIPO国際事務局の立場で、素晴らし

い同僚たちと2年間働かせていただく機会を得たこ

とで、 いかに制度を効率的・効果的に機能させ、

ユーザに上手に PCTを使ってもらうのかという視

点で仕事をさせていただいたことは非常に良い経験

となりました。
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藤田 和英（ふじた かずひで）

2002年4月 特許庁入庁（審査第二部一般機械）
2006年4月 審査官昇任
2007年7月 経済産業省商務情報政策局情報通信機器課
2009年7月 審査第二部搬送組立（組立製造）
2010年7月 インペリアルカレッジロンドン客員研究員
2011年7月 総務部企画調査課
2012年7月 審査第二部繊維包装機械（包装・容器）
2012年10月 総務部国際課
2014年10月 審査第二部医療機器
2016年7月  WIPO PCT法務部（2018年3月PCT法務・ユー

ザ関連部に改称）
2018年7月 審査第二部一般機械
2018年10月 審判部第12部門

WIPO 出勤最終日に Legal の同僚たちと


