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特許の開示についての学術的検証
特許は技術情報源としての機能を果たさなくなってきているのではないでしょうか？
そう考える人が増えてきています。
米国の学会での２つの論文の

るべきと述べています。

発明自体が自己開示的であるの
で、特許文書において開示する

により、特許を取得する側の開示
について、特許業界内の再考が

Sean Seymore は、「特許の教示

ことはさほど重要でないという意

促される大きな動きが生まれつつ

機能」については、特許制度が

見もあります。特許情報の専門家

あります。

かつて技術知識を普及させるた

らにとってはこの考え方は明らか

めの主要な手段であったが、現

に受け入れ難いものであり、

ニューヨークにある Fordham 大

在はその役割を果たしていないと

Fromer や Seymore も同様に、特

学の法律学准教授である Jeanne

言います。彼は、主に「曖昧で不

許を取得をする側の開示が不当

Fromer は、『特許の開示』という

明瞭な言語の蔓延」をその原因と

になおざりになっていると感じて

シンプルなタイトルで 2009 年に

して挙げています。

います。彼らは、特許文献が、法

発表した論文において、開示機

Fromer は今日の特許制度下で

的な権利書としての機能と最新

能が「殆ど機能していない」ことを

は、出願人が本質的なことを「開

技術の解説書としての機能の、

主張しています。

示せずに」いることができ、それ

二重の機能を持っていることを強

により「出来るだけ常に提供する

調しています。そして、この解説

情報を分かりづらく」しようとしてし

書的機能によって、特許文献に

まうことを指摘しています。

は革新を促進させることが目論ま

また、ナッシュビルにある
Vanderbilt 大学の法律学准教授
である Sean Seymore は、特許文

特許の開示は他の手段を通し

献は「理解しやすい教示書」であ

ていずれにせよ行われ、あるいは

れていると述べています。
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技術者らが研究の発想源として

ることを証明する実施例を求める

特許文献をあまり利用していない

権限を特許庁に与える、という提

という見解は、EPO の調査などで

言を主として紹介しています。

前号について

前号で見逃したこと

入手できる証拠によっても確かに
証明されています。Fromer は、な

特許情報の専門家らは恐らく、

ぜこれまで米国特許のわずか

技術情報源として利用されている

特許情報ニュース（PI ニュース）

1.5%しか科学文献において引用

特許データベースは、概して特

の代替版は、EPO のサイトでの

されていないのか、数ページにわ

許されたものだけなく、審査の済

み掲載しており、紙では発行して

たって細かく分析し、主として以

んでいない出願まで収録してい

いません。見逃した方々のため

下の４つの情報の不足を指摘し

ることを指摘するでしょう。Fromer

に、PI ニュース 2010 年第 2 号の

ています。

と Seymore は、自身らの論文の

主な記事をいくつか掲載します。

－作成者

中で、この点について論じていま

（ www.epo.org/about‐us/publica

－インデックス

せん。特許出願を公開するという

tions/patent‐information/news/2

－読み手

慣習が米国では長くないからで

010.html にて入手可能）

－実施性

あり、欧州の有識者は、議論に参
加するとすればこの問題をとりあ

突き詰めれば、特許文献が教

並びに 2010 年 4 月 1 日に施行さ

げることでしょう。

れた EPO の最新の変更事項を

示書として滅多に利用されない

記載しています。

のは、発明の機能に則して記載

これを書いている時点で、欧州

がされていないこと、特許に精通

でのこの分野における学術研究

していない人が容易に辿り着ける

がされた実績はほとんどありませ

ように分類されていないこと、特

んが、新たに研究成果が発表さ

許文献を読む意欲が故意侵害に

れるのにそう長くはかからないは

欧州産業の大規模調査の中間

自身のホームページで利用でき

関する規定があるためにそがれ

ずです。LMU ミュンヘン大学の経

結果

る無料データベースの機能を拡

ること、特許庁も法律制度も概し

営学教授である Dietmar Harhoff

先日、EPO は、EPC（欧州特許

張し、「iPairs」というインド特許情

て、既にある開示に関する規定を

は現在、特許文献の情報により

条約）を結ぶ全ての国と米国全

報検索システムを再開させ、IPO

厳しく実施していないこと、である

節約できた時間の試算を提供し

域にわたって、大規模な電話に

による特許調査に関する様々な

と Fromer は理由を述べていま

た 9,000 人以上の発明者につい

よる聞き取り調査を行いました。

項目を無料で提供しています。

す。彼女は、現在の法令では「良

て最新の調査を行っています。こ

この調査は、技術を基盤とした産

好な権利を体系的に生み出さな

の解析結果は、近々発表されると

業、研究機関、大学における特

い」と記しています。

思われます。

許情報の意識レベルを確認し、

今年 5 月末で退職した、

まさに誰が利用し、あるいは逆に

INPADOC データベースの主要

インド特許情報の新しい検索シ
ステムが登場
インド特許庁（IPO）は、先日、

特許情報と共に 36 年

Jeanne Fromer は、自身の論文

Sean Seymore は、2010 年 10 月

利用せず、そしてそれはなぜか、

技術者の 1 人である Peter Paris

の中で、この分野において利害

19 日にスイスのローザンヌで開催

を明らかにすることを目的として

とのインタビューにより、特許情

の対立がある ことを認識し てお

される EPO 特許情報会議におい

います。詳細な調査結果は、

報の最近の発展に関する彼の見

り、強い特許権と有効な開示が共

て、特許制度の質に関するパネ

近々公開されるでしょう。

解が明らかにされています。

存できるようにすべきであると述

ルディスカッションの参加者で

べています。彼女は、第一段階と

す。

して、技術の公開と法的な情報

（ www.epo.org/pi‐conference 参

が半ば独立して機能するような、

照）

EPO の分割出願
のに基づく特許出願です。分割

「階層化された」特許文献

出願は、先に提出された出願の

（”layering” patent）を提唱していま
す。
Sean Seymore は、意味の不明
瞭な言葉を特許文書上から消滅
させるための具体的なアイディア
と、特許請求した発明が、記載さ
れた目的のために構成・機能す

2

分割出願は、先に出願されたも

後（通常数年後）に提出されます
出典：
Jeanne C. Fromer, "Patent Disclosure",
Iowa Law
Review 94, 2009, 539 (Fordham Law Legal
Studies
Research Paper No. 1116020)
Sean B. Seymore, "The Teaching Function
of Patents", Notre Dame Law Review
85(2), 2010,
621‐669 (Washington & Lee Legal Studies
Paper No. 2009‐03
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が、先に提出された出願と同じ出
願日及び優先日を得ることがで
きます。
この記事では、EPO での分割出
願の提出に関する法的な枠組
み、分割出願を利用する戦略、

論説

特許を理解するということ
記載の意味するところが理解ができなければ特許文献を読むことも意味をなさな
い、ということが今回の PI ニュースの特許開示に関する記事で明確に示されていま
す。理解できるかどうかという問題は、読もうとしている文献が外国語である場合
はさらに深刻なものとなります。

結局のところ、欧州特許を
順調に付与することの妨げと
なっていることの原因が、何も
かも多言語ゆえであることは、
なんら驚くことではありませ
ん。欧州は、多言語文化であ
ることについて間違いなく誇り
としている一方で、欧州の政
治家らは昔から、多言語ゆえ
の落とし穴に足をとられないよ
う大変な注意を払ってきまし
た。
EPO は、その落とし穴は最
新技術によって飛び越えるこ
とができると信じ、加盟諸国と
共に幅広い分野に機械翻訳
による解決をもたらせるよう集

中的に取り組んでいます。こ
のことが欧州特許が抱える言
語に関する問題への答えの
発見につながることを期待し
ています。
機械翻訳の技術は、特許検
索者に非常に喜ばれる特別
なツールになりつつあり、特に
現在では、アジア言語と英語
間の自動翻訳は有効な結果
を生み出しています。
esp@cenet では既に、フラ
ンス語、ドイツ語、イタリア語、
スペイン語の機械翻訳を提供
しており、他のヨーロッパ言語
についても進行中です。
EPO は、韓国語、日本語、中

国語、インドの言語の優れた
機械翻訳技術の確保をする
ためであれば、欧州という枠
組みを越えて、国際的なステ
ージでもあらゆることに積極的
に貢献していくつもりです。
もちろん、翻訳は特許を理
解するための 1 つの側面に過
ぎず、特許を理解すること自
体が当面の優先課題です。
このことについてご意見があ
れば、rflammer@epo.org ま
でお送りください。

Richard Flammer
特許情報主席部長

esp@cenet

esp@cenet ユーザーへの豆知識
この定期的なコラムでは、
EPO の esp@cenet ヘルプデ
スクチームの専門家達が、ユ
ーザーから受けた質問に基
づいて有用な豆知識を伝えて
います。今回は、標準化され
た出願人の名称の利用と、
SmartSearch 機能を用いた引
用文献の検索について焦点
を当てます。
標準化された名称
esp@cenet で出願人の名称
の検索を行う際、検索エンジ
ンは、可能であれば、出願人
が出願書で記入した「非標準
の」名称と、標準化された名
称の両方を照合します。その
ため、NIKON で検索すると、
NIPPON KOGAKU KK.で提出
された出願も検索されます。

えその名称が元の文書に記
載されている名称と正確に一
致 し な い と し て も 、
「Bibliographic data（書誌事
項）」のタブで表示されます。
発明者又は出願人の名称の
隣にある「+」をクリックすると、
非標準の名称の一覧を見ら
れます。この機能により、検索
文書の見落としを簡単に防止
することができます。透明性と
統一性を確実にするため、標

準化された名称は、出願人で
はなく EPO によって指定され
ます。
esp@cenet での引用文献検
索
「引用文献」とは、調査報告
書で審査官が引用した文献
です。
esp@cenet は、どの国の発
明かを問わず、データベース
で利用できる引用文献を全て

esp@cenet における

名称の標準化

表示します。引用文献は、
「Bibliographic data（書誌事
項）」のタブの右側にある
「 Cited documents （ 引 用 文
献）」の欄に表示されます。
esp@cenet では、様々な検
索マスク（例えばアドバンスト
サーチ）において、引用文献
専用の検索フィールドはあり
ません。
しかし、SmartSearch でフィ
ールド識別子 ct を用いて、引
用文献を検索することは可能
です（詳しくはオンラインヘル
プラインを参照）。例えば、
SmartSearch
に
「 ct=EP1000000 」 と 入 力 す る
と、調査報告書で EP1000000
を引用した文献を探し出せま
す。

標準化された名称は、たと
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分類

2011 年から IPC を改訂
WIPO は 、 国 際 特 許 分 類
（IPC）の体系を 2011 年 1 月 1
日に改訂することを発表しまし
た。
IPC の構成の最も大きな変
化は、「コアレベル」と「アドバ
ンストレベル」がなくなることで
す。1 月からは、現在のアドバ
ンストレベルに対応する 1 つ
のテキストのみ記載されるよう
になります。中小規模の特許
庁は（ストラスブール協定から
派生される）オプションを持つ
ことになりますが、メイングル
ープレベルまでしか分類でき
ません。
2 つ目の改訂は、（理論上
の）3 ヶ月毎の IPC の改正を廃
止し、毎年 1 月の年次改正に
することです。
1 月 1 日から、体系自体も大
幅に変更されます。改訂の影
響を受けるサブクラスは、表で
示されます。最も顕著な変更
点は、新しいサブクラス B82Y
の導入であり、初めてナノテク

ノロジー構造の特定用途を分
類できるようになります。これ
を開発した EPO は、数年前
に、ナノテクノロジー発明の
Y01N タグを ECLA（欧州特許
分類）の体系に導入しました。
EPO は、利用できるようになり
次第、徐々に Y01N を B82Y
に移行させようとしています。
実質的な変更があるその他
のサブクラスには、以下のよう
なものがあります。
―A01M－鳥おどし機などの
おどし機に関する新しいサ
ブグループ（A01M29）
―B21D－金属成形に関する
新しいサブグループ
（B21D26）
―B60R－エアバッグなど車
両の安全装置（B60R21）
―C13B－蔗糖製品を含む新
しいサブクラス（C13C～C13J
は削除）
―F24F－空調装置に関する
サブグループの再編
（F24F1）
―F41H－防御施設に関する
新しいサブグループ

表１ 2011 年 1 月 1 日に開始される IPC 改定によって変更されるサブクラス 1)

（F41H11）
―H01R－導電接続の分野の
変更
―H04B－伝送方式の細部の
新しいサブクラス(H04B1)
―H04N－画像通信（テレビ
ジョンなど）に関するサブグ
ループへの大幅な拡張
新しいコンセプトに関する詳
細は、WIPO のホームページ
（www.wipo.int/classifications
/ipc/en/ ） で ご 覧 い た だ け ま
す。
分類記号の変更の全詳細に
ついては、
www.wipo.int/ipcpub/ の ウ ェ
ブ サ イ ト で 「 Compilation （ 編
集）」タグをクリックしてくださ
い。

変更は、表形式で、以下の
符号を用いて示されていま
す。
D－削除
C－範囲の変更又は再分類
に伴う改正
M－範囲の変更又は再分類
と無関係の改正
N－新規事項
EPO は、データベースにあ
る全文献の IPC 記号を、1 月 1
日に間に合うように更新して
いきます。また、ECLA 独自の
分類記号と新しい IPC をでき
るだけ早く一致させるように努
めていきます。
1) 本原稿作成時においては正確な情報
ですが、2011 年 1 月 1 日の開始前に WIPO
による変更が追加される可能性があります

研修

特許情報研修
教室での研修
EPO 主催の 4 日間の上級者
特許情報研修には、まだ数名
分の席があります。
第 4 回 EPO 特許情報上級者
セミナー（2010 年 11 月 8～11
日開催）（PI08‐2010）
セミナーの詳細、登録情報
については、
www.epo.org/topics/ip‐event
s/patent‐event‐search.html の
検索可能な IP カレンダーで、
例えばフリーテキスト欄にコー
ド「PI08」で検索すると、見るこ
とができます。

4

EPO 特許情報会議の主題
今年の 10 月にローザンヌで
開催される EPO 特許情報会
議で特別に考案された研修コ
ースでは、会議のプログラム
に合わせた新しいトピックが取
り上げられます。会議での研
修日は、2010 年 10 月 18 日と
21 日です。詳細は、
www.epo.org/about‐us/event
s/pi‐conference/training.html
をご覧ください。

Patent Information News 3/2010

バーチャル教室での研修と生
の速報
2010 年の残りの特許情報関
連イベントは、インターネット
でご確認ください。（8 月と 12
月を除く）毎月最後の木曜日
に予定される定期的な特許情
報オンライン速報とは別に、
新旧の特許情報トピックに関
するバーチャルセミナーだけ
でなく、EPO の製品やサービ
スに関する集まりも多数ありま
す。
今回初めて、今年の講座と
オンライン研修の参加者全員
が専用に利用できる質疑応答
をイ ンターネット上で行 いま
す。これを利用して、不明な
点を全て EPO の専門家に直
接質問することができます。

September 2010

EPO のホームページで、検索
可能なカレンダーの最新情報
を確認してください（真ん中の
欄の「オンライン研修」を選択
して、バーチャルライブイベン
トに検索条件を追加してくださ
い）。
上記及びその他のイベント
の詳細は、
www.epo.org/learning をご確
認いただくか、特許情報研修
の
Roland
Feinäugle
（ pitraining@epo.org ） ま で ご
連絡ください。特許情報研修
に関するお知らせを電子メー
ルで受け取りたい方は、
http://secure.epo.org/patents/
email/pi‐training/index.en.ph
p のオンラインフォームから登
録してください。

アジアの特許情報

アジアからの特許情報
2010 年のマドリッド協定議定
書にインドが参加
インド議会上院は、2010 年 8
月 10 日、（改正）商標法案
2009 を通過させ、マドリッド協
定議定書に参加する道が開
かれました。インド政府は現
在、法案を実施するための最
終段階に入っています。当局
筋によると、年末までには、イ
ンドでマドリッド協定議定書が
有効になるとされています。

は、調査の協力、侵害及び偽
造対策の連携などが含まれて
います。
さらなる詳細は、中国国営
の新華社通信のサイト
（http://news.xinhuanet.com/e
nglish2010/china/2010‐06/29/
c_13376017.htm）と、TIPO（台
湾特許庁）のサイト
（ www.tipo.gov.tw/en/News_
NewsContent.aspx?NewsID=
4603）で公開されています。

詳細については、2010 年 8
月 12 日 に 発 行 さ れ た 、
Managing
Intellectual
Property（MIP）誌の「マドリッド
協定にインドが今年参加」を
ご 参 照 く だ さ い 。
www.managingip.com/Articl
e/2650504/Search‐Results/Ind
ia‐expected‐to‐join‐Madrid‐th
is‐year.html?Keywords=india
+madrid&Quick=True&Order
Type=1
これまでの背景について
は、2010 年 5 月 1 日に発行さ
れた MIP 誌での P.H. Kurian
（特許・意匠・商標の特許庁
長官）との対談に記載されて
います。
www.managingip.com/Articl
e/2476571/Search‐Results/Indi
a‐prepares‐for‐Madrid‐Protoc
ol.html?Keywords=india+pre
pares+for+madrid&Quick=Tru
e&OrderType=1
中国と台湾が相互の優先権
を認めることについて同意
2010 年 6 月 29 日、中国の
重慶市で、知的財産権保護
に関する条約と両岸経済協
力枠組み協議（ECFA）につい
て、中国本土と中国台北との
間で署名が行われました。知
的財産権保護条約に基づき、
双方は、他方の出願人による
優先権主張を、最初の特許
出願から 1 年（商標は 6 ヶ月）
ま で 認 め る こと を 合 意 し ま し
た 。 条 約 の そ の 他 の 項 目に

ータベースで引用文献及び
経過情報を検索する方法に
ついての新しい段階的な調
査ガイドは、EPO のバーチャ
ルヘルプデスクの「台湾－デ
ータベース調査」で入手でき
ます。
www.epo.org/patents/patent‐
information/east‐asian/helpd
esk/chinese‐taipei/search.htm
l?update=patentinfo
韓国特許庁が更なる料金変
更を実施
韓国特許庁（KIPO）は、2010
年 7 月 28 日、特許出願に関
連する料金を更に修正し、
PCT で出願された実用新案の

TIPO の中国語と英語のデ

JPO が明細書・特許請求の範
囲・図面の補正に関する審査
基準を改訂
日本特許庁（JPO）は、補正
が許される範囲の一般的な定
義が示された知的財産高等
裁判所特別部の判決を受け、
対応する審査基準を改訂しま
した。改訂された基準は、
2010 年 6 月 1 日の審査から
適用されます。詳細及び審査
基準へのリンクは、JPO の英
語のウェブサイトでご覧いた
だけます。
www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?u
rl=/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/am
endment_claims_drawings_e.
htm
中国が国家知的財産権諮問
委員会を設立
2010 年 8 月 5 日、中国で「国
家知的財産権諮問委員会」
が設立されました。委員会の
業務は、知的財産権の発展
の研究や、戦略的な決定、政
策、規則に関する審議などで
す。委員長は、前 SIPO 局長
の Wang Jingchuan が務めて
います。

http://twpat.t ipo.gov.tw/tipotwoc/t ipotwekm。

台湾語の引用文献は英語で
も閲覧可能
2010 年 7 月 1 日、台湾特許
庁（TIPO）は台湾特許データ
ベースの英語のインターフェ
ースを新たに開始し
（ http://twpat.tipo.gov.tw/tip
otwoc/tipotwekm）、このサイ
トでは審査官の引用文献も見
ることができます。これまで中
国語でしか入手できなかった
引用データは、2008 年 1 月 1
日以降に公開された特許出
願について利用できます。元
の原稿の PDF 版に加えて、英
語のインターフェースは、公
開特許公報及び特許公報で
公表された関連情報も含みま
す。

英訳は China IP Law Search
で入手できます。
www.ipr2.org/ipsearch/index_
en.php（「Patents（特許）」をク
リックしてください）
改正中国特許法の英訳も、
ここからダウンロードできま
す。

審査請求料の値下げ、特許
期間の延長に対する登録料
の値上げ、電子出願された訂
正請求料の値上げなどを実
施しました。また、補正、書面
で出願した特許、商標及び意
詳細は、以下のサイトをご覧
匠の異議申請に関する料金
ください。
も変更しました。
www.sipo.gov.cn/sipo_Englis
h/news/official/201008/t2010
詳しくは、KIPO のホームペー
0813_531273.html
ジで 2010 年 8 月 3 日に掲載
www.chinaipr.gov.cn/newsart
された KIPO ニュース（782）を
icle/news/government/20100
ご覧ください。
8/943589_1.html
www.kipo.go.kr/kpo/eng/
SIPO が改正された施行規則
を正式な英語版で発表
2009 年 10 月 1 日に実施さ
れた中国の新しい特許法の
改正された施行規則は、2010
年 1 月 9 日に発表されました。

アジアのニュースを更にご覧に
なりたい方は、以下のサイトにア
クセスしてください。
http://eastmeetswest.european‐
patent‐office.org/news。

Patent Information News 3/2010

September 2010

5

マレーシアの特許情報

PANTAS－MyIPO（マレーシア特許庁）の特許・商標オンライン検索
PANTAS（Patent and Trademark Administration System：特許・商標管理システム）は、
マレーシア特許庁の特許・実用新案・商標の検索及び出願をするための安全なオンラインシステムです。
PANTAS は、マレーシア特
許庁（MyIPO）によって運営さ
れ、クアラルンプールの本部
とサバ州及びサラワク州の支
部に出願された 102,330 件 1)
と、1986 年以降にマレーシア
で登録された 41,262 件 1)の特
許と実用新案を扱っていま
す。
ユーザーは、PATAS の検索
インターフェースにアクセスす
るために登録する必要があり
ます。登録と検索は無料です
が、詳しい検索結果を見たり、
明細書全体をダウンロードし
たりするには料金がかかりま
す（プリペイドやクレジットカー
ドでのお支払いが可能で
す）。

PANTAS の特許検索では、
「シンプル」及び「アドバンス
ト」の検索モジュールを提供し
ています。ユーザーは、公開
された出願、登録特許及び実
用新案を検索することができ
ます。シンプル検索の画面は
出願番号を調べるのに適して
おり、アドバンスト検索インタ
ーフェースは、名称（発明者、
出願人／権利者）、国際特許
分類記号、発明の名称及び
要約のキーワードで検索でき
ます。ユーザーは、日付範囲
（出願日、優先日、特許登録
日）に基づいて検索でき、ま
た、ワイルドカード（*, ?）及び
ブ ー ル 演 算 子 （ AND, NOT,
OR, NEAR）を用いて検索する
ことができます。

検索結果一覧で、検出文献
の基本情報を無料で表示しま
す。この無料の情報には、出
願番号、出願日／特許登録
日、発明の名称、最新の経過
検索結果一覧で、検出文献
の基本情報を無料で表示しま
す。この無料の情報には、出
願番号、出願日／特許登録
日、発明の名称、最新の経過
情報などが含まれます。（検
索結果一覧の出願番号からリ
ンクされている）フロントペー
ジ、要約、クレーム、明細書、
図面などの詳細な情報にアク
セスして特許をダウンロードす
るには、料金がかかります。
PANTAS のサイトへは、以下
のアドレスからアクセスしてく
ださい。
http://pantas.myipo.gov.my/
（登録が必要です）。
MyIPO のその他の検索オプ
ション

図１ PANTAS の検索結果の画面サンプル
（情報元：http://pantas.myipo.gov.my/）

1) 2010 年 3 月までの数字
（情報元：http://www.myipo.gov.my/en/ip‐statistics.html）
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経過情報検索は、以下のサ
イトにあります。
www.myipo.gov.my/
https://pantas.myipo.gov.my/
workflow/ENG（無料で、登録
する必要はありません）

「出願確認」－経過情報調査
マレーシア特許の経過情報
は、「経過情報照会」機能によ
って無料で検索できます。
MyIPO ホームページで「オン
ラインサービス」の「出願確
認」をクリックすると、検索画面
が出てきます。検索は、出願
番号又は（マレーシア人の）ID
番号で行います。経過情報
は、特許、実用新案、商標に
関して利用できます。「経過情
報照会」機能によって、日付
（出願日、優先日、特許登録
日、特許満了日）、番号（出願
番号、特許番号）、名称（出願
人／権利者）の詳細だけでな
く、最新の経過情報も分かりま
す。補足のフローチャートは、
特許登録手続の手順を図示
し、現在の状態を緑色で強調
しています（図２参照）。

図２ 経過情報の表示例
（情報元：
https://pantas.myipo.gov.my/workflo
w/ENG）

電子公報
MyIPO は、特許、商標、工
業デザイン、地理的表示の電
子公報も掲載しています。特
許の電子公報は、登録、消
滅、無効、回復の種類に分類
されています。公開日をクリッ
クすると、出願番号、登録番
号、原出願国、国際特許分類
（セクションのみ）を掲載する
簡単な表が表示されます（図
３参照）。商標公報も検索可
能で、検索条件は、公開日、
出願番号、分類です。最近の
商標公報は、PDF ファイルで
全体をダウンロードできます。

インドの特許情報

最初の審査報告書が iPairs で閲覧可能
になりました。
インドの法的状況情報の新しい特徴
インド特許庁の iPairs（Indian Patent Information Retrieval
System：インド特許情報検索システム）が、2010 年の初めに
稼働しました。この新しいシステムの特徴の 1 つは、インド特
許庁に係属中の特許出願の手続きの経過情報をユーザに
提供する「Application Status（出願状況）」検索機能です。

図３ 登録特許の電子公報の抜粋
（情報元：www.myipo.gov.my/en/patent/gazette‐patents.html）。
電子公報へのアクセスは、
www.myipo.gov.my/のウェブで、
「オンラインサービス」の「電子公
報」をクリックしてください。

PANTAS の特徴

役立つリンク
－MyIPO：
http://www.myipo.gov.m
y
－PANTAS：
https://pantas.myipo.gov.
my
－マレーシアのニュース：
http://eastmeetswest.eur
opean‐patent‐office.org/n
ews。

－登録が必要
－安全な検索環境（SSL）
－検索と基本情報（無料）
－詳細検索とダウンロード（有
料）
－「シンプル」及び「アドバン
スト」の検索オプション
－特許／実用新案／商標の検

今年 6 月、「Application Status」検索機能が提供する法的
状況情報に審査報告も追加されました。インドでは、出願実
体審査に続いて、FER（First Examination Report：最初の審
査報告）が出願人に送付されます。出願が特許付与される
ためには、出願人は、提起された全ての拒絶理由の見解に
対し、FER の発行日から 12 カ月以内に応答し解消しなけれ
ばいけません。
「Application Status」検索機能へは、出願の基本的な法的
状況のページから審査のレポートのページまで、どこからで
もリンクがされています。現在、iPairs では 2009 年 7 月以降
に出された審査報告が閲覧可能で、古い審査報告は徐々
にアップロードされつつあります。
しかし現在、「Application Status」検索機能はテスト段階の
ため、重大な事案の場合、ユーザはインドの 4 つの特許庁の
1 つに確認されることをお勧めします。
ユーザは、
http://ipindia.nic.in/ipirs1/patentsearch.htm
で、iPairs にアクセス可能です。
詳しくは www.epo.org/ipscore をご覧ください。

詳しくは、EPO のアジア特許
情報サービスにお問い合わせ
ください。
電話：+43 1 52126 4545
メール：asiainfo@epo.org。

索
－書誌事項／発明の名称／要
約の検索
－基本的な経過情報
－明細書全体を入手可能
－プリペイドやクレジットで
の支払い。

審査報告書例（情報元：http://ipindia.nic.in/ipirs/patentsearch.htm）

現在、上記の審査報告以外に、書誌情報、要約、全明細
書、法的状況データなどから成るインド特許文献の全ファイ
ル包袋と同等の情報が、インド特許庁のウェブサイトを通じ
て入手可能です。
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スイス

適正なバランス：特許情報世界における特許庁の役割
この記事では、スイス特許庁の Alban Fischer 氏と Theodor Nyfeler 氏が、特許情報市場や、民間企業と
公的機関のバランスについて議論します。

スイスは 2010 年 10 月 19～21 日に開催の EPO 特許情報会議
のホスト国を初めて務めます。この会議は特許情報の世界に携
わる全ての者にとって最も重要な交流の場です。欧州における
特許情報の利用が近年の EPO や各国特許庁の協調努力に拘ら
ず、米国に比べて遙かに遅れていることについて EPO は広範囲
な調査を行いその結果はまだ出ていませんが、この遅れは既に
周知のことです。スイス特許庁は会議での研究成果発表の機会
を利用して、特許情報の利用方法や、主要な団体、特に特許庁
自身の責務および関係団体の役割分担についてのスイス特許
庁の見解を提案したいと思っています。
従来の特許情報の価値創造は EPO を含む各国の特許庁から
その連鎖が始まります。彼等は特許データベースの基礎情報を
収集して商用データベース提供者が利用出来るように開放し、
同提供者はそれを加工して検索可能な特許データベースにしま
す。特許検索者は検索対象を検索し、その検索結果を整理しま
す。弁理士はその結果を読み解き顧客に対して最適な知的財
産戦略のアドバイスを行います。
自分の望む特許データベースの種類とそれへのアクセス手段
を知る熟練ユーザには、多くの商用データベース提供者から成
る活発な市場が存在します。熟練ユーザは、広範囲の提供者か
ら要求に適した提供者を選ぶことが可能です。また、これらのユ
ーザは、データベースの使用料として提供者が請求する対価を
支払います。
特許情報市場が、熟練ユーザに対してうまく機能する一方、経
験のないユーザは特許情報を十分に把握していません。そもそ
も彼等にとって特許情報が必要であるかどうかも分からないこと
が、各種調査、特に EPO 自身の調査から明らかです。全てのユ
ーザが特許情報を十分に知っていることが、特許情報市場がう
まく機能するための基礎的必須条件となります。そのため、同市
場の目標は、経験のないユーザ、特に中小企業に、特許情報の
必要性を認識させ、市場で入手可能な情報について、それを利
用したいかどうか、利用する場合、情報の形態と質の程度を選択
できるようにするための簡単で有効な方法を作り出すことです。
この目標に留意しつつ、ますます多くの公的機関が、しばしば
採算に合わないような価格で価値創造の連鎖に参入してくるた
め、既存の市場構造は破壊されつつあります。例えば、ある国の
特許庁は、審査官の仕事を創出するために非常に安い価格で
特許検索を提供しています。EPO 自身も久しく esp@cenet サー
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ビス提供者になっております。公的機関が、技術革新の促進の
必要性を理由に、つまり、企業がより多くの特許出願を行い、特
許情報をより旨く利用すべきことを理由に、経営戦略コンサルタ
ント会社に補助金を出したり、更には公的機関自身が経営戦略
コンサルタントを行ったりするような事例がますます増えていま
す。その結果、品質と独自性などに強みを有する商用データベ
ース提供者は、国が補助する同サービスの提供者とは最早競争
することができません。
我々の観点からは、この様な傾向の伸展は歓迎されるものでは
ありません。なぜなら、競争が国の介入によってなくなる場合、質
と顧客サービスの低下の問題がすぐに続いて起こり、結果的に
公的なお金の損失となるからです。このため、スイスでは補完性
の原理が優先されます。つまり、市場が失敗するときのみ、国が
介入します。ただし、公的機関が市場に参加する場合は、民間
企業のように行動しなければいけません。特に、対価について
は、少なくとも経費を支払える金額を請求しなければいけませ
ん。
こうした背景の下、スイス特許庁は、自身が提供する特許情報
サービスを以下のように区別します。

■特に EPO と商用データベース提供者に対する公的特許
データの提供
ここでの重要な要素はデータの質です。なぜなら、サービス
の質は、それが基づくデータに左右されるからです。このた
め、スイス特許庁は、実体審査の枠組みにおける、完全かつ
タイムリーなデータ提供とともに、特許出願の開示とその開示
が明確であることに重点を置いています。
■発明者、中小企業、大学に対する情報サービスの提供
このカテゴリは、経験の浅いユーザが特許システムについ
て調べたり、特許の専門家と一緒に調査を行ったりする「アシ
ストされた調査」として知られるものに加えて、特許に対する
認識と教育を改善する方策を含みます。このようなサービス
はしばしば市場的な利益がほとんどないため、この領域の一
部では市場の失敗が発生します。それでも、商用データベー
ス提供者によって提供されるサービスとは明確に区別するこ
とがやはり大切です。これらのサービスは採算に合わないた
め、これらの境界を無視すると歪んだ競争へとつながり、結果
的にこの記事で言及した悪い結果を生みます。

■弁理士、業界人、その他の特許システムの熟練ユーザに
対する、特許と技術に関する商用情報サービスの提供
これは、スイス国会によって具体的に策定されたスイス特許
庁の仕事の 1 つです。スイス特許庁はこのサービスに掛かる
全ての経費を支払い、このサービスを市場料金で提供するこ
とが義務づけられています。これらの条件の下、スイス特許庁
の商用データサービスは、スイス特許庁が産業のニーズをよ
り深く知り改善し続けるための重要な情報源となっており、こ
のことは結果的に公的サービスの利益となっています。
このため、顧客ニーズの差別化、質の保証、公的機関と商
用の分離は、特許庁が新しい特許情報サービスを選択し作り
上げる際に取り組むべき主要な基準となっています。これら
の基準の 1 つ以上が部分的または完全に満たされない場
合、競争が歪められる危険性があり、欧州における特許情報
の普及と特許システムの利用の改善という全体的な目標を利
するよりも害するものとなります。このため、更に国家補助を
行おうとする場合は、熟慮された注意深い方法が採られるこ
とを積極的に推奨したく思います。

特許情報エキスパートサービス

ESPACE
ESPACE

Bulletin－オンライン European Patent Register のための効果的な検索機能

Bulletin が単一ボリュームオンラインデータベースにまもなくデザイン変更されます。

追加された特徴によって、更にユーザが利用しやすくなっています。
オンラインで利用可能で、毎週アップデートされる ESPACE
Bulletin は全ての公開された欧州特許出願と付与された欧
州特許に関する書誌および手続き情報を提供します。また、
紙形態の欧州特許登録簿の最新の電子版でもあり、その全
てが閲覧可能となっています。
ESPACE Bulletin は、これら全ての文献について EPO での
最初の公開から最後の手続きまでの審査と異議手続きに関
する書誌データと手続き情報を含みます。
70 以上の検索基準を備えた ESPACE Bulletin の情報の多
様性と豊富さは、分析可能な特定のデータセットを作成する
のに理想的です。
少し練習すれば、誰でも簡単に欧州特許統計を作成できま
す。ESPACE Bulletin の検索機能と、審査、異議、審判請求
に 関 す る 多 く の 詳 細 な 情 報 を 含 む オ ン ラ イ ン European
Patent Register とを一緒に用いれば、全ての欧州特許出願
について、公開から最後の手続きまでの全ての情報への包
括的なアクセスが可能となります。

追加的なお知らせは EPO のウェブサイトをご参照下さい。
詳細については、epal@epo.org まで。
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リサーチ

GPI の新しい引用文献データ
EPO の特許検索製品の最上位製品であるグローバル・パテ
ント・インデックス（GPI）に、引用文献用の多数の新しい検索
フィールドが追加されました。
新しい引用文献検索基準は、以下に記載の検索グループ
「DETAILED SEARCH/Citation」で利用可能です。

特許（国際サーチレポート）

MIMOSA 形式データソースへのブラウ
ザを利用したアクセスが可能になりま
す！

特許（補充サーチレポート）
特許（国際予備審査段階）
NPL（国際サーチレポート）

ユーザは長い間、esp@cenet のデータ範囲と EPO の
MIMOSA ソフトウェアの検索機能の両方を、インターネットブ
ラウザを通して提供する専用のソフトウェアでなく簡単なツー
ルを待ち望んでいました。

NPL（補充サーチレポート）
NPL（国際予備審査段階）

その要望に答えるべく、EPO は、2010 年 10 月 18～21 日に
スイスのローザンヌで開催される EPO 特許情報会議におい
て、ブラウザを用いた ESPACE データベースへの新しいアク
セスの提供の開始を発表します。
EPO が 新 し い 「 EPO Patent Information Expert
Services(EPO 特 許 情 報 エ キ ス パ ー ト サ ー ビ ス ) 」 client
platform を導入することによって、ユーザは Rich Internet
Application を用いるブラウザを通した情報へのアクセスが可
能となります。
新しいインターフェースが提供するプロ向けの検索機能に
よって、ユーザは複雑な検索式を作成し、その検索結果を表
示、ダウンロード、印刷したり、統計を用いて検索結果の図表
を作成したりできます。また、これらの出力や表示の仕方は、
各ユーザの好みに合わせて変更できます。この新しいインタ
ーフェースを通した会員向け ESPACE オンラインデータベー
スへのアクセスには、ユーザネームとパスワードが必要です。
URL：https://data.epo.org/PIES_latest/ria.html
EPO のバーチャルクラスルームシリーズとトレイニングコース
で、このブラウザを利用したアクセスツールと ESPACE 製品に
ついてもっと学びたい場合、以下をご参照下さい。
www.epo.org/patents/learning/pi‐training.html
EPO 特許情報エキスパートサービスについての詳細は以下
までお問い合わせ下さい。
epal@epo.org
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特許の GPI と、検索カテゴリを含む NPL 引用文献の抜粋

詳細については、
http://www.epo.org/patents/patentinformation/subscription
/gpi/details.html でダウンロード可能な GPI ユーザマニュアル
v1.5 の付録 1 をご参照下さい。

特許と経済

Patent statistics for decision‐makers
「新しい技術、特許の質、企業家精神」
2010 年 11 月 17、18 日のウィ
ーンでの会議に是非参加下
さい。
「 Patent statistics for
decision makers」会議への参
加をお待ちしています。
興味がございましたら、すぐ
に、
www.epo.org/about‐us/event
s/patstat.html にてご登録下さ
い 。 PATSTAT の 顧 客 の 方
（PATSTAT の利用を検討中の
方でも構いません）は、2010
年 11 月 16 日（火）の 14:00～
17:00 にウィーンの EPO の建
物で行われる pre‐conference
workshop

にもご登録下さい。
このセッションは、ユーザから
の 質 問 に 対 応 す る EPO の
PATSTAT チ ー ム の メ ン バ ー
や、他のユーザに会えるまた
とない機会です。

この会議は、特許統計につ
いて知識を深めたり、仲間の
ユーザと情報交換したりする
だけの機会ではありません。
特許の質の測定や特許の
価値査定の新しい傾向や、こ
れらの傾向がどのように特許
戦略に影響し技術革新を促
進するのかについて学ぶ機
会でもあります。

我々のプログラムは、非常
に経験のある基調演説者と、
学会や産業界と特許機関から
の代表者が行う魅力的なプレ
ゼンテーションから構成されま
す。
（www.epo.org/aboutus/event
s/patstat/programme.html）

詳細については、
www.epo.org/aboutus/events
/patstat.htmlをご覧下さい

OECD のデータベースのアップデート
OECD は、引用文献と三極
特許ファミリーのデータベース
である REGPAT のアップデート
を発表しました。
2010 年 6 月版の REGPAT
で、欧州 30 ヶ国以上の出願
人と発明者の住所が、最新の
Nomenclature of Territorial
Units for Statistics （NUTS、
上記の 30 ヶ国を複数の地域
に分割して各地域間の格差を
比較するための分割基準）に
従って地域ごとに分類されま

した。
三極特許ファミリー・データベ
ースは、同じ優先権を有する
EPO と日本特許庁への出願
特許と米国特許庁付与特許
を含みます。
引用文献データベースは、
EP 特許や PCT 経由出願特許
の引用文献（特許文献と非特
許文献）を含みます。元デー
タが EPO の PATSTAT データ
ベースであるデータは、引用
特許と同程度に近い EP 特許

や WO 特許のリストも含むた
めデータの一元管理が更に
OECD 統 計 ポ ー タ ル
容易になっています。
（http://stats.oecd.org/）は、技
術領域（ICT, バイオテクノロジ
このデータセットのダウンロ ー、ナノテクノロジー、環境関
ー ド を 希 望 さ れ る 方 は 、 連技術）を選択すると、選択し
sti.contact@oecd.org ま で メ た技術領域の特許の地域や
ー ル 下 さ い 。 件 名 に 「 OECD 国レベルでの所定の指標デ
patent database」と記入し、興 ータを表示します。
味のあるデータセットの名前
を本文にご記入下さい。
www.oecd.org/sti/ipr‐statisti
cs
詳細については、
www.oecd.org/sti/ipr‐statisti
cs をご覧下さい。

公報コーナー
欧州特許公報
「公報コーナー」は Patent Information News の定期的な記事で、

2010年1月～9月

読者に EPO 公報についての統計および一般情報を提供します。
■ EP‐A1: サーチレポート付きで公表された欧州特許出願
■ EP‐A2: サーチレポートなしで公表された欧州特許出願

2010年1～3

2009年から

平均

月の合計

の変化

851

33,205

0.9%

316

12,310

‐15.3%

1,167

45,515

‐4.1%

EP‐A公報

■ EP‐A3: 欧州サーチレポート

EP‐A1

■ EP‐B1: 欧州特許明細書

EP‐A2

■ EP‐B2: 補正された欧州特許明細書

EP‐A1 + A2の合計

注記：表には、PCT ルート経由で出願された欧州特許出願（欧州特許 PCT 出

A1+A2の合計に占める

願）の統計は含まれていません。これらは WIPO から発行されており、英語、

EP‐A1の割合

フランス語またはドイツ語以外の言語で存在しない限り、EPO では入手でき

EP‐A3

ません。
現在、全欧州特許出願の約 70% がユーロ PCT 出願です。

2010年の週

73.0%

5.2%

324

12,621

‐8.0%

1117

43,555

9.1%

EP‐B公報
EP‐B1+B2

Patent Information News 3/2010

September 2010

11

その他のニュース

重要な電話番号
esp@cenet ヘルプデスク
Tel.: +43 1 52126 4051
Fax: +43 1 52126 4533
e‐mail: espacenet@epo.org
電子出版物相談
Tel.: +43 1 52126 2411
Fax: +43 1 52126 2492
e‐mail: epal@epo.org
INPADOCヘルプデスク
Tel.: +43 1 52126 115

新しい EPO 刊行物－
Case Law of the Boards of Appeal (6th edition)
（審判部の判例法 (第六版) ）
改訂および内容が追加され
た「Case Law of the Boards of
Appeal of the European
Patent Office (欧州特許庁審
判部の判例法)」の第六版が
2010 年 8 月に出版されまし
た。
この第六版は 2009 年 12 月

Fax: +43 1 52126 3292
e‐mail: inpadoc@epo.org

末までの書面で利用可能な審
決と、2010 年 1、2 月の重要な
審決を対象としています。各
章も EPC2000 の改訂を踏まえ
て総合的に改訂されていま
す。また、EPO 官報の特別号
として年に一度刊行される付
録と同様に、欧州特許法に携
わる全ての方にとって貴重な
情報源となります。
また、第六版は EPO の 3 つ
の公用語で販売されていま
す。
英語版、仏語版、独語版はそ
れぞれ 72 ユーロで、それら 3
つを一括注文する場合は 177
ユーロです（送料、包装費込
み）。

アジアの特許情報
Tel.: +43 1 52126 4545 ,
Fax: +43 1 52126 4197 ,
e‐mail: asiainfo@epo.org
研修
Tel.: +43 1 52126 1043
Fax: +43 1 52126 4533
e‐mail: training.vienna@epo.org
カスタマーサービスセンター
Tel.: +43 1 52126 4547
Fax: +43 1 52126 2491
e‐mail: csc@epo.org
定期購読
Tel.: +43 1 52126 4546
Fax: +43 1 52126 2492
e‐mail: csc@epo.org
オペレータ通話
Tel.: +43 1 52126 0
EPOカスタマーサービスは欧州

「East meets West in Vienna（ウィーンで
の East meets West）」の開催予定
「 East meets West in
Vienna」フォーラムは、アジア
の特許情報専門家と世界中
のユーザが一堂に会する
EPO の年に 1 度のイベントで
す。次のフォーラムは 2011 年
4 月 14、15 日に開催されま
す。

特許に関するあらゆる問題のお
問い合わせにご利用できます。
Tel.: +49 89 2399 4636,
e‐mail: info@epo.org

前回のフォーラムの詳細に
ついては、
www.epo.org/about‐us/event
s/archive/2010/emw.2010.htm
l をご参照下さるか、
EPO のアジア特許情報サービ
ス（asiainfo@epo.org）までお
問い合せ下さい。

www.epo.org

12

Patent Information News 3/2010

September 2010

この本は、EPO のウェブサイト
（www.epo.org/ordering）と書店
で購入可能です。
－ISBN978‐3‐89605‐101‐6
英語版
－ISBN978‐3‐89605‐102‐4
仏語版
－ISBN978‐3‐89605‐100‐8
独語版
EPO は「欧州特許庁審判部の
判例法」を EPO のウェブサイト上
で提供することも計画しておりま
す。
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