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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 7-8 月号 | No. 07-08/2022 

 

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。 

 

 

国際機関会合 
 

第 29 回 PCT 国際機関会合が 2022 年 6 月 20 日から 22 日まで、スイス、ジュネーブの WIPO 本部に

てバーチャル会議として開催されました。議⻑による要約と作業⽂書は、以下の WIPO ウェブサイトか

らご利用下さい。  

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=69310 

本会合にて議論されたトピックスは、以下の通りです。  

– 品質サブグループ会合の結果について。品質報告書の発行を通して品質管理システムに関する報

告の継続、品質管理システムの協働調査の再実施、品質管理に関するさらなる作業の勧告などの

合意。詳細は議⻑による要約 (⽂書 PCT/MIA/29/10 アネックス II) をご参照下さい。  

– 欧州特許庁主導による PCT 最小限資料タスクフォースのステータスレポート (⽂書

PCT/MIA/29/4)、及び本タスクフォースが作業中の PCT 規則及び実施細則の改正案 (⽂書

PCT/MIA/29/5) について。当改正案は、PCT 最小限資料の一部とするため、官庁の特許コレク

ションの⽂献を機関が電子的に検索できるようにする要件の導入、そして発明の主題の全分野を

網羅し、技術の進歩を反映するため PCT 最小限資料内の非特許⽂献の一覧を定期的に見直す手

続の導入を提案するものです。2022 年 10 月に開催予定の第 15 回 PCT 作業部会会合にて、機

関からの意見を取りまとめた新提案が作成され、提示される予定です。 

– 五⼤特許庁 (IP5) 間の PCT 協働調査及び審査試行プロジェクトの評価フェーズ について (⽂書 

PCT/MIA/29/6)。試行プロジェクトの一部である出願について国内段階審査の分析を行うた

め、当フェーズは 2023 年 6 月まで延⻑されました。 

https://www.wipo.int/pct/en/newslett
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– 中華人民共和国国家知識産権局による、国際調査報告及び見解書の品質向上を目的とした提案に

ついて (⽂書 PCT/MIA/29/7)。参加機関は、報告書を簡素化しデータ入力や情報の重複を減ら

す目的から、双方の報告書を統合する提案に特に関心を示しました。 

– 国際調査及び予備審査において関連先行技術として書面による開示以外の開示の引用に関する提

案について。見解書の新規性及び進歩性に関する陳述書を作成する際に、それらの開示を考慮す

ることを認める提案 (⽂書 PCT/MIA/29/2)。国際事務局 (IB) は、参加機関からの意見を取りま

とめ 2022 年 10 月に開催予定の PCT 作業部会にて当提案を提示する意向です。 

– PCT の方式審査について (⽂書 PCT/MIA/29/3)。参加機関は、受理官庁、国際調査機関及び IB

の方式審査における役割について、またどのように ”reasonably uniform publication”「ある程

度均一化された出願の公開」基準がより確実に適用できるかについて議論しました。当該事項も

2022 年 10 月に開催予定の PCT 作業部会にて全 PCT 加盟国に提示される予定です。 

– WIPO Sequence 更新版の開発をはじめ、配列表についての WIPO 標準 ST.25 から WIPO 標準 

ST.26 への移行に関する報告。WIPO Sequence は、出願人が WIPO 標準 ST.26 に準拠した配列

表を作成し、特許庁が提出された配列表データが WIPO 標準 ST.26 に準拠しているかを検証す

るためのソフトウェアツールです (⽂書 PCT/MIA/29/8)。及び 

  PCT オンラインサービスに関するステータスレポート (⽂書 PCT/MIA/29/9)。今後のオンライ

ンサービスの優先事項として、より効率的な処理を促進するための XML の活用や、官庁から出

願人への紙形式による通信の廃止などが議論されました。 

 

ブダペスト条約  
 

インドネシアが加入  

インドネシアが 2022 年 7 月 13 日に、特許手続上の微⽣物寄託の国際的承認に関するブダペスト条約

の加入書を寄託しました。これにより同条約の締約国数は 87 となりました。ブダペスト条約はインド

ネシアの加入について、 2022 年 10 月 13 日に発効します。詳細は、以下のブダペストに関する通知第 

350 号 をご参照下さい。  

https://www.wipo.int/treaties/en/notifications/budapest/treaty_budapest_350.html  

 

ブダペスト条約に関する情報  

ブダペスト条約及び規則の概要、並びに同条約の主な利点を解説する⽂書 (WO/INF/12 Rev.29) は、英

語、仏語及びスペイン語で、それぞれ以下に掲載されています。  

https://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/pdf/wo_inf_12.pdf  

https://www.wipo.int/treaties/fr/registration/budapest/pdf/wo_inf_12.pdf  

https://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest/pdf/wo_inf_12.pdf 

 

欧州特許条約 
 

https://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/pdf/wo_inf_12.pdf
https://www.wipo.int/treaties/fr/registration/budapest/pdf/wo_inf_12.pdf
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モンテネグロが加入 

モンテネグロが 2022 年 7 月 15 日に、欧州特許条約 (European Patent Convention (EPC)) の加入書を

寄託し、2022 年 10 月 1 日から当該条約に拘束されます。これにより EPC の締約国数は 39 となりまし

た。したがって、2022 年 10 月 1 日以降に行われる国際出願には、欧州特許のモンテネグロの指定が含

まれることになります。 

さらに、2022 年 10 月 1 日から、モンテネグロの国民及び居住者は、経済発展省知的所有権部 (モンテ

ネグロ) 又は WIPO 国際事務局に加えて、受理官庁としての欧州特許庁 (EPO) 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。 

なお、モンテネグロと欧州特許機構間の拡張の合意は、2022 年 10 月 1 日にモンテネグロにおける EPC

の発効をもって解除されます。したがって当該日以降は、欧州特許出願及び特許をモンテネグロへ拡張

することはできなくなります。しかしながら、拡張の手続は、2022 年 10 月 1 日より前に行われる欧州

出願や国際出願、並びにそれらの出願に付与された欧州特許に対しては引き続き適用されます。 

モンテネグロによる EPC の加入に関する詳細は、以下の EPO ウェブサイトに掲載されています。 

 https://www.epo.org/news-events/news/2022/20220727.html 

(PCT 出願人の手引 附属書 B1 (ME)、B2 (EP)、C (EP) 及び以下の “PCT Contracting States for which 

a Regional Patent can be Obtained via the PCT” の表が更新されました

http://www.wipo.int/pct/en/texts/reg_des.html) 

 

特定の PCT 規則と国内法令との不適合の通知の取下げ 

 

欧州特許庁 

欧州特許条約 (EPC) の新規則 56a の 2022 年 11 月 1 日からの発効を受けて、受理官庁 (RO/EP) 及び指

定官庁 (DO/EP) としての欧州特許庁は、PCT 規則 20.8(a の 2) 及び (b の 2) に基づく通知 (PCT ニュ

ースレター 英語版 2006 年 6 月号 3 ページ及び PCT ニュースレター 日本語版 2006 年 6 月号 2 ページ

をご参照下さい) を、2022 年 11 月 1 日付で取り下げる旨を国際事務局に通知しました。これに伴い、

2022 年 11 月 1 日以降に行われる国際出願について、RO/EP は当該日から、 (誤って提出された国際出

願の要素及び部分に関係する) PCT 規則 20.5 の 2(a)(ii) 及び (d) 、並びに 20.6 の適用を開始します。 

当該情報をもって、以下の “PCT Reservations, Declarations, Notifications and Incompatibilities” の表

が更新されました。 

 https://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html 

 

 

 

国際出願の電子出願及び処理  
 

http://www.wipo.int/pct/en/texts/reg_des.html
https://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html
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工業所有権総局 (GDIP) (アルバニア) が電子形式による国際出願の受理及び処理を開始  

受理官庁としての工業所有権総局 (GDIP) (アルバニア) は、PCT 規則 89 の 2.1(d) に基づき、2022 年 

10 月 1 日から ePCT 出願を利用して電子形式で提出される国際出願の受理を開始する旨を国際事務局 

(IB) に通知しました。適用される手数料表の項目 4 に表示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当該官庁の要件及び運用を含む通知は、以下の 2022 年 8 月 11 

日付の公示 (PCT 公報) に掲載されました。  

http://www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.html  

(PCT 出願人の手引 附属書 C (AL) が更新されました) 

 

ePCT アップデート 

ePCT システムの新バージョンが 2022 年 6 月 28 日から利用開始されました。出願人向け、受理官庁、

指定官庁及び国際機関向け ePCT の新機能に関する詳細は、それぞれ以下をご参照下さい。 

   https://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=1633 及び 

   https://www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/epct_office_whats_new.pdf 

主な新機能の概要は、以下の通りです。 

 

出願人向け ePCT 最新情報 

– 配列表についての WIPO 標準 ST.26: 配列表の提出に関する新しい WIPO 標準の適用を踏まえ

て、ePCT が更新されました。 

– ST.26 に基づく配列表の翻訳⽂の追加: 配列表に記載された言語依存のフリーテキストが、国際

公開の言語と一致しない場合は、出願時に専用のショートカットボタンから翻訳⽂を追加する

ことができます。 

– 配列表に記載された言語依存のフリーテキストが、国際調査の目的で選択された ISA が認めて

いない言語である場合は、出願時に専用のショートカットボタンから翻訳⽂を追加することが

できます。 

– 先の出願が行われた官庁が DAS 提供庁であり、ユーザがアクセスコードを所持している場合

は、新しい検証機能が、DAS が利用可能なオプションであることをユーザに知らせます。 

– 出願本体が PDF 形式で添付されている場合は、出願後に変換上の問題が発見される場合に備

えて、明細書の作成に使われた元のファイルを含む ZIP ファイルを添付するよう出願人に促す

メッセージが表示されます。 

– オンラインアクション –－-第 19 条補正: 補正に添付する標準⽂言の書簡を作成する際、関連す

る請求項番号と対応する補正の根拠を記入できるよう、改善されたインターフェースが利用可

能です。 

https://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=1633
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– ナビゲーションバーのベルのアイコンをクリックすると、ePCT により⽣成された通知に加え

て、WIPO IP Portal のメッセージページに直接移動します。当ページでは、カゴのアイコンが

WIPO Pay プラットフォームへのショートカットである WIPO Pay など、IP Portal に統合され

た他の WIPO IP サービスが⽣成する全てのメッセージを確認できるようになりました。 

– 新しい高度な認証オプションであるプッシュ通知機能が、ePCT にアクセスする際のログイン

ページで選択できるようになりました (この新機能の詳細は、PCT ニュースレター 2022 年 4

月号をご参照下さい)。及び 

– リカバリー用の電子メール: WIPO アカウントに登録されている電子メールアドレスにアクセス

できず、ユーザネーム又はパスワードをリカバーする必要のある場合に備えて、WIPO アカウ

ントのプロファイルにリカバリー用の電子メールアドレスを登録できるようになりました。 

 

官庁向け ePCT 最新情報 

2022 年 7 月 1 日以降に行われる国際出願について、ST.26 の XML 形式による配列表の提出と処理をサ

ポートする目的で、官庁向け ePCT に多くの変更がなされました。 例えば、ドキュメントアップロード

機能です。2022 年 7 月 1 日以降に提出される出願の配列表の国際事務局、受理官庁、国際調査機関及

び国際予備審査機関へのアップロードについて、望ましくは ZIP 形式で、最⼤ 50MB ファイルサイズま

で、配列表を含んだ XML ファイルを許容できるよう更新されました。また、ST.26 の実施に関連し

て、様式の多くも更新されました。 

さらに、多くの機能が改善され、次の様式が追加の言語で利用できるようになりました: 

PCT/RO/106、110、111、141、146、152 並びに PCT/ISA/202 及び 206。 

今後も官庁の皆様からのご意見やご要望は、PCT 国際協力課 : PCTICD@wipo.int. までお寄せ下さい。 

ePCT システムに関するご質問は、以下の “Contact” リンクから PCT 電子サービスサポートチーム宛に

お送り下さい。 

 https://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=769 

 

WIPO 優先権書類デジタルアクセスサービス (DAS)  

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したりする代わりに、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) に対して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。 

 

知的所有権センター (イラン・イスラム共和国) 

知的所有権センター (イラン・イスラム共和国) は、2022 年 8 月 1 日から、DAS 提供庁として運用開始

する旨を 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利用可能とするよう請

求を行う場合は、2022 年 8 月 1 日以降に当該官庁に対して行われる PCT 出願をはじめとする優先権書

類としての特許出願の認証謄本を提供します。 
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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=12533 

 

ポーランド共和国特許庁 

ポーランド共和国特許庁は 2022 年 9 月 1 日から、DAS 取得庁として運用開始する旨を IB に通知しま

した。取得庁として、国内及び国際特許出願、実用新案出願、国内及び国際意匠出願、そして国内商標

出願を含む DAS を通じて当該官庁に対して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=12536 

 

WIPO 標準 ST.26 の適用開始 

2022 年 7 月 1 日以降の出願日を有する全ての特許出願 (国内、広域及び PCT) について、ヌクレオチド

及び/又はアミノ酸の配列の開示のための ST.26 への移行を受けて、新たな標準が策定された理由、変

更点、ST.26 準拠の配列表の作成方法、配列表を含む PCT 出願の提出方法、そして優先権主張の基礎出

願に対する新基準の適否を解説する記事が以下に掲載されています。 

https://www.wipo.int/pct/ja/news/2022/news_0039.html 

 

WIPO Sequence ソフトウェアに⽣じた技術的問題が解決 
 

WIPO Sequence ソフトウェアは、出願人が、特許出願の一部である、標準に準拠したヌクレオチド及

び/又はアミノ酸の配列表を作成するために開発されました。 

国際事務局 (IB) は、ソフトウェア・バージョン 2.1.0 又は 2.1.1 を使用する際、ある技術的問題が作成

された ST.26 配列表に潜在的な問題を引き起こす可能性 (例えば、WIPO Sequence に正しいデータが

入力されているにもかかわらず、エクスポートされた配列表において、一つ又は複数の配列の feature 

table が欠落している可能性など) がある報告を受けました。IB はこれを受けて、これらの技術的問題

を修正したバージョン 2.1.2 をリリースしました。したがって、ユーザの皆様には、次の配列表を作成

する前に自動更新メッセージが表示された際には、ソフトウェアの更新をお願いいたします。また、

WIPO Sequence アップデートを配信するメーリングリストにもご登録下さい

(https://www.wipo.int/standards/ja/sequence/signup.html)。自動更新の表示をクリックしていただ

くとダウンロードが開始されるはずですが、上手く作動しない場合は、以下から WIPO Sequence ソフ

トウェアの最新バージョンをダウンロードして下さい。 

 https://www.wipo.int/standards/en/sequence/ 

         (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) 

バージョン 2.1.0 又は 2.1.1 を使用した配列表を提出された皆様には、配列表の一つ又は複数の配列の

feature table が削除される技術的問題が⽣じていないか確認するため、提出された配列表を検証される

ようお勧めします。配列表に問題が⽣じていれば、速やかに関係官庁に連絡し、以下の WIPO ウェブサ

イト上のお知らせをご確認下さい。 

https://www.wipo.int/pct/ja/news/2022/news_0039.html
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 https://www.wipo.int/pct/en/news/2022/news_0040.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) 

WIPO に報告されたその他の技術的問題に関する詳細は、以下のページ “Known Issues and 

Trouble-Shooting” をご参照下さい。 

         https://www3.wipo.int/confluence/display/WSSKB/Known+Issues+and+trouble-shooting 

 

PCT 規則 12.1(d) に基づく言語依存のフリーテキストに認められる言語 

PCT ニュースレター 2021 年 10 月号でお知らせした通り、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 日に発効しました。

また、PCT 実施細則の第 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。 

– AU オーストラリア特許庁: 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。 

– AT オーストリア特許庁: 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。 

– BG ブルガリア共和国特許庁: 国際出願の言語と同一言語 (ブルガリア語、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複数の言語で提出するこ

とを許可していません。 

– BR 国立工業所有権機関 (ブラジル): 国際出願の言語と同一言語 (ポルトガル語、英語又はスペ

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。 

– CA カナダ知的所有権庁: 英語又は仏語。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仏語の両言語でも提出することを許可しています。 

– CN 中華人民共和国国家知識産権局 (CNIPA): 中国語又は英語。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中国語及び英語の両言語でも提出することを許可してい

ます。 

– EP 欧州特許庁: 英語又は国際出願の言語と同一言語 (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他の言語の両言語でも提出することを許

可しています。 

– GB 知的所有権庁1 (英国): 英語又はウェールズ語 (国際出願の言語と同一言語)、或いは両言語。 

– IE アイルランド知的所有権庁: 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。 

                                                   
1 知的所有権庁は特許庁の運用名称です。 

https://www.wipo.int/pct/en/news/2022/news_0040.html
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– IT イタリア特許商標庁: 英語、仏語、独語又はイタリア語。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。 

– JO 産業通商供給省工業所有権保護局 (ヨルダン): 国際出願の言語と同一言語 (アラビア語又は

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。 

– LT リトアニア共和国国家特許局: 国際出願の言語と同一言語 (英語又はリトアニア語)。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複数の言語で提出することを許

可していません。 

– LV ラトビア特許庁: 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。 

– MX メキシコ工業所有権機関: 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

フリーテキストをスペイン語及び英語の両言語でも提出することを許可しています。 

– MY マレーシア知的所有権公社: 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。 

– NZ ニュージーランド知的所有権庁 (IPONZ): 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。 

– PL ポーランド共和国特許庁: 国際出願の言語と同一言語 (英語、仏語、独語又はポーランド

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。 

– RS 知的所有権庁 (セルビア): 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。 

– SA サウジ知的所有権機関 (SAIP): 国際出願の言語と同一言語 (アラビア語又は英語)。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。 

– SE スウェーデン知的所有権庁 (PRV): デンマーク語、英語、フィンランド語、ノルウェー語又

はスウェーデン語。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。 

– SG シンガポール知的所有権庁: 国際出願の言語と同一言語 (中国語又は英語)。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。 

– SK スロバキア共和国工業所有権庁: 国際出願の言語と同一言語 (英語、仏語、独語又はスロバ

キア語)。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複数の言語で提

出することを許可していません。 
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– TN 国立標準化工業所有権機関（INNORPI) (チュニジア): 国際出願の言語と同一言語 (アラビア

語、仏語、又は英語)。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。 

– UG ウガンダ登録サービス局 (URSB): 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。 

– US 米国特許商標庁 (USPTO): 英語。当該機関は、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。 

 

国際出願の電子形式による提出及び処理 

以下の官庁は、2022 年 7 月 1 日から配列表の提出に適用される形式の変更 (WIPO 標準 ST.25 から

ST.26) を考慮し、e-filing 通知を更新しました。 

– AT オーストリア特許庁 

– AU オーストラリア特許庁 

– BG ブルガリア共和国特許庁 

– BR 国立工業所有権機関 (ブラジル) 

– CN 中華人民共和国国家知識産権局 (CNIPA) 

– DK デンマーク特許商標庁 

– EP 欧州特許庁 (EPO) 

– GB 知的所有権庁2(英国) 

– IE アイルランド知的所有権庁 

– IT イタリア特許商標庁 

– JO 産業通商供給省工業所有権保護局 (ヨルダン) 

– LT リトアニア共和国国家特許局 

– LV ラトビア特許庁 

– MY マレーシア知的所有権公社 

– NZ ニュージーランド知的所有権庁 (IPONZ) 

– PL ポーランド共和国特許庁 

– QA 知的所有権部 (カタール) 

– RS 知的所有権庁 (セルビア) 

                                                   
2 知的所有権庁は特許庁の運用名称です。 
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– SA サウジ知的所有権機関 (SAIP) 

– SE スウェーデン知的所有権庁 (PRV) 

– SG シンガポール知的所有権庁 

– SK スロバキア共和国工業所有権庁 

– TN 国立標準化工業所有権機関（INNORPI) (チュニジア) 

– UG ウガンダ登録サービス局 (URSB) 

– US 米国特許商標庁 (USPTO) 

上記の変更は、以下の 2022 年 7 月 14 日、21 日、28 日、並びに 8 月 4 日、11 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-SAFE URL のリダイレクト 

PCT ニュースレター 2021 年 7-8 月号、2022 年 1 月号、5 月号と 6 月号ですでにお知らせした通り、

国際事務局は 2022 年 7 月 1 日をもって、PCT-SAFE ソフトウェアの更新、配信及びサポート業務を終

了しました。PCT-SAFE のブックマークは、以下の PCT 電子サービスページに自動転送されます。 

https://www.wipo.int/pct-eservices/en/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) 

PCT- SAFE をまだご利用されているユーザの皆様には、できる限り早急に ePCT 出願へ移行されます 

よう強くお勧めいたします。 

ePCT に関する詳細やご利用開始方法は、以下のリンクからご利用下さい。 

 https://pct.wipo.int 

(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) 

又は、PCT オペレーションカスタマーサポート課宛に電子メールをお送り下さい。 

 pct.eservices@wipo.int 

ePCT 出願を受理する受理官庁の一覧は、以下をご参照下さい。  

https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/EFilingServers.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) 

 

PCT 特許審査ハイウェイ (PCT-PPH) 試行プログラム 

オーストラリア特許庁及び欧州特許庁が PCT-PPH プログラムを公式化 

オーストラリア特許庁と欧州特許庁 (EPO) 間による二方向 PCT-PPH 試行プログラムは、2016 年 7 月 

1 日から 2022 年 6 月 30 日まで実施され、2022 年 7 月 1 日から無期限で延⻑されました。  

https://pct.wipo.int/
https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/EFilingServers.xhtml
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本試行プログラムでは、ISA/IPEA としての資格において一方の官庁が作成する、国際調査機関 (ISA) 

又は国際予備審査機関 (IPEA) からの肯定的な見解書、又は肯定的な特許性に関する国際予備報告 

(IPRP) (第 II 章) (すなわち、特許性ありと判断された請求項が少なくとも一つ存在する場合) を得た 

PCT 出願に基づき、オーストラリアの国内段階又は EPO に対する広域段階における早期審査の利用が

可能になります。 

詳細は以下のリンクをご参照下さい。 

https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-and-community/news/patent-

prosecutionhighway-program-european-patent-office-continue 及び 

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/06/a58/2022-a58.pdf 

 

新しい一方向 PCT-PPH 試行プログラム (欧州特許庁及びサウジアラビア) 

2022 年 7 月 1 日から、欧州特許庁 (EPO) とサウジ知的所有権機関 (SAIP) 間で、新しい一方向 PCT-

PPH 試行プログラムが開始されました。本試行プログラムでは、ISA/IPEA としての資格において EPO 

が作成する、国際調査機関 (ISA) または国際予備審査機関 (IPEA) からの肯定的な見解書又は肯定的な

特許性に関する国際予備報告 (IPRP) (第 II 章) を得た PCT 出願に基づき、 SAIP に対する国内段階にお

ける早期審査の利用が可能になります。 

詳細は以下のリンクをご参照下さい。 

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/06/a59.html 

 

新しい一方向 PCT-PPH 試行プログラム (韓国知的所有権庁 (KIPO) 及び国立工業所有権機関 (INPI) (フラ

ンス)) 

2022 年 9 月 1 日から、韓国知的所有権庁 (KIPO) と国立工業所有権機関 (INPI) (フランス) 間で、新し

い一方向 PCT-PPH 試行プログラムが開始されました。本試行プログラムでは、INPI はすでに国内ルー

トを閉鎖していますが、ISA/IPEA としての資格において KIPO が作成する、国際調査機関 (ISA) 又は

国際予備審査機関 (IPEA) からの肯定的な見解書又は肯定的な特許性に関する国際予備報告 (IPRP) (第 

II 章) を得た PCT 成果物を、INPI での国内出願と並行して早期審査を請求する際に利用することができ

ます。詳細は以下のリンクをご参照下さい。 

https://www.inpi.fr/signature-d-un-accord-pph-avec-l-office-coreen-de-la-

proprieteintellectuelle-kipo 

同様のプログラムは、INPI (フランス) と国立工業所有権機関 (INPI) (ブラジル) 間、カナダ知的所有権

庁と米国特許商標庁間でもすでに実施されています。 

以下の PCT ウェブサイトの PCT-PPH ページが、上記内容を反映し更新されました。 

https://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html 

 

所定の PCT 手数料減額の適格性 

https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-and-community/news/patent-
https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-and-community/news/patent-
https://www.inpi.fr/signature-d-un-accord-pph-avec-l-office-coreen-de-la-
https://www.inpi.fr/signature-d-un-accord-pph-avec-l-office-coreen-de-la-
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以下に詳述する所定の PCT 手数料減額の適用資格を有する国民及び/又は居住者の国の一覧が、2022 

年 7 月 1 日付で更新されました。次のリンクからご利用下さい。 

https://www.wipo.int/pct/en/fees/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)  

 

欧州特許庁 (EPO) における所定手数料の 75％減額の適用  

国際出願、補充国際調査請求又は国際予備審査請求が以下に該当する者により行われた場合、国際調査

手数料、補充国際調査手数料及び国際予備審査手数料の 75％が減額されます。  

1. 欧州特許条約の締約国ではなく、出願日、又は補充国際調査手数料若しくは国際予備審査手数料 

の納付日において、世界銀行により「低所得経済」若しくは「低中所得経済」に格付けされてい

る国の国民又は居住者である自然人。或いは  

2. 欧州特許を国内特許として認証することに関する欧州特許機構との合意が発効している国3の国 

民又は居住者である自然人若しくは法人。  

レバノン4が上記カテゴリー 1 の該当国として一覧に追加され、ベリーズは一覧から削除されました。 

 

スペイン特許商標庁における所定手数料の 75％減額の適用  

出願人が、又は出願人が複数いる場合は各出願人が、自然人若しくは法人であり、欧州特許条約の締約

国ではない国のうち、世界銀行により「低所得」、「低中所得」若しくは「高中位所得」の国として格

付けされている国の国民であり、その国に居住している場合、スペイン特許商標庁に支払う調査手数料

及び予備審査手数料の 75％が減額されます。  

パラオ 4 が上記カテゴリーの該当国として一覧に追加され、パナマは一覧から削除されました。 

 

ISA 及び IPEA の新しい取決め 

 

ユーラシア特許庁 

特許協力条約に基づく国際調査機関及び国際予備審査機関としてのユーラシア特許庁の機能に関する、

ユーラシア特許庁と世界知的所有権機関 国際事務局間の取決めが 2022 年 7 月 1 日に発効しました。条

⽂は以下のリンクに掲載されています。 

 https://www.wipo.int/pct/en/texts/agreements/ag_ea.pdf 

 

PCT 受理官庁ガイドラインと PCT 国際調査及び予備審査ガイドラインの改訂 

PCT 受理官庁ガイドラインと PCT 国際調査及び予備審査 (ISPE) ガイドラインが、2022 年 7 月 1 日付

で改訂されました。詳細は、以下の回章 C. PCT 1644 をご参照下さい。 

                                                   
3 詳細は EPO の公示 2022 年 7 月 https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/07/a72.html をご参照下さい。 
4 当該国は PCT 締約国ではない点にご注意下さい。国際出願するためには、少なくとも一人の出願人が PCT 締約国の国民又は居住者である必

要があります (PCT 第 9 条(1))。したがって、非 PCT 締約国からの出願人は、PCT 締約国の国民及び/又は居住者である出願人と共に PCT 出

願を行う必要があります。手数料減額の対象となるのは、双方の (又は全ての) 出願人が減額を受ける資格を有している場合に限ります。 



PCT NEWSLETTER －日本語訳－ | 2022 年 7-8 月号 | No. 07-08/2022 

 

 

13 

 

 
 

 https://www.wipo.int/pct/en/circulars/2022/1644.pdf 

双方のガイドラインの全条⽂は、以下の WIPO ウェブサイトからご利用下さい。 

 https://www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.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 公開スケジュールの変更 

 

2022 年 9 月 8 日の公開 

2022 年 9 月 8 日 (⽊) は WIPO の閉庁日に当たるため、通常その日に公開される PCT 出願 (公示 (PCT 

公報) も同様) は、2022 年 9 月 9 日 (⾦) に公開されます。ただし、PCT 出願の公開の技術的準備が完

了する日に変更はありません。したがって、国際公開に反映させたい変更は、2022 年 8 月 23 日 (⽕) 

の午前零時 (中央ヨーロッパ時間 (CET)) までに国際事務局に届く必要があります。 

 

PCT アップデート 
 

AL: アルバニア (訳者追記: 電子形式による国際出願の提出)  

AM: アルメニア (管轄国際調査及び予備審査機関) 

AU: オーストラリア (当該官庁が認める物理媒体の種類) 

EA: ユーラシア特許庁 (EAPO) (手数料) 

GB: 英国 (手数料) 

IQ: イラク (管轄国際調査及び予備審査機関) 

KG: キルギスタン (管轄国際調査及び予備審査機関) 

LT: リトアニア (管轄国際調査及び予備審査機関) 

MY: マレーシア (手数料、微⽣物及びその他の⽣物材料の寄託に関する要件) 

NO: ノルウェー (手数料) 

NZ: ニュージーランド (手数料) 

TJ: タジキスタン (管轄国際調査及び予備審査機関) 

ZA: 南アフリカ (手数料) 

 

調査手数料 (多くの官庁) 

2022 年 9 月 1 日より、以下の官庁が実施する国際調査について、下記に表示された通貨で支払う換算

額が変更になります。 

ユーラシア特許庁 (EAPO)………………………………… ユーロ 

連邦知的所有権行政局 (Rospatent)  

(ロシア連邦) ………………………………………………… ユーロ 

インド特許庁………………………………………………… 米国ドル 

シンガポール知的所有権庁………………………………… 日本円、韓国ウォン 
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イスラエル特許庁…………………………………………… スイスフラン 

日本国特許庁………………………………………………… シンガポールドル、米国ドル 

韓国知的所有権庁…………………………………………… シンガポールドル 

国立工業所有権機関 (ブラジル)…………………………… スイスフラン 

また、2022 年 10 月 1 日より、以下の官庁が実施する国際調査について、下記に表示された通貨で支払

う換算額も変更になります。 

オーストラリア特許庁……………………………………… 米国ドル 

オーストリア特許庁………………………………………… 米国ドル 

欧州特許庁…………………………………………………… 米国ドル 

フィンランド特許登録庁 (PRH)…………………………… 米国ドル 

フィリピン知的所有権庁…………………………………… ユーロ 

国立工業所有権機関 (チリ)………………………………… ユーロ 

国立工業所有権機関 (ブラジル)…………………………… 米国ドル 

国家知的所有権機関、国営事業  

「ウクライナ知的所有権機関(Ukrpatent)」……………… 米国ドル 

北欧特許機構………………………………………………… 米国ドル 

スペイン特許商標庁………………………………………… 米国ドル 

スウェーデン知的所有権庁 (PRV)………………………… 米国ドル 

トルコ特許商標庁 (Turkpatent)…………………………… 米国ドル 

米国特許商標庁……………………………………………… ユーロ 

ヴィシェグラード特許機構…………………………………  米国ドル 

新料⾦は手数料表 I(b) に表示されます。 

(PCT 出願人の手引 附属書 D (AT、AU、BR、CL、EA、EP、ES、FI、IL、IN、JP、KR、PH、RU、

SE、SG、TR、UA、US 、XN、XV) が更新されました) 

 

WIPO Fee Transfer Service (手数料移転サービス) 

2020 年 7 月 1 日から、全ての受理官庁、国際調査機関、補充国際調査に指定された機関又は国際予備

審査機関は、WIPO Fee Transfer Service に “participating Office” (参加庁) として参加することができ

ます。当該サービスでは、PCT 手数料は、ある官庁 (“collecting Office” (徴収官庁)) から別の官庁 

(“beneficiary Office” (受益官庁)) に対し国際事務局 (IB) を介して取り引きされます (詳細は、
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https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=436911 から⽂書 PCT/WG/12/20 をご参

照下さい)。  

IB は、参加庁となる旨、又は参加する業務範囲の変更について IB に通知を行った官庁の情報を、以下

の 2022 年 7 月 7 日付の公示 (PCT 公報) (174 ページから) に掲載しました。 

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

 

28 年間にわたり PCT ニュースレターの発行に尽力した編集者が退職 

1994 年から PCT ニュースレターの編集者として尽力した Debra Collier が、2022 年 8 月末をもって

WIPO を退職します。 

Debra は 1987 年に WIPO に入庁し、1993 年から PCT 法務・ユーザ関連部 (とその前身部署) に勤務

し、その間 PCT ニュースレターの責任者を務めてきました。PCT ニュースレター発行の原動力であっ

た彼女の献身的な仕事により、PCT ユーザ、PCT 官庁や機関の職員は PCT ニュースレターから有益な

情報を得ることができました。 

PCT 一同、彼女の⻑年の PCT への貢献と友情に感謝すると共に、彼女の退職後のご多幸をを願ってい

ます。 

 

PCT 関連資料の最新/更新情報 

 

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 
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– “Everything you need to know about ePCT” ウェビナーシリーズから、What’s New for 

Applicants in ePCT 4.10 (2022 年 7 月 19 から 21 日配信) 並びにウェビナーで使用された資料は

次のリンクからアクセス可能です。 

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

独語のウェビナー  

下記の独語のウェビナーの録音  

– “Exploring the PCT” ウェビナーシリーズから、International Search and Preliminary 

Examination (2022 年 6 月 29 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

アクセス可能です。 

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

日本語のウェビナー  

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、国際調査及び国際予備審査、補正及び明白な誤

記の訂正 (2022 年 6 月 27 日配信) 並びにウェビナーで使用された資料は、次のリンクからアク

セス可能です。 

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

PCT 規則改正 (2022 年 7 月付) 

2022 年 7 月 1 日に発効した PCT 規則の日本語版が、以下のリンクからご利用いただけます。 

 https://www.wipo.int/pct/ja/texts/pdf/pct_regs.pdf 

PCT 規則改正版の中国語、英語、仏語、独語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語及びスペイン語に

ついては、PCT ニュースレター 2022 年 6 月号ですでにお知らせしました。 

 

PCT に関する記事 

WIPO マガジン 2022 年第 2 号 (No.02/2022) から、以下の記事のリンクが “PCT in the News” ページ

(https://www.wipo.int/pct/en/news/pct_news.html) に提供されています。 
Eco Panplas 社: 潤滑油用容器の再⽣利用 

Monica Miglio Pedrosa (フリーライター) は、ブラジルで数々の賞を受賞している、潤滑油用容器の除

染とリサイクルを専門とする企業、Eco Panplas 社が国際市場での成⻑を促進するため PCT をどう活

用しようとしているかに焦点を当てています。Eco Panplas 社の CEO である Felipe Cardoso 氏は、ブ

ラジル以外でどこの市場をターゲットにしているかという質問に対し、次のように述べています。 

「当社の技術には、ブラジル以外の市場でも確かな需要があります。中南米、ヨーロッパ、中国、中

東、インドなどが、当社が国際市場への進出を計画している潜在的な候補地です。ですがその前に、現

在開発中のソリューションが、それらの市場で確実に保護されるようにしなければなりません。そのた

https://www.wipo.int/pct/en/seminar/webinars/index.html
https://www.wipo.int/pct/en/news/pct_news.html
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め当社は、複数国で特許保護を求める出願手続を簡素化し、費用対効果が高い、特許協力条約 (PCT) の

利用を検討しているのです。」 

 

NASA の技術移転：NASA の技術を地球に還元する 

約 11,000 人の科学者とエンジニアを擁するアメリカ航空宇宙局 (NASA) は、世界で最も⽣産性の高い

イノベーションの原動力の一つです。技術移転は、創設以来 NASA のミッションの中心となっていま

す。James Nurton (フリーライター) は、NASA の確立された技術移転プログラムが、どのようにより

幅広い起業家やベンチャー企業による最先端の発明の吸収と活用を可能にしているかを紹介していま

す。NASA は発明の可能性を広げるべく、これまでレプレゼンテーションが少なかったグループを支援

し、また、国際協力の強化にも期待しています。ワシントン DC にある NASA 本部の技術移転プログラ

ム幹部、Daniel Lockney 氏の言葉を、Nurton は次のように引用しています。 

「成⻑可能なもう一つの分野は国際協力です。NASA のスタートアップ プログラムは米国内が中心です

が、(技術関連の輸出規制がある場合を除いて) NASA は海外企業にもライセンスを供与しています。で

すが予算の関係で、NASA が米国外に特許出願することはほとんどないため、海外企業が早期の段階で

参入し、特許協力条約（PCT）の国際出願手数料、、、或いはその他の出願手数料を負担してくれるこ

とを期待しています。」 

WIPO マガジンは以下のリンクから、 

 https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/index.html 

2022 年第 2 号 (No.02/2022) は、以下のリンクからご利用下さい。 

 https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2022/02/ 

 

実務アドバイス 
 

PCT ニュースレター 2022 年 5 月号 (No.05/2022) の実務アドバイスの修正 

上記 PCT ニュースレター (英語版) 12 ページ (訳者注: 日本語版 11 ページ) に掲載された実務アドバイ

スに、以下の誤った⽂が記載されていましたので、削除されました。 

“The JPO as IPEA will accept international applications filed with the USPTO and do not 

require that the international search be carried out by the JPO.” 

「IPEA としての JPO は USPTO に出願された国際出願を受理しており、JPO が当該国際出願の

国際調査を実施していることは要求していません。」 

日本国特許庁は、国際調査が当該官庁により実施された場合に限り、国際予備審査機関として行動する

点にご注意下さい。 

 

ePCT から出願にアクセスすることなく、複数の国際出願について変更の請求を電子的に提出すること 

Q: 当方は、同じ出願人に代わって、提出された複数の PCT 出願を担当する新しい代理人となり、PCT

規則 92 の 2 に基づく代理人の変更の請求を国際事務局 (IB) に提出するつもりです。この手続を電子的
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に行いたいのですが、IB は電子メールや FAX による書類を受け付けていませんし、当方はまだ出願へ

の ePCT のアクセス権を持っていません。変更の請求はどのように送付すればよいのでしょうか？ 

A: 関係する国際出願の代理人として記録されるためには、PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の請求と共に

出願人が署名した委任状の提出が必要5となる点にご注意下さい。 

ePCT システムでは、送信者が該当する国際出願へのアクセス権を持っていない場合でも、IB への書類

のアップロードが可能です。ePCT を初めて利用する方で、まだ WIPO アカウントを持っていないので

あれば、最初に ePCT をはじめとする WIPO オンラインサービスの利用に必要な WIPO アカウントを作

成して下さい (作成は簡単で 2 分もかかりません)。新規ユーザ向けの利用開始方法のページから、

WIPO アカウントの作成方法を説明する短編ビデオチュートリアルがご利用いただけます。 

https://pct.wipo.int/ePCT/about-newusers.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)  

ユーザ名とパスワードで保護された WIPO Account があれば、ePCT にログインし、IB に書類をアップ

ロードすることができます。ログイン後は、国際出願への ePCT のアクセス権がないため、検索フィー

ルドに国際出願番号と対応する国際出願日を入力して、代理人の変更に係る出願リストの最初の出願を

検索して下さい。番号と日付が一致すれば、IB にアップロードする一つ又は複数の PDF 書類を添付す

ることができます。 

複数の出願について変更の請求を提出する場合は、リストの最初の出願について、変更を請求する書簡

と委任状をアップロードするだけで足ります。書類の種類として “Request for change under Rule 

92bis (for multiple International Applications)” 「(複数の国際出願に係る) 規則 92 の 2 に基づく変更

届」を選択し、新しい代理人の氏名、住所、電子メール、電話番号、国際出願の書類記号を記載した代

理人の変更の記録を請求する書簡を添付して下さい。IB は紙による通知を発行していないため、IB が

記録の変更の通知 (様式 PCT/IB/306) や後続の通知を送付可能な電子メールアドレスを、明確且つ正確

に記載することが⼤変重要です。 

その書簡には、同様の変更に係る他の全ての国際出願のリストも記載して下さい。ただし、30 か月の

期間が満了した国際出願については、IB は対応できないため含めないようご注意下さい。この変更が複

数の受理官庁 (RO) になされた出願に関係する場合は、RO ごとにリストを作成すること、つまり、国

際出願番号によってリストをグループ化することをお勧めします。そうしていただけると、IB が請求さ

れた変更を処理する際に役立ちます。 

代理人の記録の変更を請求する書簡に加えて、筆頭の出願人又は共通の代表者とみなされる者が署名し

た、関係する国際出願全ての代理人として新しい代理人を選任する旨の委任状も添付して下さい。複数

の出願についてこの請求を提出していますので、各出願について個別の委任状ではなく、包括委任状を

提出する方が望ましいでしょう。また、記録された代理人として行動することを希望する RO に対して

出願人を代理する権能を有していることを確認して下さい。 

必要な書類が添付されアップロードの準備ができたら、テキストストリング (⽂字列) 署名を入力するか

イメージ署名を添付して、新しい代理人自身が署名権者として書類に署名することができます。或いは

                                                   
5 IB は、出願時に願書に記載されていなかった代理人若しくは共通の代表者の選任、又はその者により書面が提出される場合は、委任状の提

出が必要となることを規定しているため、委任状が必要となります。 

https://pct.wipo.int/ePCT/about-newusers.xhtml
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ご自身以外の方、例えばアシスタントやパラリーガルが、書類をアップロードする場合は、ご自身が新

しい代理人として変更を請求する添付書簡に署名していれば、アップロードの担当者は、必要な署名は

アップロードされた書類に含まれている旨を表示することができます。 

必要な書類が全て添付され、正しい署名が提供されたことを確認した後、“Upload”「アップロード」を

クリックすると、提出が完了し、書類は IB に電子的に送信されます。提出後は、アップロードされた

書類を該当する出願の “Documents”「書類」から確認でき、IB は、提供されたリストの他の国際出願

のそれぞれの一件書類内にその書類の写しを保存します。 

ePCT に関する詳細ページでは、ビデオチュートリアルや FAQ (よくある質問) へのリンクを提供してい

ます。 

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

万が一 ePCT システムが利用できない場合は、以下のリンクから、緊急用アップロードサービスがご利

用いただけますが、ePCT が提供する検証機能は一切含まれていないため、あくまで緊急時の対応策と

してご利用下さい。 

https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/UploadDocument.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)  

変更の請求を提出する際のベストプラクティスは、WIPO アカウントに高度な認証を設定することで

す。そうすることで、システム内の出願へのアクセス権を請求したり、個人向け通知、リアルタイム検

証やオンライン “Actions”「アクション」等の機能を利用して、出願を効率的に管理することができま

す。高度な認証は簡単に設定でき、最も効率的なオプションとして、アプリの使用かテキストメッセー

ジ (SMS) を介して配信されるプッシュ通知又はワンタイムパスワードの⽣成があります。一度設定す

れば、高度な認証を用いてログインすることで ePCT の全機能にアクセスできるようになります。その

機能には、IB が保有する出願全ての電子記録へのアクセス権、また IB や RO 若しくは国際調査機関 

(ISA)/国際予備審査機関 (IPEA) としての様々な資格において行動する 70 以上の官庁への書類の電子通

信などが含まれます。 

利用開始の流れを説明する以下の “Getting started”「スタートガイド」には、必要な情報が全て提供さ

れています。 

https://wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=588 

 https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/epct/pdf/epct_getting_started.pdf (日本語) 

ePCT の利用に関するご質問は、WIPO の PCT 電子サービスヘルプデスクまでお問い合わせ下さい。 

電子メール:  pct.eservices@wipo.int 

電話番号:   +41 22 338 9523 

WIPO 開庁時間内で担当職員が対応可能な際は、オンラインチャットでもご質問いただけます。 

 

 

https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/UploadDocument.xhtml
https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/epct/pdf/epct_getting_started.pdf
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