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EPC2000は、2000年11月に

ミュンヘンで開催された

EPO加盟国による外交会議

で決議されたため、このよう

に呼ばれています。この改正

条約では、実質的な特許法に

関しては、大きな変更は起こ

らないでしょう。しかし、小

規模な改正事項がかなり浮

上してくることになります。

こうした改正事項の中には、

主にヨーロッパでの出願手

続きに関するものもあれば、

より広い範囲に影響を与え

るものもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特許調査員に関連のある 

変更事項 

以下、特に特許調査員に関連

する変更となります。 

■優先権主張期限の延長 

■クレーム提出期限の延長 

■先願を参照した出願 

■権利付与後の限定 

 －新B3文書 

■「規定」の番号変更 

 

EPC2000の下では、出願人が

優先期間である12ヶ月以内

に出願した場合は、最初の優

先日より 16ヶ月以内に優先

権を主張することになりま

す。出願日には、出願書類に

クレームを記載しなくても

構いません。クレームは、EPO

から出願指令の後、2ヶ月以

内に出願すればよいのです。 

 

 

 

 

 

 

明細書本文や図面の一部が

出願の段階で抜けていても、

出願人は後で抜けた部分を

提出することができます。 

ただし、出願日に影響が出る

場合があります。EPC2000で

は、出願の際に明細書本文や

クレームを提出する代わり

に、出願人は先願を参照する

だけで構いません。ここでは、

出願日・先願の数・出願先の

特許庁を記載する必要があ

ります。 

 

これらの要素をすべて考え

合わせると、今後のEPOの公

報公開日は全体的に遅くな

るでしょう。もしくは、不明

情報や不正確な情報に関す

る警告を付けて公開される

ことになるでしょう。権利付

与後の取消・限定手続きによ

り、ヨーロッパ特許の所有者

は、自らの特許の取消や限定

を要請できるようになりま

す。 

        次頁へ続く 

                                                 

EPC2000と特許調査員への影響 

改正欧州特許条約、つまりEPC2000は、 

遅くとも2007年12月13日に施行されます。 
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限定の場合は、EPOが補正後

の特許明細書を公開するこ

とになります。この補正明細

書を、異議申立によって補正

された明細書(“B2”文書)

と区別するために、新しい参

照番号「B3」が導入されます。

もちろん、ヨーロッパ特許登

録簿や EPOのリーガルステ

イタス・データベースには、

新たな手続きや施行規則

（「規定」）の番号変更が反映

されます。つまり、新たな分

野の導入と、既存の分野の変

更が行われます。 

これに関連する作業は膨大 

 

インターネット特許検索 
 

 

 

 

 

現在はベータ版で入手可能

と な っ て い る Google 
Patent Searchでは、グーグ
ルのデータベースに収めら

れる 700 万件の米国特許文
献にアクセスすることがで

きます。 
同ウェブサイトでのグーグ

ルの声明によると、新サービ

スでは、1790年代から 2006
年の半ばにかけて USPTO
に登録された特許がすべて

収められていると言うこと

です。また、将来的にはさら

に範囲を拡大していく計画

であると述べています。 
Google Patent Search と

esp@cenet の両方で検索を
行ってみると、esp@cenet
がより良い結果を出しまし

た。 Google とは違って
esp@cenetには、登録特許の
みならず出願明細書も収め

られているからです。 
Google Patent Searchの調 

なものになりますが、すでに

着手されています。 

 

さらなる情報は 

EPOのウェブサイトには、

EPC2000専用のセクション

があります 

（http://patlaw-reform.eu

ropean-patent-office.org/

epc2000/）。ここには、変更

を概説した Eラーニングの

モジュールや、改正後の欧州

特許条約の全文が含まれて

います。EPOのウェブサイ 

トで疑問に対する答えが見 

つからない場合には、EPOの 

 

 

 

 

 

 

 

査・検索サービスは非常に優

秀なものです。以下、同サー

ビスに含まれる機能です。 
 

■異なる分野（番号・分類・

タイトル・授受人・日付）の

検索 
■詳細な全文検索－従来の

ブール演算子だけでなく、近

接演算子を使用可能です。 
 
応答時間に関しては、非常に

優れたパフォーマンスです。

検索結果がほぼ一瞬で表示

されます。結果リストは、従

来のグーグル型ヒットリス

ト（設定の変更は不可能）で

す。特許文献の表示は以下、

二段階に分けられます。 
■書誌事項・引用例・クレー

ム・図面を含む、包括的書誌

情報を表示 
■PDF ファイルで特許文献
の全文を表示（PDF のバッ
クグラウンドに全文表示） 

カスタマーサービスまで E

メールにてご連絡下さい 

（info@epo.org）。 

 
EPC2000印刷版 

EPC2000の印刷版は、2007

年改正後の条約が施行され

る前に、余裕を持って発表さ

れます。 

 2007年1月には、EPO公式

ジャーナルの特別編となる 

「Revision of the European 
Patent Convention 
(EPC2000)-New texts 
relevant for patent 
practitioners”  
 
 
 
 
 
 
 
USPTO へのリンクもあり、
全文、もしくはUSのクラス
定義を検索することができ

ます。 
PDFデータは、PDF画像と
して提供され、バックグラウ

ンドに全文が表示されるた

め、文書内の全文検索ができ

ます。 

もちろん、グーグルの特許公

開方針の長期的な影響を、現

段階で結論付けるのは早急

です。しかし、今後多くの検

索初心者が利用することが

十分に予測されます。 
グーグルの方針は、データの 
みの提供と、同データにアク

セスできる調査･検索機能の 
提供は、実質的に何の違いも 
 

( 欧 州 特 許 条 約 の 改 正
（EPC2000）－特許実務者
への新しいテキスト)」が発
行されました。これは、EPO
のウェブサイトで閲覧可能

です。 
(http://www.european-pate
nt-office.org/epo/pubs/ojoo7
/01_07/special_edition_1_e
pc_2000.pdf) 紙のコピーは、
subs@epo.org でご注文を承
ります（一部 34ユーロ）。 
 
2007年の特許情報ニュース

は、EPC2000に関連する記事

を掲載いたします。 

 
 
 
 
 
 
 
ないことを証明しています。

グーグルの発表では、新サー

ビスの目的は、同社のミッシ

ョン「世界の情報をまとめ、

全世界的に利用可能で便利

なものとすること」の一部で

あり、今後もユーザが利用可

能なコンテンツの幅を拡大

していくとしています。 

Google Patent Searchは特
許の背景情報や特許情報を

提供していませんが、同ウェ

ブサイトではさらなる機能

やサービスを計画中である

と述べています。 
 
Google Patent Searchは、
以下のアドレスとなります。

www.google.com/patents 

グーグルが特許検索サービスを開始 
2006 年 12 月、有名インターネット検索サービス会社、グーグルは
「Google Patent Search」を立ち上げました。 
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 論説 
 
 
 
 
 
 
 
我々は特許情報をより多く

の読者に届けようと最大限

の努力をしていますが、我々

の処理ツールでは、ターゲッ

トとなる読者の一部にしか

届いていないのが実情です。

それに比べ、グーグルのよう

な一般的なツールを用いれ

ば、実質的に一晩で読者層を

劇的に拡大することができ

るのです。 
 
グーグルの新たな Google 
Patent Search サービス

（ www.google.com/patents
）は、2006 年末に開始され
ました。このサービスにより、

インターネットにアクセス

すれば、誰でも米国特許文献

を入手できるようになりま

した。例えば 
www.google.com/booksのよ
うに、この新しいサービス

（「Google Patent Search」
をグーグル検索すると

232,000件ヒットします）は、
グーグルの主な見出しほど

の知名度はありません。しか

しこのサービスは、全く新し

い読者層に対して特許情報

の世界を開いたと言えるで

しょう。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPO の esp@cenet（グーグ
ル検索で 925,000件ヒット）
サービスは、現在 Google 
Patent Search よりもかな
り多くの文献をカバーして

います。さらに、 IPC や

ECLA のクラス検索など特
許情報ユーザのニーズによ

り密接した機能も搭載して

います。しかし、グーグルが 
今後収容文献の範囲とその

機能を拡大することはほぼ

間違いないでしょう。もちろ

ん、これは経済発展のために

良い傾向です。すでにお分か

りのように、特許情報を多く

利用することにより、技術革

新が促進され、研究の重複が

減少するためです。ただし問

題となるのは、このような動

きが、特許情報の普及や利用

に悪影響をもたらす可能性

があるかどうかです。 
 
私が見る限り、この状況には

二つの問題点があります。第

一に、グーグルが今後も

USPTO からの特許に集中

する場合、ユーザは従来技術

について歪んだ印象を持っ

てしまうことです。従ってグ

ーグルにとっては、もちろん

EPO も含む他の特許庁から
の特許も収容することが重

要です。グーグル自身は、同

社の目的が「世界の情報をま

とめ、全世界的に利用可能で

便利なものとすること」であ

ると述べているため、おそら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く世界中の特許情報をカバ

ーすることを最終目的とし

ていることが推測されます。 
第二に、特許情報から収益を

得ることが、今後より難しく

なるでしょう。業界の意志決

定者が、有料のサービスに代

わってグーグルの無料サー

ビスを採用することにした

場合は、特許情報プロバイダ

の中には収入が減少して、事

業撤退を余儀なくされる者

も出てくるでしょう。 
 
一方、グーグルの収益方法、

つまり同サイトに広告主を

誘致している事実にも注目

しなければなりません。広告

誘致は、ユーザの検索パター

ンを分析して行われます。結

果として、慎重を要する調査

の 際 に Google Patent 
Search を利用することはで
きません。つまり、業界の特

許情報専門家は、今後も特許

情報プロバイダと、その付加

価値のあるサービスを必要

とすることになるでしょう。

我々の esp@cenet サービス
ももちろん、調査の機密性を

完全に保証するものとなっ

ています。 
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特許情報の重要性を感じて

いる我々にとって、グーグル

のイニシアチブは歓迎する

べきものです。しかしそれと

同時に努力を続け、特許情報

の予算担当者に、付加価値の

ある有料サービスと、グーグ

ルが提供する無料サービス

には、大きな違いがあること

を分かってもらわなければ

なりません。 
 
来年のこの時期に同じ検索

をすれば、見出しの数字は

Google Patent Searchのお
かげでさらに伸びているこ

とは間違いありません。来年

の論説をお楽しみに！ 

Wolfgang Pilch 
Principal Director 
Patent Information 

886,000 
見出しの数字は、英語「patent information」をグーグルで検索したヒッ
ト件数です。同義のドイツ語「Patentinformation」では、46,000 件、
フランス語「information brevets」では 10,600件がヒットしました。 
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 ESPACEプロダクト 

データの質は、特許情報コミ

ュニティでは大きな問題で

す。特にデータの完全性は重

要な点となっています。従っ

て、新しいバージョンが出る

たびに完全性が向上してい

くのは、ESPACE ACCESS 
EPC のユーザにとって嬉し
いニュースです。次のバージ

ョンでは、EPO 加盟国から
150 万件の文献が含まれま
す。 

 

 
 
 
 

以下のチャートでは、

ESPACE ACCESS EPCに
含まれる各国文献の件数が

示されています。このうち

80%に、英語の要約が付いて
います。また、1990 年から
2006 年の文献がカバーされ
ています。 
 
年間購読は 157 ユーロとな
ります。お申し込みは

subs@epo.org までご連絡下
さい。 

 
 
 
 

さらに詳しい情報について

は、以下の技術説明をご覧下

さい。 
http://www.european-patet
-office.org/patinfopro/cdro
m/key/national/espace_acc
ess_epc.shtml 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
研修 

2007 年の特許情
報研修 
 
2007 年の特許情報セミナー
プログラムは、現在オンライ

ンで入手可能です。 
 
ビギナー向けセミナーと上

級ユーザ向けセミナー 
5 月と 9 月には、EPO 特許
情報ビギナー向けセミナー

を開催します。今年は、リピ

ーターからのリクエストに

より、第一回 EPO特許情報
上級者向けセミナーを 11月
に開催することをお知らせ

します。 
調査員・中小企業・管理職向

けセミナー 
今年の研修プログラムで 
は、「 Patent information 
for…」と題した新シリーズ
のイベントも開催されます。

まずは、調査員・中小企業・

管理職クラスの方々を対象

にしたセミナーが行われま

す。 
また、「IP Mapping – Best 
Practice Sharing」と題した
セミナーも開催されます。さ

らに、これまでの授業形式セ

ミナーを、より多くのトピッ

クを加えて開催していきた

いと思っています。セミナー

プログラムについてのお問

い 合 わ せ は 、 Roland 
Feinäugle、Ilse Teculescu、
David Evans 宛 に

vienna@epo.org までご連絡
下さい。また、以下のページ

も ご 覧 下 さ い 。

http://patentinfo.europea
n-patent-office.org/learni
ng/ 

ESPACE ACCESSを支える ESPACE ACCESS EPCの
収容文献は 150万件 
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 esp@cenet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
新たなフォーラムは OPUS フォーラムと呼ばれ（Online 
Products and User Supportの略）、esp@cenet、OPS、ヨー
ロッパ公開公報サーバーのウェブサービスのホストとなりま

す。それぞれのプロダクトの専門家が、新たなフォーラムの

管理人を勤めます。 
 
現在の esp@cenetフォーラムと同様に、ユーザ同士が助け合
い、お互いの経験を語り合う場となります。我々は今後もフ

ォーラムの場を借りて、ユーザの意見を評価し、イベントの

告知を行い、さらにメンテナンスや停止など技術的なニュー

スをお伝えしていきます。フォーラムでは、様々なオンライ

ンプロダクトの変更や改良について、公式な発表が行われま

す。 
 
 
 新しいデータ 
 
 
 
 
EPOでは、WO・EP・DE・FR・GB・ 
CH・USの特許文献のフロントページ 
から、画像を抽出することができるように 
なりました。この切抜き画像は、本来の 
TIFFフォーマットで、我々のインター 
ネットデータベースから抽出可能です。 
2006年までのすべてのバックナンバー 
（ファミリー特許あたり一画像）は、 
高密度ディスクで入手可能です。 
四半期に一度更新が行われています。 
詳しい情報は、PatentData@epo.org 
までお問い合わせ下さい。 
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様々な形で参加していただくことができますが、現在の

esp@cenet フォーラムのユーザは、アクセス時に再登録する
必要はありません。さらに、現在の esp@cenetフォーラムの
コンテンツがなくなることもありません。 
 
OPUSフォーラムは、2007年の夏中に始動する予定です。現
在のフォーラムや EPO・esp@cenetのホームページの発表を
ご覧下さい。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

esp@cenetフォーラムの変更 
esp@cenetフォーラムは大成功を収めています。本稿執筆
の段階で 8000 人のユーザが登録されており、100 万を超
える訪問数がログに残されています。この大成功のため、

我々はフォーラムの範囲を広げ、他のオンライン特許情報

プロダクトを盛り込むことにしました。 
 

EPO BNSデータベースからの画像取得 
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国際特許分類 

 
 
 

 
この記事（世界特許情報の最新記事から抜粋されたもの）

では、EPO のディレクターであり、分類審議会の委員を
務めた Pasquale Fogliaが、新たな IPCを有効に利用する
ために、どのような調査戦略を取るべきか検討します。 
 
コアレベル(CL)とアドバンスレベル(AL) 
新たな IPC（2006年 1月施行）には、約 18,000グループを
含むコアレベルと、70,000グループを含むアドバンスレベル
があります。コアレベルは、主に一般情報を目的とし、小規

模な特許文献集（国内特許文献集など）の検索用に作られま

した。 
 
ALグループに含まれる文書は、 
■2005 年末以前の EPO によってそのグループ（および対応
ECLAサブグループ）に分類されたもの 
■AL を使用する特許庁から、2006 年 1 月以降に公開された
もの（PCT最小限資料など） 
 
ALサブグループを含む CLグループに含まれる文書は、 
■ALサブグループに分類されたもの 
■CLを使用する当局から公開されたもの 
■AL を使用する特許庁から公開されたが、より限定的な AL
サブグループには適合しない対象物を開示するもの 
 
ALと CLは、各特許庁の実務に用いられる際、様々なレベル
の問題点があります。ALグループはより正確性に富むように
見えますが、アドバンスレベルを使用する特許庁ごとに、違

った解釈がなされる恐れがあります。つまり、時間が経つに

つれ、その正確性は失われてしまう可能性があるのです。 
 

 
 
 
 
 
 
 
また、コアレベルだけで分類された文献はカバーしていませ

ん。つまり、ALグループの再現率は CLグループより低くな
ります。CLグループでは、特許庁ごとの実務上の違いは、比
較的問題になりません。分類者にとっては、数が少なく、タ

イトルの幅が広いため、代替物の数が限られます。従って、

設定した範囲に対して不明確さが低くなります。また、CLグ
ループはすべてのサブグループを含んでいるため、再現率が

高くなります。ただし、かなり多岐にわたる対象物が CL グ
ループの範囲に該当することになるため、正確性は低くなっ

てしまいます。 

 

IPC改正に合わせた調査戦略 
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理論的に検索コンセプトが、ある AL グループの範囲に入る
場合、関連文献の一部のみがそのグループとオーバーラップ

します。ですから、関連 AL グループのみを検索すると、正
しい CL グループにのみ分類されている文献を見落としてし
まうことになります。また、不完全に分類された文献や間違

って分類されたものは、常に見過ごしてしまいます。 
 
「発明情報」と「付加情報」 
各特許庁では、それぞれが付けた分類記号に対して、「発明情

報」や「付加情報」のラベルを付けることがあります。 
 
「発明情報」に含まれるものは、 
■対象物の開示。例えば、装置そのもの 
■対象物の詳細。例えば、装置の構成要素（特定のサブグル

ープでカバーされていない場合） 
■新規性・進歩性のある対象物の変型例。例えば、装置を特

定の作業条件に適応させる場合 
「付加情報」に含まれるものは、 
■対象物の公知の使用方法や適用方法。ただし、開示内容の

中で特異な特徴があると考えられる場合 
■システム、方法、組成または構造の一部である対象物。た

だし、それ自体が公知のもの 
■様々な（等価の）－自明の－代替物のうちの一つとして言

及される対象物であって、発明を実施するために専門家によ

って考慮されるもの 

 
すなわち検索対象によって、「発明情報」か「付加情報」 
か、もしくは両方が、検索に際して最も適切な部分集合とな

ります。 
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IPC 改正の時点では、IPC 分類された文献のうち、わずかな
ものが「付加情報」クラスでした。この比率は急激に伸びる

と思われますが、付加情報の利用は、分野によって異なるも

ののようです。従って調査員は、検索戦略を考案する前に、

対象分野の集団統計を取って確認しておく方がよいでしょう。 
 
この新たな局面により、分類者はより多くの選択肢と自由度

が与えられます。また、文献をより正確に分類することがで

きるようになるでしょう。しかし同時に、一貫性のない出願

のリスクが増大してしまいます。また、「発明情報」や「付加

情報」といった特性の査定は、個人的な判断に影響されるた

め、同じ特許庁内や分類機関においても分類哲学の違いが表

面化してしまいます。「主要クラス」と「二次的クラス」を設

けた過去の分類システムの例では、分類は任意で行われてい

るようにも見えます。 
 
分類の定義 
さらに、分類の範囲と境界を明確にするため、分類の定義が

導入されました 1。この定義は、分類記号でカバーされる対象

物の厳密な境界線を明らかにし、付加情報を供給するもので

す。また、この定義は、IPC サブクラスと（主要）グループ
の対象とする範囲を明確にします。ただし、範囲を変更する

ものではありません。このように定義によって、調査員は分

類の利用方法をより理解しやすくなっています。本稿執筆の

段階では、全 IPCサブクラスのうち約 10%の定義プロジェク
トしか完了していません。完了したものの大半は、WIPO の
ウェブサイトで閲覧することができます。 
 

WIPOでは、10年以内に定義の範囲を広げて、プロジェクト
を完了させる予定です。急激に成長している技術関連のサブ

クラスや、明確な分類が必要と思われるものは、優先的に行

われる見込みです。 
IPC改正についての情報は、EPOウェブサイトをご覧下さい。
www.epo.org/ipc-reform 
 
1 以下のウェブサイト参照： 
http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8?lang=en 
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アジアの特許情報 

アジア対策はでき

ていますか？ 
最新ニュースは・・・ 
 
2006 年にマレーシアで付与さ
れた特許の数は 2,508 件から
6,749件に増加し、170%の増加
率となりました。バックナンバ

ー削減プログラムに続き、マレ

ーシア特許庁は、審査能力を拡

大しました。現在、初の PCT
出願のマレーシア国内段階移

行までに（マレーシアは 2006
年 8月 16日に PCTに加盟）、
特許分野のバックナンバーを

一掃することに自信を覗かせ

ています。マレーシアでの特許

出願に関する統計情報は、以下

のウェブサイトをご覧下さい。 
http://www.mipc.gov.my/index.ph
p?option=com_content&task=vie
w&id=3&ltemid=10 
 
日本特許庁と米国特許商標庁

の特許審査ハイウェイ(PPH)試
行プログラムへの参加を申請

することができます。PPHに参
加すれば、出願人は、JPOです
でに特許可能と判断されたク

レームを持つ場合、USPTO に
対し順番を繰り上げて同発明

の審査を行うよう申請できま

す。また、逆も可能です。この

試行プログラムは 2006年 7月
に開始され、2007 年 7 月に終
了します。詳細については以下

のウェブサイトをご覧下さい。 
www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi? 
url=/torikumi_e/t_torikumi_e/hig
hway_pilot_program_e.htm 

 
KIPRISでは、新しい機械翻
訳ツールが利用可能です。新

しいK2E-PAT機械翻訳サー 
ビスの料金体系では、閲覧ごと 

 
 
 
に料金を支払う方法など、様々

な利用オプションを用意して

います。現在のところ、支払い

はクレジットカードのみです。

詳細については、以下のウェブ

サイト、または EPO・KIPIま
でメールにてお問い合わせ下

さい。 
http://eng.kipris.or.kr/Other_Serv
ice/K2E_intro.html  
asiainfo@epo.org (EPO) / 
mioim310@kipi.or.kr  (KIPI)  
 
日本･韓国・中国の各特許庁の

代表が会合を開き、三特許庁間

での審査結果の調和と相互承

認について話し合いました。

2006年末に開かれた会合では、
日本と韓国が日韓特許審査ハ

イウェイ（JPOとUSPTOの特
許審査ハイウェイに相当）を、

2007 年 4 月 1 日に立ち上げる
ことで合意しました。韓国と日

本は、中国に対し、できるだけ

早く優先権文献を電子的に交

換できるようにし、英語で特許

情報を提供するように、強く呼

びかけました。三特許庁間での

審査結果を相互に認証するこ

とを視野に入れ、中国との協同

作業を促進するために「ロード

マップ」が検討されました。  
（MIP “Asia’s patent offices in 
harmonization drive 
”,www.managingip.com/default/as
p?page=9&PubID=198&SID=668
204&ISS=23067&LS=EMS11518
4） 
 
2006 年の日本特許庁年間報告
書が英語で入手可能です。報告

書には、日本の最新特許出願関

連の統計が含まれています。興

味深い点は、2005年に JPOに
提出された PCT出願が 22%増 
加していることです。PCT出願 
の受理件数に関しては、日本は 

 
 
 

三回連続で世界第二位となり

ます。他の新しい点としては、

2005 年 4 月に改正された実用
新案システムを受け、実用新案

出願件数が 43%増加したこと
です。この年間報告書の全文は、

以下のウェブサイトで入手可

能です。 
http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?
url=/shiryou_e/toushin_e/kenkyu
kai_e/annual_report2006.htm 
 
SIPO の統計によれば、中国で
最も出願件数の多い国は日本

です。日本は、2006 年には
37,848件を出願しており、最大
の出願国となりました。続くの

はアメリカで 23,494 件、さら
に韓国で 10,956 件です。外国
からの出願案件のうち、85%以
上が発明特許に関するもので

した。詳細な統計情報は、以下

のウェブサイトをご覧下さい。 
www.sipo.gov.cn/sipo_English/stat
istics 
 
2006 年、韓国特許庁は一出願
あたりの審査期間を、平均 10 
ヶ月に削減することに成功し

ました。過去 4年間、韓国特許
庁(KIPO)は、最初の拒絶理由通
知までにかかる平均審査期間

を 22ヶ月から 10ヶ月に削減す 
るために、様々な対策を導入し

てきました。詳細な情報は、 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以下のウェブサイトをご覧

下さい。 
www.kipo.go.kr/kpo2/user.tdf?a=u
ser.english.board.BoardApp&c=1
003&board_id=kiponews&catmen
u=ek20200&seq=1090 

 
2006 年に改訂された中国
「審査ガイドライン」の英語版

が、SIPO のウェブサイトで閲
覧可能です。このガイドライン

の PDF ファイルを、以下のア
ドレスからダウンロードする

ことができます。 
www.sipo.gov.cn/sipo_English/zlsc
/default.htm 
 
日本特許庁は、拒絶理由通知に

対する応答期間の延長請求に

ついてのガイドラインを改正

しました。新たなガイドライン

では、出願人が日本居住者の場

合、特定の条件下で 1ヶ月の応
答期間の延長が認められます。

出願人が在外者の場合は、特定

の条件下で最大 3ヶ月の応答期
間の延長が認められます。新ガ

イドラインは、応答期間延長の

申請書が 2007年 4月 1日以降
に提出された出願案件に適用

されます。詳細な情報は、以下

のウェブサイトをご覧下さい。 
www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/to
rikumi_e/t_torikumi_e/Change_E
xtension_Period.htm 
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WIPO 

 
2007年 2月 7日のWIPOプ
レスリリース 1では、北東ア

ジア諸国の出願件数が、全

PCT 国際出願のうち四分の
一を超えた(25.3%)ことが報
告されました。2006 年のリ
ストでは、出願件数は上から

アメリカ、日本、ドイツ、大

韓民国、フランスの順でした。 
 
開発途上国 
出願件数の全体的な増加は、

開発途上国からの国際出願

が 27.6%増加したことが大
きな要素となっています。こ

のうちの大半は、韓国と中国

から出願されています。 
 
最大の出願人 
フィリップスエレクトロニ

クス社（オランダ）が、ほぼ

2,500 件で今回も最大の出
願件数となりました。続いて、

松下、シーメンス、ノキア、

ボッシュの順になります。出

願件数が上位 20位の企業の
うち、7社はアメリカ企業で、
4社が日本企業、3社がドイ
ツ企業です。 

 
 
 
 

 
技術分野 
2006 年に公開された PCT
出願では、テレコミュニケー

ション・製薬・IT が最大の
数を占めました。この三分野

を合わせると、全体のほぼ三

分の一となります。急速に発

展している技術分野は、半導

体・IT・製薬であり、これら
の成長率は 20%を超えてい
ます。 
 
WIPO特許レポート 
WIPO は最近世界の特許活
動に関する統計をのせたレ

ポートを公開しました。この

WIPO 特許レポートは、以
下のウェブサイトからダウ

ンロードすることができま

す。 
www.wipo.int/freepublication
s/en/ 
1www.wipo.int/edocs/prdocs/e
n/2007/wipo_pr_2007_476.ht
ml 
 
 
 
 

 
 
 
epoline 

 
EPO のオンライン出願用ソ
フトウェアの新バージョン

(バージョン 3.20)を、ダウン
ロードすることができます。

この新ソフトは、以下の特徴

や利点が備わっています。 
 
「サーバーマネジャー」ツー

ル 
「サーバーマネジャー」ツー

ルでは、システム管理者が、

オンライン出願サービスの

開始・停止や、データベース

のバックアップ・復元、デー

タのインポート・エクスポー

トをより簡単に行うことが

でき、さらに接続中のユーザ

を管理して、ロックしたフォ

ームを解除することができ

るようになります。 
 
オランダ出願のプラグイン

と、フランス追加出願文献の

プラグイン 
両プラグインともスタンダ

ードとして導入されました。 
 
新しいライブ更新システム 
ライブ更新システムは、国ご

とに設けられます。つまり、

出願先の特許庁(国)に関連
する更新を選択できるよう

になっています。 
 
「スマートカードチェッカ

ー」ツール 
「スマートカードチェッカ

ー」ツールで、ユーザはスマ

ートカードの種類を簡単に

変えることができます。 
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PCTプラグイン更新（2006
年 9月） 
更新されたプラグインによ

り、ユーザは最新の WIPO
規則に基づいて国際出願を

行えるようになります。 
 
PatXMLでのPDFレンダリ
ングの改良 
PatXML で作成した添付の
XMLファイルをレンダリン
グする場合、もしくは EPO
を 受 理 官 庁 と し て

PCT/RO/101 様式で出願す
る場合は、同様のフォーマッ

トが適用されます。つまり

EPO のフォーム 1001 を使
用して出願を行います。 
 
CORBA から SOAP への変
換オプション 
このオプションでは、ユーザ

は自らのネットワークイン

フラに必要であるならば、ス

タンダードである CORBA
プロトコルから SOAP へと
変換することができます。こ

れは、V3手続きのみに限定
されています（EP、NL、FR
の追加出願文献）。 
 
EPO と USPTO－優先権文
献の電子交換 
 
2007 年 1 月 16 日、新サー
ビスが立ち上げられ、EPO
とUSPTOが、特許出願に関
する優先権文献を電子的に

交換できるようになりまし

た。新サービスは無料です。 
 

WO記録的な年間出願件数 
2006年、WIPOに提出された PCT国際特許出
願は全部で 145,300件となり、昨年より 6.4%増
加しました。 

オンライン出願用ソフト 
バージョン 3.20の立ち上げ 
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過去のニュース 
 

 
 

特許情報ニュースの記事は、我々のウェブサイト 1で公開

されていますが、紙文書としては発行されていません。前

回のニュースを見逃した方のために、ここでは 2006-4 号
の特許情報ニュースから主な記事をご紹介します。 
 

 
特許文献の機械翻訳 

技術文書の機械翻訳は、明らかに正確性に関しては十分な水

準に達しており、特許調査員にとって有用性が高いものとな

っています。自動翻訳ユーザ会のJaap van der Meer氏は、昨
年11月キプロスで開催されたEPO特許情報会議のプレゼンテ
ーションでこのように結論付けました。van der Meer氏は、
完璧を求めて努力するのを止め、代わりに「有用性」を目指

すべきであると語りました。 

 

EPOは機械翻訳システムを検討中であり、スペイン語、フラ
ンス語、ドイツ語から英語に、また、その逆も同様に翻訳す

るためのソフトウェアを開発済みです。12月に、esp@cenet
はこの機械翻訳機能を立ち上げました。 

 
公開公報コーナー 
 
「公開公報コーナー」は、毎号の特許情報ニュースで、読者

の皆様にEPO公報に関する統計や一般情報を提供します。 
■EP-A1：調査報告書付きヨーロッパ特許公報 
■EP-A2：調査報告書なしのヨーロッパ特許公報 
■EP-A3：ヨーロッパ調査報告書 
■EP-B1：ヨーロッパ特許明細書 
■EP-B2：補正後のヨーロッパ特許明細書 
メモ：この表には、PCTルートのヨーロッパ特許出願
(Euro-PCT出願)の統計は含まれていません。統計はWIPOに
よって公開されているため、英語･仏語・独語以外の言語でな

い限り、EPOで利用することはできません。現在、約60%の
ヨーロッパ特許出願はEuro-PCT出願となっています。 

 

 

 

 

 

 

言語の上で、世界でもヨーロッパ人にとってもっとも難しい

地域は、現在のところ、日本･中国・韓国です。日本は、ここ

しばらく特許調査員のための機械翻訳ツールを提供してきま

した。そして韓国は韓国語から英語への翻訳サービスを立ち

上げたばかりです。これらのニュースは、特許情報ニュース

の2006-4号において別々の記事に掲載されました。 
 

ヨーロッパ特許情報の未来 

EPO副長官であるCurt Edfjäll氏は、11月のEPO特許情報会
議の場で、ヨーロッパ特許情報政策の見直しを行うことを発

表しました。EPOが1988年に特許情報政策を定めて以来、多
くの意味で世界が変化したことが、この見直しの理由として

挙げられました。Edfjäll氏は、ヨーロッパの特許情報ユーザ
に対し、この機会を捉えて、EPOに意見を投書するように呼
びかけました。Edfjäll氏はさらに、EPO管理理事会の6月の
会議で合意に達することを目標として、2007年の上半期中は
政策に関するディスカッションが続けられるだろうと彼は述

べました。 
 
IPC改正後の初改訂 
国際特許分類（IPC）のアドバンスレベルに関して小規模な
改訂がなされ、2007年1月1日に施行されました。改訂された
分類記号は、A62D3/00（”Processes for making harmful 
chemical substances harmless”）とH02M（“Apparatus for 
conversion of electrical power”）などです。詳細な情報は以
下のWIPOウェブサイトをご覧下さい。 
www.wipo.int/classifications/ipc/en/other/publication_ipc8.
html 
1 http://www.european-patent-office.org/news/epidosnews/ 
 
 
 
 

 

前回の特許情報ニュースより 

Patent Information News 1|2007  



 
 
EPO内部ニュース 

EPOの新しい顔 

                     PAGE 11 

 
 

 

欧州特許庁の新しいロゴなど

のビジュアルイメージは、徐々

に古いものと交換され、パンフ

レット・ポスター・EPOビル・
レターヘッド・名刺、さらに最

も重要なウェブサイトに現れ

ることになります。 
 
ウェブサイトのデザインを一

新するのは4月と予定されてい
ます。我々はこの機会を捉え、

新しいビジュアルイメージと

調和させつつ、デザインを向上

して効率化を図り、障害者の方

にも利用可能なウェブサイト

を作りました。 
 
欧州特許庁が始めてインター

ネットサイトを立ち上げた

1990年代半ばの部分や、全体で
70,000ページにも上るコンテ
ンツは、今や徹底的に点検され

整備されています。変更は単に

外見上に止まりません。EPOは、
新たなコンテンツを展開し、ウ

ェブサイト全体を再構成しま

した。将来ウェブサイトは、3

つ の 主 な 領 域 、 つ ま り

「Patents」「About us」「Focus」
に分割されます。 
 
専門家である読者層に向けて、

「Patents」領域には特許取得
手続きについての情報が含ま

れ、法文書・EPO審判部の決定
のデータベース・検索可能な中

央研修カレンダーを利用でき

るようになっています。また

「Patent Information」もここ
に収められます。 
 
第二の領域は、従来からの

「About us」セクションです。
ここでは、欧州特許機構・欧州

特許庁・その歴史・マネジメン

ト・イベント・出版物・活動に

関する情報、さらにジャーナリ

ストや求職者のためのリソー

スが提供されています。 
新しい「Focus」領域は、一般
読者層に向け、時事問題関連の

ニュースや記事を掲載します。

また、世界の様々な特許・知的

財産権システムを考察し、ヨー

ロッパの知的財産イベントを

リスト化し、さらにインターネ

ット上で知的財産についての

ガイドを提供します。 
我々の新しいイメージは、現代

的で品質を重視する特許庁と 
しての役割を反映していると 

判例法：新版 
EPOの「 Case Law of the 
Boards of Appeal of the 
European Patent Office（欧州
特許庁審判部の判例法）」の最

新版が、3月に出版されました。
特許法に携わるすべての方々

に向けた必読本である本書は、 
bookorder@epo.orgから42 
ユーロ（郵送料込み）で購買す

ることができます。また、EPO
のウェブサイトにてPDFフ
ァイルの閲覧も可能です。 
(www.uropean-patent-offic
e.org/legal/case_law/e/) 
 
EPO外部ニュース 

世界特許情報 
関心を持つ読者もおられると

思いますが、この国際的な学術

誌の最新号（Volume 29, Issue 
1 2007）が、電子フォームで最
近公開されました。以下のトピ

ックについての記事が掲載さ

れています。 
■3Mでの検索結果の付加価値 
■対象分析と検索戦略－検索プ

ロセスの問題は、検索者なの

か？ 
■esp@cenetデータベース内の
鳥インフルエンザ特許の迅速

分析－研究開発戦略と国家比

較 
■特許性調査戦略と改正後 
のIPC：特許庁の観点 
■epoline：オンライン出願・レ

確信しています。また、新しい

ウェブサイトは多くのユーザ

に歓迎されるものと信じてい

ます。新しいイメージについて

ご意見ご感想などをお待ちし

ています。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ジスタープラス・WebRegMT
の改良、Eラーニングによる指
導、利用統計 
■Richart Kurt（1950年－2006
年） 
■米国特許の歴史 
編集者のMike Blackman氏は、
同誌で掲載するための記事を

常時募集しています。同氏の連

絡先は、 
mblackmanwpi@tiscali.co.uk
です。 
目次リストや要旨など同誌に

ついての情報は、以下のウェブ

サイトをご覧下さい。 
www/elsevier.com/locate.worp
atin. 

すでにお気づきのことと思いますが、特許情報ニュ

ースの外観を一新しました。2006 年後半に、EPO
では新しいビジュアルイメージが打ち立てられたた

め、今回のレイアウトやスタイルはそのイメージに

沿ったものとなっています。 
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その他のニュース 
 

 

 
 
 

 
2007年のEPO特許情報会議
は、2007年10月16日から18
日にかけて、ラトビアのリガ

にあるReval Latvijaホテル
で開催されます。会議の調整

について進捗情報が必要な

場合は、Eメールアドレスを
以下のウェブサイトで登録

して下さい。 
www.european-patent-offic
e.org/epidos/conf/epopics20
07 
 

 

マルタが32番目の

加盟国に 
2007年3月1日、マルタが欧
州特許条約に加盟し、欧州特

許機構の第32番目の加盟国
となりました。つまり、アイ

スランド・リヒテンシュタイ

ン・モナコ・スイス・トルコ

と並んで、EUの全27加盟国
はすべて欧州特許機構に加

盟したことになります。 
 
 

次回の「東と西の邂逅：ウィ

ーン」フォーラムは、2007
年4月26日と27日に開催さ
れます。 
フォーラムのウェブサイト

から登録すれば、事前にEメ
ールでこのイベントを告知 

 
 
 

 
イタリアで年間更

新料を再導入 
2007年1月1日の特許法改正
に従い、イタリアでは、国内

で有効とされるイタリア特

許とヨーロッパ特許に関し

て、維持料が再導入されるこ

とになりました。本稿執筆の

段階では、これ以上の情報は

入ってきていませんが、近い

うちに再導入が実施される

見通しです。 
 

してもらえます 
（ www.european-patent-of
fice.org/epidos/conf/jpinfo/2
007/）。または、EPOの東ア
ジア特許情報チームまでE
メールでお問い合わせ下さ

い。asiainfo@epo.org 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.epo.org 

2007年の EPO特許情報会議はリガで開催 

「東と西の邂逅」－ 

2007年4月26日・27日 

ⒸDaniel Shalloe Town Hall Square, Riga 
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