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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                  2022 年 11 月号 | No. 11/2022 

 

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。 

 

 

ポッドキャスト Taking the Complexity Out of PCT 

経験豊富な PCT ユーザの皆様にお知らせです。WIPO PCT 法務・ユー

ザ関連部部長 Matthew Bryan が “AUTM on the Air”  (AUTM は前

Association for University Technology Managers) ポッドキャストのイ

ンタビューを受けました。インタビューは、当ポッドキャストの司会者

である米国弁理士 Lisa Mueller 氏により行われ、PCT の歴史に触れ、彼

の部署が実施する業務や PCT の今後の動向に対する彼の期待など、幅広

い内容を網羅しています。 

インタビューは、Stitcher、Spotify 又は Apple Podcasts からご利用下

さい。 

 

ePCT システムの不通発生 

PCT 規則 82 の 4.2(a) に従い、国際事務局 (IB) は、以下の期間に ePCT システムに不通が発生したこ

とを PCT ユーザにお知らせします。 

2022 年 10 月 19 日 中央ヨーロッパ夏時間の午前 2 時半から午前 6 時 25 分まで 

この不通により PCT 規則に定める期間を遵守できなかった出願人は、2020 年 7 月 16 日付の公示 (PCT

公報) に掲載された IB の通知において公表された適用条件に従い (155 ページ以下参照)、PCT 規則 82

の 4.2(a) に基づく期間が遵守されなかったことによる遅滞についての許容を請求することができます。 

 

国際出願の電子出願と処理 

https://www.wipo.int/pct/en/newslett
https://www.stitcher.com/show/tech-transfer-ip/episode/taking-the-complexity-out-of-pct-with-matthew-bryan-207943333
https://open.spotify.com/episode/2PKXw2zmPsj38iBXveukqw
https://podcasts.apple.com/us/podcast/taking-the-complexity-out-of-pct-with-matthew-bryan/id1493452667?i=1000583924775
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受理官庁が電子出願に関する通知を更新 

以下の官庁は、2022 年 7 月 1 日から配列表の提出に関して適用された形式の変更 (WIPO 標準 ST.25 か

ら ST.26) を考慮し、e-filing 通知を更新しました。 

–  CH スイス連邦知的所有権機関 

–  IL イスラエル特許庁 

–  MA モロッコ工商業所有権庁 (OMPIC) 

–  PA 工業所有権登録総局 (DIGERPI) (パナマ) 

–  UZ ウズベキスタン共和国司法省知的所有権局 

該当する変更は、2022 年 10 月 20 日、10 月 27 日並びに 11 月 10 日付の公示 (PCT 公報) に掲載され

ました。 

https://www.wipo.int/pct/en/official_notices/officialnotices.pdf 

 

PCT 規則 12.1(d) に規定する配列表の言語依存のフリーテキストに認められる言語 

国際出願の明細書の配列表の部分に記載される、言語依存のフリーテキストに関する PCT 規則 12.1(d) 

の改正が 2022 年 7 月 1 日から発効しました。また、PCT 実施細則第 332 号に新しい項 (a の 2) が追加

され、各受理官庁が認める用意のある言語依存のフリーテキストの言語又は複数の言語を国際事務局 

(IB) に通知することを定めています。 

以下の受理官庁が、第 332 号(a の２) に従い下記の情報を IB に通知しました。 

–  CH スイス連邦知的所有権機関: 英語、仏語又は独語。当該官庁は、一つの配列表に記載される言

語依存のフリーテキストを英語及び別の出願言語の両言語でも提出することを許可しています。 

–  PA 工業所有権登録総局 (DIGERPI) (パナマ): スペイン語。当該官庁は、一つの配列表に記載され

る言語依存のフリーテキストを複数の言語で提出することを許可していません。 

–  TH 知的財産局 (DIP) (タイ): 英語。当該官庁は、一つの配列表に記載される言語依存のフリーテ

キストを複数の言語で提出することを許可していません。 

–  UZ ウズベキスタン共和国司法省知的所有権局: 英語又はロシア語。当該官庁は、一つの配列表に

記載される言語依存のフリーテキストを英語及びロシア語の両言語でも提出することを許可して

います。 

 

経済発展観光省 (モンテネグロ): 受理官庁機能の終了と国内ルートの閉鎖 – 修正 

PCT ニュースレター 2022 年 10 月号にて、モンテネグロにおける保護を希望する出願人は、「今後当

該国の国内段階へは移行できません」と記載しましたが、経済発展観光省 (モンテネグロ) が受理官庁と

しての行動を終了する前から、当該国への国内段階移行はすでにできない状況であったことにご注意下
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さい。2022 年 10 月 1 日より前に行われた国際出願については、欧州特許の延長に限り可能です (モン

テネグロ知的所有権庁には、国内ルートは存在しませんでした)。 

また、欧州特許条約 (EPC) 締約国であり、且つ国内ルートを閉鎖した国の一覧にリトアニアが含まれて

いるべきでした。したがって、正しい国の一覧は、ベルギー、キプロス、フランス、ギリシャ、アイル

ランド、ラトビア、リトアニア、マルタ、モナコ、モンテネグロ、オランダ、サンマリノとスロベニア

となります。 

 

優先権書類の提出 

優先権書類の認証謄本を発行する官庁の更新情報 

2020 年 4 月 23 日から、ePCT を利用する場合、優先権書類の認証謄本は、その謄本が発行官庁の証明

書と併せて発行され、その証明書に電子署名されていることを条件に、PDF 書類として国際事務局 (IB) 

に対しアップロードすることができます。 

シンガポール知的所有権機関は、電子署名された優先権書類の発行を開始した旨を IB に通知しまし

た。PDF 形式の優先権書類を IB に対するアップロード用に選択可能な官庁の最新の一覧は、以下をご

参照下さい。 

https://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=838 

出願人の皆様には、優先権書類や同様の書類を知財 (IP) 庁間で安全に交換できる WIPO デジタルアク

セスサービス (DAS) の利用を推奨しています。DAS 参加庁の一覧は、以下をご利用下さい。 

www.wipo.int/das/en/participating_offices.html 

 

WIPO 優先権書類デジタルアクセスサービス 

リトアニア共和国国家特許局は、2023 年 1 月 1 日から、WIPO 優先権書類デジタルアクセスサービス 

(DAS) の提供庁と取得庁の双方として運用開始する旨を国際事務局 (IB) に通知しました。提供庁とし

て、出願人が明示的に当該サービスに認証謄本を利用可能とするよう請求する場合には、2023 年 1 月 1

日以降の特許出願の認証謄本を優先権書類として提供します。取得庁としては、優先権書類の提出期間

が 2023 年 1 月 1 日までに満了していない出願を対象に、当該サービスを通じて当該官庁に対し利用可

能となる優先権書類を認めます。 

詳細は、以下の DAS に関する通知をご参照下さい。  

https://www.wipo.int/das/en/participating_offices/details.jsp?id=12645 

WIPO 優先権書類デジタルアクセスサービス (DAS) を利用することで、PCT 出願人は、認証謄本を提 

出したり提供するよう手配する代わりに、優先権書類として利用する先の出願の謄本を DAS から取得

するよう国際事務局 (IB) に対し請求することができます。当該サービスを活用するには、先の出願が提

出された官庁が DAS 提供庁である必要がありますが、国際出願が提出される受理官庁は DAS 提供庁で

ある必要はありません。 

 

PCT アップデート 
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AP: アフリカ広域知的所有権機関 (ARIPO) (手数料) 

CR: コスタリカ (手数料) 

DZ: アルジェリア (手数料) 

MK: 国家工業所有権庁 (北マケドニア) (所在地とあて名) 

TM: トルクメニスタン財務経済省国家知的所有権局 (管轄国際調査機関及び予備審査機関) 

US: 米国特許商標庁 (USPTO) (管轄国際調査機関及び予備審査機関) 

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 (多くの官庁) 

2023 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 (https://www.wipo.int/pct/en/guide/ (英語版)) 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、CH、   

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

GB、GE、GH、GR、HN、HU、IB、IE、IL、IN、IQ、IS、IT、JM、JO、JP、KE、KG、KH、

KR、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、CN、EA、EG、EP、ES、FI、IL、IN、  

JP、KR、PH、 RU、SE、SG、UA、US、XN、XV。 

 

調査手数料 (韓国知的所有権庁) 

品質管理知的所有権機関 (IGQPI) (カーボベルデ) が、2022 年 12 月 1 日から、韓国知的所有権庁 

(KIPO) を ISA として指定したこと (PCT ニュースレター 2022 年 10 月号に掲載) に続いて、KIPO は当

該日から、出願人 (又は、出願人が複数いる場合にはそれぞれの出願人) がカーボベルデの国民であり、

カーボベルデに住所又は事業所を有する場合は、ISA としての当該官庁に支払う調査手数料を 75％減額

する旨を IB に通知しました。 

 (PCT 出願人の手引 附属書 D (KR) が更新されました) 

 

国際事務局の年末の閉庁日と公開スケジュール  

 

国際事務局の閉庁日 

2022 年 12 月及び 2023 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。  

http://www.wipo.int/pct/en/guide/
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 2022 年 12 月 26 日 (月)  

 2022 年 12 月 30 日 (金) 及び  

2023 年 1 月 2 日 (月)  

したがって、休暇期間中の IB の就業日は、2022 年 12 月 27 日 (火) から 2022 年 12 月 29 日 (木)、そ

して 2023 年 1 月 3 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、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) 

と 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、2022 年 12 月 26 日 (月) から 2023 年 1 月 2 日 (月) まで業務

を休止します。業務再開は 2023 年 1 月 3 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。 

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い合わせ下さい)。

詳細は以下をご参照下さい。 

https://www.wipo.int/pct/en/infoline.html 

(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) と 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と 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。  

 2022 年 12 月 26 日 (月):   休止  

2022 年 12 月 27 日 (火) から  

2022 年 12 月 29 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)  

2022 年 12 月 30 日 (金) から 

2023 年 1 月 2 日 (月) まで:   休止  

2023 年 1 月 3 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 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 (訳者注: 2022 年 7 月 1 日をもち IB における PCT-SAFE 関連サービスは終了しました) 

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

(DAS) (https://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)。   

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

(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、2022 年 12 月 22 日(木) と 12 月 29 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 2022 年 12 月 6 日(火) と 2022 年 12 月 13 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 

願書様式 

2022 年 7 月版願書様式の記入例 (PCT/RO/101) が、それぞれ英語、仏語、独語、日本語、ロシア語と

スペイン語でご利用いただけるようになりました。 

https://www.wipo.int/pct/en/forms/request/filled_request.pdf 

https://www.wipo.int/pct/fr/forms/request/filled_request.pdf 

https://www.wipo.int/pct/de/forms/request/filled_request.pdf 

https://www.wipo.int/pct/ja/forms/request/filled_request.pdf 

https://www.wipo.int/pct/ru/forms/request/filled_request.pdf 

https://www.wipo.int/pct/es/forms/request/filled_request.pdf 

国際予備審査請求書様式 

2022 年 7 月版国際予備審査請求書様式の記入例 (PCT/IPEA/401) が、それぞれ英語、仏語、独語、日

本語、ロシア語とスペイン語でご利用いただけるようになりました。 

https://www.wipo.int/pct/en/forms/demand/filled_demand.pdf 

https://www.wipo.int/pct/fr/forms/demand/filled_demand.pdf 

https://www.wipo.int/pct/de/forms/demand/filled_demand.pdf 

https://www.wipo.int/pct/ja/forms/demand/filled_demand.pdf 

https://www.wipo.int/pct/ru/forms/demand/filled_demand.pdf 

https://www.wipo.int/pct/es/forms/demand/filled_demand.pdf 

 

https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/TeamLookup.xhtml
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欧州資格試験 (European Qualifying Examination) 用の資料  

国際事務局は、欧州資格試験 (EQE: European Qualifying Examination) 委員会と欧州特許管理認定試験

(EPAC: European Patent Administration Certification) 委員会との合意に基づき、欧州弁理士志望者向

けの EQE用、若しくは特許管理人向けの EPAC 用の資料準備を支援する目的で、特別版 PCT 出願人の

手引を PCT ウェブサイトに掲載しています。特別版には、2022 年 10 月 31 日付の各附属書並びに「国

際段階」と「国内段階」の概要が英語と仏語で収録されています。従来とは異なり、PDF ファイルが検

索可能なアプリケーション (html) 形式へ変更され、EQE 用にご利用いただけます。html 形式の PCT 

出願人の手引は、以下をご利用下さい。 

https://pctlegal.wipo.int/eGuide/eqe/documents.xhtml 

 

Learn the PCT (PCT を学ぶ) ビデオシリーズ: How to 国際出願の提出 

日本語字幕版 

Learn the PCT ビデオシリーズ (「How to 国際出願の提出」) 全ビデオ 29 本の日本語字幕版が完成しまし

た。このシリーズは、WIPO PCT 法務・ユーザ関連部副部長 Matthias Reischle-Park による 29 本の短

編ビデオ (各約 15 分) からなっており、PCT 手続の国際段階と国内段階における重要な側面や実務の基

本事項を紹介しています。 

日本語字幕版は、英語版ビデオ画面上のビデオコントロールにある字幕からご選択下さい。 

https://www.wipo.Int/pct/en/training/index.html 

Youtube ビデオの日本語字幕版は、ページ右上から日本語をご選択下さい。字幕版には、英語版ビデオ

の作成後に発効した PCT の新しい規則や規則改正に対する注記が含まれています。 

 

ウェビナーの新録⾳ 

仏語のウェビナー 

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、Amendments and Rectification of Obvious 

Mistakes (2022 年 10 月 18 日配信)  

並びにウェビナーで使用された資料は、次のリンクからご利用下さい。 

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

ロシア語のウェビナー 

下記のロシア語のウェビナーの録⾳ 

– PCT system: Online Regional Webinars on the PCT System for Central Asian, Caucasus and 

Eastern European Countries (CACEEC): Who Can File a PCT Application; How to Appoint an 

Agent and Who Can Act as an Agent (2022 年 10 月 11 日配信)  

並びにウェビナーで使用された資料は、次のリンクからご利用下さい。 
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https://www.wipo.int/pct/ru/seminar/webinars/index.html 

 

PATENTSCOPE ニュース 

 

国内特許コレクション: マルタ 

3,350 以上の特許文献を含む、マルタの国内特許コレクションが PATENTSCOPE に収録されました。

マルタの国内コレクションの追加によって、PATENTSCOPE で利用可能な国内又は広域官庁のコレク

ションは 76 になりました。 

当コレクションは、以下からご利用下さい。 

https://patentscope.wipo.int/search/en/advancedSearch.jsf  

(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) 

 

実務アドバイス 

 

WIPO が提供する PCT 関連の研修資料 

Q: 当方は特許法律事務所の弁理士研修生です。WIPO が、特許協力条約 (PCT) 制度の役割や、ePCT を

利用した国際特許出願の提出方法について、当方だけでなく他の研修生にも役立つような研修コースや

資料を提供しているのであれば教えて下さい。 

A: WIPO は、どこにいても、そして特許に関する経験の程度にかかわらず、知的財産を保護し利益を得

たいと思うすべての人に、必要な知識、スキルやツールを確実に提供できるよう努めています。また、

創造性を育み、サポートする取組みは、私たちすべて、そして何世代にもわたってポジティブな影響を

与えることができると強く信じています。 

WIPO は、知的財産に関連する幅広いトピックスに関する研修を様々な形態で提供しています。この点

については、豊富な研修資料が WIPO ウェブサイト上で容易に利用できます。加えて、WIPO 講師は、

一般公開されるバーチャルと対面式両方の研修に定期的に参加しています。また、個々の企業、団体や

知財庁 (IP Offices) に対し、特定の研修ニーズに合わせた研修プログラムも提供しています。 

PCT ディスタンスラーニングコース 

WIPO アカデミーが提供する PCT ディスタンスラーニングコース (PCT DL101 特許協力条約入門) は、

PCT 制度の概要を学ばれたい方であればどなたでも受講でき、10 言語 (アラビア語、中国語、英語、仏

語、独語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語とスペイン語) でご利用いただけます。この無料

の自主学習コースは、WIPO の PCT 専門家により開発され、14 章から構成されており、受講者が自身

の進度を測定できる自己評価ツールが要所に配置されています。平均 6~8 時間でコースを修了でき、全

コースを修了した受講者には修了証が自動的に発行されます。 

詳細とコースへの登録については、以下をご利用下さい。 

https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=courseCatalog.xhtml&lang=en&cc=PCT_101E#plu

s_PCT_101E 

(訳者注: ページ右横の Courses available ドロップダウンリストから日本語が選択可能) 

https://patentscope.wipo.int/search/en/advancedSearch.jsf
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Learn the PCT (PCT を学ぶ) ビデオシリーズ 

PCT 制度に関するこのビデオシリーズは、国際特許出願プロセスの国際段階と国内段階双方に関連する

29 のトピックスを網羅しています。 

このビデオでは、PCT 制度が、単一の「国際」出願により複数の国で発明の特許保護を求めることを可

能にし、出願人をどう支援しているかを解説しています。ビデオは、WIPO ウェブサイトから英語で利

用でき、中国語、日本語、韓国語とロシア語の字幕 (並びにブラジル工業所有権機関 (INPI) 作成による

ポルトガル語字幕版とサウジ知的所有権庁 (SAIP) 作成によるアラビア語字幕版) が選択できます。 

 https://www.wipo.int/pct/en/training/index.html 

(訳者注: 日本語字幕版は英語版ビデオ画面上のビデオコントロールにある字幕から選択可能) 

YouTube 版は以下からご利用下さい。 

 http://www.youtube.com/playlist?list=PLsm_LOEppJawGEathiEBhgNEHmuHgZk9C 

(訳者注: 日本語字幕版は https://www.wipo.int/pct/en/training/index.html ページ右上の言語切

替ドロップダウンリストから選択可能) 

PCT ウェビナー 

WIPO はウェビナーを活用し、中継で参加する視聴者に PCT や ePCT 関連情報、研修や最新情報を提

供しています。ライブセッションの録⾳と資料は、PCT 各言語のウェビナーページからご利用下さい。 

 https://www.wipo.int/pct/ar/seminar/webinars/index.html    (アラビア語) 

https://www.wipo.int/pct/zh/seminar/webinars/index.html (中国語) 

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

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

https://www.wipo.int/pct/de/seminar/webinars/index.html    (独語) 

https://www.wipo.int/pct/ja/seminar/webinars/index.html   (日本語) 

https://www.wipo.int/pct/ko/seminar/webinars/index.html    (韓国語) 

https://www.wipo.int/pct/pt/seminar/webinars/index.html    (ポルトガル語) 

https://www.wipo.int/pct/ru/seminar/webinars/index.html   (ロシア語) 

https://www.wipo.int/pct/es/seminar/webinars/index.html    (スペイン語) 

https://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=1631   (ePCT 関連ウェビナーの録⾳) 

また、法律事務所、企業や団体で、特定の PCT トピックスに合わせたウェビナーをご希望される場合

は、下記の電子メールへご連絡下さい。 

 pct.training@wipo.int 

PCT セミナー 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLsm_LOEppJawGEathiEBhgNEHmuHgZk9C
https://www.wipo.int/pct/ar/seminar/webinars/index.html
https://www.wipo.int/pct/zh/seminar/webinars/index.html
https://www.wipo.int/pct/en/seminar/webinars/index.html
https://www.wipo.int/pct/fr/seminar/webinars/index.html
https://www.wipo.int/pct/de/seminar/webinars/index.html
https://www.wipo.int/pct/ja/seminar/webinars/index.html
https://www.wipo.int/pct/ko/seminar/webinars/index.html
https://www.wipo.int/pct/pt/seminar/webinars/index.html
https://www.wipo.int/pct/ru/seminar/webinars/index.html
https://www.wipo.int/pct/es/seminar/webinars/index.html
https://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html
mailto:pct.training@wipo.int
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PCT 講師は、世界各地で多様な言語で開催されるセミナーに定期的に参加しており、一般の方すべてに

公開されています。近日開催予定のセミナーの一覧は、月次の PCT ニュースレターのセミナーカレン

ダーに掲載されています。 

 https://www.wipo.int/pct/en/seminar/seminar.pdf 

PCT セミナー資料は以下からご利用下さい。 

 https://www.wipo.int/pct/en/seminar/basic_1/index.html 

(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) 

知財庁と出願人向け ePCT ビデオチュートリアル 

ePCT とその機能についてステップバイステップで詳細を説明する、官庁と出願人向けの ePCT ビデオ

チュートリアルが作成されました。ビデオチュートリアルは英語でのみご利用いただけます。 

 https://www.wipo.int/pct/en/epct/index_epct_tutorials.html 

(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) 

PATENTSCOPE 関連の研修 

PATENTSCOPE データベースをテーマにした無料のウェビナーやビデオチュートリアルもご利用いた

だけます。ビデオチュートリアルは英語でのみご利用いただけます。 

 https://www.wipo.int/patentscope/en/ 

外部の PCT 研修資料 

WIPO PCT コンサルタント Carl Oppedahl 氏が、Schewegman Lundberg Woessner 法律事務所と共催

し、講演した PCT の様々なトピックスについて (大半は米国の参加者を対象) 2022 年 2 月 8 日から 3

月 18 日にわたり中継された 15 回のバーチャルレクチャーシリーズのアーカイブ動画 (訳者注: 英語版

のみ) が、ダウンロード配信用にご利用いただけます。レクチャーでは、PCT のドケッティング (記録

管理)、出願手続や戦略的活用などのトピックスを解説しています。 

https://www.wipo.int/pct/en/training/external-training.html 

(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) 

その他の資料 

PCT は、研修資料に加え、出願人が発明の国際的な特許保護を求める際の支援や、知財庁が特許付与の

決定を行う際の支援となる、そしてこれらの発明に関連する豊富な技術情報の公衆による利用を促進す

る、多くの有用な資料を提供しています。 

-PCT 出願人の手引 

PCT 出願人の手引 (手引) は、国際特許出願を行う希望者向けの、PCT に関する一般情報、特に PCT 手

続の「国際段階」の情報や、いわゆる指定 (又は選択) 官庁に対する手続である PCT 手続の「国内段

階」に関する一般情報から構成されています。当手引は、定期的に更新され (訳者注: 英語版は定期的に

更新されますが、日本語版は年 1 回 4 月に更新されます)、詳細情報を検索可能な幾つかの附属書で補

完されています。 

https://www.wipo.int/pct/en/seminar/basic_1/index.html
https://www.wipo.int/pct/en/epct/index_epct_tutorials.html
https://www.wipo.int/pct/en/training/external-training.html
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 https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html 

(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) 

また、国際事務局 (IB) は、欧州資格試験 (EQE: European Qualifying Examination) 委員会と欧州特許

管理認定試験 (EPAC: European Patent Administration Certification) 委員会との合意に基づき、欧州弁

理士志望者向けの EQE用、若しくは特許管理人向けの EPAC 用の資料準備を支援する目的で、2022 年 

10 月 31 日付の特別版 PCT 出願人の手引を提供しています。特別版では、新しく検索可能なウェブア

プリケーション (html) 形式で各附属書、国際段階と国内段階の概要を収録しています。以下をご利用

下さい。 

https://pctlegal.wipo.int/eGuide/eqe/documents.xhtml 

-Protecting your Inventions Abroad: Frequently Asked Questions about the Patent Cooperation 

Treaty (PCT) 

この基礎的な「よくある質問」では、出願人の視点から見た PCT 手続を説明しています。   

https://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html 

-FAQs about ePCT 

PCT 電子サービスヘルプページでは、豊富なよくある質問の一覧と ePCT システムに関するサポート資

料、デジタルアクセスサービス (DAS) と第三者情報提供制度についての情報も提供しています。 

https://pct.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct_wipo_accounts_faq.html 

-初めて利用する方向け PCT 制度の案内 

短編ビデオ「PCT 制度: 海外での特許取得を目指して」、そして海外で発明を保護する戦略の一環とし

て PCT 制度がどう機能するかを説明した、初めての方向け PCT 制度の概要の解説は、以下からご利用

下さい。 

https://www.wipo.int/pct/en/users/summary.html 

(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 ハイライト 

WIPO ウェブサイトでは、経営者又は上級弁理士向けの PCT 制度の最新そして今後の動向に関する要点

をお知らせしています。 

https://www.wipo.int/pct/en/highlights/ 

(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) 

-ご要望に応じた研修 

PCT 又は ePCT の特定のトピックに関する目的に合った研修をご希望の際は、pct.training@wipo.int 

若しくは pct.eservices@wipo.int まで電子メールでご連絡下さい。 

https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html
https://www.wipo.int/pct/en/users/summary.html
mailto:pct.training@wipo.int
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