付録 B

先行庁

特許性／特許可能性有りと判断された請求項

オーストリア Granted Patent Publication(特許公報)及び／又は以下の Office
Action(オフィスアクション)：
APO
- "Erteilungsbeschluss" (Decision to grant a patent(特許査定))
- "(Letzter) Vorbescheid" (Office Action relating to Intention to Grant
(特許査定の意向に関するオフィスアクション))
カナダ
CIPO

デンマーク
DKPTO

ドイツ
DPMA

Granted Patent Publication(特許公報)又は以下のOffice Action(オフィ
スアクション) ：
(Notice of Allowance(特許可能性有りの通知)、Examiner’s Report(審査
官報告書)、又はFinal Action Report(最終アクション報告書))
Granted Patent Publication(特許公報)及び／又は以下のoffice actions
(オフィスアクション)：
- "Godkendelse" (“Grant”)(特許付与査定）
- “Berigtigelse af bilag” (“Intention to Grant” (特許査定の意向))
- ”Resultatet af din n. tekniske behandling af din patentansøgning”
(”nth technical examination of your patent application” (貴特許出願の第
n回技術審査))
(2014年4月1日施行特許法第43節で定める)Search report
(“Recherchenbericht”(調査報告書)で、特許出願のすべての請求項が特
許性有りと示されている場合；
office action（Prüfungsbescheid(オフィスアクション))で、少なくとも
一つの請求項が特許性有りと明確に示されている場合）、decision to
grant a patent (“Erteilungsbeschluss”(特許査定)); patent specification
(“Patentschrift”、(特許明細書))

エストニア
EPA
ハンガリー
HIPO

Granted Patent Publication（特許公報）及び／又はOffice action （オ
フィスアクション）における、"Patendi väljaandmise otsus”
(Decision to Grant(特許査定))。
Search Report with Written Opinion(見解書を伴う調査報告書)。
Written Opinion (Írásos vélemény, Letter Code ‘77’(見解書)) であっ
て、請求項が特許性又は特許可能性有りと明示されているもの、
Letter relating to Intention to Grant (Letter Code ‘SM’)(特許査定の意向
通知書(通知書コード「SM」)。
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イスラエル
ILPO

チリ
INAPI

"Notice of objection in accordance with regulation 41"(規則 41 による
異議通知)、請求項が特許可能であることが記載された"Guide to
submitting patent applications"(特許出願提出ガイド)、"Notice before
acceptance of patent application"(出願受理前通知)。
office action(オフィスアクション)が下記のいずれかでありうるもの：
請求項が特許可能性有りと示す INAPI の国内成果物は、以下が該当す
る：
(i)Examiner´s Report（審査官報告書）
請求項が特許可能性有りと示す INAPI の PCT 成果物は、以下が該当
する：
(ii) Written Opinion of the International Searching Authority (WO-ISA)
(国際調査機関の見解書(WO-ISA))
(iii) Written Opinion of the International Preliminary Examination
Authority (WO-IPEA)
(国際予備審査機関の見解書(WO-IPEA))
(iv) International Preliminary Report on Patentability (IPRP)
(特許性に関する国際予備報告書(IPRP))

ペルー
INDECOPI

ポルトガル
INPI
(Portugal)

(a) Decision to Grant a Patent (特許査定)
(b) Notification of Reasons for Refusal (拒絶理由通知書)
(c) Decision of Refusal (拒絶査定)
(d) Appeal Decision (審決)
請求項が特許性有りと明示される場合のSearch Report with Written
Opinion (Relatório de Pesquisa com Opinião Escrita、(見解書を伴う調
査報告書))、Examination Report (Relatório de Exame、(審査報告書))
及び Grant Publication (Publicação da Concessão、(特許公報))。

オーストラリ published Accepted or Granted Standard Patent (公開された標準特許
ア
(受理段階の特許も含む))及び／又はoffice action(オフィスアクショ
ン)。オーストラリア特許庁のオフィスアクションには、“Examination
IP Australia
Report”(審査報告書)、“Notice of Acceptance” (受理通知)及び"Notice of
Grant/Sealing"(特許査定)等がある。
ニュージーラ Accepted Application(受理段階の出願)又はGranted Patent(特許公報)
ンド
及び／又はoffice action of a published application(公開出願のオフィス
アクション)。ニュージーランド知的財産庁のオフィスアクション
IPONZ
は、“Examination Report”(審査報告書)、 “Notice of Acceptance” (受理
通知)及び"Notice of Grant"(特許査定)を含みます。
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シンガポール - Written Opinion (見解書)
- Search and Examination Report (調査及び審査報告書)
IPOS
- Examination Report (審査報告書)
アイスランド Granted Patent Publication(特許公報)及び／又は、下記のOffice
Action(オフィスアクション):。
ISIPO
“Tilkynning um veitingu einkaleyfis” (Notification of Grant（特許査定通
知書)) 又は“Fyrirhuguð útgáfa einkaleyfis” (Intention to Grant (特許査
定の意向))。
韓国
KIPO

ノルウェー
NIPO

Granted Patent Publication(特許公報)及び／又は、下記のOffice
Action(オフィスアクション)。
韓国特許庁のオフィスアクションは、"Notification of Reason for
Refusal"(拒絶理由通知)、 "Decision to Refuse a Patent"(特許拒絶査定)
又は"Decision to Grant"(特許査定)が含まれる。
Granted Patent Publication(特許公報)及び／又は、下記のOffice
Action(オフィスアクション)。
"Godkjenning til meddelelse" (Decision to Grant(特許査定))、
“Uttalelse”又は“Realitetsuttalelse” (Office action(オフィスアクション))

ポーランド
PPO

Granted Patent Publication (特許公報)若しくはSearch Report (調査報
告書)及び／又はWitten Opinion(見解書) 若しくはDecision to grant a
Patent(特許査定)若しくはDecision to refuse a Patent in part(特許部分
拒絶査定)

フィンランド Granted Patent Publication(特許公報)及び／又は、Office Action(オフ
ィスアクション)。 (フィンランド語では“Office action”(オフィスアク
PRH
ション)又は“Communication of Acceptance”(受理通知)は、それぞれ
“Välipäätös” 又は“Hyväksyvä välipäätös”に該当します)
ロシア
ROSPATENT

Granted Patent Publication(特許公報)及び／又はOffice action(オフィ
スアクション)
Decision to Grant (Решение о выдаче патента(特許査定)) 及び
Search Report with Written Opinion(見解書を伴う調査報告)

コロンビア

- Decision to Grant a Patent (特許付与査定)
- Decision to Partially Grant a Patent (部分特許査定)
3

SIC

スペイン
SPTO
英国
UKIPO
米国
USPTO

- Substantive examination without prior art
実体審査)

(先行技術調査を行わない

Granted Patent Publication(特許公報)及び／又は実体審査の一部とし
ての“Resolución de concesión con examen previo de la solicitud de
patente” (Granting decision (特許査定))。
Intention to Grant letter(特許査定の意向通知書)、又は、Notification of
Grant letter(特許査定通知書)
US Letters Patent (米国特許状)又はOffice action(オフィスアクショ
ン)。
米国特許商標庁のオフィスアクションには、 “Non-Final Rejection”(非
最終拒絶通知)、“Final Rejection”(最終拒絶通知)、“Ex parte Quayle”(査
定系クウェイル通知)、及び“Notice of Allowability” (特許可能性通知)が
該当する。
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