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指定（又は選択）官庁 

ＺＡ 

企業知的所有権委員会 

（ＣＩＰＣ)(南アフリカ） 

国内段階に入るための要件の概要 

概  要

ＺＡ

国内段階に入るための期間 ＰＣＴ第２２条(3)に基づく期間  ：優先日から３１箇月 

ＰＣＴ第３９条(1)(b)に基づく期間：優先日から３１箇月 

要求される国際出願の翻訳文の言語１ 英 語 

要求される翻訳文１ ＰＣＴ第２２条に基づく場合：明細書・請求の範囲（補正され

た場合には，補正後のもののみ，及びＰＣＴ第１９条に基づく

説明書)・図面の中の説明・要約 

ＰＣＴ第３９条(1)に基づく場合：明細書・請求の範囲・図面の

中の説明・要約（これらの要素のいずれかが補正された場合に

は，国際予備審査報告の附属書により補正されたもののみ） 

国際出願の写しを要求されるか？ されない 

国内手数料１ 通貨：南アフリカ・ランド（ZAR） 

出願手数料 ：   ZAR  590 

最初の年金２：   ZAR  130 

国内手数料の免除，減額又は払戻し な し 

国内官庁の特別の要件 

（ＰＣＴ規則51の2） 

出願人が南アフリカに居住していない場合には代理人の選任３ 

出願人が発明者でない場合には権利の譲渡又は移転の証明４,５ 

出願人自身が先の出願をしていない場合には，出願人が当該先 

の出願の優先権を主張する権利についての証明４,５ 

国際出願の確認済翻訳文２通４ 

誰が代理人として行為できるか？ 国内官庁に登録されている弁理士 

国内官庁は優先権の回復請求を認めるか 

（ＰＣＴ規則49の3.2)？ 

認める。当該請求に適用される基準及び支払う手数料について

は国内官庁に確認されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ＰＣＴ第２２条若しくは第３９条(1)に基づく期間内に提出又は支払をしなければならない。 

２ 最初の年金は国際出願日から３年以内に支払う。 

３ ＰＣＴ第２２条又は第３９条(1)に基づく期間内に要件を満たさなかった場合，国内官庁は６箇月以内に要
件を満たすよう出願人に求める。 

４ ＰＣＴ第２２条又は第３９条(1)に基づく期間内に要件を満たさなかった場合，国内官庁は通知を受領した
日から２箇月以内に要件を満たすよう出願人に求める。 

５ 対応する申立てがＰＣＴ規則4.17に基づき行われていれば，この要件を満たすことができる。 
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国内段階の手続 
 

PA Sec. 42E(1) 
Reg. 67B 

ZA.01 国内段階に入るための様式 
 国内官庁は国内段階に入るための特別な様式を用意している（附属書ZA.Ⅱ参

照)。 
 

PA Sec. 43F(3)(k) ZA.02 出願の補正；時期 

 出願人は，特許付与前であればいつでも，国際出願の請求の範囲，明細書及び

図面を補正又は補充することができる。ただし，次を条件とする。 
 
 ―補正によって，発明の開示に新たな事項が導入されないこと 
 
 ―補正された明細書に，補正前の明細書に開示されていた事項に正しく基づい

ていない請求の範囲が含まれていないこと 
 

PA Sec. 89 ZA.03 手続における不備の許容又は補充 

 特許登録官又は長官は，その者に対して行われている手続において何らかの不

備があった場合，その許容又は補充を認めることができる。ただし，その許容又

は補充が，いかなる者の利益にも被害を与えないことを条件とする。 
 

 ZA.04 手数料（支払方法） 

 概要及び本編に記載されている手数料の支払方法については，附属書ZA.Ⅰに

記載されている。 

 
PA Sec. 30 
Reg. 8 

22(1) 
33 

ZA.05 委任状 

 出願人が南アフリカに居住していない場合には，委任状を提出することによっ

て代理人を選任しなければならない。国内段階へ移行するときに委任状が提出さ

れない場合であっても，出願日から６箇月以内に提出することができる。登録官

は，出願人から請求があれば，委任状の提出期間を延長することができる。 
 

Sec. 46(1) 
Reg. 48(1) 

ZA.06 更新手数料 

 最初の更新手数料は，国際出願日から３年目の満了の前までに支払い，その後

は特許が失効するまで毎年支払う。更新手数料の額は附属書ZA.Ⅰに記載されて

いる。この手数料の支払には特別の様式を使用する（附属書ZA.Ⅲ参照)。国内官

庁は，更新手数料の支払に関して出願人に案内通知を発行しない。 
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手   数   料 
（通貨：南アフリカ・ランド） 

 
国内手数料： 

 ― 完全明細書を伴う出願（第30条(1)) ………………………………………………………………………… 

 

590 

優先権の遅延主張，各月又はその端数につき（第31条(1)(i))…………………………………………………… 50 

登録官への申請： 

 ― 優先権の主張（第30条(7))…………………………………………………………………………………… 

 ― 補正又は新規出願の申立（第37条）………………………………………………………………………… 

 ― 誤記の訂正又は書類の補正（第50条）……………………………………………………………………… 

 

50 

50 

90 

書類の遅延提出（第30条(6)及び第32条）…………………………………………………………………………… 50 

更新手数料（第46条(1))： 

 ― 第３年度の満了前 ……………………………………………………………………………………………… 

 ― 第４年度の満了前 ……………………………………………………………………………………………… 

 ― 第５年度の満了前 ……………………………………………………………………………………………… 

 ― 第６年度の満了前 ……………………………………………………………………………………………… 

 ― 第７年度の満了前 ……………………………………………………………………………………………… 

 ― 第８年度の満了前 ……………………………………………………………………………………………… 

 ― 第９年度の満了前 ……………………………………………………………………………………………… 

 ― 第10年度の満了前 ……………………………………………………………………………………………… 

 ― 第11年度の満了前 ……………………………………………………………………………………………… 

 ― 第12年度の満了前 ……………………………………………………………………………………………… 

 ― 第13年度の満了前 ……………………………………………………………………………………………… 

 ― 第14年度の満了前 ……………………………………………………………………………………………… 

 ― 第15年度の満了前 ……………………………………………………………………………………………… 

 ― 第16年度の満了前 ……………………………………………………………………………………………… 

 ― 第17年度の満了前 ……………………………………………………………………………………………… 

 ― 第18年度の満了前 ……………………………………………………………………………………………… 

 ― 第19年度の満了前 ……………………………………………………………………………………………… 

 

130 

130 

130 

85 

85 

100 

100 

120 

120 

145 

145 

164 

164 

181 

181 

206 

206 

更新手数料の支払延長請求（第46条(2))…………………………………………………………………………… 

 ― その後，各月又はその端数につき（５箇月以内）………………………………………………………… 

90 

50 

失効特許の回復申請（第47条(1))…………………………………………………………………………………… 286 

仮明細書の補正申請（第51条(1))…………………………………………………………………………………… 70 

完全明細書の補正申請： 

 ― 公衆の閲覧に供される前（第51条(1))……………………………………………………………………… 

 ― 公衆の閲覧に供された後（第51条(1))……………………………………………………………………… 

 

70 

242 

登録官に対する異議申立手数料……………………………………………………………………………………… 90 

一件書類，文書又は登録簿の閲覧手数料…………………………………………………………………………… 4 
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手数料の支払方法 

 手数料の支払は南アフリカ・ランド建で国内官庁の利用者アカウントを使用して行う。すべての支払には，出願番

号（判明していれば国内番号，国内番号が不明であれば国際番号)，出願人の氏名又は名称，支払われる手数料の種

類，及びCIPC利用者コードを表示しなければならない。 

 アカウント設定の詳細については次を参照されたい。 

 www.cipc.co.za/index.php/register-your-business/banking-details/ 
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