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この⽇本語抄訳では、PCT NEWSLETTER (英語版) の主要項⽬の翻訳を提供しています。“PCT 最新情
報 (PCT Information Update)” の詳細、“PCT セミナーカレンダー (PCT Seminar Calendar)” 、“PCT 
⼿数料表 (PCT Fee Tables)” および “PCT 締約国⼀覧 (PCT Contracting States)” は英語版をご参照く
ださい。また、記載される内容は英語版が優先します。 
 
 
WIPO IP ポータルの運⽤開始 
(PCT Newsletter 2019 年 7-8 ⽉号 12 ページにお知らせしました) WIPO IP ポータルは、2019 年 9 ⽉
17 ⽇に運⽤開始されました。この新たな取組みとなるポータルは、WIPO が提供する多くのオンライン
サービスの調和と、それらのサービスを利⽤するユーザの作業の簡素化を⽬的としています。 

この WIPO IP ポータルは、(例えば、特許、商標および意匠に関する) WIPO のすべての知的所有権 (IP) 
サービスの機能⼀式を提供するワンストップのポータルサイトであり、同じ WIPO アカウントを使⽤し
てアクセスできます。異なるサービス間を再度ログインする必要なく、⾃由にナビゲートできます。基
本的な実務上のプロセスは従来のままであり、WIPO との通信⽅法は変わりませんが、ポータルは以下
に紹介する多くの新機能を提供しています。 

‒ すべてのサービスにわたる統合されたナビゲーションバーが WIPO IP ポータルの⼀部となっており、
使⽤しているサービスに関係なく、同じオプションにアクセスすることができます。また、サービス間
の移動は簡単です。 

‒ WIPO アカウントでログインするユーザは、新しいウィジェットベースのダッシュボードをポータル
上で利⽤できます。これにより、利⽤可能な多くのウィジェットからダッシュボードを調整してカスタ
マイズできます。ダッシュボードウィジェットは、あなたが活⽤する利⽤可能なすべての統合された IP
サービスの概要とショートカット、ならびに決済、ポートフォリオや未処理の⼿続の概要を提供しま
す。ウィジェットは、異なるサービスを置き換えるものではなく、特に重要な情報の概要を表⽰するた
めのものです。IP ポータル上で現在利⽤可能な 2 つの PCT 関連のウィジェットは、⾼度認証によるロ
グインを必要としますが、ウィジェット内で基準に従い選択され処理された ePCT ワークベンチから
PCT 出願にアクセスできるようになります。“Key PCT time limits (PCT の主要な期限)” のウィジェッ
トでは、指定された週数の期間内に、どの国際出願が公開予定であるのか、もしくはどの国際出願が
30 カ⽉の期間に到達間近であるのかを調べるためのショートカットを提供します。また “ePCT 
Pending Items (ePCT 保留中のアイテム)” ウィジェットを使⽤することで、すでに下書きが作成されて
おり、保留中の外部署名を含む、提出が保留されている国際出願を ePCT ワークベンチから参照できる
ようになりました。今後は多種にわたる PCT 関連ウィジェットを段階的に追加していく予定です。ご
意⾒のあるユーザは、国際事務局の次の電⼦メールアドレス宛にお送りください。
pct.eservices@wipo.int 
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‒ WIPO IP ポータルのメインメニューには、素早く簡単にアクセスできるように、すべての WIPO サー
ビスの完全で検索可能なリストが 1 か所にまとめてあり、ブックマーク機能が含まれています。 

‒ すべての WIPO サービスにわたる単⼀のメッセージングシステムを利⽤すると、⼀元化されたメッセ
ージングシステムで複数の WIPO サービスからメッセージを受信できます。現状では、このメッセージ
ングシステムには WIPO IP ポータルメッセージと (アクセスするには⾼度認証を必要とする) ePCT か
らの通知が含まれますが、徐々に他のサービスに拡張される予定です。メッセージと通知は引き続き電
⼦メールで送信されますが、このポータルのシステム内でも利⽤可能な点にご留意ください。また、 

‒ WIPO への⽀払いが、WIPO IP ポータルのナビゲーションバーにある “バスケット (Basket)” アイコ
ンを介して簡素化されました。また IP サービス⼿数料の⽀払を知らせるアラートも表⽰します。関連
するウィジェットおよび⽀払アラートを介して、WIPO IP ポータル内でハーグ⼿続の決済に関する⽀払
を閲覧したり処理することができます。PCT およびマドリッドの決済は、まだ別の⽀払システムを使⽤
していますが、今後運⽤される予定です。 

WIPO IP ポータルは以下のリンクからご利⽤可能です。 

  https://ipportal.wipo.int/ 

また WIPO IP ポータルの詳細は、以下をご覧ください。 

  https://www.wipo.int/portal/en/news/2019/article_0029.html および 
  https://ipportal.wipo.int/about 
 
ePCT 最新情報 
ePCT の最新版 (バージョン 4.6) が、WIPO IP ポータル導⼊の⼀部として利⽤可能になりました (新し
いポータルの詳細については、上記の “WIPO IP ポータルの運⽤開始” をご参照ください）。 

出願⼈向け ePCT 

ePCT のログインページが、WIPO IP ポータルのログインページに代わっていることに気付かれるでし
ょう。このポータルへは、これまで ePCT のために使⽤していたのと同じ WIPO アカウントを使いログ
インする必要があります。さらに、新しいナビゲーションバーが ePCT を含むすべてのサービスに適⽤
され、WIPO IP ポータルに統合されています。既存の ePCT のブックマークでは、⾃動的に WIPO IP
ポータルのログインページにリダイレクトされる点にご留意ください。 

最新版の ePCT で最も注⽬すべき変更点の 1 つは、ePCT を介して配列リストを含む国際出願の提出に
関するものです。国際出願に配列リストが含まれている場合、(従来の “調査 (Search)” 欄ではなく) “書
類 (Documents)” 欄に明細書の配列リストの部分として表⽰する必要があります。最新版の ePCT 出願
では、添付の配列リストのファイルは、調査⽬的のみである旨を表⽰することはできなくなり、デフォ
ルトにより、配列リストは常に提出された出願の⼀部になります。ePCT を利⽤して出願する場合、配
列リストは (PDF 形式は許可されておらず) テキスト形式で提供される必要のある点にご留意くださ
い。さらに、最近発効した PCT 規則 69.1(a) の修正を反映するため、ePCT アクション機能の “国際予
備審査請求書 第 ll 章の提出 (Submit Chapter ll Demand)” が更新され、出願⼈は IPEA に国際予備審査
の開始を延期するよう請求できるようになりました。 
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この ePCT 最新版のすべての新機能に関する概要は、以下のリンクの “Whatʼs new in ePCT for 
applicants ?” のリリースノートから閲覧可能です。 

  www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=1068 

受理官庁、指定官庁および国際機関向け ePCT 

出願⼈向け ePCT と同様に、官庁向け ePCT の最新版も、新しい WIPO IP ポータルのナビゲーション
バーを⽤いて利⽤されるように開発されました。さらに、官庁による国際出願処理の向上を⽬的とし
た、ePCT の官庁向け機能に多くの改善がなされました。以下に紹介します。 

‒ 出願時の国際出願下書きの閲覧を可能にする機能。 

‒ まだ優先権書類が未送達である国際出願を識別するために検索機能を改善。 

‒ 国際出願がまだ国際事務局 (IB) に送達されていない場合であっても、準備できた優先権書類のアップ
ロードが可能になり、それにより優先権書類と記録の写しを同時に IB に送達することが可能。そし
て、 

‒ 様式 PCT/ISA/225 (ヌクレオチドおよび/またはアミノ酸配列リストの提出命令書、および該当する場
合には遅延提出⼿数料の⽀払命令書) を作成する ePCT アクションの新機能。 

上記の新機能およびその他の新機能の詳細、また官庁向け ePCT システムの⼀般情報については、次の
リンクから、“Whatʼs New for Offices” を参照してください。 

  https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/epct/pdf/ePCT_Offices_Whats_New.pdf 
 
国際出願の電⼦出願および処理 
ニカラグア: 知的所有権登録局 (ニカラグア) による電⼦形式での国際出願の受理および処理の開始 

受理官庁 (RO/NI) としての知的所有権登録局 (ニカラグア) は、2019 年 10 ⽉ 15 ⽇から、電⼦形式での
国際出願の受理および処理を開始することを、PCT 規則 89 の 2.1(d) に基づき国際事務局 (IB) に通知
しました。当該官庁は ePCT 出願を利⽤した電⼦形式で提出される国際出願を受理します。 

ルーマニア: 国家発明商標庁 (ルーマニア) による ePCT 出願を利⽤して提出される国際出願の受理開始 

受理官庁 (RO/RO) としての国家発明商標庁 (ルーマニア) は、EPO オンライン出願を利⽤した電⼦形式
で提出される国際出願の受理および処理をすでに開始しています。そして当該官庁は、2019 年 10 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および処理も開始することを、
PCT 規則 89 の 2.1(d) に基づき IB に通知しました。 

適⽤される各官庁の⼿数料表の項⽬ 4 に掲載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。また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および運⽤を含む通知は、2019
年 9 ⽉ 12 ⽇付の公⽰ (PCT 公報) に掲載されました。以下のリンクからご参照ください。 

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

(PCT 出願⼈の⼿引、附属書 C (NI および RO) が更新されました。) 
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マケドニア旧ユーゴスラビア共和国: 国名の変更 
国際事務局は、“マケドニア旧ユーゴスラビア共和国” のかわりに、“北マケドニア” の国名が使⽤されるべ
き旨の通知を受けました。PCT 締約国の国名を含む PCT ウェブサイト上のすべての⼀覧や表、ならび
に PCT 出願⼈の⼿引における関連する表⽰も変更されました。ただし、“MK” の⼆⽂字コードに変更は
ありません。 
 
PCT 最新情報 

AU: オーストラリア (⼿数料) 
CN: 中国 (電⼦メールアドレス) 
CY: キプロス (所在地とあて名) 
EC: エクアドル (官庁の名称、所在地とあて名、電⼦メールおよびインターネットアドレス)  
GB: 英国 (⼿数料) 
KE: ケニア (所在地とあて名) 
NI: ニカラグア (電⼦出願) 
NO: ノルウェー (⼿数料) 
RO: ルーマニア (電⼦出願) 
SE: スウェーデン (⼿数料) 

調査⼿数料および国際調査に関するその他の⼿数料 (オーストラリア特許庁、エジプト特許庁、欧州特許
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) 

国際予備審査に関する⼿数料 (オーストラリア特許庁、韓国知的所有権庁、スウェーデン特許登録庁) 
 
 
PCT 関連資料の最新/更新情報 
会合⽂書 (PCT 総会) 

2019 年 9 ⽉ 30 ⽇から 10 ⽉ 9 ⽇までの期間、ジュネーブで開催される、国際特許協⼒同盟 (PCT 同盟) 
(PCT 総会) の第 51 回 (第 22 回通常) の会合のための⽂書が作成されました。以下のリンクからご利⽤
ください。 

  www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=52258 

セミナー資料 

PCT ⼿続のあらゆる⾯をカバーするセミナー資料が、新たに発効した PCT 規則改正を反映し中国語、
英語、仏語、独語、⽇本語およびスペイン語にて更新されました。この更新版では、前回の更新版発⾏
後に発⽣した運⽤におけるいくつかの変更も反映されました。資料はそれぞれ下記のリンクからご利⽤
可能です。 

www.wipo.int/pct/zh/seminar/basic_1/document.pdf 

www.wipo.int/pct/en/seminar/basic_1/document.pdf 
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www.wipo.int/pct/fr/seminar/basic_1/document.pdf 

www.wipo.int/pct/de/seminar/basic_1/document.pdf 

www.wipo.int/pct/ja/seminar/basic_1/document.pdf 

www.wipo.int/pct/es/seminar/basic_1/document.pdf 
 
PATENTSCOPE 検索システム 
PATENTSCOPE の新インターフェース 

PATENTSCOPE の新インターフェースの運⽤が WIPO の新しい IP ポータル導⼊ (上記の “WIPO IP ポ
ータル運⽤開始” の項⽬をご参照ください。) と同時に、2019 年 9 ⽉ 17 ⽇に開始されました。この導
⼊により、WIPO IP ポータルのユーザに⼀貫した利⽤の提供を⽬的としています。ただし、この新イン
ターフェースでは機能のいくつかがまだ利⽤できないため、ベータ版である点にご留意ください。ベー
タ版で利⽤できない機能に関しては、既存のインターフェースへのリンクがあります。今後数カ⽉は、
既存のものと新インターフェースの双⽅の利⽤が可能な予定です。 

新インターフェースを利⽤する際、ユーザは既存のものを利⽤する場合と同じデータへアクセスするこ
とができます (新インターフェースで実⾏された検索は、既存版を利⽤して実施されたものと同様の結
果をもたらします)。また、検索および分析機能に変更はありません。PATENTSCOPE にログインする
ために使われる WIPO アカウントで、ユーザは WIPO ポータルやポータル内のすべてのアプリケーショ
ンにアクセスすることができます。 

PATENTSCOPE 新インターフェースの機能改善のため、また必要とされる作業を優先的に⾏うために
画⾯右上のメニューに専⽤の “フィードバック” ボタンがあり、ユーザからのご意⾒を受け付けます。 

PATENTSCOPE ユーザ満⾜度アンケート 

PATENTSCOPE 検索システムに関するユーザの満⾜度を調査するため、WIPO は PATENTSCOPE ユー
ザ満⾜度アンケートを開始しました。以下のリンクから、アンケートにご回答いただけます。 

  www3.wipo.int/opinio/s?s=16102 

アンケートには 5 分もお時間を取らせません。是⾮参加して皆様の貴重なご意⾒をお聞かせください。
2019 年 10 ⽉ 31 ⽇までご回答いただけます。 
 
フィンランド特許登録庁 (PRH): “PCT ダイレクト” 試⾏プロジェクトの拡張 
フィンランド特許登録庁 (PRH) が、いわゆる “PCT ダイレクト” とよばれる 2014 年 11 ⽉に欧州特許庁で開
始されたものと同様の試⾏プロジェクトを 2019 年 4 ⽉ 1 ⽇に導⼊したことは、以前お知らせしました (PCT 
Newsletter 2019 年 4 ⽉号参照)。このサービスは当初、RO/FI に対して提出された国際出願のみに利⽤可能
でした。 

PRH は、受理官庁としての国際事務局 (IB) に提出された国際出願を含むために、2019 年 11 ⽉ 1 ⽇から、
当サービスを拡張する旨を国際事務局に通知しました。これにより、国際出願が RO/FI または RO/IB に提



PCT NEWSLETTER −⽇本語抄訳− | 2019 年 9 ⽉号 | No. 09/2019 

 

 

6 

 

 

出されたか否かに関わらず、ISA としての PRH を選択した PCT 出願⼈は、今後このサービスを利⽤できる
ようになります。 

PRH の “PCT ダイレクト” 試⾏プロジェクトでは、PRH によりすでに調査済みかつ審査済みの先の国内
出願、もしくは PCT 出願に基づいて優先権を主張する国際出願を提出する出願⼈は、優先基礎出願に
関して作成された調査報告書または⾒解書で提起された異議に対して反論するための⾮公式なコメント
を提出することができます。 

出願⼈は、⾮公式コメントを “PCT ダイレクト/⾮公式コメント” と題した別個の書簡形式で、国際出願
とともに関係する受理官庁に提出する必要があります。PCT ダイレクトの提出書類は国際出願を構成す
る部分ではありませんが、その書類は、⼀件書類の点検に関する PCT 規定に従い、PATENTSCOPE で
公衆に閲覧可能になることにご留意ください。 

詳細は、まもなく当官庁ウェブサイト上で閲覧可能になる、PRH の “PCT ダイレクト” サービスに基づく
⾮公式コメントの提出⽅法をご参照ください。 
 
欧州特許庁:⼿数料払戻しの新⼿続に関する追加情報 
欧州特許庁 (EPO) における払戻し⼿続の変更が 2019 年 4 ⽉ 1 ⽇から発効したこと、また EPO から払戻
しを受ける際に、EPO に保有する⼝座または銀⾏⼝座のいずれかに払戻しを受けることを出願⼈が選択
できるようになったことは、以前お知らせしました (PCT Newsletter 2019 年 3 ⽉号 9 ページ参照)。 

2019 年 2 ⽉ 27 ⽇付の EPO 官報 2019 年 3 ⽉号 (リンク https://www.epo.org/law-practice/legal-
texts/official-journal/2019/03/2019-03.pdf から OJ EPO 2019, A26, point I(b) 参照) では、今後は電⼦
形式 (XML) で提出された返還請求の指⽰書のみが受理される旨が公表されました。また 2019 年 10 ⽉
1 ⽇からは、EPO オンライン出願、新規オンライン出願 (CMS)、ePCT もしくは PCT-SAFE、または欧
州段階移⾏の場合には様式 1200e を使⽤して、電⼦的に提出された指⽰書のみが受理される点にご留意
ください。詳細は、9 ⽉末の EPO 官報に掲載される予定です。 

返還請求の指⽰書が 2019 年 10 ⽉ 1 ⽇以降に電⼦的に提出された記録のない場合、またはこれらの指
⽰書が不明瞭な場合には、EPO は出願⼈に EPO ウェブサイト (https://epo.org/fee-payment-
service/en/ refund)) から返還請求をするよう求めるでしょう。 

払戻し⼿続についての更なる情報は、以下の EPO ウェブサイト上に掲載されています1。 

  www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20190911.html 
 
偽の⼿数料の⽀払い請求 

新たな請求書 

PCT 出願⼈や代理⼈が WIPO 国際事務局 (IB) からの通知ではなく、PCT に基づく国際出願の⼿続に関
係のない⼿数料請求書を受け取る事態について、PCT Newsletter において再三にわたって注意喚起を
続けております。そしてこの度、“IPS ‒ Intellectual Property Services” からの新たな請求書が確認され

                                                  
1 この情報は、EPO 官報の該当する本⽂に差替えられます。 
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ました。本請求書は、PCT ユーザが WIPO に通報した他の多くの例と共に下記リンク先でご覧いただけ
ますし、このような請求書に関する⼀般的な情報も同リンク先からご覧いただけます。 

  https://www.wipo.int/pct/ja/warning/pct_warning.html 

PCT 出願⼈および代理⼈は、優先⽇から 18 カ⽉を経過した後速やかにすべての国際出願について国際
公開を⾏うのは IB のみであることにご留意ください (PCT 第 21 条(2) (a) 参照) 。国際公開に関する別
個の⼿数料は存在しません。そして、国際公開の法的効果は PCT 第 29 条に規定されています。PCT 出
願⼈や代理⼈の皆様におかれましては、まだそうなされていない場合には、組織内の⼿数料⽀払い担当
者や、このような請求書を受理する可能性がある出願⼈や発明者に注意を促してください。また、この
ような疑わしい請求書を受け取った場合には、国際事務局にご連絡いただければ幸いです。 

電話番号: (+41-22) 338 83 38 

FAX 番号: (+41-22) 338 83 39 

電⼦メール: pct.legal@wipo.int  

WIPO は、PCT 出願⼈、代理⼈または発明者 (PCT ユーザ) の皆様に、政府または消費者保護協会にて
対処するようお勧めしております。苦情申⽴ての例⽂や “政府機関また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サイトでご覧いただけます。 
 
実務アドバイス 

管轄国際調査機関および国際予備審査機関 

Q: 私は最近、スイスの国⺠で居住者である出願⼈に代わって受理官庁としての国際事務局に国際出願を
提出しました。そして PCT 規則 92 の 2 に基づき、当該出願への 2 ⼈⽬の出願⼈の追加を請求したとこ
ろです。この共同出願⼈はスイスの居住者ですが、ロシア連邦の国⺠です。出願時点では、唯⼀の管轄
国際調査機関は、欧州特許庁でした。新規出願⼈がロシア連邦の国⺠であるため、欧州特許庁にてまだ
国際調査が開始されていないのであれば、連邦知的所有権⾏政局 (Rospatent) (ロシア連邦) に国際調査
の実施をお願いすることは可能でしょうか？ 

A: 国際出願が受理官庁 (RO/IB) としての国際事務局に提出された場合、管轄国際調査機関 (ISA) (また
は場合によっては機関) は、PCT 規則 35.3 の規定に基づき、国際出願が、出願⼈が居住者または国⺠で
ある締約国の国内官庁に対して、またはある締約国のために⾏動する官庁に対して提出されたとしたな
らば管轄したであろう機関になります。ご存知のようにあなたの事例では、国際出願を提出した時点で
の出願⼈はスイスの国⺠および居住者である者が唯⼀の出願⼈であったため、当該出願の管轄受理官庁
は、RO/IB に加えて、スイス連邦知的所有権機関または欧州特許庁 (EPO) になり、そのため管轄 ISA
は EPO になります。(管轄 ISA に関する情報は、PCT 出願⼈の⼿引 附属書 C の関係する受理官庁をご
参照ください。) 

通常、国際出願を RO/IB に対して提出する 1 つの利点は、出願⼈の居住国が国籍と異なる場合、また
は異なる国の居住者および/または国⺠である出願⼈が 2 ⼈以上いる場合です。これにより、PCT 規則
35.3 および 59.1 (b) に基づき、受理官庁としての管轄国内官庁または広域特許庁に提出する場合より
も、ISA および IPEA の選択肢が広がる可能性があります。あなたの事例では、出願時に双⽅の出願⼈
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が国際出願に含まれていた場合には、出願⼈のそれぞれスイス国籍とロシア国籍に基づいて、EPO また
は Rospatent の選択があったでしょう。しかしながら、ロシア⼈の出願⼈は出願後に追加されたため、
(調査がまだ開始されていないとしても) 連邦知的所有権⾏政局 (Rospatent) にその後国際調査の実施を
請求することはできません。それは、管轄 ISA を決定する際には、国際出願提出時の状況が考慮される
ためです。 

国際出願が RO/IB に提出された場合には、管轄国際予備審査機関 (IPEA)(または機関) は、PCT 規則
59.1(b) に従って、国際出願が、出願⼈が居住者または国⺠である締約国の国内官庁に提出されたとし
たならば、またはその締約国のために⾏動している国内官庁に提出されたとしたならば管轄したであろ
う機関になります。国際出願に関する国際予備審査請求の提出を検討している場合には、あるいは国際
予備審査請求が提出される前に 2 ⼈⽬の出願⼈が追加されたとしても、管轄 IPEA を決定する際にも、
国際出願提出時の状況が考慮されるため、唯⼀の管轄 IPEA は EPO になるであろうという点にご留意く
ださい。 

それでもなお、Rospatent による調査の実施を希望する場合 (たとえば、ロシア語⽂献に関して⾏われ
る調査を望む場合) には、PCT 規則 45 の２.1 に従って、Rospatent による国際出願の補充国際調査 
(SIS) を請求することもできます。SIS は、EPO による主要な国際調査の追加となり、追加料⾦が発⽣
します。SIS に指定された機関 (SISA) は、補充国際調査報告書2 を発⾏しますが、⾒解書は発⾏しませ
ん。すべての出願⼈は、国際出願が提出された官庁に関係なく、優先⽇から 22 カ⽉の満了前のいつで
も、(最初の国際調査を⾏った官庁を除く) このサービスを提供するすべての官庁3に SIS を請求する資
格があります。SIS の請求は、www.wipo.int/pct/en/forms/index.html から取得できる様式
PCT/IB/375 (補充調査請求書) を使⽤して⾏ってください。また対応するドキュメントアップロードア
クション機能を利⽤して ePCT にアップロードすることもできます。SIS の詳細は、以下のリンクか
ら、PCT 出願⼈の⼿引 国際段階の概要、第 8 章をご参照ください。 

  www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf 

                                                  

2 国際調査機関が第 17 条(2)(a) に規定する国際調査を⾏わない旨の宣⾔をした場合、または SISA が第 16 条(3)(b) に基づき適⽤される取決め
に定められた制限または条件により、SIS の実施が完全に除外されると判断した場合、SISA は補充国際調査報告書を作成しないことを決定す
ることができます (PCT 規則 45 の 2.5(e))。 

3 補充国際調査は、オーストリア特許庁、欧州特許庁、フィンランド特許登録庁、スウェーデン特許登録庁、シンガポール知的所有権庁、ト
ルコ特許商標庁、ウクライナ経済開発通商省 知的所有権部、北欧特許機構、およびヴィシェグラード特許機構によっても⾏われます。 


