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 このチュートリアルでは、国際意匠出願をオンラインで提出する際の手順について説明します。 

始めましょう！フィードバックやお問い合わせは、Contact Hagueまでご連絡ください。 
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eHagueワークベンチ: 国際意匠出願を作成および管理するためのゲートウェイ 

ブラウザの互換性：Chrome、Firefox、Edge (バージョン 79.0.309 以降)、または Safari など主要な Web ブラ

ウザーの最新バージョンを使用してください。これらブラウザのモバイル 版をご利用時には、eHague インターフェイス

のすべての機能が正しく表示されない場合があります。  

eHague ワークベンチは、新規ハーグ 出願の願書の作成と、既存の出願の管理（出願済み、下書きを含む）を

支援します。将来的には、ワークベンチでは、出願から存続期間終了まで、ハーグ登録の全期間を通して管理でき

るようになる予定です。 

eHague には、Hague の Web サイト から、またはIP Portalからログインすることができます。 IP ポータルからは、

ナビゲーション バーの左上にあるメニューを選択し、「Designs」、「File & Manage」、そして「eHague」 の順に選択

します。 

 

以下は、eHague のランディング ページです。 

https://ipportal.wipo.int/
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eHague Servicesセクションまで下にスクロールし、「File」 ボックスの 「Get Started」 ボタンをクリックします。 

 

WIPO アカウントにログインしていない場合は、ログイン画面が表示されます。 WIPO アカウントをお持ちでない場

合は、 eHague を使用する前にアカウントを作成する必要があります。 

 

自分のペースで願書を完成させましょう 

願書は自動的にリアルタイムで保存されます。中断しても、いつでも戻って下書きを完成させることができます。 

一般的な機能 
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ログインすると、以下のように eHague ワークベンチ が表示されます。この画面には、次の 4 つの主要なセクション

があります。 

 

(1) トップ ナビゲーション バー：ここから、IP ポータル、ヘルプ、WIPO アカウント、通知、支払い情報にアクセス

できます。 

(2) eHagueワークベンチ の各種機能へのタブ。 

(3) 願書言語セレクタ。 

(4) 現在アクティブなタブに応じて、使用可能な機能を表示するアクション ウィンドウ。 

 

願書および WIPO との通信の管理 

 

メイン ダイアログ ボックスの上部にあるタブから、新規の願書を作成する (New)、既に出願された願書を表示する 

(Filed applications)、保存された下書きの願書を編集および管理する (Drafts)、オンラインで不備の通知に応

答する( eHague communication )、また、このチュートリアルにアクセスすることができます。 

以下のセクションでは、これらの機能について詳しく説明します。 

(1) トップナビゲーションバー 

トップナビゲーション バーから、IP ポータルと eHague のすべての主要機能にすばやくアクセスできます。このナビゲー

ション バーは eHague のどこからでもアクセスでき、その内容は変わりません。ナビゲーション バーの機能は次のとお

りです (左から右へ)。 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/01-e-hague-main-screen.png
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 WIPO IP ポータル:このリンクをクリックすると、IP ポータルのランディング ページに移動します。 

 Menu: WIPO のグローバル IP サービスのさまざまなツールや機能にすばやくアクセスできます。 IP ポータルと

メニューの詳細については、 WIPO IP ポータルの FAQを参照してください。  

 eHague:eHagueで最後にアクセスしたタブに戻ります。たとえば、下書き願書を編集していて、願書内か

らこのリンクをクリックすると、eHague ワークベンチの 「下書き」タブに戻ります。 

 ヘルプ: 「お問い合わせ」と「よくある質問」の 2 つのオプションが表示されます。これらのオプションは共に、e

Hague ワークベンチの外からも利用できます。 

 WIPO アカウント:お客様の WIPO アカウント情報がここに表示されます。これには、ユーザー ID と姓名が

含まれます。クリックすると、次のオプションが表示されます。 

o マイ WIPO アカウント: お客様のWIPO アカウントの情報を表示および更新できます。また、高度

な認証方法の設定および管理、パスワード変更、eHandshake を管理します (現在、ハーグ 制度

ではご利用できません)。 

o 言語: eHague インターフェイスの言語を変更します。英語、フランス語、またはスペイン語の 3 つの

言語を利用することができます。 

 

ナビゲーション バーの言語選択に関する重要な注意事項: 

 eHague インターフェイスの言語を変更しても、出願の言語は変更されません。初めて願書を作

成するときは、その出願の言語を選択します。インターフェイスの言語に関係なく、出願の言語は、

願書の作成時に選択した言語のままです。 

 

例:ユーザーが新しい出願を作成し、出願言語としてフランス語を選択したとします。 eHague でア

プリケーションを編集している際に、ユーザーは ナビゲーション バーからeHague インターフェイスの言

語をスペイン語に変更します。ユーザーは、スペイン語インターフェースを有効にしたまま願書を送信し

ます。しかし、出願はフランス語で提出され、この出願に関する WIPO からのすべての公式通信は

、スペイン語ではなくフランス語で行われます。 

 

o ログアウト: eHague と IP ポータルからログアウトします。 

 

 メッセージ:ベルのアイコンからは、IP ポータルから入手できる警告メッセージにアクセスできます (詳細につい

ては、 IP ポータルの FAQを参照してください)。新しいメッセージがある場合、ベルのアイコンは赤になります

。いずれかのオプション (「Go to All Messages」または「Open Messages in New Tab」) を選択して、メ

ッセージを表示します。 

https://ipportal.wipo.int/faq
https://www3.wipo.int/contact/en/hague/
https://www.wipo.int/hague/en/faqs.html
https://ipportal.wipo.int/faq
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 バスケット:バスケットのアイコンは、WIPOの新しい支払いシステムで未払いのアイテムを通知します。 「Go 

to Payment」または「Open Payment in New Tab」オプションをクリックすると、支払いを表示して完了

することができます。 

 WIPO リンク:このリンクをクリックすると、WIPO のメインウェブサイトに移動します。 

(1)(a) eHague 出願ナビゲーション バー 

eHague で出願を開いている場合、メインの IP ポータル ナビゲーション バーの下に別のナビゲーション バーが表示さ

れます。以下に例を示します。詳細については、別のセクションで説明します。 

 

(2) eHague 機能にアクセスするためのタブ 

 New/新規: eHague ワークベンチのデフォルトは「新規」タブです。このタブでは、新規出願を作成するため

のさまざまなオプションを表示できます。 

 Filed application(s)/ 出願済み:出願済みのリストを表示します。 

 Draft(s)/下書き:下書きのリストを表示します。 

 eHague communication: eHagueを通じて提出された国際出願に関して、 WIPO から送信された通

知を取得して応答することができます。新しい通知を受け取った場合、このタブのテキストは赤で表示され、

括弧内に未読の通信の数が表示されます。 「Communication」タブの機能については、「eHague com

munication: オンライン上で不備の通知に対し応答する」セクションで詳しく説明しています。これらの通

知は、IP ポータル上のメッセージには表示されないことに注意してください。 

 eHague tutorial:このチュートリアルにアクセス。 

(4) アクションウィンドウ 

選択したタブに応じて、それぞれ使用可能なアクションがこのウィンドウに表示されます。各アクションの詳細につい

ては、以下をご覧ください。 

出願言語 
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新規出願を作成する前に、出願の言語を選択する必要があります。フィールドをクリックして、出願言語として英

語、フランス語、またはスペイン語のいずれかを選択します。 

注:正しい出願言語を選択してください。願書の作成後に変更することはできません。出願が提出されると、WIPO 

からのすべての連絡は、ここで選択した出願の言語で行われます。 

新規出願を作成する (「New/新規」タブ) 

 

新規出願を作成する場合、次の 3 つのオプションがあります。 

出願を最初から作成する 

デフォルトでは、オプションは「新規出願」に設定されています。そのオプションを選択したままにして「Confirm」（確

認）をクリックするだけで、新しい国際出願を最初から作成できます。 

最初の出願の場合 

eHague ワークベンチを使用した初めての国際出願ですか? その場合、「By using an empty form」（空のフォー

ムを使用する）を選択し「Confirm」（確認）をクリックして、このチュートリアルの "the eHague interface section

"に進みます。 

https://www.wipo.int/hague/en/how_to/efiling_tutorial/demo.html#interface
https://www.wipo.int/hague/en/how_to/efiling_tutorial/demo.html#interface
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/02-create-new-application-tab.png
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テンプレートを使用して出願を作成する場合   

 

 1 つの国際出願を作成すると、以前の出願で入力したデータの一部を再利用することで時間を節約できます。次

に、「New application using data from a filed application」（出願済みのデータを使用した新規出願）ま

たは「New application from a draft」（下書きからの新規出願）のいずれかを選択するオプションがあります。

WIPOレファレンス番号と、再利用したい出願の要素を選択し、 「Confirm」（確認）をクリックします。 

出願済み出願を表示する (「Filed application(s)」タブ) 

 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/03-filed-applications-tab.png
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/04-create-new-application-from-filed-application.png
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「Filed application(s)」（出願済み）タブでは、eHague インターフェイスを使用して以前に出願したすべてのオン

ライン出願を表示できます。 

出願をソートする 

検索結果を並べ替えるには、各項目のタイトルをクリックします。 一 度クリックすると、データが昇順 (数字または

アルファベット順) に並べ替えられます。もう一度クリックすると降順になります。 

受領書のダウンロード 

 

「Filed application(s)」（出願済み）タブでは、WIPOから発行された出願の受領確認書 (PDF) をダウンロード

できます。希望する出願に対応する行の「Download Receipt」（受領書をダウンロード）ボタンをクリックします。 

次のページに移動する 

 

リストの上部または下部にあるページナビゲーションオプションを使用して、複数のページにわたる出願へ移動します (

1 ページに 10 件が表示されます)。 

下書きを編集する (「Draft application(s)」タブ) 
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「Draft application(s)」（下書き）タブでは、未完成の出願が保存されています。 

特定のフィールドを使用して出願をソートするには、ソートの基準 ( WIPO レファレンス番号または作成日など) をク

リックします。 一度クリックすると、データが昇順 (数値またはアルファベット順) に並べ替えられます。もう一度クリッ

クすると降順になります。 

 

下書きを削除するには、「Draft application(s)」（下書き）タブで、マウスを該当する下書きにかざし、「Delet

e」（削除） ( ) ボタンをクリックして、未送信の出願を削除します。警告: 一度この操作を行うと、元に戻すこと

はできません。 

保存した下書きの編集を再開するには、「Edit」（編集） ( ) ボタンをクリックします。 eHague  インターフェース

に移動し、「Applicant」（出願人） タブから出願が開きます。 

eHague インターフェイス: 出願フォーム 

一般的な機能 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/06-draft-applications.png
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必須フィールド (*) – 出願のフィールドにあるアスタリスクは、そのフィールドの記入が必須であることを示します。 

 (1) 出願セクション ナビゲーション 

国際出願はいくつかのセクションに分かれています。各セクションは、画面上部の出願セクション ナビゲーション (上

部の黒いナビゲーション バーのすぐ下) に表示されます。出願セクションのナビゲーションは、出願全体にわたり有効

であるため、いつでも、アプリケーション内の任意の場所から任意のセクションに簡単にアクセスできます。 

編集可能なセクションは濃いグレーで、編集できないセクションは薄いグレーで表示されます。未入力の必須セクシ

ョンは赤で表示されます。 

各出願の内容によって異なるため、すべての出願ですべてのセクションが表示されるわけではありません。たとえば、

出願が関連意匠を許可する締約国を指定していない場合、関連意匠セクションは編集できず、薄いグレーで表

示されます 。 

ナビゲーションで使用できるセクションは、指定された締約国によって異なります。たとえば、下の画像ではすべての

セクションが利用可能です。（濃いグレー表示） 

 

次の図は、出願セクション ナビゲーションから一部のセクションが使用できない例です。（一部薄いグレー表示あ

り） 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/07-e-filing-application-screen.png
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(2) WIPOレファレンス番号 

WIPO レファレンス番号は、出願フォームの上部に常に表示されます。 

(3) アクションボタン 

適切なアクションボタンをクリックして、現在の出願を閉じてワークベンチに戻る、現在の出願のサマリーを表示する

、出願手数料の支払い/Validationに進むことができます。願書の必要なすべてのセクションが正しく入力されてい

ない限り、「Payment/Validat.」(支払い/ Validation) ボタンはアクティブになりません。 

(4) 出願言語 

現在の出願で選択されている言語です。出願言語は、1度選択すると、願書を作成後に変更することはできませ

ん。 

(5) セクションタイトル 

国際出願は、出願人や指定国などのセクションに分かれています。各セクションは、通常閉じた状態です。 

(6) セクションの展開 

セクションを展開するには、出願セクション ナビゲーションで目的のセクション タイトルまたはセクション名をクリックし

ます。以下の例では、Applicant セクションが展開されています。 

 

(7) アクションボタン 

各セクションでは、アクションボタンからさまざまなアクションが可能です。アクションボタンは、各セクションのデータ入

力欄の前に表示されます。上の例では、「Add Applicant」（出願人を追加）、「Add Representative」（代

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/08-add-applicant-open.png
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理人を追加）、「Add Correspondence」（連絡先を追加）の3つのアクションボタンが利用可能です。アクショ

ンボタンをクリックすると、以下のデータ入力画面が表示されます。 

 

(8) 行ごとのアクションボタン 

各セクションに入力されたデータの行ごとに、さまざまなアクションが可能です。最も一般的なアクションは、鉛筆ボ

タン ( ) からアクセスできる 「編集」 と、目的の行にカーソルを合わせてごみ箱ボタン ( ) をクリックすることでアク

セスできる 「削除」です。編集中のセクションに応じて、他のアクションが可能です (リスト内で複製物を上下に移

動するなど)。 

 

上図の出願人セクションの画面では、「削除」 および 「編集」 アクション ボタンが表示されています (図参照)。 

(9) インフォメーション欄 

該当する場合は、アクション ボタンや行ごとのアイテムの上に、インフォメーション欄が表示されます。 
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上記の例のように、セクションに関する一般的な情報が表示されます。この情報には、特定のセクションを完了す

る方法に関する指示が含まれる場合があり、グレーの欄に表示されます。 

(10) 警告 

 

警告は、上の画像に示すように、左側に黄色の警告ラベルが付いた白いボックスに情報が表示されます。以下に

示すように、警告を含むセクションがある場合、セクション ナビゲーションにも黄色で表示されます。 

 

(11) エラー 

 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/09-information-designation.png
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/10-creator-warning.png
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/11-signature-error.png
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エラーメッセージは、上の画像に示すように、左側に赤いエラー ラベルが付いた白いボックスに表示されます。以下に

示すように、エラーを含む各セクションのセクション タイトルも赤く表示されます。 

 

すべてのエラーが修正されない限り、国際出願を提出することはできません。 

ご注意...出願の最初の段階に進むには、少なくとも最初の 3 つのセクションを正しく完了する必要があります。 

合計6 つの重要なセクションがあります。最初の 3 つのセクション、「Applicant」(出願人) 

、「Designation」(指定国)、および「Design」(意匠)は必須であり、他のセクションを入力する前に完了する必要

があります。「Publication」（公表）、「Signature」（署名）、および「Payment」（支払い）のセクションも、

出願を提出するために必須です。 

全てのハーグ出願に共通する必須セクション 

Applicant（出願人）

 

最初のセクションでは、必須フィールド (名前、住所、電子メールアドレスなど) を必ず入力してください。 2020 年 3 

月 20 日現在、WIPO からの連絡はすべて電子メールのみであり、出願人、代理人、或いは通信用の電子メール

アドレスを示すことが必須です。国際事務局が、出願人、名義人、代理人に追跡可能な電子通信を送信できる

ようにするためです。 

https://www.wipo.int/hague/en/enotif.html
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/12-applicant-section-open.png
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重要： 

 電子メールアドレスがないと、eHague で出願を進めたり提出したりすることはできません。代理人を選任

する場合でも、出願人の電子メールアドレスを合わせて提供する必要があります。 

 出願人の電子メールアドレスは、代理人の電子メール アドレスとは異なるもの（別のドメイン名を使用）

にする必要があります。（ただし、代理人が社内にいる場合を除く。） 

 代理人が選任されている場合、出願人或いは名義人の電子メールアドレスは、共通規則の下で要求さ

れる限られた状況でのみ使用されます。 

 WIPO がお客様の電子メール アドレスを第三者と共有することはありません。 

次に、出願人の資格を少なくとも 1 つ記入します。 

次に、出願人の締約国 (ACP) を選択します。 

以前に保存した入力の編集 

eHague で以前に保存した入力 (出願人など) を編集するには、該当の行の右端にある鉛筆アイコンをクリックし

ます。 

 

以下に示すように、以前に入力したすべてのデータが表示され、編集できるようになります。 

http://www.wipo.int/hague/en/guide/pdf/hague_guide.pdf#page=39
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任意のフィールドをクリックするだけで、以前に保存したデータを編集したり、新しいデータを入力したりできます。 

出願人種別の変更 

出願人の種別を変更したい場合は、出願人画面を開き、希望する種別（「法人」または「自然人」）を選択す

るだけです。 

 

次に、新たな出願人情報を入力します。たとえば、「法人」から「自然人」に変更する場合は、姓を示す必要があ

ります。 
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新たに出願人を追加する場合は、希望する出願人の「種別」を選択し、必要な情報をすべて正しく入力してから

、保存するようにしてください。 

上記の通りにしなかった場合、出願受領書にエラーが発生し、不備の通知が発せられる可能性があります。 

出願人適格？締約国？ 

「出願人適格」や「締約国」などの法的概念に関するヘルプが必要な場合は、用語ヘルプを参照してください。ヘ

ルプが利用できるアイテムの名前の右側にある「ヘルプ」リンクです。 

Designation(s)（指定国） 

「指定国」セクションでは、意匠の保護を求める締約国を指定できます。 

白いボックスは、現在入力済みの指定国があれば表示します。下の画像に示すように、右端にある 「Change se

lection」(選択を変更) アクション ボタンをクリックして、指定国を選択または削除します。 

 

指定する締約国の横にあるチェックボックスをオンにします。右上の「Deselect all」（すべて選択解除）または「S

elect all」（すべて選択）アクションボタンをクリックして、すべての指定国の解除またはすべての指定国の選択が

できます。 

注意:出願後は、新たな指定国を追加することはできません。 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/13-designations-open-1.png
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情報アイコン ( ) をクリックして、特定の締約国の指定により入力する必要のあるデータを確認してください。以

下のように情報が表示されます。 

 

希望の締約国をすべて指定したら、右下の「OK」アクションボタンをクリックして指定を保存します。保存された指

定の 2 文字コードは、以下のように表示されます。 

 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/14-designations-open-2.png
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Design(s)（意匠） 

意匠セクションを初めて開くと、以下の画像のように表示されます (指定した締約国によっては、警告やエラーが下

の画像と異なる場合があります)。 

 

意匠セクションには、次のサブセクションがあります。 

一般情報とロカルノ分類 

 

最初のサブセクションは任意の欄で、意匠にかかる製品が属するロカルノ分類を指定できます。これを行うには、下

の画像に示すように、右端にある逆三角形のアクション ボタンをクリックして、リストから分類を選択します。 

 

https://www.wipo.int/classifications/locarno/en/
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/16-designs-section-open-first-time-locarno-class.png
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意匠 

ロカルノ分類を選択したら、下の画像に示すように、左下にある 「Add design」（意匠の追加） アクション ボタ

ンをクリックして意匠を入力します。 

 

下の画像に示すように、意匠ごとにロカルノ 小分類(任意) と製品表示(必須)を入力するよう求められます。出願

人が製品表示を作成する場合は、ドロップダウン リストから表示を選択せずに、製品表示フィールドに直接入力し

ます。その場合製品の表示は 255 文字を超えることはできません。 

 

上記を選択後、右下の「保存」ボタンをクリックしてください。 

 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/18-add-design-1.png
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出願に同じロカルノ 小分類と製品表示を持つ、複数の意匠が含まれる場合は、「コピー」アクション ボタンをクリッ

クしてコピーすると、同じ情報を何度も入力する手間が省けます。コピーアクション ボタンのアイコンは下の画像の通

りです。 

 

複数の意匠を入力した後、提出する順序を変更することができます。これを行うには、上に移動 (˄) または下に移

動 (˅) のアクションボタンをクリックします。これらのボタンは、移動したい行の上にマウスを置くと表示され、コピー ア

クション ボタンのすぐ左にあります。希望する順序になるまで、上下の移動アクション ボタンをクリックします。移動

アクション ボタンは下の図の通りです。 (下に移動ボタンがアクティブになっています)。 

 

リストビューから、「編集」鉛筆アイコン ( ) を使用して、ロカルノのサブクラスまたは製品表示を修正できます。 

少なくとも 1 つの意匠を入力すると、複製物をアップロードできます。各意匠につき少なくとも 1 つの複製物がアッ

プロードされるまで、願書作成を先に進めることはできません。 

複製物が用紙に印刷されるとどのように表示されるか、プレビューするには、以下に示すように、「Preview Reprod

uctions」]（複製物のプレビュー）アクション ボタンをクリックします。 

 

Reproduction(s) （複製物（図面）） 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/19-add-design-2-green-box.png
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/20-add-design-3-green-box.png
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ヒント:複製物の作成方法について詳しくは：多くの審査庁と協力して作成された複製物の作成に関するガイダ

ンスをご参照ください。このガイダンスは、複製物を準備し、拒絶の可能性を回避するための実用的な解決策を提

供します。 

複製物をアップロードするには、まず、複製物をアップロードする意匠に対応する行の、編集アクション ボタンをクリ

ックします。次に、下の画像に示すように、右端にある 「add image (.jpg or  .tif)」 （画像を追加）ボタンをクリ

ックします。 

 

同時に複数の複製物をアップロードできます。次に、システムは 2 つのテストを実行します。 

1. ファイル形式とサイズの要件に準拠していることを確認します。ファイルがシステムチェックをパスすると、下の

画面のように一覧表示されます。 

 

複製物: Parrot Drones社、国際登録 DM/101,359  

２．また、システムは、画像ファイルの解像度や寸法（高さ、幅）が、既定の電子通信の仕様に準拠しているこ

とも自動的に確認します。たとえば、画像が大きすぎる場合、システムは自動的にサイズを変更します。もし、アッ

プロードした複製物にシステムによる自動変換が行われた場合は、上記 1 の画面の「View」 （表示）列にある 

「Transformations carried out」 （変換が実行されました）リンクをクリックして確認します。自動変換は、下

の画面のように表示されます。 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/pdf/guidance.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/pdf/guidance.pdf
http://wipo.int/edocs/hagdocs/en/2013/hague_2013_3.pdf#page=3
http://wipo.int/edocs/hagdocs/en/2013/hague_2013_3.pdf#page=3
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/22-add-designs-5-blank.png
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自動変換の内容に満足しない場合は、アップロードされた複製物を削除できます。削除する各複製物の左端の

列にあるボックスにチェックを入れます。 1 つのボックスにチェックを入れるとすぐに、図のように、テーブルの上部に新

しいアクション行が表示されます。選択した複製物を削除するには「削除」ボタンをクリックし、削除をキャンセルす

るには「キャンセル」ボタンをクリックします。 

 

複製物: Parrot Drones、登録 DM/101359 

下の画像のボックスに示されているように、移動したい複製物の行の上にマウスを置き、上に移動 (˄) または下に

移動 (˅) のアクション ボタンをクリックすることで、複製物が送信される順序を変更できます。 . 

 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/23-add-designs-5-transformations.png
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/24-add-designs-5-delete-cancel-buttons.png
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/25-add-designs-5-move.png
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複製物: OKB Aviaresheniya Limited Liability Company、国際登録 DM/204,660 

 

注意： 画像はアップロードされた順に保存されます。一度に複数の画像をアップロードできますが、順番に番号/

名前が付けられていても、目的の順序が保持されない場合があります。 

 

以下の例では、画像が 1 つずつアップロードされているため、連続番号 (アップロードされた画像のファイル名) の望

ましい順序が維持されています。 

 

 

複製物: Parrot Drones社、国際登録 DM/101,359 

 

以下の例では、画像が一度にアップロードされました。ただし、連番 (アップロードされた画像のファイル名) であるに

もかかわらず、希望する順序は保持されませんでした。これは、複数のファイルが同時にアップロードされる場合、サ

イズの小さいファイルはサイズの大きいファイルよりも処理速度が速く、先にアップロードされてしまう可能性があるた

めです。アップロードされる最初のファイルが、リストに表示される最初の画像になります。たとえば、画像 1.1.jpg が 

2MB で、画像 1.3.jpg が 1MB の場合、画像 1.3.jpg が最初にアップロードされ、リストの最初の画像になります

。 

 

 

複製物: Parrot Drones社、国際登録 DM/101,359 

 

したがって、特定の順序で複製物を入力したい場合は、次の 2 つのオプションがあります。 
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(1) 複製物を 1 つずつアップロードする。 

(2) 複製物をすべて一度にアップロードし、後で移動する (複製物を移動するには、目的の行の上にマウスを置

き、上に移動または下に移動するボタンをクリックします)。 

Legend（凡例） 

複製物の種類 (front view（正面図）、back view（背面図）など) を指定する凡例を示すことができます。

特定の複製物に対してこれを行うには、種類を指定する複製物の行の右端にある編集アクション ボタンをクリック

します。以下の画面が表示されます。 

 

リストから図のタイプを選択するか、適切なタイプが見つからない場合は、リストから「Other type of view」（その

他）を選択し、独自に図のタイプ (最大 40 文字) を手動で入力します。 

 

リストから図のタイプをを選択したら、「Save」（保存）ボタンをクリックします。 

 

次に、下の画面のように、選択した図のタイプが「Legend」（凡例）列に表示されます。 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/26-view-1.png
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/27-view-2.png
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複製物: Parrot Drones社、登録 DM/101,359 

 

 

複製物が多数ある場合は、複製物リストの上部または下部にあるページボタンを使用すると、他のページに移動

でき、また、ページごとに 5、10、 15 件の複製物を表示できます。 

 

 

複製物: Parrot Drones社、登録 DM/101,359 

複製物リストから複製物のプレビュー 

複製物のサムネイルをクリックすると、複製がどのように印刷されるかを正確にプレビューできます。複製物の詳細を

確認することができます。以下に例を示します。 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/28-view-3.png
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複製物: Parrot Drones社、登録 DM/101,359 

各意匠の少なくとも 1 つの複製物がアップロードされると、出願ナビゲーション メニューで他のオプションが利用可能

になり、出願全体を行き来できるようになります。 

Publication（公表） 

国際出願で選択できる公表日は、指定された締約国によって異なります。公表セクションの情報エリアには、出

願で指定された締約国の公表時期のオプションに関する情報が表示されます。 

締約国が公表の延期に制限を設けている場合、情報エリアに表示されます。国際出願の指定締約国が延期に

制限を設けていない場合、最大 30 か月まで公表日を延期することができます。ヘルプ テキスト ( )に は、対応

するヘルプが表示されます。 

出願の公表日を編集するには、以下に示すように、右端にある鉛筆アイコン (編集ボタン) をクリックします。 

 

次に公表時期のオプションを示す画面が表示されます。 

 「標準」公表– 国際登録日から 12 月。 

 即時公表– 国際登録後ただちに。 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/29-view-4.png
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 任意の時期の公表(出願日からの月数) – 「標準公表」よりも早い時期を指定することもでき、また、出願

日から或いは優先権を主張している場合は優先日から最大 30 か月間、標準公表期間を超えて延期す

ることもできます。  

重要！指定締約国に関係なく、いつでも「標準公表」または「即時公表」を選択できます。一部の締約国は、公

表の延期を制限または全く許可していません。詳細については、 Information Notice 10/2021を参照してくださ

い。 

提供された 3 つのオプションのいずれかからご希望の公表時期を選択し、右下隅にある「Save」 （保存） ボタン

をクリックします。 

 

3 番目のオプションを選択すると、選択可能な時期 (出願日または優先日からの月数) を示すドロップダウン ボッ

クスが表示されます。 

 

 

 

公表時期を変更するには、ドロップダウン メニューをクリックして、以下のように利用可能なオプションを表示します

。 

 

https://www.wipo.int/edocs/hagdocs/en/2021/hague_2021_10.pdf
https://www.wipo.int/edocs/hagdocs/en/2021/hague_2021_10.pdf
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選択したら、右下隅の「Save」 （保存）ボタンをクリックします。 

 

 

例 1:  Standard publication（標準公表） 

「standard publication」（標準公表）はいつでもお選びいただけます。公表セクションで、最初のオプションを選

択し、右下の「Save」 （保存）ボタンをクリックするだけです。 
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以下に示すように、国際出願の公表セクションを展開すると、選択した公表オプションを確認できます。 

 

例 2: Immediate Publication（即時公表） 

いつでも「Immediate Publication」（即時公表）を選択できます。公表セクションで、2 番目のオプションを選

択し、右下の 「Save」 （保存）ボタンをクリックします。 

 

 

以下に示すように、国際出願の公表セクションを展開すると、選択した公表オプションを確認できます。 
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例 3:  Publication at a chosen time specified in number of months from the filing date （任意の時

期の公表（出願日からの月数で指定。）） 

特定の時期に国際出願を公表したい場合は、以下に示すように編集ボタンをクリックします。 

 

次に、3 番目の公表オプション「Publication at a chosen time specified in number of months from the fi

ling date 」（任意の時期の公表 出願日からの月数で指定）を選択し、以下に示すように「Save」(保存)ボ

タンをクリックします。 

 

システムは、指定国に応じて、利用可能なオプション (月数) を自動的に制限します。公表を延期できる最大月

数は、公表セクションの情報ボックスに表示されます。以下の例では、シンガポール (SG) が指定されているため、

公表の最長延期期間は 18 か月を超えることはできません。 
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ドロップダウン リストをクリックした後、公表する時期を選択できます。この例では、シンガポールが指定されており、

公表を延期できる最大月数は 18 か月です。 

 

選択したら、以下に示すように右下の 「Save」 (保存)ボタンをクリックします。 

 

以下に示すように、国際出願の公表セクションを展開すると、選択した公表延期期間 (この例では 18 か月) を

確認できます。 
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行の右端にある「Edit」 (編集)鉛筆アイコン ボタンをクリックして、出願を送信する前にいつでも選択内容を編集

できます。 

 

 

出願人または名義人は、国際出願で最初に指定された公表期間が満了する前であれば、いつでも早期公表を

請求することができます。国際事務局が請求を受領すると、国際登録は直ちに公表されます (公表のための技術

的準備に必要な時間を考慮した後)。この請求は、 Contact Hagueを通じて行うことができます。 

 

公表に関する詳細情報については、ハーグユーザーガイドを参照してください。 

 

Signature（署名） 

願書に署名する者を特定するには、該当する名前の左側にあるボックスにチェックを入れ、画面の右下にある 「Sa

ve」（ 保存） ボタンをクリックします。 

 

https://www3.wipo.int/contact/en/hague/
https://www.wipo.int/hague/en/guide/publication.html
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「Application reference」（レファレンス番号）欄に、出願人のレファレンス番号を入力できます。この番号は公

開されません。 

支払い 

支払いの準備ができたら、右上にある「Payment/Valida.」（支払い/有効化）をクリックします。アプリケーション 

ナビゲーション バーのすぐ下、「Summary」 （サマリー）ボタンの右側のボタンです。 「Payment/Valida.」（支払

い/有効化）ボタンは画面のどこからでも利用できます (下の画像を参照)。 

 

出願に必要なすべてのセクションを完了していない場合は「Payment/Valida.」（支払い/有効化）ボタンは押す

ことができず、下の画像に示すように薄いグレーで表示されます。 

 

出願を送信する前に、出願のサマリーを表示して慎重に確認する必要があります。これを行うには、「Payment/V

alida.」（支払い/有効化）ボタンのすぐ左にある「Summary」 （サマリー）ボタンをクリックします。サマリー画面

の例を以下に示します。 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/35-payment-1.png
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/36-payment-button-greyed-out.png
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一度送信すると、出願を修正することはできませんのでご注意ください。 

「Payment/Valida.」（支払い/有効化）ボタンをクリックすると、項目ごとの手数料と、出願時に支払う合計の

手数料を示す画面が表示されます。下の画像のように、合計金額を確認します。 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/37-summary-1.png
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出願の公表の延期を選択した場合は、下の画像に示されるボックスをチェックすると、延期期間が満了する少な

くとも 3 週間前まで、公表手数料の支払いを延期できます。 

 



 

 

 

 

38 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

 

公表の延期を選択しなかった場合、または指定した締約国が延期できない場合、上の画像に示すように、ボック

スはグレー表示され、公表手数料の支払い延期ボタンは選択できません。 

下の画面に示すように、2 つの手順に従って、出願が適切か確認する最後の機会があります。ステップ 1 では、「S

ummary」 （サマリー）ボタンをクリックして、出願の完全なサマリーを表示し、それが正しいことを確認します。ス

テップ 2 では、「Preview reproductions」 （複製物のプレビュー ）ボタンをクリックして、複製物を (PDF で) プレ

ビューすることができます。 
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願書が完成したことを確認したら、「I confirm that I have reviewed my application and its contents, including r

eproductions and accompanying documents.」（出願とその内容（複製物と添付書類を含む）を確認しまし

た）という赤い文字の文章の横にあるボックスにチェックを入れます。次に、下の画面に示すように、右下の「Send

」（送信）ボタンをクリックします。 

 

出願が正常に送信されると、次のような確認画面が表示されます。 

１－本出願のサマリーを見る。 

２－複製物のプレビューを見て、公表

される状態を確認する。 

*エラーが発見されたら、作成画面に戻

り、適宜修正する。 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/40-sending-2.png
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引き続き支払いに進む場合は、「Pay」（支払い）ボタンをクリックしてください。後で支払いを完了したい場合は

、「Workbench」ボタンをクリックして eHague ワークベンチに戻り、そこから出願受領書をダウンロードできます。 

お支払い方法 

出願を送信してすぐに支払うことを選択した場合は、確認画面で「Pay」（支払い）ボタンをクリックした後、支払

いの詳細画面が表示されます。この画面は、以前にWIPO 予納口座で支払いを行ったか否かによって異なり、予

納口座で支払ったことがある場合はWIPO (オンライン) アカウントは WIPO 予納口座にリンクしています。 

初めて支払いを行う場合、または以前に WIPO 予納口座を通じて支払いを行っていない場合 (予納口座がWIP

O アカウントにリンクされていない場合)、以下のような画面が表示されます。 WIPO アカウントが WIPO 予納口

座にリンクされている場合、支払いは 自動的にWIPO 予納口座を通じて処理されます。 

  

WIPO 予納口座をお持ちでない場合は、クレジット カード、デビット カード、PayPal、または銀行振込で支払うこと

ができます。 その場合、「I do not have a Current Account at WIPO 」（WIPO に予納口座を持っていませ

ん）ボタンをクリックします。 

以下の画面に従って、氏名と住所を入力します。 

https://www.wipo.int/finance/en/current_account/index.html
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「Continue」（続行）ボタンをクリックすると、次の画面に移動します。 

 

ドロップダウンからご希望の支払い方法を選択してください。利用可能なオプションには、銀行振込、クレジット カー

ド (デビット カードを含む)、WIPO 予納口座、または PayPal があります。以前に予納口座で支払いを行っていな

い場合、またはWIPOアカウントをWIPO予納口座にリンクしていない場合、ドロップダウンから予納口座を選択す

ることはできません。（WIPO予納口座で１度支払いを行うことで、WIPOアカウントとWIPO予納口座がリンクさ

れます。）、 
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クレジットカードによる支払い 

クレジットカードで支払いの場合は、クレジットカードを選択し、合計金額とお客様番号が正しいことを確認し、下

の画面のように「Continue」（続行）ボタンをクリックしてください。 

 

以降、WIPO の保護されたクレジット カード処理サービスに移動します。以下の画面が表示され、クレジットカード/

デビットカードの支払い方法を選択できます。 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/44-payment-method-credit-card.png
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上記のいずれかを選択した後、以下の例のようにカードの詳細を入力します。 

 

「PAY」（支払う）ボタンをクリックします。支払いが正常に処理されると、以下のような支払い完了メッセージが

表示されます。 Basket Status （バスケットのステータス）セクションには、行われた処理に関する情報が表示さ

れます。 

 

また、このすべての情報を含む確認の電子メールが送信されます。以下の例のような電子メールが、noreply@wip

o.intから送信されます。 
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警告– WIPO はクレジット カードによる支払いの場合、受領確認は電子メールでのみ行います。確認メールは自動

生成され、Billing information（請求情報）に入力された電子メール アドレスに送信されます。 WIPO は、オ

ンライン上の クレジット カードによる支払いについて、その他の領収書または請求書を発行しません。この確認メ

ールが届かない場合は、Contact Usまでお問い合わせください。 

支払いが正常に完了したら、「Continue」（続行）ボタンをクリックします（下図のように、Payment Details

（支払いの詳細）の右端にあります、）。 

 

これにより、eHague ワークベンチに戻ります。ここで、下図で枠で囲まれた「Download Receipt」（受領書をダウ

ンロード）ボタンをクリックして、送信した出願の「Acknowledgement of Receipt」（受領確認書）をダウンロー

ドできます。 
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WIPO予納口座でのお支払い 

WIPO予納口座をお持ちの場合は、下図に示すように、Payment Details（支払いの詳細）画面上で自動的

に選択されています。 

 

合計金額が正しいことを確認し、「Continue」（続行）ボタンをクリックします。支払いが処理されると、下の画

面に示すように支払いの詳細が表示されます。右端の列に表示されている支払いステータスが「Received」（受

領済み）と表示されている場合、支払いは正常に受領されています。 

 

WPO Payにログインすると、予納口座 (およびその他の方法) で行われた支払いのステータスを確認できます。ログ

インすると、下の画像に示すようなSummaryページが表示されます。画面左上の「Activity」（アクティビティ）リン

クをクリックします。 

https://www3.wipo.int/epayweb2
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/47-payment-method-current-account-1.png
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/48-paid-current-account-summary-basket-1.png
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次に、未払いまたは受領済みのすべての支払いが一覧表示された画面が表示されます。処理の詳細を表示する

には、以下の例のように、各行の右端にある「View」 （表示）ボタンをクリックします。 

 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/50-paid-current-account-summary-basket-3.png


 

 47 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

次の画面で、支払いのすべての詳細が表示されます。支払い状況（支払い済み／未払い）によって、表示され

る内容が異なります。以下の例では、完了した支払いの詳細が表示されています。 

 

右上の 「Go Back」（戻る） ボタンをクリックすると、支払い手続きのリストを示す WIPO Pay summaryのペー

ジに戻ります。 

eHague Workbench （eHagueワークベンチ）に戻ると、すべての出願済み出願が表示されます。支払いが処

理されると、出願の受領確認書がダウンロードできるようになります。この画面から、以前に出願した出願の受領

認書も表示できます。そのためには、ご希望の出願に対応する行の「Download Receipt」（受領書をダウンロー

ド）ボタンをクリックしてください。 

 

銀行振込によるお支払い 

銀行振込で支払う場合は、「payment method」（支払い方法）のドロップダウンメニューから「bank transfer」

（銀行振込）を選択し、合計金額と案件が正しいことを確認し、下の画面に示すように「Continue」（続行）

ボタンをクリックします。 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/51-paid-current-account-summary-basket-4.png
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/46-acknowledgement-of-recd.png
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その後、eHague Workbench （eHagueワークベンチ）に移動し、そこから受領確認書をダウンロードできます。

また、銀行振込に必要な情報が記載された確認メールが届きます。電子メールはnoreply@wipo.intから送信さ

れます。電子メールは 以下の例のように表示されます。 

 

警告– 料金を全額支払わないと、不備の通知が発行されます。通知には支払い期限 (通常 3 か月) が記載さ

れており、期限までに支払いが無いと、出願は放棄されたと見なされます。 

WIPO Payを介して銀行振込の支払いの詳細にアクセスすることもできます。ログインすると、下の画像のようなサ

マリーが表示されます。 

https://www3.wipo.int/epayweb2
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/52-payment-method-bank-1.png
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銀行振込の支払い情報を確認するには、上部のナビゲーション メニューの 「Waiting for Payment」（支払い待

ち） リンクをクリックします。保留中のすべての支払いリストが表示されます。銀行振込のために保留中とされてい

る件には、支払方法が「Bank transfer」（銀行振込）と記載されます。お支払い情報を表示するには、下図の

ように「View」 （表示]）ボタンをクリックします。 

 

次の画面が表示され、振込先の銀行口座の詳細が表示されます。 「Send me these payment details by e-

mail」（支払い先情報を電子メールで送信してください）をクリックして、詳細を電子メールで受け取ります。右上

の「Continue」（続行）ボタンをクリックすると、支払いサマリー画面に戻ります。 
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「Waiting for Payment」（支払い待ち]）画面で目的の支払いが見つからない場合は、WIPO Pay レファレンス

番号を使用して支払いを検索することもできます。この一意の番号はEPAY -XXXX-XXXX の形式で、受信した確

認メール (「Payment Items」（支払い項目)セクションの下) 又は、eHague ワークベンチからダウンロードする受

領確認の、「Payment of Fees」（料金の支払い）欄からアクセスできます。受領確認書中の番号の例を以下

に示します。 

  

WIPO Pay でこの支払いを検索するには、メニューの「Search Payment」（支払いを検索）をクリックします。 
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次に、受領確認書または確認メールに記載されている WIPO Pay レファレンス番号を下に表示されるフィールドに

入力し、「Search」（検索]）ボタンをクリックします。 

 

レファレンス番号が有効な場合、手数料の振込先の銀行口座情報を示す画面が表示されます。 

「Activity」(アクティビティ)メニュー項目をクリックすると、支払いのステイタスを確認できます。アクティビティから取引

を検索でき、表示したい取引が見つかったら、以下に示す「View」（表示）リンクをクリックして詳細を表示します

。 
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別の方法で支払いたい場合は、銀行振込を行う前に、下にスクロールして、「I Don’t Want to Pay by Bank Tra

nsfer but Want to Pay by Another Payment Method」（銀行振込でなく、別の支払い方法を希望）とい

うタイトルのセクションをクリックします。 

 

 

次に、「Pay another way」（別の方法で支払う）ボタンをクリックします。 

 

その後、取引の「Payment Details」 （支払いの詳細） ページに移動し、支払いステータスがキャンセルに変更さ

れたことを確認できます (下の画像参照)。 

 

別の支払い方法で続行するには、「Continue」 （続行）ボタンをクリックします。これにより、サマリー 画面に戻り

ます。キャンセルされた支払いは、「Unpaid Items 」（未払い）リストで確認できます。支払いを続行するには、

支払いたい項目の行の「+」をクリックします。 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/54-payment-method-bank-3.png
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こうすることで、商品がバスケットに追加されます。同時に支払いたい未払いのアイテムが他にもある場合は、各ア

イテムの「+」ボタンをクリックしてバスケットに追加します。準備ができたら、「Checkout」（チェックアウト）ボタンを

クリックして支払いに進みます。 

 

次に、お支払い方法の詳細画面が表示されますので、ご希望のお支払い方法を選択してください。 

PayPalによる支払い 

PayPal で支払う場合は、「Payment Details]」（支払いの詳細）画面で、支払い方法のドロップダウンから 「P

ayPal」 オプションを選択し、合計金額と顧客情報が正しいことを確認して、「Continue」（続行） ボタンをクリ

ックします。 

 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/55-payment-method-paypal-1.png
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その後、PayPal の支払い画面に移動します。 PayPal の資格情報でログインするか、クレジット カード情報を入力

して新しい PayPal アカウントを作成し、PayPal の支払いを続行します。 

PayPal による支払いが完了すると、eHague ワークベンチに戻ります。今提出した出願書類または以前の出願の

受領確認を表示するには、目的の出願の行の 「Download Receipt」（受領書をダウンロード）ボタンをクリック

します。 

 

特定の指定に関連するセクション 

チュートリアルのこの章では、特定の締約国の指定に関連するセクションについて説明します。指定する締約国によ

っては、追加の必須コンテンツを提供する必要や、追加のオプション コンテンツを提出しなければいけない場合があ

ります。 

米国（US）の指定について 

米国を指定する場合、「Creator」（創作者）セクションでは、創作者のOath or Declaration （宣誓書また

は宣言書）を提出できます。さらに、メニューの「Claim (US)」（クレーム（米国））オプションが利用可能になり

、「Optional Content」（任意の内容）セクションで「Economic Status Indication」（経済規模の表示）と

「Eligibility for Protection」（保護の適格性）という 2 つの追加オプションが利用可能になります。 

創作者の宣誓書または宣言書 

「Creator」（創作者）セクションでは、特定された創作者ごとに、宣誓書または宣言書を提出するよう求められ

ます。これを行うには、(1) 宣言書をダウンロードして作成し添付する。 (2) 「Attach an existing declaration (PD

F)」（既存の宣言書を添付）ボタンをクリックして、ダウンロードしたフォームまたは既存の宣言書を添付する。また

は (3) 「Make a new declaration」（宣言書新規作成）ボタンをクリックして新規に作成を行うことができます

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/56-acknowledgement-of-receipt-download-1.png
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。これらの手順を下の図に示します。 「宣言書新規作成」 ボタンにアクセスできるようにするには、すべての必須フ

ィールドに入力する必要があることに注意してください。 

 

 

「Make a new declaration」（宣言書新規作成）ボタンをクリックすると、画面に宣言文が表示されます。創

作者は、2 つのスラッシュの間に署名を入力し、右下の 「I declare」（宣言する） ボタンをクリックします。 

ヒント： 署名のスラッシュは自動的に入力されるため、署名時にどちらのスラッシュも入力する必要はありません。 

 

創作者と関連する宣言書の入力が完了したら、「I declare」（宣言する） ボタンをクリックします。このボタンをク

リックすると、創作者の宣言書が特定の創作者に関する情報に追加されます。 「Save」（保存）ボタンをクリッ

クすると、入力したすべての創作者情報が保存されます。 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/58-us-declaration-2.png
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記録された宣言書を表示するには、目的の行の上にマウスを置き、「Preview」（プレビュー） ボタンをクリックしま

す。これにより、宣言書の PDF をダウンロードできます。ゴミ箱アイコンをクリックすると、出願から創作者と関連する

宣言書を削除できます。 

 

(2) Claim（クレーム） 

このセクションでは、クレームを提出できます。これを行うには、まずクレームセクションの「Add」（追加）ボタンをクリ

ックします。 

 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/60-us-declaration-4.png
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/61-us-claim-1.png
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空欄に物品名を特定し、「Save」（保存）ボタンをクリックしてください。 

 

(3) Eligibility for Protection（保護の適格性） 

「Other Content (If Applicable) 」（その他のコンテンツ）セクションでは、米国を指定する場合、保護の適格

性オプションが利用可能になります。これにより、Information disclosure statement（情報開示陳述書）を

提出することができます。これを行うには、「Add document (PDF)」（書類の追加）ボタンをクリックして、ファイ

ルを選択します。 

 

アップロードする書類が複数ある場合は、この操作を繰り返すことができます。 

 

アップロードされたファイルを表示するには、目的の行/ファイルの上にマウスを置き、「View」（表示）ボタンをクリッ

クします。これにより、アップロードしたファイルの PDF をダウンロードできます。ゴミ箱アイコンをクリックすると、出願か

ら創作者と関連する宣言を削除します。 

 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/62-us-claim-2.png
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/63-us-ids-1.png
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/64-us-ids-2.png
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/65-us-ids-3.png
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このセクションで 1 つまたは複数の書類をアップロードすると、ファイル名が自動的に変更されることに注意してくださ

い。 

(4) Economic Status Indication（経済規模の表示） 

このセクションでは、米国の個別指定手数料の減額を受けるために、経済規模を記載することができます。経済

規模を記載するには、下に示すように編集ボタン (鉛筆アイコン) をクリックします。 

 

次に、以下のリストから該当する経済規模を選択してください。 

 

「Small Entity」（小規模事業体）ステータスまたは「Micro Entity」(極小事業体)ステータスの要件を満たしてい

るかを確認するには、以下に示す「小規模事業体ステータスへの資格の決定」または「極小事業体ステータスへの

資格の決定」リンクをクリックしてください。 

 

「Micro Entity」(極小事業体)ステータスを選択すると、証明書を PDF 形式で添付するよう求められます。この場

合、「Micro Entity」(極小事業体)ラジオ ボックスの説明に、USPTO ウェブサイトの適切なフォームへのリンクも記

載されています。 「Upload Micro Entity certificate」をクリックして、出願に添付します。 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/66-us-economic-status-1.png
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/67-us-economic-status-2.png
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、「Micro Entity」(極小事業体)の証明書をアップロードすると、下の画像に示すように、システムによって名前が変

更されます。複数の証明書をアップロードできます。アップロードされた証明書を表示するには、目的の行の上にマウ

スを置き、下の画像でハイライトされてるように 「View」（表示） ボタンをクリックします。 

中国 (CN)、日本 (JP)、韓国 (KR) の指定について 

中国、日本、または韓国を指定する場合、ナビゲーション メニューで「Main or Principal Design」（主意匠また

は本意匠）オプションが利用可能になり、「Other Content (If Applicable)」（その他のコンテンツ)で「Declarati

on Concerning Exception to Lack of Novelty」（新規性喪失の例外に関する宣言）が利用可能になりま

す。  

 (1) Main or Principal Design（主意匠または本意匠） 

このセクションでは、中国の主意匠、日本および韓国の本意匠および関連意匠を指定できます。締約国ごとにこ

れを行うには、まず下の画像に示すように「Add」（追加）ボタンをクリックします。 

 

次に、関係する締約国 (CN、JP、または KR) を選択します。 
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CN を選択した場合、使用可能な唯一のオプションは、主意匠を特定することです。システムが正しい情報を自動

的に含めるため、他のフィールドは表示されません。 

 

CN の主意匠を選択したら、「保存」 ボタンをクリックします。保存されたデータは、次のようにテーブルに表示されま

す。 

＊なお、出願に1つの意匠のみが含まれる場合は、中国の主意匠の欄は記載不要です。その場合、 

「Add」（追加）ボタンから中国を追加する必要もありません。 

 

日本または韓国の関連意匠を指定するには、「Add」（追加] ボタンをクリックしてデータ フィールドを表示します。

必要な情報を入力し、「Save」（保存] ボタンをクリックします。日本と韓国の場合、「Reference Type of Main 

or Principal Design」（主意匠または本意匠の参照タイプ）の選択肢の 1 つには、以下に示すように「本国際

出願」があります。
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このオプションを選択すると、システムは自動的に正しいデータ (本出願の WIPO レファレンス番号) を保存し、「本

意匠の参照」フィールドは表示されません。この例を以下に示します。 

 

残りの必要な情報をすべて入力したら、「Save」(保存) ボタンをクリックします。表には、関係するすべての締約国

について入力したデータが表示されます。関連する複数の意匠を追加できます。 

 

入力した情報を削除するには、目的の行にマウスを置き、ゴミ箱アイコンをクリックします。 

 

(2) Declaration Concerning Exception to Lack of Novelty（新規性喪失の例外に関する宣言） 

「Other Content」（その他のコンテンツ）セクションでは、「新規性喪失の例外に関する宣言」を完了することが

できます。まず、下の画面のように「Add」(追加)ボタンをクリックします。 

 

次の画面 (以下に表示) で、ドロップダウン メニューから関係する締約国を選択し、宣言が適用される意匠を選択

します。 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/68-declaration-novelty-1.png
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「Save」(保存)ボタンをクリックすると、証拠書類を追加するための新しいボタンが表示されます。アップロードできる

文書は 1 つだけで、宣言が行われるすべての締約国 (中国、日本、または 韓国) に適用されます。 

 

 

 

複数の宣言を保存すると、次のように表示されます。 

 

 

 (3) 優先権書類 

中国、日本、または韓国を指定する場合は、優先権セクションで優先権書類 (PDF) をアップロードすることもでき

ます (優先権書類の提出に関する重要な情報)。国際事務局は、提出された書類を該当する締約国に転送しま

す。優先権書類を追加するには、以下に示すように 「Add」(追加)  ボタンをクリックして、まず優先権主張を追加

します。 

https://www.wipo.int/hague/en/guide/ia.html#r13
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/69-declaration-novelty-2.png


 

 63 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

 

次に、以下に示すように、「Upload PDF」（PDF をアップロード） ボタンをクリックして書類をアップロードします。 

 

1つの優先権主張につき 1 つの優先権書類をアップロードできます。優先権書類がアップロードされたら、以下に示

すように PDF リンクをクリックして表示できます。 

 

 

 

出願が中国、日本、または韓国を指定していない場合、以下に示すように、優先権セクションで「Upload PDF」

（PDF をアップロード）ボタンは表示されません。 

 

 

イスラエル（IL）の指定について 

(1) 経済規模の表示 
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このセクションでは、イスラエルの個別指定手数料の減額を受けるために、経済規模を記載することができます。経

済規模を記載するには、以下に示すように編集ボタン (鉛筆アイコン) をクリックします。 

 

次に、以下のリストから該当する経済規模を選択してください。優先権を主張する場合は、割引前の個別指定

手数料が適用されることに注意してください。 

 

小規模事業体または高等教育機関の資格の要件を満たしているかどうかを確認するには、以下に示すリンク先

を参照してください。 

 

経済規模を選択後、「Confirm」（確認する）ボタンをクリックしてください。イスラエルについて経済規模が記録

されました。 

 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/66-us-economic-status-1.png
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/67-us-economic-status-2.png
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ベトナム（VN）の指定について 

(1) クレーム 

ベトナムを指定すると、以下に示すように、デフォルトのクレームが自動的に保存されます。ベトナムのクレームは編集

不要です。 

 

メキシコ（MX）の指定について 

 

(1) 経済規模の表示 

 

このセクションでは、メキシコの個別指定手数料の減額を受けるために、経済規模を記載することができます。経

済規模を記載するには、以下に示すように編集ボタン (鉛筆アイコン) をクリックします。 

 

次に、以下のリストから該当する経済規模を選択してください。 
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小規模事業体または高等教育機関等の資格の要件を満たしているかどうかを確認するには、以下に示すリンク

先を参照してください。 

 

経済規模を選択後、「Confirm」（確認する）ボタンをクリックしてください。メキシコの経済規模が記録されまし

た。 

 

 

 

多くの指定に適用されるセクション 

(1) Description（説明） 

意匠の特徴的な特徴の説明を記載する必要がある締約国を指定すると、ナビゲーション メニューの 「Descriptio

n」（説明）項目が赤くなり、Description（説明）セクションを開くと赤い警告が表示されます。これは、WIP

O がDescription（説明）の提出を推奨している締約国を指定した場合も同様です。 

 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/71-description-1.png
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Description（説明）セクションに入ったら、ボックスに説明を入力し、問題がなければ 「Save」（保存）ボタン

をクリックします。 

セクションの下部にあるカウンターは、100 語の制限を超えた単語数を示します (100語を超えると追加料金が適

用されます)。 

 

(2) Creator（創作者） 

創作者の特定が必要な締約国、または創作者に関する声明の提出が必要な締約国を指定すると、ナビゲーショ

ンの創作者の項目が黄色で表示され、セクション内に黄色の警告が表示されます (下図を参照)。  

 

創作者を追加するには、「Add」（追加）ボタンをクリックし、創作者の氏名と住所を入力し、どの意匠を創作し

たかを示します。 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/72-creator-1.png
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出願人の場合と同様に、保存された各創作者が、基本情報と共に行に表示されます。。創作者の詳細を表示

するには、行の左端にある三角形をクリックします。創作者の宣言書をプレビューまたは削除するには、行にカーソ

ルを合わせます。創作者情報を編集するには、行の右端にある鉛筆アイコンをクリックします。 

 

その他のセクション (任意) 

「Description」（説明）と「Creator」 （創作者）は、このチュートリアルで、特定の指定国に関し説明している

個所がありますが、どのような場合にも入力することが可能です。締約国によって要求されない場合、それらは任

意です。 

代理人 

代理人を選任するには、下の画面に示すように、「Applicant」（出願人） セクションを展開し、「Add Represe

ntative」（代理人を追加）ボタンをクリックします。 

https://www.wipo.int/hague/en/how_to/efiling_tutorial/demo.html#designations
https://www.wipo.int/hague/en/how_to/efiling_tutorial/demo.html#designations
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/73-creator-2.png
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/74-creator-3.png
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出願人を追加するときのフィールドと同様に、代理人のタイプ (法人または自然人)、名前、住所 (都市と国を含

む)、および電子メール アドレスを入力します。 「Save」（保存）ボタンをクリックして代理人の詳細を保存します。 

 

連絡先 

連絡先の住所を指定するには、下の画面に示すように、「Applicant」（出願人）セクションを展開し、「Add Co

rrespondence」（連絡先を追加 ）ボタンをクリックします。 

注:「連絡先を追加」 ボタンは、 2 人以上の出願人がいて、願書に代理人が指定されていない場合にのみ使用

できます (詳細については、 2022 年 4 月のInformation Noticeを参照してください)。 

 

 

対応する電子メールアドレスを入力し、「Save」（保存）ボタンをクリックします。 

 

連絡先情報は、以下に示すように、出願人のリストとともに表示されます。 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/75-representative-1.png
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/77-correspondence-1.png
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優先権 

パリ条約に基づき、先の出願の複数の優先権を、願書で主張することができます。これを行うには、「Priority (If 

Applicable)」（優先権 (任意)）セクションを展開し、以下に示すように「Add」（追加）ボタンをクリックします

。 

 

すべての必須フィールドに入力し、「Save」（保存）ボタンをクリックします。完成した優先権主張の例を以下に示

します。 

 

注: PDF のアップロード ボタンは、中国、日本、または韓国を指定した場合にのみ表示されます。 

保存された優先権主張は、下の画像に示すようにリストに表示されます。編集 (鉛筆アイコン) または削除 (ゴミ箱

アイコン)ボタンをクリックして編集、削除が可能です。 

https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514#P83_6610
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/79-priority-1.png
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国際博覧会 

国際博覧会に出展された意匠の一時保護を請求する場合は、下図のように「Exhibition」（国際博覧会 (該

当する場合)）セクションを展開し、「Add」（追加）ボタンをクリックします。  

 

以下に示すように、すべての必須フィールドに入力し、「Save」（保存） ボタンをクリックします。 

 

保存された各博覧会情報は、詳細情報とともに表示されます。行を編集または削除する場合は、鉛筆アイコン (

編集) またはごみ箱アイコン (削除) をクリックします。 

 

eHague Communication: Reply to Irregularities （eHague コミュニケーション：不備の通知に対する

応答） 

eHague を通じて国際出願を提出した後、WIPO 国際事務局がirregularity( 

方式的な不備)を発見した場合、不備の補正を促す通知が送付されます。審査官はまた、審査中に他の種類の

通信を発行することもできます。たとえば、応答が不要な場合があるObservationなどです。その場合も、出願人

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/81-exhibition-1.png
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/82-exhibition-2.png
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/83-exhibition-3.png
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から応答がない場合に、自動的に適用される補正について記載されていることがあるため、出願人は、通知をよく

確認することが重要です。 

出願が最初に、紙のフォーム DM/1 ではなく、 eHague を通じて提出された場合、通知は eHague ワークベンチ

ですぐに確認できます。さらに、電子メールアラートが送信され、新しい通知が閲覧可能であることを出願人に通知

します。 

セキュリティ上の理由から、電子メール アラートにはリンクが提供されていません。 

 

警告:電子メールが送信されてから eHague 通信で通知が利用可能になるまで、最大 24 時間の遅延がありま

す。 

電子メール アラートを受信したら、eHague にログインし、下の画面に示されているように、「Draft(s)」（下書き] タ

ブのすぐ右にある「eHague communication」 （eHague コミュニケーション）タブを探します。 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/84-efiling-comms-1.jpg
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「eHague communication」 （eHague コミュニケーション）インターフェースから、国際事務局より送信された通

知の検索と、通知に対する応答の提出を行うことができます。 

 

このビューには 3 つの主要なタブがあります。 

1. 「Action Required」（応答要）、不備を補正するための通知に応答する。 

2. 「No Action Required」（応答不要）、Observationと放棄の通知を取得。 

3. 「Archived」（アーカイブ）、過去の通知を取得。 

eHague Workbench （eHagueワークベンチ）に戻ってこのチュートリアルを表示するためのタブもあります。 

(1) 応答要: 不備を補正するための通知に応答 

不備を補正するための通知を探すには、「Action required」の タブが明るいグレーでハイライトされていることを確

認してください。そうでない場合は、タブをクリックしてください。 

「Action required」（応答要） の下に、応答が必要な不備の通知、または軽微な欠陥の補正を促す通知の

リストが表示されます。 

「レター」列にあるPDFアイコンをクリックすると、通知をPDFでダウンロードできます。 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/85-efiling-comms-2.png
https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/86-efiling-comms-3.png
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上の画面では、各「Action(s)」（アクション） ボタンが表示され、マウスを目的の行の上にかざすと、さまざまなア

クションを実行できます。 

1. 「Reply」（応答）をクリックすると、オンラインで特定の不規則性または軽微な欠陥を修正するための招待状

に返信するためのフォームが開きます。 

2.「Letter」（レター）では、ハイライトされた通信のレターをダウンロードできます。 

3. 「History」（履歴）では、各国際出願に関する通信の履歴を確認できます。 

保留中の支払いがある場合は、「Pay Online」（オンラインで支払う） ボタンも表示されます。 

(2) Reply form (応答フォーム) 

注 – この応答フォームは、国際事務局の出願ファイルに保存される公式の応答を送信する際に使用します。送信

前に応答内容十分に確認してください。質問がある場合は、電子メールまたは通知に記載されている電話番号

宛、担当審査官にお問い合わせください。 

応答フォーム (下の画像を参照) を使用すると、次のことができます。 

1. テキスト フィールドに回答を入力する。 

2. PDF 形式の書類 (委任状/創作者宣言書/極小事業体の証明フォーム/その他の書類) を以下のように添付

します。 

 

3. 意匠と複製物の番号を特定し、JPG または TIF 形式の画像をアップロードして複製物を添付する。（例：2.3 

= 意匠番号 2、複製番号 3）。 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/87-efiling-comms-4.png
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4. アップロードされた複製物を削除するには、マウスを複製物の行の上に置き、ゴミ箱アイコンをクリックします。 

 

必要なアクションがすべて完了したら、「Submit your reply」（応答を送信） ボタンをクリックします。 

応答の送信をキャンセルする場合は、「Cancel」（キャンセル）ボタンをクリックしてください。一度応答を送信する

と、キャンセルまたは削除することはできませんのでご注意ください。 

(3) 不備の通知への応答における、新たな複製物の提出 

一般的な推奨事項 

不備の通知への応答の処理を容易にするために、差し替えの複製物の新しいコピーを提出する際は、応答フォー

ムのテキスト フィールドに詳細な説明を記入して一緒に提出することをお勧めします (上の画像の項目 1)。 

解像度 

新しい複製物は、画像形式が JPEG または TIF である必要があり、ファイル サイズは 2 メガバイトを超えることがで

きません。複製物の解像度は 300 dpi  である必要があります。 

番号付けと順序 

各複製物は個別の番号で識別される必要があります (同じ意匠が異なる角度から表されている場合、番号はド

ットで区切られた 2 つの数字で構成されている必要があります。たとえば、1つ目の意匠の場合、1.1、1.2、1.3 、 

2 番目の意匠は 2.1、2.2、2.3 などで表します。 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/88-reply-1.png
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差し替えの複製物の番号は、元の差し替えられる複製物の番号と順序に対応している必要があります (番号とそ

の順序は、eHagueの受領確認書に記載されているものを参照してください)。 

eHague インターフェイスでは、差し替えの複製物の番号を応答フォームのそれぞれのフィールドに入力する必要が

あります (つまり、複製 2.3 の場合、フィールドの「Design No.」（意匠番号）に番号 2 を入力し、「Repro. No.

」（複製物の番号）に番号 3 を入力する必要があります)。  

その他の番号付け (例えば、「987654.1」、複製物の余白に「1/12」や「Fig. 1」など) は、細則第402 (c)の要件

を満たさないため、不正な付番と見なされることに注意してください。 

凡例 

eHague インターフェイスでは、差し替えの複製物の凡例 (図面のタイプの説明) を「Type of view」（図面のタイ

プ）フィールドに入力する必要があります。凡例は、複製物の余白に記載しないようにしてください。 

(4) 「No Action Required」（応答不要） 

「No Action Required」（応答不要）タブには、Observationと国際出願の放棄の通知が含まれています。未

読の通知の数は括弧内に表示されます。これらの通知には、何の応答も必要ありません (下の例では、「アクショ

ン不要」の記録は表示されていません)。 

 

既読になると、通知は、30 日間 「No Action Required」 （応答不要）タブで確認できます。その後、自動的

に「Archived」（アーカイブ済み）セクションに移動します。 

(5) 「Archived」（アーカイブ済み） 

このセクションには、記録されているか放棄されている国際出願に関する通知が含まれているため、応答やその他

の通信の対象にすることはできません。このセクションには、アクションが不要な通知も含まれます。このような通知

は、既読後30 日後に「アーカイブ済み」セクションに移動されます。 

https://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/efiling_tutorial/images/scaled/89-no-action-required-1.png
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出願の準備はできましたか？ 

eHagueにアクセス  

 

 

 

https://www3.wipo.int/HagueEFilingWeb/
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