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0. はじめに －世界知的所有権機関（WIPO）のご紹介－

 WIPO（World Intellectual Property Organization）は国連の専門機関の一つ
 193の加盟国。120ヶ国以上から集まったおよそ1200の職員
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WIPOの目標は、知的財産が
全ての人に役立つようにすること

WIPOの役割

1) 知的財産に関する国際ルールの策定、条約（現在26）の管理

2) 知的財産保護のためのグローバル・サービスの提供
• 国際出願・登録制度（PCT、ハーグ、マドリッド、リスボン）
• 裁判外紛争処理（ADR）
• WIPO PROOF 等

3) 知的財産のためのインフラの整備
• データベース（PATENTSCOPE、GBD、GDD等）
• DAS、WIPO CASE 等

4) 開発支援（人材育成ワークショップ、IP Advantage等）

5) 地球規模課題への取り組み（WIPO GREEN, WIPO Re:Search等）

6) 知的財産に関する世界的な情報源（GII, WIPR, WIPI, WITT等）



１. Global Innovation Indexから見た日本の強み、弱み（１）

 Global Innovation Index (GII) は、WIPO、コーネル大学、インシアード（INSEAD）の協力によ
り、80種類の指標を用いて世界131カ国のイノベーション能力とパフォーマンスを評価した指標。

 竹中平蔵氏や原山優子氏をはじめとする17名からなる国際的な有識者による諮問委員会が監修。
 日本は米国や他のアジア諸国と比べて低調。（2020年の総合ランクは16位）
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１. Global Innovation Indexから見た日本の強み、弱み（２）

 イノベーションの成果とも言うべき創出部門で低調。
 特に、ICT技術やクリエイティブサービスの輸出で課題

※枠内の順位は日本

3

（1）公的機関・・・・・・・・・・・8位
（2）人的資本と研究・・・・・・・・24位
（ただし教育への公的支出（対GDP比）は93位）

（3）インフラストラクチャ・・・・・8位
（4）市場の高度化・・・・・・・・・9位
（5）ビジネスの高度化・・・・・・・10位

イノベーションへの投入部門（12位）

（6）知識と技術のアウトプット・・・13位
（特許 1位、PCT 1位 ⇔ ICT輸出 99位）

（7）創造的なアウトプット・・・・・24位
（文化的、クリエイティブなサービスの輸出60位）

イノベーションの創出部門（18位）



令和２年１０月２６日 菅内閣総理大臣 所信表明演説より抜粋

 今回の感染症では、行政サービスや民間におけるデジタル化の遅れ、
サプライチェーンの偏りなど、様々な課題が浮き彫りになりました。
デジタル化をはじめ大胆な規制改革を実現し、ウィズコロナ、ポス
トコロナの新しい社会をつくります。各省庁や自治体の縦割りを打
破し、行政のデジタル化を進めます。

 改革を強力に実行していく司令塔となるデジタル庁を設立します。
来年の始動に向け、省益を排し、民間の力を大いに取り入れながら、
早急に準備を進めます。

 教育は国の礎です。全ての小中学生に対して、一人一台のＩＴ端末
の導入を進め、あらゆる子どもたちに、オンライン教育を拡大し、
デジタル社会にふさわしい新しい学びを実現します。

 テレワークやワーケーションなど新しい働き方も後押ししてまいり
ます。行政への申請などにおける押印は、テレワークの妨げともな
ることから、原則全て廃止します。 出典：首相官邸HPより

２．DX時代に向けた日本の動き

 菅内閣総理大臣は、所信表明演説（令和2年10月26日）において、行政のデジタル化、デジタル庁設
立、デジタル教育、押印廃止といったデジタル社会の実現に向けた取組への強い意欲を表明
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３. デジタル化や押印廃止により、電子署名、タイムスタンプの利用拡大

 押印廃止等を受け、手続き書面の電子化が一層進む
 しかし、電子書面は簡単に改ざんされ得るものである上、作成者や作成日時の特定が困難
 そこで、電子署名とタイムスタンプの利用が拡大

2020年 X月X日

知財 権太

今まで これから

日時

署名

押印

電子署名
タイム
スタンプ

And/or

安全・安心
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 電子契約サービスの市場は大幅に成長することが想定されている。押印廃止を受け市場拡大はさらに
加速する。

 認定タイムスタンプの発行も右肩上がり。2019下期だけで発行数1.6億。

出典：タイムビジネス認定センターウェブサイト出典：令和２年１０月１３日 日本経済新聞「電子署名、脱ハンコで急拡大
3年後200億円市場に 弁護士ドットコム、導入企業10万社突破」

弁護士ドットコムのサービス「クラウドサイン」は、
2020年4月だけで前年同月比3倍の6500社が導入。
導入社数は1年で約2倍になった。

３. デジタル化や押印廃止により、電子署名、タイムスタンプの利用拡大
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４. 国際機関初のタイムスタンプ事業「WIPO PROOF」

 WIPO PROOFとは、今年5月下旬に開始したタイムスタンプ事業
 国際機関としてはじめて行うタイムスタンプ事業
 WIPO PROOFの導入はIT化や押印文化脱却にも資するもの
 タイムスタンプ保管サービス※を提供するINPITも推奨 ※2021年3月末で本サービスは終了
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o デジタルファイルのある時点における存在を証明（デジタル
公証サービス）

o 企業秘密から脚本、楽譜、その他の創造的な作品、研究
結果、大規模なデータセ ット、人工知能アルゴリズム、また
はあらゆる業務記録を保護

o 公開鍵基盤（PKI）技術を使用して WIPO PROOFトー
クンを生成

o 世界で最も堅牢で厳しいeIDAS 規格に従って設計・開発



WIPO PROOFは、業務や創作活動を通じて大量に創出されるデジタル資産の保護管理を支援するサービス。

取引先や顧客、供給業者など外部関係者にデジタル資産を共有する前に、このサービスを利用することで、

素早く簡単に、手頃な料金で、保護強化を図ることができる。

WIPO PROOFとは

存在の証明
WIPO PROOFは、広く認知されている技術と洗練された認証・検証システムを用いて、電子ファイルが、

WIPO PROOFによる処理が行われた時点で確かに存在していたことを法的に証明する際に役立つ証拠

を提供。

保有者の証明
WIPO PROOFを利用して電子ファイルに処理を施した利用者の名前も、同じ技術により記録さ

れるため、その時点のファイル保有者の証明にも有益。

先行性の証明
係争時には、電子ファイルの存在及び保有に関する先行性を裏付ける証拠として利用 (知財

法の先行優先の原則に基づく存在証明)。



WIPO PROOFの活用場面

営業秘密
営業秘密やその他未公開知的資産

や共有知的資産について、その存在

を証明するための証拠を提供。

研究記録やデータ
発明の開発段階で生成されるデータ

や研究結果、知見などについて、その

存在を証明するための証拠を提供。

創作的な作品やデザ

イン
創作物 (例えばソフトウェア ソースコードやデザ

インなど) に関するライセンス活動や権利譲渡

に際して、その創作物の存在を証明するため

の証拠を提供。

その他
その他の知財関連書類 (例: ライセンス

文書、NDA)、付与・登録後の防御関

連書類、契約書・同意書などの管理を

支援。



WIPO PROOFの活用場面

 営業秘密 例１：体脂肪を減らすのを助ける清涼飲料を開発し、日本市場における特定保健用食品

（トクホ）として、清涼飲料市場で急速にシェアを拡大しつつあるビジネス

• このビジネスの競争優位性は、特別な配合・レシピ

• 特別な配合・レシピは営業秘密として管理（※情報公開を義務付けられないトクホの活

用）

• 管理・製造体制を分散化し、海外への事業展開を検討

例２：グローバル企業の研究開発部門

• 毎週数百件の実験データやデータセットを記録

• 自身の製品・サービスに特化したAIの開発も行っており、アルゴリズム、AI訓練用のデータなど

の重要なデータ（営業秘密）を扱う（※データ自体は知的財産権で保護されないおそれ）

＜様々なリスク＞
• 在職中または離職後の従業員による不正使用

• 取引関係者などを通じて営業秘密に接する第三者が、情報を流布・使用

• のちに第三者が、特別な配合・レシピ等を特許出願し、権利侵害で訴えられる

• 膨大な研究開発・実験データの時系列（バージョン）管理ができておらず、せっかく行った

研究が台無しに

 研究記録やデータ



WIPO PROOFの活用場面

 営業秘密

＜WIPO PROOFでリスク軽減＞
• 営業秘密が法的に保護されるためには、その秘密性を保持し、不正使

用や流用から守るための具体的な管理措置が講じられていたことが必

要。WIPO PROOFトークンが、管理措置を講じていたことの立証に役

立つ

• 営業秘密の窃取・不正使用の立証に利用できる。例えば、違法な特

許出願に関して、その出願が元々非開示であった営業秘密を基にした

ものであり、その営業秘密が保有者の許可なく公知化されたことを主張

する際の立証で利用可能

• WIPO PROOFを用いて適切に管理していることが、従業員や取引関

係者等の営業秘密漏えい行為自体を抑止

• WIPO PROOFにより、先使用権の立証の負担軽減

• 膨大な量のデータや研究資料を時系列とともに適切に管理

 研究記録やデータ



WIPO PROOFの活用場面

 創作的な作品やデザイン
例１：デジタル音楽配信を中心に活動を行うミュージシャン

• 楽曲をすべてデジタル音楽制作ソフトウェアで制作

• 主に他者との共同事業に楽曲を提供 (オペラ、映画、テレビ番組、DJ によるコンピ

レーション編集など) 

• 影響範囲が広く、楽曲の使用実態を完全に把握することが困難

＜様々なリスク＞
• 使用許諾を得ない楽曲の利用によって逸失収益が発生

• 第三者から盗作された場合に、自分が先に創作し、他人の作品が盗作であること

を立証することは非常に困難

• 共同作品を制作した場合に、自分の創作したパートに関して、将来的に意見が対

立するおそれ

＜WIPO PROOFでリスク軽減＞
• WIPO PROOF を利用することで、いつでも、あなたが著作権者であることを証明し、

正当な利益を得ることができる

• 盗作の立証負担の軽減

• 将来的な意見対立を防ぐ

創作時点を示す証拠があること

で、創作物の売買やライセンス契

約も安全に行えるという効果も



WIPO PROOFの活用場面

その他
例１：知的財産サービスを提供する法人で、依頼者の特許、商標または意匠の出

願に関連する書類を取り扱う法務部門

例２：オープンイノベーションのため、海外企業との契約を多く取り扱う法務部門

＜様々なリスク＞
• 知財の先行技術や先使用の立証が困難

• 電子契約書や電子証明書の偽造・改ざん

• 電子署名を行うためのソフトウェアが導入されていたとしても、署名日時を記録した

タイムスタンプ付されていない状態では、電子署名の有効性に疑義が生じる可能

性

• コラボレーション先の企業が、紙の書面ではなく電子契約のみに対応

＜WIPO PROOFでリスク軽減＞
• 知財の先行技術や先使用の立証の負担軽減

• 電子契約書や電子証明書の偽造・改ざんへの対抗

• WIPO PROOF 導入で、効率的に多数の電子署名に時刻の認証を付加し、安全

でスムーズな契約が締結できる

• その他、容易に削除・編集されるオンラインの情報について、ネット経由の誹謗中

傷や脅迫、オンライ詐欺、無断の情報公開などに対する備えとしても利用できます。



WIPO PROOFの強み

 WIPOは、国連の専門機関として、その地位と立場に基づいて信頼性の高い

証拠を提供することができる機関

a. WIPOは、加盟国193か国の世界的な機関。

b. WIPOは、国連の専門機関として中立的な機関。

c. よって、WIPOによって提供される証拠には信頼性が認められる可能性大。

 PKIは、十分な試行を経て確立された、現在広く使われている技術。WIPO

PROOFは最高水準の技術規格に準拠しており、WIPOは信頼できるタイムス

タンプ局 (TSA) としての要件を充足

 日本語も含め多言語に対応 (各国の紛争処理の手続言語での利用など)。

法的証拠能力の有無に関する判断基準は国によって異なるものの、WIPO PROOFには次の利点あり。

日本語によるプレミアム証明書



５. 特許庁及び工業所有権情報・研修館（INPIT）も推奨

 INPITのタイムスタンプ保管サービスは2021年３月末で終了
 WIPO PROOFを推奨

15



世界知的所有権機関（WIPO）日本事務所 ｜ www.wipo.int/japan

 WIPOが持つ外部事務所７つのうちの１つ
 東京・霞が関に位置
 知財の普及・啓発、WIPOのIPサービスの普及、日本政府や裁判所との橋渡しを中心に活動
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WIPO日本事務所の３本柱

1) 知財の普及啓発

2) WIPOのIPサービスの普及

3) 日本政府や裁判所との橋渡し

WIPO制度・データベースなどについて、気軽にお問い合わせください（ホームページにはお問い合わせフォームもございます）

TEL: 03-5532-5030 ｜ E-Mail: japan.office@wipo.int

http://www.wipo.int/japan
mailto:japan.office@wipo.int

