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＜シンガポール＞
シンガポール特許制度における
外国ルートの廃止
Drew & Napier LLC
Director, Intellectual Property

Lim Siau Wen
頑強な特許制度の構築に向けたシンガポールの取り組みは、アジアの知財ハブ
になるという 2013 年の 10 年計画の政府発表以来、衰えを知らない。
知財への投資を強力に促進するための助成金や制度といった様々な政策に加え
て、シンガポール知的財産庁 (IPOS) は知的財産権の保護を強化するため種々の
領域の業務を積極的に見直している。
これに関して最近の重要な展開として、2020 年 1 月 1 日より施行される、特
許手続きの「外国ルート」の廃止が予定されている（2016 年 12 月 7 日付 IPOS
通達 No. 5/2016）
。
現在のところ、特許出願人は一定の認められた対応出願についての有利な審査
結果や特許査定に基づき、自らの出願について補充審査を求めることができる
（
「外国ルート」）。補充審査の内容は、ダブルパテントや現地出願と対応外国出願
との間のクレームの関連性といった、法的な基準を満たしているかどうかの
チェックなどである。これは今まで、迅速で費用を低く抑えられるため、よく使
われていた（補充審査に庁費用はかからない）。
しかし「外国ルート」では、その特許出願は新規性や進歩性といった面でシン
ガポール特許法の下での特許性の基準では実体審査を受けない。「外国ルート」
の廃止によって全ての出願がきちんとシンガポールで実体審査を受けることで、
特許査定の質が向上すると期待されている。
この変更は 2020 年 1 月 1 日以降に申請される特許出願に適用される。それま
でに申請された特許出願については、「外国ルート」を利用できる。
近年、シンガポールが国際調査機関や国際予備審査機関として認定されたり、
特許審査ハイウェイに参加したりしているのに加えて、この特許出願手続きにつ
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いての 2020 年の改革によって、アジアの知財ハブになるという目標にシンガポー
ルはまた一歩動き出そうとしていると言える。
（邦訳：当研究所）
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＜ Singapore ＞
Closure of Foreign Route
in Singapore’s Patent Regime
Drew & Napier LLC
Director, Intellectual Property

Lim Siau Wen
Singapore’s drive towards a robust intellectual property regime is showing no
signs of slowing down since the government’s 2013 announcement of a 10 year Master
Plan for Singapore to become an intellectual property hub in Asia.
Besides various policy implementations such as grants and schemes to actively
encourage investment in intellectual property, the Intellectual Property Office of
Singapore (“IPOS”) has also actively reviewed its practices in various areas to strengthen
the protection of registered intellectual property rights.
A recent and important development in this area is the planned closure of the

“foreign route” in patent prosecution with effect from 1 January 2020 (IPOS Circular No.
5/2016, dated 7 December 2016).

It is currently open to a patent applicant to seek the supplementary examination
for his application by relying on the favourable examination results or a granted patent

from certain approved corresponding applications (the “foreign route”). The
supplementary examination involves checking for compliance issues such as double
patenting or relatedness of claims between the local application and the corresponding
foreign application. This approach has traditionally been popular amongst patent
applicants as it is both expeditious and cost effective (there being no official fees for the
supplementary examination).

Under the “foreign route” however, the patent application is not substantively

examined for patentability criteria under Singapore Patent Law such as novelty and
inventive step. It is envisaged that the closure of the “foreign route” will enhance the

quality of the patent grants as all applications will effectively be substantively examined
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in Singapore.
This change will be applicable to patent applications filed on or after 1 January

2020. The “foreign route” option will continue to be available to patent applications filed
before 1 January 2020.
Coupled with Singapore’s recent recognition as a competent International
Searching Authority and International Preliminary Examination Authority and its
participation in the Patent Prosecution Highway, the proposed 2020 refinement to its
patent prosecution process would suggest that Singapore is well poised to achieve its aim
to become an intellectual property hub in Asia.

