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近日開催予定の PCT セミナー、ウェビナーや他の PCT 関連イベントをお見逃しなく。 

詳細は今月号の PCT セミナーカレンダーをご覧下さい。 

 

 
 
 

https://www.wipo.int/pct/ja                  2021 年 11 月号 | No. 11/2021 

 

PCT ニュースレター日本語訳では、PCT NEWSLETTER (英語版) の翻訳を提供しています。 

PCT アップデート (PCT Information Update) の詳細、PCT セミナーカレンダー、PCT 手数料表、PCT 

締約国一覧につきましては、英語版をご参照下さい。また、記載される内容は英語版が優先します。 

 

 

新 PCT 締約国  
 

ジャマイカ (国コード: JM)  

ジャマイカが、2021 年 11 月 10 日に、PCT の加⼊書を寄託し、これにより 154 番⽬の PCT 締約国と

なりました。ジャマイカは、2022 年 2 月 10 日より PCT に拘束されます。その結果、2022 年 2 月 10 

日以降に出願される全ての国際出願は、当該国の指定を⾃動的に含むことになります。また、ジャマイ

カは PCT 第 II 章にも拘束されることになるため、2022 年 2 月 10 日以降に出願される国際出願につい

てなされる国際予備審査請求では、当該国を⾃動的に選択することになります。  

さらに、ジャマイカの国⺠及び居住者は、2022 年 2 月 10 日より PCT 国際出願を行う資格を有するこ

とになります。  

 

パリ条約への加⼊ 

 

キリバティの加⼊  

キリバティ (国コード: KI) が、2021 年 11 月 5 日に、工業所有権の保護に関するパリ条約の加⼊書を寄

託しました。これにより、パリ条約の全締約国数は 178 となりました。キリバティは、2022 年 2 月 5 

日よりパリ条約に拘束されます。  

 

https://www.wipo.int/pct/en/newslett
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PCT 規則 4.10(a) に従い、パリ条約の締約国において/について、又は同条約の締約国ではないものの

世界貿易機関 (WTO) の加盟国である国において/についてされた一つ以上の先の出願に基づく優先権

を、国際出願において主張することができます。 

“States Party to the PCT and the Paris Convention and Members of the World Trade Organization” 

の一覧の更新版は、以下のリンクからご利用下さい。 

https://www.wipo.int/pct/en/paris_wto_pct.html (英語) 

 

セーシェルによる ARIPO への加⼊ 

セーシェルが、2021 年 10 月 1 日に、アフリカ広域知的所有権機関 (ARIPO) の枠組みにおける特許及

び意匠に関するハラレ議定書への加⼊書を寄託しました。これにより、セーシェルは、2022 年 1 月 1

日より ARIPO の加盟国となります。ハラレ議定書についてもセーシェルに関して当該日から発効し、

ARIPO の加盟国数は 21 か国、並びにハラレ議定書の締約国は 19 か国となります。 

この加⼊により、2022 年 1 月 1 日以降に提出される全ての国際出願は、国内特許に加えて、ARIPO の

特許についても当該国の指定を含むことになります。さらに、2022 年 1 月 1 日からは、セーシェルの

国⺠及び居住者は、法務部登録課 (セーシェル) 及び WIPO 国際事務局に加えて、受理官庁としての

ARIPO に対しても国際出願を行うことができるようになります。 

セーシェルの加⼊に関する ARIPO の告知は、以下に掲載されています。 

 https://www.aripo.org/accession-of-the-republic-of-seychelles-to-the-harare-protocol/ (英語) 

(PCT 出願人の手引 附属書 B1 (SC)、B2 (AP) 及び C (AP) が更新されました) 

 

国際出願の電子出願及び処理 

 

リトアニア: リトアニア共和国国家特許局による ePCT 出願を利用した電子形式による国際出願の受理及

び処理の開始  

受理官庁としてのリトアニア共和国国家特許局は、2022 年 1 月 15 日から、ePCT 出願を利用した電子

形式による国際出願の受理及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、EPO オンライン出願を利用して提出される電子形式による国際出願の

受理及び処理をすでに開始しています。適用される手数料表の項⽬ 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。  

電子形式による国際出願の提出に関する上述官庁の要件及び運用を含む通知が更新され、2021 年 11 月 

25 日付の公示 (PCT 公報) に掲載される予定です。以下のリンクからご利用下さい。  

 https://www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.html (英語)  

(PCT 出願人の手引 附属書 C (LT) が更新されました) 

https://www.wipo.int/pct/en/paris_wto_pct.html
https://www.aripo.org/accession-of-the-republic-of-seychelles-to-the-harare-protocol/
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WIPO 電子証明書を取得する際のブラウザとして使用される Internet Explore の終了 

WIPO 電子証明書は、ePCT を利用して国際出願を提出したり、管理する際の高度な認証方法として使

用されています。近い将来予定されている Internet Explore の終了を受けて、WIPO では、ePCT ユー

ザが当ブラウザを使用して、WIPO 電子証明書の登録を行うことができなくなりました。WIPO は、現

在の電子証明書の保有者に対し、当証明書の２年間の有効期限が満了する 30 日前に、通知を送付する

予定です。その際には、電子証明書の満了日とその他のオプションに関する情報を提供するリンクもお

知らせします。また、各証明書の満了日 7 日前に、追加のリマインドを送付します。なお、電子証明書

の登録には、引き続き Google Chrome、Mozilla Firefox 又は Microsoft Edge のブラウザを使用可能で

す。WIPO 電子証明書に関するページでは、当証明書についての一般情報や上述した別のブラウザを使

用して、以下のアクションを実行する際のユーザガイドを提供しています。以下のリンクからご利用下

さい。 

 https://www.wipo.int/pct-safe/en/certificates.html (英語) 

– 証明書の登録方法 

– 証明書の受取方法 

– 証明書をブラウザにインポートする方法、並びにバックアップコピーを保存する方法、そして 

– ブラウザから証明書を削除する方法 

WIPO 電子証明書や、ePCT を利用した PCT 出願の提出や管理を⽬的としたその他の高度な認証方法に

関する詳細は、今月号の実務アドバイスに説明されています。 

 
PCT 実施細則の修正 

PCT 実施細則の第 102(h)号、705 号の 2、705 号の 3、709 号、713(b)号及び附属書 F が修正され、附

属書 F に新規定である第 5.1 号の 2 が追加されました。これらは 2022 年 1 月 1 日付けで発効します。 

かかる規定の修正及び追加では、以下の点を明確にすることを主要な⽬的としています。 

– 出願人との通信手段として、官庁が指定するオンライン出願のインターフェースを当該官庁が

柔軟に設計できるようにすること (第 102(h)号)、 

– 第 705 号の 2 の規定は、紙で提出された書類を電子形式に「スキャン」する場合に適用される

のに対し、新たに追加された第 705 号の 3 の規定は、書類をある電子形式から別の電子形式に

「変換」する場合に適用される点を明確にすること (第 705 号の 2)、 

– 受理官庁、国際事務局 (IB) 及び国際調査機関が、国際出願を XML 形式に変換し、その変換で

作成された XML 版を受理官庁用写し、記録原本、若しくは調査用写しとして使用することを

許可する⽬的で、国際出願をある電子形式 (例えば PDF) から別の電子形式 (例えば XML) に変

換し、それに基づいて処理することを許可する法的根拠を提供すること (第 705 号の 3)。 

– 専用の電子システムを利用して、出願人が通知又はその他の書類を取得できるようにすること

により、官庁がかかる書類を出願人に送付を行うための法的根拠を提供すること。また、IB が
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同意した場合には、官庁は、IB に対し当該官庁に代わって、電子手段により出願人に書類を送

付するよう要請できるようにすること。－ この点の詳細については、かかる要請があった場合

に、関係する官庁と IB が協議することとする (第 709 号)。 

– 第 713(b)号に基づき、第 705 号の 2(b) から (e) までの規定が、電子形式で提出、処理又は送

達された通知、送達、通信又は国際出願に関するその他の書類について適用可能であるが、明

白には適用されないときには、かかる規定を適用する法的根拠を提供すること(第 713 号(b))、 

– オンラインで書類の取得ができるようにするため、官庁による出願人に対する書類の送付方法

について技術的要件を設定すること(附属書 F 第 5.1 号の３) 及び 

– PCT-SAFE の今後の廃止に伴う準備を行うこと(附属書 F の第 703 号(b)(iv) 編集者注; 及び附

属書 F の第 6 号) 

かかる規定の修正及び追加を含む実施細則全文の更新版は、2022 年 1 月 1 日に発効し、英語及び仏語

の PDF 形式で利用可能です。それぞれ、以下のリンクに掲載されています。 

 https://www.wipo.int/pct/en/texts/index.html (英語) 

 https://www.wipo.int/pct/fr/texts/index.html (仏語) 

 

上級者向けオンライン PCT セミナー: PCT 制度の最新動向と今後の展開について 

WIPO の年次上級者向け PCT セミナーは、現在の新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) による制約を

踏まえて、今年度もバーチャル形式で開催されます。時差を考慮して PCT ユーザがセミナーに参加し

易くなるよう、同じセミナーが 3 日間の日程と異なる開催時間で実施されます。当セミナーは無料であ

り、英語で行われます。只今、参加登録の受付中です。 

セミナーは、次の日程と時間 (ジュネーブ時間) で、記載された地域を対象として開催されます。  

– 2021 年 12 月 6 日 (09:00 – 11:30 中央ヨーロッパ時間): 欧州/中東/アフリカからの参加者対象 

– 2021 年 12 月 8 日 (16:30 – 19:00 中央ヨーロッパ時間): 南米からの参加者対象、及び 

– 2021 年 12 月 10 日 (08:30 – 11:00 中央ヨーロッパ時間): アジアからの参加者対象 

セミナーの講師は、国際事務局の経験豊富な PCT スタッフが担当し、参加者は PCT 制度に精通してい

る特許管理者及び弁理士を対象としています。当セミナーでは、以下のトピックを扱う予定です。 

– PCT 制度の最新動向と今後の展開 

– ePCT システムの最新情報と今後の機能向上  

各セミナーのプログラムと参加登録情報は、以下のリンクからご覧下さい。  

https://www.wipo.int/pct/en/seminar/webinars/index.html (英語) 

 

 

 

 

https://www.wipo.int/pct/en/texts/index.html
https://www.wipo.int/pct/fr/texts/index.html
https://www.wipo.int/pct/en/seminar/webinars/index.html
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PCT アップデート 

 

国際出願手数料、調査手数料、補充調査手数料並びに取扱手数料 (一部の官庁)  

2022 年 1 月 1 日より、PCT 手数料表に記載されている国際出願手数料、30 枚を超える用紙一枚ごと 

の手数料、手数料表の項⽬ 4 に表示されている電子出願の減額 (該当する場合)、調査手数料、補充調査

手数料並びに取扱手数料の特定の通貨における換算額が変更されます。  

PCT 出願人の手引 (www.wipo.int/pct/guide/en/ (英語)) の以下の附属書において、これらの変更が反

映されます。  

 附属書 C (受理官庁): AM、AP、AT、AU、AZ、BA、BG、BH、BW、BY、BZ、CA、CL、

CN、CR、CY、CZ、DE、DJ、DK、DO、EA、EC、EE、EG、EP、ES、FI、FR、GB、GE、

GH、GR、HN、HU、IB、IE、IL、IN、IS、IT、JO、JP、KE、KG、KH、KZ、LR、LT、LU、 

LV、MD、ME、MT、MW、MX、NI、NL、NO、NZ、OM、PA、PE、PG、PH、PT、QA、 

RO、RS、RU、SA、SC、SE、SG、SI、SK、SV、SY、TJ、TM、TT、UA、UG、US、UZ、

WS、ZA、ZM、ZW、  

 附属書 D (国際調査機関): 全ての機関、  

 附属書 SISA (国際調査機関 (補充調査)): 全ての機関、及び  

 附属書 E (国際予備審査機関): AT、AU、CA、CL、EG、EP、ES、FI、IL、IN、JP、KR、  

PH、 RU、SE、SG、UA、US、XV。 

CA: カナダ (手数料) 

DJ: ジブチ (インターネットアドレス) 

EG: エジプト (FAX 番号) 

IB: 国際事務局 (手数料) 

LT: リトアニア (電子出願) 

NG: ナイジェリア (手数料) 

PE: ペルー (手数料) 

SA: サウジアラビア (管轄国際調査及び予備審査機関) 

TZ: タンザニア連合共和国 (住所) 

 

調査手数料及び国際調査に関連する手数料 (カナダ知的所有権庁) 

 

予備審査手数料及び国際予備審査に関連するその他の手数料 (カナダ知的所有権庁) 

 

国際事務局の年末の閉庁日と公開スケジュール  

2021 年 12 月及び 2022 年 1 月の国際事務局 (IB) の閉庁日は、週末に加え、以下の通りです。  

 2021 年 12 月 24 日 (金)  

 2021 年 12 月 31 日 (金) 及び  

http://www.wipo.int/pct/guide/en/
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2021 年 1 月 3 日 (月)  

したがって、休暇期間中の IB の就業日は、2021 年 12 月 27 日 (月) から 2021 年 12 月 30 日 (木)、そ

して 2022 年 1 月 4 日 (火) からは、平常通り業務を行います。 

PCT インフォメーション・サービス(Infoline)、PCT 電子サービス (e-Services) 及び PCT オペレーショ

ン部の稼動日、並びに公開スケジュールの情報は、以下の通りです。 

PCT インフォメーション・サービス  

PCT インフォメーション・サービスは、2021 年 12 月 24 日 (金) から 2022 年 1 月 3 日 (月) まで業務

を休止します。業務再開は 2022 年 1 月 4 日 (火) です。なお、この休暇期間中であっても当サービスに

電話をされますと (電話番号: (+41-22) 338 83 38)、緊急用の電話番号を提供する録⾳メッセージが流

れます。 

リマインドになりますが、PCT インフォメーション・サービスでは、国際出願の提出や PCT 国際段階

の中間手続に関する一般的なご質問にお答えします (出願の個別案件に関しては、PCT オペレーション

部へお問合せ下さい)。詳細は、以下のリンクをご参照下さい。 

https://www.wipo.int/pct/en/infoline.html (英語) 

(訳者注: ページ右上の言語切替ドロップダウンリストから日本語が選択可能) 

PCT オペレーションカスタマーサポート課 (PCT 電子サービス) 及び PCT オペレーション部  

PCT オペレーションカスタマーサポート課及び PCT オペレーション部の年末休暇期間中の予定は、 

以下の通りです。  

 2021 年 12 月 24 日 (金):   休止  

2021 年 12 月 27 日 (月) から  

2021 年 12 月 30 日 (木) まで:  平常通り午前 9 時から午後 6 時 (中央ヨーロッパ時間)  

2021 年 12 月 31 日 (金) から 

2022 年 1 月 3 日 (月) まで:   休止  

2022 年 1 月 4 日 (火) 以降:   平常通り午前 9 時から午後 6 時 (中央ヨーロッパ時間)  

なお、以下の点を再度ご確認下さい。  

 PCT 電子オペレーションカスタマーサポート課では、電子形式での出願の作成、提出並びに

管理を⽬的としたサービスに関するご質問にお答えします。ePCT(https://pct.wipo.int)、PCT-  

SAFE (www.wipo.int/pct-safe/en/index.html) 及び WIPO デジタルアクセスサービス(DAS) 

(www.wipo.int/das/en/) 参照 (訳者注: ePCT 及び PCT-SAFE については、ページ右上の言語切

替ドロップダウンリストから日本語が選択可能)。   

 PCT オペレーション部では、出願の個別案件に関するご質問にお答えします。当オペレーシ

ョン部は、10 チームにより管理されています。担当チームの一般用電子メールアドレスや電話

番号は、様式 PCT/IB/301 をご確認いただくか、以下のリンクからご検索下さい。  

 

https://www.wipo.int/pct/en/infoline.html
https://pct.wipo.int)、PCT-
https://pct.wipo.int)、PCT-
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https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/TeamLookup.xhtml (英語) 

(訳者注: ページ右上の言語切替ドロップダウンリストから日本語が選択可能) 

 

公開スケジュール  

年末年始の休暇期間中は、PCT 出願は平常通り、2021 年 12 月 23 日(木) 並びに 12 月 30 日(木) に公開

予定です。なお、出願の国際公開に関して考慮されるべき変更にかかわる書類の到達期限に変わりはあ

りません (それぞれ 2021 年 12 月 7 日(火) 及び 2021 年 12 月 14 日(火) の午前零時 (中央ヨーロッパ時

間) となります)。 

 

PCT 関連資料の最新/更新情報 

 

欧州資格試験 (the European Qualifying Examination) 用の資料  

国際事務局 (IB) は EQE 試験委員会との合意に基づき、欧州弁理士志望者が受ける欧州資格試験 (EQE) 

用の資料準備を支援するため、2021 年 10 月 31 日時点の PCT 出願人の手引の「国際段階」と「国内段

階」を収録した全文を PCT ウェブサイト上で英語並びに仏語で提供しています。それぞれ以下のリン

クに掲載されています。  

https://www.wipo.int/pct/en/eqe/ip.pdf（国際段階英語） 

https://www.wipo.int/pct/en/eqe/np.pdf（国内段階英語） 

https://www.wipo.int/pct/fr/eqe/ip.pdf（国際段階仏語） 

https://www.wipo.int/pct/fr/eqe/np.pdf（国内段階仏語） 

ウェビナーの新録⾳ 

英語のウェビナー 

下記の英語のウェビナーの録⾳ 

– Everything you need to know about ePCT ウェビナーシリーズから、ePCT Actions     

(2021 年 11 月 2 日及び 4 日録⾳) 

– Exploring the PCT ウェビナーシリーズから、Restoring the Priority Right         

(2021 年 10 月 21 日録⾳)  

– Everything you need to know about ePCT ウェビナーシリーズから、ePCT-Filing in Docx  

(2021 年 10 月 7 日録⾳) 

及び (上記に記載された日付に配信されたウェビナーの) PDF 版の各プレゼンテーション資料は、次の

リンクからアクセス可能です。 

https://www.wipo.int/pct/en/seminar/webinars/index.html 

仏語のウェビナー 

https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/TeamLookup.xhtml
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下記の仏語のウェビナーの録⾳ 

– Exploring the PCT ウェビナーシリーズから、How to best utilize declarations       

(2021 年 11 月 3 日録⾳) 

– Exploring the PCT ウェビナーシリーズから、Understanding PCT Incorporation by reference 

(2021 年 10 月 22 日録⾳)  

及び(上記に記載された日付に配信されたウェビナーの) PDF 版の各プレゼンテーション資料は、次のリ

ンクからアクセス可能です。 

https://www.wipo.int/pct/fr/seminar/webinars/index.html 

日本語のウェビナー 

2021 年 11 月 10 日に配信された下記の日本語のウェビナーの録⾳ 

– Exploring the PCT ウェビナーシリーズから、PCT の優先権をマスターする 

及び PDF 版のプレゼンテーション資料は、次のリンクからアクセス可能です。 

https://www.wipo.int/pct/ja/seminar/webinars/index.html 

韓国語のウェビナー 

2021 年 10 月 12 日に配信された下記の韓国語のウェビナーの録⾳ 

– Exploring the PCT ウェビナーシリーズから、Understanding PCT Incorporation by reference  

及び PDF 版のプレゼンテーション資料は、次のリンクからアクセス可能です。 

https://www.wipo.int/pct/ko/seminar/webinars/index.html 

 

WIPO Sequence の新リリース 

WIPO Sequence (version 1.1.0) の新リリースが、2021 年 10 月 28 日に開始されました。最初のリリー

スの際に PCT ニュースレター 2020 年 12 月号で説明された通り、WIPO Sequence はデスクトップア

プリケーションであり、特許出願人は、当ツールを使用して WIPO 標準 ST.26 に準拠したアミノ酸及び

ヌクレオチド配列表を作成することができます。WIPO 標準 ST.26 は、2022 年 7 月 1 日から、国際、

国内又は広域レベルにおいて特許出願の部分を構成する配列表に適用されます。WIPO Sequence は、

無料でご利用いただけます。異なる IP 官庁に提出するために配列表を作成し直さなければならない現

状とは対照的に、当ツールを使用することにより全ての出願人が、国際、国内、並びに広域レベルにお

いて単一の配列表を提出できるようになります。 

新バージョンのリリースノートに、前回のリリース以降なされた変更点の概要が説明されています。ま

た、今回の新リリースでは、WIPO Sequence の利用規約、テスト用の有効/無効な ST.26 配列表の一

式、並びに全 10PCT 言語によるユーザマニュアルの更新版も提供されています。全情報は、以下のリ

ンクに掲載されています。 
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 https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html (英語) 

 (訳者注: ページ右上の言語切替ドロップダウンリストから日本語が選択可能) 

WIPO Sequence に関するウェビナーの録⾳ (英語での配信) と PDF 版のプレゼンテーション資料は、

以下のリンクからご利用下さい。 

 https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=62849 

 

PATENTSCOPE のお知らせ 

 

国内特許コレクション: ポーランド 

PATENTSCOPE にポーランドの国内特許コレクションが追加されました。当コレクションには、

294,000 件の特許出願と実用新案が収録されており、そのうち 46,000 件以上が、ポーランド語のフル

テキスト (OCR: 文字認識化された) 文献です。この新コレクションでは、ポーランド語の国内データベ

ースに収録されているパテントファミリー情報も利用でき、特許文献にもワンクリックでアクセスする

ことができます。当コレクションの追加により、PATENTSCOPE で利用可能となる国内/広域官庁のコ

レクション数は 73 になりました。 

当コレクションは、以下のリンクからご利用下さい。 

 https://patentscope.wipo.int/search/en/advancedSearch.jsf (英語) 

         (訳者注: ページ右上の言語切替ドロップダウンリストから日本語が選択可能) 

世界知的財産指標 2021 

世界知的財産指標報告書 2021 の英語版は、以下のリンクに掲載されています。 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4571 

この権威ある報告書では、世界中の IP (知的財産) 活動を分析しています。国内及び広域 IP 官庁と 

WIPO からの 2020 年の出願、登録や更新に関する統計を使用し、特許、実用新案、商標、意匠、微生

物、植物品種保護、地理的表示の分野を網羅しています。また、本報告書では、調査データや業界の情

報源をもとに、出版業界の活動状況も紹介しています。 

本報告書の要点をまとめたハイライトはプレスリリース PR/2021/883 に掲載されており、英語、アラ

ビア語、中国語、仏語、ロシア語及びスペイン語で配信されています。以下のリンクからご覧下さい。  

https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2021/article_0011.html 

(英語以外の言語は、ページ右上にある言語切替のドロップダウンリストから選択可能) 

 

実務アドバイス 
 

ePCT を利用して PCT 出願を提出し管理するための高度な認証方法の使用 

Q: 高度な認証方法を用いて ePCT にログインする際に WIPO 電子証明書を使っています。ですが、つ

い最近、当方の電子証明書がまもなく満了すること、そしてその証明書は更新できないため、新規の証

https://www.wipo.int/standards/en/sequence/index.html
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明書を要請する必要があるとの通知を受けました。ePCT にログインするための高度な認証には、他に

も方法があるようです。以前、証明書の登録と受取に問題があったことを記憶しているのですが、新規

に登録する証明書の使用法は、電子証明書よりも簡単なのでしょうか？ 

A:  ePCT システムの機密データや書類にアクセスしたり、新規国際出願の作成や提出には、WIPO アカ

ウントに高度な認証を設定する必要があります。出願人のユーザネームとパスワードによる認証に加え

て、ePCT に安全にサインインするため WIPO アカウントに高度な認証方法を少なくとも二つ設定して

おくことをお勧めします。もし高度な認証方法の一つにアクセスできない場合でも、もう一つの既存の

認証方法を使ってアカウントにログインでき、その後追加の高度な認証オプションを設定することがで

きます。或いは、必要に応じて、例えば、テキストメッセージの受信用に登録された電話番号がすでに

使用できないなど、無効となった他の高度な認証方法を削除することが可能です。 

ePCT にサインインするには、必ずしも WIPO 電子証明書を使用する必要があるわけではありません。

高度な認証を用いて ePCT にサインインする際のベストプラクティスとしては、電子証明書を使用する

のではなく、ワンタイムパスワードを生成する標準的な認証アプリケーション (アプリ) を登録して、出

願人の携帯電話 (“Google Authenticator” など) 若しくはデスクトップ (“WinAuth” など) にインストー

ルすることです。そして携帯電話番号若しくは固定電話の番号を登録して、テキストメッセージ (SMS) 

又はボイスメッセージで、ワンタイムパスワードを受信することができます。標準的な認証アプリケー

ションを使ってワンタイムパスワードを生成したり、ワンタイムパスワードをメッセージで受信するほ

うが、電子証明書を使用するよりも簡単で効率的です。また、これらの方法を使用すれば、電子証明書

の取得やインストールを行う際に、一部の ePCT ユーザが経験した共通の問題 (例えば、証明書をイン

ストールするため、通常必要となる登録コードや/若しくはデフォルトパスワードを控えないことなど

が原因) を回避することができるでしょう。 

ワンタイムパスワード受信用の認証アプリの使用 

主な高度な認証として、テキストメッセージ経由でコードを受信するよりも、可能な限り認証アプリを

使用されることをお勧めします。アプリは通常、一度インストールされるとインターネットに接続でき

ない状況でも継続して機能するため、より信頼性が高く効率的です。一方、テキストメッセージは受信

できないことがあります。例えば、携帯の電波が弱かったり若しくはなかったり、又は旅行中で違う

SIM カードを使っている場合などです。アプリで生成されるワンタイムパスワードの別のメリットとし

ては、テキストメッセージ経由で送信されるパスワードは受信に数分要するのに対して、ワンタイムパ

スワードでは、大抵即時にパスワードを受信可能な点です。 

推奨されるワンタイムパスワードのアプリに関する情報や、ePCT システムへのアプリの設定方法につ

いてのユーザガイドは、以下のリンクに掲載されています。 

 https://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=614 (英語) 

SMS 経由で受信するワンタイムパスワードの使用 

どのような状況にあっても ePCT へアクセスできるよう確実にするため、高度な認証方法を少なくとも

二つ設定しておくことをお勧めします。また、SMS 経由でワンタイムパスワードを受信できるよう

に、WIPO アカウントに携帯電話番号も登録して下さい。この認証オプションは固定電話でも使用で

き、ボイスメッセージでワンタイムパスワードの受信が可能です。電話番号の登録方法についてのユー

ザガイドは、以下のリンクに掲載されています。 

https://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=614
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 https://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=489 (英語) 

WIPO 電子証明書の使用 

電子証明書は、認証アプリ若しくは SMS の使用と比べて少々手間がかかります。WIPO 証明書の申請

は、WIPO の就業時間内にのみ手動で処理されるため、設定に時間を要することがあります。なお、当

証明書は、企業名ではなく個人に限り発行される点にご留意下さい。さらに、登録と受取には同じコン

ピューターとブラウザの使用が必要となります。また、WIPO 電子証明書は、PCT サービスに限り使用

でき、高度な認証を必要とする場合があるその他の WIPO IP Portal サービスには使用できません。 

国際事務局では、ワンタイムパスワードを用いる認証方法を推奨していますが、WIPO 電子証明書も高

度な認証オプションとして、当面は平行して使用される予定です。出願人が引き続き電子証明書の使用

を予定しており、現在お使いのブラウザが Internet Explorer であれば、当ブラウザの使用はまもなく終

了となりますので、ご注意下さい。ただし、次のブラウザ、Google Chrome、Mozilla Firefox 若しくは

Microsoft Edge (詳細は、上記トピックの「国際出願の電子出願及び処理」をご参照下さい) の一つを使

用して登録することは可能です。なお、注意点として、三つの対応可能なブラウザのうちどれを使用さ

れても、常に証明書のインストール時のデフォルトパスワードを控えておくようにして下さい。後に証

明書をブラウザへインポートする際に必要なためです。そのパスワードを控えておかなかった場合に

は、証明書のインストールは完了されず、WIPO は証明書を無効にしなければなりません。 

 

https://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=489
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