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1-1 ePCT とは ： 

RO 

ISA, IPEA 

ISA, IPEA(*) 

IB 

WIPOが提供する、申請人・受理官庁(RO)・国際事務局(IB)・国際
調査機関(ISA)・国際予備審査機関(IPEA)間のPCT手続きをインター
ネット上で行う為のサービスです。 

2017年5月時点では、国際事務局（IB)と一部の官庁に対する手続き
のみが実施可能です。 

従来の手続き 
（手続によって窓口が異なる） 

ePCT による手続き 
（窓口をePCTに一本化） 
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申請人 

RO(*) 

 

申請人 

(*) 一部官庁のみ。 
日本国特許庁は未対応。 

ePCT 

IB 
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ePCTへのログインやその他手続きは全てこちらのページから行えます。 

 ePCTポータル：https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp 
 （検索エンジンで「ePCT」と入力してください） 

1-2 ePCT とは : ePCTポータル 
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言語切替ボタン 
(10言語対応） 

WIPOアカウント作成画面 
（「3.ePCTの始め方」参照） 

サポートページ 

ePCTデモモード 
（ePCTの機能を試し
たい場合はこちらを
ご利用ください。） 

https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp
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ePCTの各種機能は以下のように利用頂けます。ePCT利用時の認証
方法によって、利用できる機能が異なります。 

 

ePCT 
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1-3 ePCT とは : 利用イメージ 

申請人 

 [認証1]  WIPOアカウント 

インターネット上から利用 

[認証2] 高度な認証 
（ ワンタイムパスワード もしくは 電子証明書による認証） 

[認証3]  eOwnership  

・中間書類の提出 
（ドキュメントアップロード・ 
オンラインアクション（一部）） 

・第三者情報提供 

ePCT出願 

・中間書類の提出 
（ドキュメントアップロード・オンライ
ンアクション） 

・PCT国際出願情報の閲覧 等 

[参照] 
3. ePCT
の始め方 

[参照] 
2. ePCT
の機能 
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2-1 ePCTの機能：概要 
ePCTで利用できる主な機能は以下の通りです。 

 ePCT利用時の認証方法によって、利用できる機能が異なります。 
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機能名 [認証１] 
WIPO 

アカウント 

[認証２] 
高度な 
認証 

[認証３] 
eOwner-

ship 

1 PCT中間書
類の提出 

ドキュメントアップロード ○ ○ ○ 

2 オンラインアクション ×（一部○） ×（一部○） ○ 

3 ePCT出願 (ePCT-Filing) × ○ ○ 

4 PCT国際出願情報の閲覧 × × ○ 

5 タイムラインの表示 × × ○ 

6 電子メールによる通知 × × ○ 

7 ワークベンチによる管理 × × ○ 

8 eOwnershipによるアクセス権の管理 × × ○ 

9 ePCTメッセージの送信 ○ ○ ○ 

10 第三者情報提供 ○ × × 
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ePCT 

2-1 ePCT の機能：中間書類の提出 
ドキュメントアップロード・オンラインアクション 

ePCTから、国際事務局に対してPCT中間書類を提出できます。 

以下の２つの提出方法があります： 

1) ドキュメントアップロード 
PDF形式の中間書類をePCT経由で提出する。 

2) オンラインアクション   [高度な認証利用時のみ（一部例外有り）] 

中間書類をePCT上で作成し提出する。 
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申請人 

[利用イメージ] 

書類の作成 
（PC等で実施） 

提出 

書類の作成 
（ePCT上で実施） 

ドキュメント 
アップロード 

オンライン 
アクション 提出 

中間 
書類

(PDF) 

IB 

中間 
書類

(PDF) 



© 2017 Asahi HASEBE, WIPO 

ePCT 

2-1 ePCT の機能：中間書類の提出 
ドキュメントアップロード (1/10) 

出願済みのPCT国際出願に関する手続き書類（PDF形式）を、ePCT上
から国際事務局に提出することができます。 

PDFファイルの提出後に、別途紙の書類を提出する必要はありません。 
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申請人 

[利用イメージ] 

書類の作成 
（PC等で実施） 

提出 
（即時送達） 

提出不要 

書類の処理状況の確認 
（提出直後から可能） 

国際事務局が
保持する書誌
情報・書類等 

最新情報 
の提示 

中間 
書類

(PDF) 

中間 
書類
(紙) 

IB 
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ドキュメントアップロードの対象書類は、以下の通りです。 (1/3) 

2-1 ePCT の機能：中間書類の提出 
ドキュメントアップロード (2/10) 

条約第19条に基づく補正 
- 請求の範囲の補正書添付書簡 
- 請求の範囲の補正についての説明書 
- 請求の範囲の補正書 

補充 [規則26] 
- [規則26] 差替え又は代替用紙 
- 願書様式の差替え用紙 

規則92の2に基づく変更の記録要請 
- 規則92の2に基づく変更の記録要請 
- [規則92の2] 複数の国際出願に係る規 
則92の2に基づく変更の記録要請 
- 譲渡 

翻訳文 
 - [規則12.3] 出願本体の翻訳文（国際調査目的） 
 - [規則12.4] 出願本体の翻訳文（国際公開目的） 

優先権 
 - [規則28の2.1] 優先権の主張の補充又は追加 
 - 優先権書類 
 - [規則28の2.3] 申立て/証拠 (優先権の回復）   
 - 理由の陳述書（優先権の回復）  
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規則4.17に基づく申立て 
 - [規則4.17(i)] 発明者の特定に関する申立て 
 - [規則4.17(ii)] 出願し及び特許を与えられる出願
人の資格に関する申立て 
 - [規則4.17(iii)] 優先権を主張する出願人の資格
に関する申立て  
 - [規則4.17(iv)] 発明者である旨の申立て 
 - [規則4.17(v)] 不利にならない開示の申立て 
 - [規則4.17(i)+(ii)]出願し及び特許を与えられる
出願人の資格に関する申立て、及び発明者の特定に
関する申立てを組み合わせた申立て  

 

【注意】電子形式で国際事務局に提出で
きる優先権書類は、以下のいずれかの発
行官庁の認証によるデジタル署名を付し
たものに限られます。 
- ブラジル国立工業所有権機関 
- ポルトガル国立工業所有権機関 
- 米国特許商標庁 (USPTO) 
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明白な誤記の訂正 [規則91]  
 - 訂正請求 
 - 訂正された用紙 
 - 訂正請求の拒否理由の公表請求 

国際調査機関の見解書/第三者情報に対する
コメント 
 - 国際調査機関の見解書に対する出願人の非
公式コメント 
 - 第三者情報に対する出願人のコメント 

先の調査 
 - 先の調査の結果 
 - 先の出願の写し 
 - 先の出願の翻訳文 
 - 先の調査に関して国際調査機関に宛てた出
願人の書簡（’PCT Direct’） 
 - 先の調査の結果の翻訳文 
 - 先の調査報告における引用文献 
 - 先の調査の結果の翻訳文 

2-1 ePCT の機能：中間書類の提出 
ドキュメントアップロード (3/10) 

ドキュメントアップロードの対象書類は、以下の通りです。(2/3) 
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手数料 
- 手数料軽減資格 
- 手数料関連の通信 

規則90の2に基づく取下げ 
 - 国際出願の取下げ  
 - 優先権の主張の取下げ 
 - 補充国際調査請求の取下げ 
 - 指定の取下げ 
 - 国際予備審査請求（第二章）の取下げ 
 - 選択の取下げ 

国際出願の一部を構成する配列表 
 - 配列表 
 - 配列表に関する陳述書 
 - [規則 20.6] 規則20.6に基づく引用により補
充された配列表 

配列表 [規則13の3] 
 - [規則13の3] 配列表（国際調査目的のみ） 
 - [規則13の3] 配列表に関する陳述書 
 - [規則13の3] 配列表・訂正 
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2-1 ePCT の機能：中間書類の提出 
ドキュメントアップロード (4/10) 

ドキュメントアップロードの対象書類は、以下の通りです。(3/3) 
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要素又は部分の引用補充 
 - [規則 20.6] 要素又は部分の引用補充の確認 
 - [規則 20.6] 規則20.6に基づく引用により補充された配列表 

補充国際調査 
 - [IB/375] 補充調査請求 
 - 国際出願の翻訳文（補充国際調査目的） 
 - [規則13の3] 配列表（国際調査目的のみ） 
 - [規則13の3] 配列表に関する陳述書（国際調査目的のみ） 

委任状 
- 委任状 

その他 
 - 一般の通信 
 - 早期公開請求 
 - ライセンシングによる利用可能性の表示請求 

【注意】 
どの書類名を選べば良いか分からない時
は、「一般の通信」を選択してください。 
IBで内容を確認し、適宜処理致します。 

「DASによる優先権書類取得請求」も
「一般の通信」を選択してください。 
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 手順 1 : ePCTポータルからログインする。 
 

ドキュメントアップロードは以下の手順 1～4 で行います。 

2-1 ePCT の機能：中間書類の提出 
ドキュメントアップロード (5/10) 

(1) WIPOアカウント(*)のユーザ名とパスワー
ドを入力し、「サインイン」をクリックする。 

13 

(*) WIPOアカウントや認証方法については、 
「3. ePCTの始め方」参照。 

(2) 適当な認証方法(*)を選択
し「OK」をクリックする。 
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2-1 ePCT の機能：中間書類の提出 
ドキュメントアップロード (6/10) 
 手順 2 :「国際出願番号による検索」欄から、文書を提出したい

PCT国際出願を検索する。 

(2) 「国際出願を検索」画面で国際出願
日を入力し、「検索」をクリックする。 
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(1) 「国際出願番号による検索」欄に書
類を提出する国際出願番号を入力する。 
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2-1 ePCT の機能：中間書類の提出 
ドキュメントアップロード (7/10) 

 手順 3 : 国際出願の情報画面で、 

o「書類」タブを開き、「アップロード」を選択する。 もしくは、 

o「アクション」タブを開き、「ドキュメントアップロード」を選択する。 
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「書類」タブから「アッ
プロード」を選択する。 

または、 

「アクション」タブから
「ドキュメントアップ
ロード」を選択する。 
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2-1 ePCT の機能：中間書類の提出 
ドキュメントアップロード (8/10) 

 手順 4 : 提出する書類名、書類ファイル、連絡事項、署名を入力する。 
（注意事項 p. 28～32 もご参照ください） 

(1) 提出したい文書の
種類を選択する。 
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(2) 「書類を追加」ボ
タンから、作成してお
いた文書（PDF形式）
を添付する。 

(3) カバーレターに記
載する連絡事項を記入
する。（任意） 

(5) 「プレビュー」ボ
タンでカバーレターを
確認する。 

(4) 署名を記入する。 

(6) 「アップロード」
ボタンで提出する。 
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2-1 ePCT の機能：中間書類の提出 
ドキュメントアップロード (9/10) 
 手順 5: 国際出願の情報画面で、「書類」タブを開き、提出した書

類が表示されていることを確認する。  [完了] 
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国際事務局に提出された
書類が「IB保管記録」に
表示されます。 
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2-1 ePCT の機能：中間書類の提出 
ドキュメントアップロード (10/10) 

中間書類の提出後、以下のようなカバーレターが自動的に作成されます。 
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提出時に「連絡事項」欄に入力したメッ
セージが表示されます。 

手続き内容に補足等がある際はこちらに
ご記入ください。 
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手続書類をePCT上に用意された様式で作成し、提出することができ
ます。 

書類作成時には、ePCTに格納されている書誌情報等をコピーし利用
することができます。 

  ePCT 

2-2 ePCT の機能：中間書類の提出 
オンライン アクション (1/4)   
      [高度な認証・eOwnership利用時のみ（一部例外有り）] 
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申請人 

[利用イメージ] 

書類の作成 
（ePCT上で実施） 

提出 
（即時送達） 

提出不要 

国際事務局が
保持する書誌
情報・書類等 書類の処理状況の確認 

（提出直後から可能） 

書誌情報等
のコピー 

最新情報 
の提示 

中間 
書類

(PDF) 

中間 
書類
(紙) 

IB 
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2-2 ePCT の機能：中間書類の提出 
オンライン アクション (2/4)  
    [高度な認証・eOwnership利用時のみ（一部例外有り）] 

オンラインアクションの対象手続きは以下の通りです。 
 

 [現在実施可能な手続き] 
• 条約第19条に基づく補正書の提出 （高度な認証無しでも利用可能） 
• 規則92の2に基づく変更の記録要請 

   （国際公開後のみ、高度な認証無しでも利用可能） 
• ライセンシング利用可能性の表示請求 
• 優先権主張の取下げ 
• 優先権書類をDASから取得する請求 
• 先行技術文献に関する見解 
• 国際予備審査請求（第二章）の取下げ 
• 国際予備審査請求（第二章）の提出 
• 国際公開のための翻訳文 
• 国際出願の取下げ 
• 国際出願をDASで利用可能にする請求 
• 指定の取下げ 
• 新規委任状を作成 
• 早期公開請求 
• 規則4.17に基づく申立て  
• 選択の取下げ 
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【注意】 
手続きによっては、オンラインア
クションで作成する書類とは別に
添付書類を求められる場合があり
ます。 

（例：各種取下げ手続きでは委任状の
添付が必須です） 

【注意】 
2017年5月現在、申立て（i), (ii), 
(iii), (v) を日本語で作成すると名
称・氏名のローマ字表記が記載さ
れない問題が発生しております。
英語の書類のみでご利用ください。 
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2-2 ePCT の機能：中間書類の提出 
オンライン アクション (3/4)  
    [高度な認証・eOwnership利用時のみ（一部例外有り）] 

以下のような画面から、提出する文書を作成することができます。 

[例：規則92の2に基づく変更の記録要請 作成画面] 
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【注意】 
「規則92の2に基づく変更の記
録要請」で氏名・名称の変更を
請求する際には「名義の変更」
へのチェックは不要です。 
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2-2 ePCT の機能：中間書類の提出 
オンライン アクション (4/4)  
      [高度な認証・eOwnership利用時のみ（一部例外有り）] 

画面中の「プレビュー」ボタンから、提出前の書類を確認できます。 

作成した書類はPDF形式に変換され、IBへ即時提出されます。 
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【注意】書類の提出前には、必ずプレビューによる表示が想定通りで
あることを確認してください。 

書類の 
プレビューボタン 
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2-2 ePCT の機能：中間書類の提出 
オンライン アクションでの19条補正 (1/5) 

オンラインアクションによる「第19条に基づく補正書の提出」では、 
MS-Word等で作成した請求の範囲（Docx形式）をXMLデータに変換
し提出する機能をご利用頂けます。 

 手順 1: 当該出願の画面で、「アクション」タブから「条約第19条
に基づく補正書の提出」を選択する。 
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選択 
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2-2 ePCT の機能：中間書類の提出 
オンライン アクションでの19条補正 (2/5) 

 手順 2: Docx形式もしくはPDF形式(*注意事項:p.30~32参照)で作
成した、補正後の請求の範囲を添付する。 
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サンプルファイルをMS-Word
で開くと左のようになります。
ePCT出願時（後述）に利用で
きるものと同じフォーマットで
す。 

Docx形式で提出する場合のテ
ンプレートファイル・サンプル
ファイルはこちらからダウン
ロード頂けます。 
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2-2 ePCT の機能：中間書類の提出 
オンライン アクションでの19条補正 (3/5)    

 手順 3: 補正添付書簡を作成もしくは添付する。 
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2-2 ePCT の機能：中間書類の提出 
オンライン アクションでの19条補正 (4/5)   

 手順 4: 第19条に基づく説明書（任意）を作成もしくは添付する。 

 

 

 

 

 

 

 手順 5: 必要に応じてその他書類を添付する。 
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2-2 ePCT の機能：中間書類の提出 
オンライン アクションでの19条補正 (5/5) 

 手順 6: 連絡事項（任意）、及びテキスト署名を入力し、提出する。 

 （注意事項 p. 28～29 参照） 

27 
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中間書類提出時のテキスト署名には、手続きを行う個人の名前が記
載されている必要があります。（企業・事務所名のみは不可） 

特許業務法人として手続きを行う際は、署名欄及び連絡事項欄に以
下のように記載してください。 

2-2 ePCT の機能：中間書類の提出 注意事項 
特許業務法人として手続きを行う際のテキスト署名の記載
方法について (1/2) 
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受付可否 署名欄  連絡事項欄 備考 

○可 /TOKKYO Taro/ TOKKYO Taro is a 

patent attorney of 

Sample Patent Office 

連絡事項欄が左記
に相当する文言で
あれば可。 

（日本語でも可） 

 

/TOKKYO Taro, 

Sample Patent Office/ 

×不可 /TOKKYO Taro/ - （記載無し） 個人名のみ、また
は事務所名のみは
不可。 /Sample Patent Office/ - （記載無し） 

[例] 
サンプル特許事務所(Sample Patent Office) の特許太郎(TOKKYO Taro) 様 

      による手続きの場合 
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2-2 ePCT の機能：中間書類の提出 注意事項 
特許業務法人として手続きを行う際のテキスト署名の記載
方法について (2/2) 
[例] 
サンプル特許事務所(Sample Patent Office) の特許太郎(TOKKYO Taro) 様 

      による手続きの場合 
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WIPO/IBでは、以下の中間書類のPDFがePCTから提出された場合、PDF中の文
字情報をコピー＆ペーストしてIB内のデータを更新しています。 

 これらの中間書類をePCTで提出する際は、 

 記載された文字情報がパソコン上でコピー＆ペーストできる形式で、かつ、 

 PDF中の文字に利用されるフォント情報が埋め込まれた状態にしてください。 
 

[対象となる書類] 

o 19条補正：請求の範囲の補正書、請求の範囲の補正についての説明書 

o 規則 92 の 2 に基づく変更の記録要請 

 

2-2 ePCT の機能：中間書類の提出 注意事項 
PDFファイルの形式について 

30 

[○：PDFのテキスト選択可] [×：PDFのテキスト選択不可] 

※主に紙の書類をスキャナーでPDF化した場合などに、「テキスト選択不可」の
PDFが作成されます。 
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[参考] MS-Wordで作成した書類のPDF変換方法 

1)  MS-Wordで書類を作成する。 

2)「別名で保存」を選択する。 （下図） 

3)「ファイルの種類(T)」で「PDF (*.pdf)」を選択する。 

4)「オプション」画面（右図）で、「アクセシビリティ
用のドキュメント構造タグ」のチェックを外す。 
 （不要な情報がPDF中に入らないようにするため） 

5)「別名で保存」画面に戻り、「保存」を選択する。 

 

3) 

4) 

5) 

2-2 ePCT の機能：中間書類の提出 注意事項 
PDFファイルの形式について (2/3) 
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 [参考] PDFへのフォント埋め込み情報の確認方法 

   Acrobat ReaderでPDFファイルを開く場合の確認手順は以下の通りです。 

 （ソフトウェアによって確認手順や表示内容は異なります） 

1) PDFファイルをAcrobat Readerで開く。 

2) 「ファイル」メニューの「プロパティ」を選択する。 

3) 各フォントに、「Embedded Subset」もしくは「埋め込みサブセット」
と表示されていれることを確認する。 
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2-2 ePCT の機能：中間書類の提出 注意事項 
PDFファイルの形式について (3/3) 
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ePCT 

ePCT上からPCT国際出願を行うことができます。 

 ePCT出願のメリット： 

o ソフトウェアのインストール・アップデートが不要 

o PCT-SAFEよりも高度な願書作成・チェック機能 

o 出願後にeOwnership（PCT国際出願へのアクセス権:p.56 参照）を自動付与 

o MS-Word による明細書（Docx形式）のXML出願に対応 

 2017年5月時点で出願可能な受理官庁は一部のみ。 
（RO/JPは未対応） 

2-3 ePCT の機能： ePCT出願 
 概要  [高度な認証利用時のみ] 

33 

申請人 RO/IB, 他 
(RO/JPは未対応） 明細書の

添付 

ePCTによる記載
内容のチェック 

[利用イメージ] 

願書の作成 
（ePCT上で実施） 

提出 
（即時送達） 

明細書 
（PDF/XML/ 

Docx) 

願書 
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ePCT出願は、以下の手順1～3の通りに行います。 

 手順 1: ePCTに高度な認証を利用してログインする。 

2-3 ePCT の機能： ePCT出願 
 願書の作成手順 (1/3)    [高度な認証利用時のみ] 

34 

(1) WIPOアカウント(*)のユーザ名とパスワー
ドを入力し、「サインイン」をクリックする。 

(*) WIPOアカウントや認証方法については、 
「3. ePCTの始め方」参照。 

(2) 適当な認証方法(*)を選択
し「OK」をクリックする。 
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 手順 2:「新規国際出願」タブを開き、国際出願の書類番号及び受理
官庁を設定する。 

2-3 ePCT の機能： ePCT出願 
 願書の作成手順 (2/3)    [高度な認証利用時のみ] 

35 

(1) 「新規国際出願」を選択する。 

(2) 「書類番号」「受理官庁」を設定する。 (3) 「作成」をクリックする。 
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 手順 3: 必要な情報を入力し、提出する。[完了] 

36 

2-3 ePCT の機能： ePCT出願 
 願書の作成手順 (3/3)     [高度な認証利用時のみ] 

「プレビューを表示」で
作成途中の願書を表示で
きます。 

画面を下にスクロール
すると、必要な入力項
目が表示されます。 

「チェック」ボタンで
記載内容の不備等を確
認できます。 

「アクセス権」ボタン
から、作成中の下書き
を他のePCTユーザと共
有できます。 
（事前にeHandshakeの設
定が必要です。「3.ePCT
の始め方」参照） 
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ePCT出願で作成した願書に明細書を添付する際は、次の形式が選択
できます。 

1) PDF形式（明細書・請求の範囲・要約書・図面それぞれのPDFフ
ァイルを添付、もしくは、まとめて１つのPDFファイルを添付） 

2) XML形式  
（明細書・請求の範囲・要約書・図面のXMLデータを添付） 

3) Docx形式 （次ページ参照） 

37 

2-3 ePCT の機能： ePCT出願 
 明細書の添付     [高度な認証利用時のみ] 
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2-3 ePCT の機能： ePCT出願 (ePCT-Filing) 
 Docx形式の明細書の添付 概要 [高度な認証利用時のみ] 
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ePCT出願では、 MS-Word等で作成した明細書ファイル（Docx形
式）をXML出願用のXMLファイルに変換する機能（明細書コンバー
タ）が備えられています。 

XML出願として、300CHFの出願手数料の減額が受けられます。 

【注意】2017年5月時点では、当該コンバータで作成したXMLはRO/JPへ
のXML出願には利用できません。RO/IB等への出願にご利用ください。 

ePCT 

申請人 

[利用イメージ] 

願書の作成 
（ePCT上で実施） 

提出 
（即時送達） 

明細書 
(Docx) 

願書 

明細書 
コンバータ 

変換 

添付 

明細書 
(XML) 作成 

(MS-Word等
で実施) 

アップ
ロード 

IB 
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2-3 ePCT の機能： ePCT出願 
 Docx形式の明細書の添付 利用方法 (1/9) 
      [高度な認証利用時のみ] 

39 

「DOCX形式」を選択する。 

以下の手順  1 ～ 9 で、明細書の作成・添付を行います。 

• 手順 1: ePCT出願の「書類」タブで、明細書の形式に「DOCX形
式」を選択する。 
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2-3 ePCT の機能： ePCT出願  
 Docx形式の明細書の添付 利用方法 (2/9) 
      [高度な認証利用時のみ] 

40 

 手順 2: [テンプレート], [ユーザガイド], [サンプル]それぞれのリ
ンクから必要なファイルをダウンロードしてください。 

[各リンクの説明] 

- テンプレート： 
 本機能が対応している各国言語の明細書ファイルのテンプレートをダウンロード
頂けます。本機能が変換可能な記載方法には制限があるため、明細書を作成する際
にはこちらのテンプレートをご利用頂くことを強く推奨致します。 

- ユーザガイド： 
 本機能の英語版マニュアルをダウンロード頂けます。 

- サンプル： 
 本機能で変換可能な明細書ファイルのサンプルをダウンロード頂けます。 
 記載方法等にお困りの際は、こちらのサンプルをご参照ください。 
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2-3 ePCT の機能： ePCT出願  
 Docx形式の明細書の添付 利用方法 (3/9) 
      [高度な認証利用時のみ] 

41 

• 手順 3: 手順 2 でダウンロードしたファイルを元に、明細書ファイル
を作成してください。 
（下は日本語の明細書テンプレートをMS Wordで表示した画面です） 
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2-3 ePCT の機能： ePCT出願  
 Docx形式の明細書の添付 利用方法 (4/9)  
      [高度な認証利用時のみ] 

42 

• 手順 4: ePCT出願の「出願書類」タブ上で、「書類（DOCX)を追加」
を選択し、手順 3 で作成した明細書ファイルを添付してください。 

クリックし、明細書ファイルを選択
する。 
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2-3 ePCT の機能： ePCT出願  
 Docx形式の明細書の添付 利用方法 (5/9)  
      [高度な認証利用時のみ] 

43 

• 手順 5: 明細書ファイルを正常に変換できなかった場合、以下のよう
なエラーメッセージが表示されます。メッセージに従い、明細書ファ
イルを修正してください。 

[例：明細書中の「発明の名称」をコンバータが検出できなかった場合] 
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2-3 ePCT の機能： ePCT出願  
 Docx形式の明細書の添付 利用方法 (6/9) 
      [高度な認証利用時のみ] 

44 

 手順 6: 明細書ファイルを正常に変換できた場合、次のような画面が表
示されます。変換時に問題が検出された場合は、画面下部にその内容が
表示されます。ご確認頂き、もし必要であれば明細書ファイルを修正し
てください。 
（これらのメッセージを無視してそのまま提出頂くことも可能です。） 

 

内容に問題が無いかを確認する。 
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2-3 ePCT の機能： ePCT出願  
 Docx形式の明細書の添付 利用方法 (7/9) 
      [高度な認証利用時のみ] 
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• 手順 7: ePCT画面上の「国際事務局による処理後の書類の出力状態を確
認」 ボタンから、本機能がXML出願用に変換したデータを表示してくだ
さい。 

変換結果を表示する。 
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• 手順 8: プレビューによる表示が、想定通りであることを確認してく
ださい。もし入力明細書ファイルと齟齬がある場合は、再度修正した
ものを変換してください。 

 

2-3 ePCT の機能： ePCT出願  
 Docx形式の明細書の添付 利用方法 (8/9) 
      [高度な認証利用時のみ] 

46 

【注意】出願後に明細書の原本として扱われるのは、プレビューで表示され
るデータ（XML/PDF形式）です。出願前に、プレビューの表示が想定通り
であることを必ずご確認ください。 
 なお、もし出願後に明細書と元のDocxファイルとで齟齬があることが判
明した場合は、PCT実施細則706に基づき、元のDocxファイルに従って明細
書の記載をIBで修正致します。 



© 2017 Asahi HASEBE, WIPO 

2-3 ePCT の機能： ePCT出願  
 Docx形式の明細書の添付 利用方法 (9/9)  
      [高度な認証利用時のみ] 
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• 手順 9: 「要約とともに提示する図面」の番号、「図面中の語句」、
及び「発明の名称」を適宜入力する。   [完了] 

適宜入力する。 
（「発明の名称」は自動的に入力され
ますが、明細書上の記載内容と齟齬が
無いことをご確認ください） 
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2-3 ePCT の機能： ePCT出願  
 Docx形式の明細書の添付 参考情報  
      [高度な認証利用時のみ] 
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本機能では日本国特許庁の【】や[]で記載された形式の明細書ファイ
ルも変換可能です。（但し、RO/JPへの出願には利用できません） 
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2-3 ePCT の機能： ePCT出願  
 同日付け補充（Same day corrections） 
      [高度な認証利用時のみ] 

49 

ePCT出願後、受理官庁がePCT経由のドキュメントアップロードを受け
付けている場合は、同日中に限り、以下の手順で国際出願日に影響を与
えずに明細書の差し替えを行うことができます。 

 手順 1: ePCTに高度な認証を使ってログインし、当該国際出願のページを開く。 

 手順 2:「同日付け補充」を選択する。 

 手順 3:（以降は、先述のドキュメントアップロードと同様。） 

 

以降はドキュメントアップロードと同様。 
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国際事務局のデータベースに格納されている、PCT国際出願の情報
を閲覧することができます。 
（下は書誌情報の閲覧画面です） 
 

50 

2-4 ePCT の機能：PCT国際出願情報の閲覧(1/2) 
     [高度な認証・eOwnership利用時のみ] 
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国際事務局のデータベースに格納されている、PCT国際出願の情報
を閲覧することができます。  
（下はIBに保管されている書類の閲覧画面です） 

51 

2-4 ePCT の機能：PCT国際出願情報の閲覧(2/2) 
     [高度な認証・eOwnership利用時のみ] 
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2-5 ePCT の機能：タイムラインの表示 
          [高度な認証・eOwnership利用時のみ] 

PCT国際出願に関連する各種期限を確認することができます。 
各種期限をまとめた線表と、各種期限の詳細な年月日を一覧化した
表とをそれぞれ参照できます。 

52 
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2-6 ePCT の機能：電子メールによる通知 (1/2) 

自身がアクセス権（eOwnership: p.56参照）を保持しているPCT国
際出願に関して、「手続き期限が近づいている」「アクセス権が変更
された」などの各種通知を電子メールで受け取ることができます。 

53 
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2-6 ePCT の機能：電子メールによる通知 (2/2) 

「通知」タブの「通知方法の設定」から、受け取る通知の種類を選
択できます。 

 

 

 

54 
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2-7 ePCT の機能：ワークベンチによる管理 
     [高度な認証・eOwnership利用時のみ] 
 

ePCT上で自身がアクセス権を持っているPCT国際出願を一覧表示す
ることができます。任意の条件でフィルタをかけることも可能です。 

 また、ポートフォリオ機能により、複数のPCT国際出願を任意のグル
ープに分けて管理することが可能です。 

55 
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ePCT 

 
 
 
 
 
 
 

2-8 ePCT の機能： 
eOwnershipによるアクセス権の管理  

他ユーザに「eOwnership」（特定のPCT国際出願へのアクセス権）を設定
することにより、国際出願への各種手続きや情報閲覧を複数ユーザで行う
ことができます。 (設定方法については「3.ePCTの始め方」をご参照ください） 

eOwnershipは権限の大きさ毎に「eOwner」「eEditor」「eViewer」
に分けられます。 

eOwner 

eEditor 

eViewer 

eOwnershipを 
持たない 
第三者 

56 

・情報閲覧 
・各種手続 
・eOwnership管理 
（他ユーザへの付与など） 

（アクセス不可） 

PCT国際出願 
[PCT/JP20XX/XXXXXX] ・情報閲覧 

・各種手続 

・情報閲覧 

PCT国際出願 
[PCT/JP20XX/XXXXXX] 

PCT国際出願 
[PCT/JP20XX/XXXXXX] 
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2-9 ePCT の機能： 
ePCTメッセージの送信 

ePCT利用時に不明点等があった際に、IBの処理担当チームに問い合わせを
することが可能です。 

57 

クリックし、メッセージ
入力画面を表示する。 

【注意】当該機能は補正、変更届などの手続きを実施するためのものではありません。 
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2-10 ePCT の機能：第三者情報提供 (1/3) 

ePCT上から、国際公開済みのPCT国際出願に対して、新規性や進
歩性に関する第三者による情報提供を行うことができます。 

[制度概要] 

 国際公開以降、優先日から28ヶ月までの間に提出可能。 

 情報提供は公開言語（※）のいずれかで行うことが可能。 
（※公開言語：アラビア語、英語、スペイン語、中国語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポル
トガル語、フランス語、ロシア語） 

 匿名での情報提供も可能。 

 提出した情報は、国際事務局から出願人や関係国際機関に送付され、
一般にも閲覧可能となる。（ただし、提出された先行技術文献の写し
を除く） 

 出願人は、提出された内容に対して、優先日から30ヶ月までの間にコ
メントを提出することができる。このコメントも国際事務局から関係
国際機関へ送付されるとともに、一般にも閲覧可能となる。 

第三者情報提供制度に関する詳細は、以下もご参照ください。 

[日本国特許庁ホームページ] 
特許協力条約（PCT）に基づく第三者による情報提供制度の導入について 
<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_third.htm> 
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http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_third.htm
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情報提供対象となるPCT国際出願をPATENTSCOPE上で検索すると、
そこからePCTの情報入力画面へ移動することができます。 

 

2-10 ePCT の機能：第三者情報提供 (2/3) 

PATENTSCOPE 画面イメージ 

サンプルデータ 

ePCTへ移動 

59 
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2-10 ePCT の機能：第三者情報提供 (3/3) 

ePCT上では、下のような画面から、情報提供を行うことができます。 

60 

匿名での情報提供を行う
場合は、こちらにチェッ
クを入れてください。 
（チェックを入れ忘れる
と情報提供者が公開され
ますのでご注意くださ
い。） 
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[目次] 
1. ePCTとは 
 
2. ePCTの機能 
 
3. ePCTの始め方 
 
4. 今後の予定 
 
5. ePCTヘルプデスク 
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3. ePCTの始め方： 概要 
ePCTを初めてご利用になる際の手続きの流れは以下(1)～(3)の通り
です。 利用する機能によって、必要な設定が異なります。 
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ePCT 

申請人 

 (1) WIPOアカウントの作成 

インターネット上から利用 

(2) 高度な認証方法の設定 
（ ワンタイムパスワード もしくは 電子証明書による認証） 

・中間書類の提出 
（ドキュメントアップロード・ 
オンラインアクション（一部）） 

・第三者情報提供 

ePCT出願 

・中間書類の提出 
（ドキュメントアップロード・オンライ
ンアクション） 

・PCT国際出願情報の閲覧 等 

[参照] 
3. ePCT
の始め方 

[参照] 
2. ePCT
の機能 

(3) eOwnershipの設定 
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3. (1)WIPOアカウントの作成 

WIPOアカウントは、以下の手順 1～3 で作成します。 

 手順 1: ePCTポータルで「WIPOユーザアカウントの作成」をクリック。 
 

 

 

 

 

 

 手順 2: アカウント作成画面で必要情報（氏名・メールアドレス・パスワ
ード等）を入力。 

 

 

 

 

 

 

 手順 3: 登録したメールアドレスに即時配信される確認メールを受信し、
メール中のリンク先からアカウントの認証を行う。 [完了] 
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高度な認証でePCTを利用するためには、WIPOアカウント取得後に
設定が必要です。 

 手順 0:「認証方法」ページに移動。 
（以降の手順は利用する認証方法によって異なります。次ページ以降参照。） 

3. (2)高度な認証方法の設定：  

64 

以降の手順は、利用する認証方法によっ
て異なります。（次ページ以降参照） 
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携帯電話番号を設定することで、高度な認証に利用するワンタイム
パスワードをSMS（携帯メール）で受信できます。 

 手順 1: 「ワンタイムパスワード[SMS方式]」の「追加」をクリック。 

 手順 2: 携帯電話番号を入力し、ワンタイムパスワード（数字6桁）をSMS
で受信する。 

 手順 3: 画面の入力欄にワンタイムパスワードを入力する。 [完了] 

 

 

 

 

3. (2)高度な認証方法の設定：  
 SMS形式ワンタイムパスワードの設定 
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スマートフォンの認証アプリ（Google Authenticator, Windows 
Authenticatorなど）を設定することで、高度な認証に利用するワン
タイムパスワードをアプリで受信できるようになります。 

 手順 1: 「ワンタイムパスワード[アプリ方式]」の「追加」をクリック。 

 手順 2: 認証アプリでQRコードを読み込むか、コードを手入力する。 

 手順 3: 認証アプリに表示されるワンタイムパスワードを入力する。[完了] 

 

 

 

 

3. (2)高度な認証方法の設定：  
 アプリ形式ワンタイムパスワードの設定 

66 

例）アプリ画面 
（Windows Authenticator） 

上記の6桁の数字をワンタイム
パスワードとして利用します。 
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 手順 2: リンク先の「【WIPO電子証
明書】」をクリックし、証明書取得ペ
ージ 
（右参照）で必要情報を入力する。 

 

 手順 3: WIPOから送付される通知メ
ールに従い、電子証明書を取得し、
Webブラウザに設定する。 
 

 手順 4: 「電子証明書」欄の「追加」
ボタン（手順 1 参照）から、取得し
た電子証明書を登録する。 

 

3. (2)高度な認証方法の設定：電子証明書の取得 (1/3) 

WIPOが発行する電子証明書（無料）で、高度な認証を行うことができます。 

 

 

 手順 1: 「電子証明書」欄で「WIPO電子証明書の新規取得」をクリックする。 
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【注意】以下の作業は、ePCT利用時に使用するWebブラウザ（Internet Explorer も
しくは FireFox）で実施してください。 
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3. (2)高度な認証方法の設定：電子証明書の取得 (2/3) 

Internet Explorer 
インターネットオプション画面  

 手順 5: 取得した電子証明書のバックアップを取得する。 [完了] 
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以降の手順、及びFireFoxで
の手順は、WIPO証明書ユー
ザガイドの”How to 
retrieve and save a copy 
of your certificate” をご確
認ください。
http://www.wipo.int/pct-
safe/en/certificates.html 

【注意】証明書のバックアップは必ず取得してください 
バックアップを取得しないと手順 4 までを実施したパソコン以外で同じ電子証明書を
利用することができなくなります。また、万が一パソコン上で証明書が消えてしまっ
た場合に、証明書が復元できなくなります。 

http://www.wipo.int/pct-safe/en/certificates.html
http://www.wipo.int/pct-safe/en/certificates.html
http://www.wipo.int/pct-safe/en/certificates.html
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WIPO証明書以外に、以下の電子証明書も高度な認証に
利用できます。 

SECOM digital certificate (日本) 

EPO Smart Card 

 

 これらの証明書を利用する場合も、先述の手順 4 の通り
電子証明書の登録を行う必要があります。 
 

3. (2)高度な認証方法の設定：電子証明書の取得 (3/3) 
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高度な認証を使う際は、下記のような手順になります。 
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3. (2)高度な認証方法の設定：利用方法 

 手順 1: ePCTポータルでWIPOアカウ
ントのユーザ名とパスワードを入力す
る。 

 手順 3: (電子証明書の場合) 
利用する電子証明書を選択する。 
（ブラウザの状態によっては、自動的に認証が完了する場合もあります）[完了] 

 手順 2: 高度な認証方法を選択する。 

 手順 3: (ワンタイムパスワードの場合) 

SMSもしくはアプリで入手したワンタ
イムパスワードを入力する。 

[完了] 
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3. (3)eOwnershipの取得 (1/6) 
ePCT上で、特定のPCT出願の情報を閲覧したり、手続きを行う為には、
そのPCT出願に対する「eOwnership」の取得が必要です。 

eOwnershipの取得方法は、PCT国際出願のステータスや、利用する電子
証明書によって異なります。 
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[eOwnership 取得方法選択 フローチャート] 

PCT出願前である [方法1] 
PCT出願時に
eOwnershipを取得する。 

YES 

YES 

NO 

[方法2] 
IB301(*)に記載された
確認コードを、ePCTで
登録する。 

(*) IB301: 出願書類の受領通知
（NOTIFICATION OF RECEIPT 
OF RECORD COPY） 

NO 

[方法3] 
ePCT上でeOwnership
の取得要求を行う。 

YES 

YES 

NO 

NO 

国際公開前である 

高度な認証に使うものと同一の電子
証明書をPCT出願時に利用している 

規則92に基づく変更
が行われていない 
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3. (3)eOwnershipの取得(2/6) 

[方法1] PCT出願時にeOwnershipを取得する。(1/3) 
 出願時に利用するソフトウェアによって手順が異なります。 

 

 ePCT出願を利用する場合 

 出願完了と同時に、出願したアカウントに自動的にeOwnershipが付与される。 
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 PCT-SAFEを利用する場合 

 手順 1: ePCTカスタマーIDと 
eOwnershipコードを取得する。 
（取得方法は p.74 参照） 

 手順 2: 出願データに署名を行う際
に、ePCTカスタマーIDとePCT 
eOwnershipコードを入力する。 

 手順 3: 出願後、自動的に
eOwnershipが付与される。 
   [完了] 

PCT-SAFE 署名入力画面 
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3. (3)eOwnershipの取得(3/6) 

[方法1] PCT出願時にeOwnershipを取得する。(2/3) 
 JPOのインターネット出願ソフト（JPO-PAS）を利用する場合 
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 手順 1: ePCTカスタマーID
と eOwnershipコードを取
得する。 
（取得方法は p.74 参照） 

 手順 2: 国際出願願書の「送
信ファイル作成」を選択し、
右の画面を表示する。 

 手順 3: 「権限取得する」を
選択し、ePCTカスタマーID
とePCT Ownershipコード
を入力する。 

 手順 4: RO/JPへの出願完了
後、出願データがRO/JPか
ら国際事務局へ送付された
時点でeOwnershipが自動
的に付与される。 [完了] 

詳しくは日本国特許庁による「電子出願サポートサイト」参照。 
http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/4_news/2_version/past.html#i2.90 

電子出願サポートサイトより抜粋 

http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/4_news/2_version/past.htmli2.90
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[方法1] PCT出願時にeOwnershipを取得する。(3/3) 

ePCTカスタマーID・ePCT Ownershipコードは、ePCTに高度な認証を利用して
ログインした後、下の手順で取得できます。 

 

 

3. (3)eOwnershipの取得(4/6) 
74 

 手順 1: 「eOwnership
コードを請求」をクリック
する。 

 手順 2: 「コードを請求」
をクリックする。 

 手順 3:  表示されるカスタ
マーID、及び、eOwnership
コードを取得する。 
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3. (3)eOwnershipの取得(5/6) 

[方法2] IB301（出願書類の受領通知 : NOTIFICATION OF RECEIPT OF RECORD 

COPY）に記載された確認コードを、ePCTで登録する。 

確認コード 
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 手順 1: IB301の右下部に記載
されている確認コードを取得
する。 

 手順 2: ePCTに高度な認証で
ログインし、eOwnershipを取
得したい国際出願を検索する。 

 手順 3: 「eOwnershipの取得」 
画面で、確認コードを入力する。 
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3. (3)eOwnershipの取得(6/6) 

[方法3] ePCT上でeOwnershipの取得要求を行う。 

 手順 1~3: 方法 2 と同様。 

 手順 4： 確認コードの請求画面に必要情報を入力する。 

 手順 5： IBでの審査（*）後、 

5-1) eOwnershipが承認される。 もしくは、 

5-2) 連絡先（代理人等）に確認コードが送付される。 

 手順 6: (5-2の場合のみ）新しい確認コードを再度ePCT上で入力する。
   [完了] 

 

(*) IBでの審査： 

 国際事務局では、新しい確認コードの取得請求が、当該国際出願の願書上に記載
されている出願人や代理人等によって行われた場合には、eOwnershipを承認しま
す。（上記5-1） 

 それ以外のユーザから確認コードの取得請求が行われた場合は、PCT/IB/345の
書式で代理人に新しい確認コードを送付します。（上記5-2, 6） 

 

76 
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ePCT 

3. (4)eOwnershipの提供 (1/3) 

eOwnershipを取得したPCT国際出願に対して、他ユーザが各種手続きや情
報閲覧をできるようにするには、以下の２つの作業が必要になります。 

 [1] eHandshakeの設定 

 他ユーザのWIPOアカウントと、互いに信頼できる関係であることを
確認する作業です。  

 [2] eOwnershipの付与 

 eHandshakeの設定を行ったアカウントに対して、PCT国際出願のア
クセス権限（＝eOwnership）を付与する作業です。 
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[利用イメージ] 

ユーザA ユーザB 

[1] eHandshakeの 
設定 

[2] eOwnership 
の付与 

[3] 各種手続き・
情報閲覧等 

PCT出願 
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[1] eHandshakeの設定 

 手順 1: ePCTに高度な認証を用いてログインし、「アカウント」画面に移
動する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 手順 2: eHandshakes 設定画面に移動する。 

3. (4)eOwnershipの提供 (2/3) 
78 

手順 3（次ページ）へ 
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[1] eHandshakeの設定 （続き） 

   手順 3: 「eHandshakes」画面で、 

3-1) 自身のカスタマーIDをeHandshakeを設定したい他ユーザに送信す
る。他ユーザはそのIDを「eHandshakes」画面で入力する。 もしくは、 

3-2) 他ユーザのカスタマーIDを入力する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 手順 4: 自身、あるいは他ユーザにeHandshakeの設定確認メールが送られ
るので、メールの記載に従いeHandshakeを承諾する。   [完了] 

3. (4)eOwnershipの提供 (2/3) 
79 

自身のカスタマーIDを
他ユーザに通知する。 

他ユーザのカスタマー
IDを入力する。 
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[2] eOwnershipの付与 

 手順 1: ePCTに高度な認証を用いてログインし、eOwnershipを設定
したい国際出願の画面を開く。 

 手順 2: 「アクセス権」画面を開き、「編集」を選択する。 

 手順 3: eHandshakeを設定したユーザを選択し、付与する権限 
（eOwner, eEditor, eViewer）を選択する。  [完了] 

 

 

3. (4)eOwnershipの提供 (3/3) 
80 

eHandshake設定済
みユーザそれぞれに付
与する権限を選択する。 
 
（権限を削除すること
も可能） 
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5. ePCTヘルプデスク 



© 2017 Asahi HASEBE, WIPO 

4. ePCT 今後の予定 

今後、ePCTでは以下のような変更が予定されています。 

 

 ユーザからのフィードバックに基づき、ユーザインタフェースの
改善 

 

 ePCT-Filingの他の受理官庁への拡張 

 

 IBに支払う各種手数料 (出願後) のオンライン支払機能の拡充 

 

 ユーザ文書／オンラインヘルプの多言語化 
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5-1. ePCTヘルプデスク 
ePCTの利用方法等に関するお問い合わせは、下記をご利用ください。 

[ePCTヘルプデスク] 

 Tel:  +41-22-338-95-23 

＊受付時間：WIPO開庁日のAM 9:00 ～ PM 6:00 （中央ヨーロッパ時間） 

 Fax: +41-22-338-80-40  

 e-mail: pct.eservices@wipo.int  

よくある質問 (FAQ) :  

 ePCTポータル（p.4参照）の画面右側の「よくある質問」参照 

<http://www.wipo.int/pct/ja/epct/pdf/pct_wipo_accounts_faq.html> 

 ※ 日本語の問い合わせにも対応可能です。 

 ・電話の場合：日本人スタッフを希望する旨をお伝えください。 

 ・メールの場合：日本語で送って頂ければ日本人スタッフが対応します。 

【注意】 
・緊急の問い合わせの場合は、WIPOスタッフ個人宛ではなく、ヘルプデスク宛に連絡を
お願いします。 
・日本国特許庁(RO/JP)の出願ソフト等に関する問い合わせはePCTヘルプデスクでは対応
できません。電子出願ソフトサポートサイト（p.86参照）へお問い合わせください。 

http://www.wipo.int/pct/ja/epct/pdf/pct_wipo_accounts_faq.html
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5-2. ePCTサポートサイト 

ePCTに関してお困りの際は、下記サポートサイトもご利用頂けます。 
（但し、2017年5月時点では英語のみ） 

ePCTポータル（p.4参照）
右上の「サポート」ボタン
をクリック 
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5-3. （参考）電子出願ソフトサポートサイト 

RO/JPへの出願に関する問い合わせは、下記へお願い致します。 

 電子出願サポートサイト： http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/ 

 

 [電子出願ソフトサポートセンター] 
  - 受付時間 平日9:00～20:00（日本時間） 

o TEL(東京):  03-5744-8534 

o TEL(大阪):  06-6946-5070 

o FAX: 03-3582-0510 

http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/
http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/
http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/
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参考資料・URL 
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ePCTポータル  
<https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp> 

   →ePCTに必要な情報はこちらから入手頂けます。 
  Yahoo, Googleなどから「ePCT」で検索してください。 

 

WIPOアカウント ホームページ  
<http://www.wipo.int/myaccount/en/> 

 →WIPOアカウントの設定変更や、eHandshakeの設定、電子証明書の
設定などはこちらのページから行えます。 

 

WIPO証明書 ホームページ  
<http://www.wipo.int/pct-safe/en/certificates.html> 

 →WIPO証明書に関する情報はこちらからご参照頂けます。証明書の
インストールやバックアップのマニュアルも掲載されています。 

https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp
http://www.wipo.int/myaccount/en/
http://www.wipo.int/myaccount/en/
http://www.wipo.int/myaccount/en/
http://www.wipo.int/pct-safe/en/certificates.html
http://www.wipo.int/pct-safe/en/certificates.html
http://www.wipo.int/pct-safe/en/certificates.html

