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EPOデータベースにおけるイタリア特許データ 

百聞は一見にしかず。ニュース記事は、思いがけない吉報をもたらすことがあります。

人は、余りにも良いニュースや思いがけないニュースを聞くと、まず不信感を抱くかも

しれません。 

この広報の読者である注意深
い皆さんは、ご自分で確認し
たいでしょうから、Espacenet
を実際に覗いてみることをお
勧めします。これまで、イタリ
アのデータは、EPOのアクショ
ンリストに「係属中」と表示され
ても、世界的なデータベース
に収録されることはありません
でした。 
 
イタリア特許庁との連携が結
実したおかげで、EPO は 2011
年 4 月までのイタリアの書誌
的事項と、2008 年 10 月 1 日
からのイタリアの引例を、世界
的データベースに収録したこ

とを喜んで発表いたします。 
 
通常、データの収録自体は一
面トップの見出しになるような
話題ではありません。 
しかし、欧州特許機関の最も
重要な加盟国の一つとしての
イタリアのポジションを考える
と、そのデータは多くの特許
検索者にとって極めて重大な
重要性をもつことになります。
新たにイタリアのデータを収
録したことで、コレクションの最
大の空白の１つが埋まること
になり、嬉しい知らせとなりま
した。 
 

イタリアは過去数年にわたっ
てその特許制度に大幅な変
更を加えています。 
イタリア特許庁は、経済開発
省の新局に組み込まれ、知的
財産をイタリアの経済及び産
業にとってより効果的かつ有
用なものとすることを目的とし
て、新法を導入しました。主な
強化は、EPO との連携の下、
2008 年に新規性調査を導入
したことです。 
 
特許文献のデジタルでの入
手可能性という難しい問題
は、今も残っています。出願
人は、いずれかの地域の商工
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会議所に、特許を出願するこ
とができますが、この地域的
性格が、信頼できるデータベ
ースの開設を前向きに取り組
む気を起させています。 
現在、文書を収集し、電子公
報を開始するための取り組み
が進行しています。これは、リ
ーガルステータスデータベー
スにとって非常に有益なこと
になるとわかってはいるので
すが、まだ少し先の話です。 
 
イタリアのデータ及びイタリア
の引例データの定期公開を
確実に毎月配信することは、
実現できそうです。 
イタリア特許庁は、書誌デー
タの XML へのデータ変換の
準備をしている最中で、それ
によってこのことが可能になる
でしょう。 
この半年から 1年以内に XML
変換を終えることが目標で
す。 
 
イタリアの引例の公開は、
EPO との協力合意（2008 年 7
月 1 日から実施）の喜ばしい
副次効果で、EPO はそれを受
けて、イタリア特許出願の先
行技術調査を行っています。 
データベース内の引例データ
付きの最初のイタリア公開公
報の日付は、2008 年 10 月 1
日です。 
 
DOCDB データベースには、
現時点（ 2011 年 5 月）で
40,491 件のイタリアの公開公
報が存在します。 
表に、引例データに関する興
味深い詳細を示します。 
 
引例データは、特許調査の重
要な要素です。他の検索方
法では見つからない可能性の
ある公報へと辿り着くことがで
きるものです。引例は、特許
の重要性の指標でもありま
す。一般的に言えば、引用さ
れる特許が多ければ多いお
ど、その特許は関連する技術
分野においてより重要にな特
許です。 
イタリアの書誌及び引例デー
タは、現在、Espacenet 又は

GlobalPatentIndex を通じて、
及びEPOのデータに基づく商
用プロバイダサービスを介し
てアクセスすることができま
す。 
 
EPO、イタリア特許庁及び多く
のユーザは、イタリアの特許
データの入手可能性を確実
にするための解決策に長年
取り組んでいました。 
この最新ニュースは大きな前
進であり、近い将来かつ長期
的未来は、新たなデータ配信
が大いに期待できます。 
ローマは一日にして成りませ
んでしたが、それが成し遂げ
られたということははっきり言
えます。 

 

 

 

DOCDB ワールドワイドデータベース内のイタリアの引用文献データ(2011年 5月 10 日時点の状態) 

国名コード 国名   最初の公開番号 最初の公開日  引用文献の数   引用特許数  引用一般文献数 
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持続による成功 

EPO は、20 年前にウィーン支局を設立した時に、INPADOC パ

テントファミリーやリーガルステータスのデータベースを引き

継ぎました。そして、特許情報を先頭に立って供給する者とし

ての責任もまた、引き継ぎました。 

EPOの安定した持続的なアプ

ローチにより、データベースは

発展を遂げてきました。 

その発展はあまり劇的ではな

く、長年にわたって徐々に起

こりました。 

今日、Espacenet の世界的デ

ータベースは、約 100 箇所の

特許付与機関をカバーしてい

ます。 

しかし、数が全てではありませ

ん。 

近年では、データベースに含

まれる特許庁の数を増やすこ

とを目指すのではなく、ユー

ザが最も重要視する国々の収

録欠落部分を対象にし、これ

が成功したのです。 

 

この号の一面の記事は、EPO

の世界的データベースに新た

にイタリアのデータが収録され

たことをご紹介しました。 

近年収録することが出来た一

連の成功の最新のものです。 

その他の成功としては、主要

国の重要なデータ要素の追

加 が 挙 げ ら れ 、 例 え ば

PatentInformationNews の

1/2011号で報告した日本の引

例データや、2010 年に報告し

たロシアと中国のリーガルステ

ータスデータがあります。 

 

世界中の特許データの取得

に関しては、忍耐が美徳であ

り、粘り強さは報われます。 

Espacenet ユーザーへのヒント 

この定期的なコラムでは、EPO の

Espacenet ヘルプデスクチームの

専門家が、ユーザーの質問に基

づいた役立つヒントをお伝えして

い ま す 。 本号では 、 新 しい

Espacenet インターフェイスの使

用に焦点を合わせます。 

 

「絞込み検索」 

Espacenet の再設計後、多くのユ

ーザが「絞込み検索」ボタンが見

つからなくなったと知らせてきまし

た。このボタンは、結果リストの結

果が多すぎ又は少なすぎた場合

に大いに役立ったとのことです。 

幸いにも、マーク･トウェインの言

葉を借りれば「絞込み検索」ボタ

ンの終わりについての噂は少々

大げさに誇張されているもので

す。Espacenet の新機能である

「ブレッドクラムナビゲーション」に

置き換えられただけなのです。 

 

検索を絞り込むには、ナビゲーシ

ョンバーの「検索」をクリックする

だけです。 

これは、最後の検索マスクを再開

し、前に使用した全ての検索基

準を保存します。 

注：ツールバーの「結果リスト」の

隣の「検索」をクリックすると、使用

した最後の検索マスクに戻ります

が、入力したキーワードは保存さ

れていません。 

 

結果リスト 

現在ユーザからよく聞かれる１つ

の質問は、結果リストのヒット数

が、ページからページへ移動す

るにつれて減少するのはなぜか

ということで、彼らは結果自体が

変化することを心配しているので

すが、幸いにもそうではありませ

ん。 

 

説明は以下のとおりです。 

クエリごとのヒットの最大件数は

100,000件ですが、最初の 500件

の一致文献のみが表示されま

す。結果数が 100,000 件未満の

場合、Espacenet は、通常、実際

の結果数よりも若干高い概数を

示します。 

Espacenet は、自動細分化システ

ムを用いておよそのヒット件数を

計算します。 

結果ページを移動するにつれ

て、対応特許が取り除かれてそ

の対応特許は消されます。 

結果数が 500件を超えるときはい

つでも、常に概算であることにな

ります。 

 

結果数が 500 件未満の場合、結

果リストの最後までページをめく

ったときに表示される数が正しい

ことになります。 

 

正確なヒット数を得るための近道

は、結果リストが 500 ヒット未満の

時に利用できる、ソート機能（優

先日の昇順など）を使用すること

です。 

そうすると、リストの最後まで進ま

なくてもすぐに、最終的な和が表

示されるようになります。 

 

論説 

ESPACENET 

 

 

Richard Flammer 

特許情報主席部長 

 

 

 
長官のブログ 
 
EPO 長官 Benoit Batt istelli
氏は、EPO のウェブサイトで
ブログを始めました。 
週に一度の掲載で、 
Batt istelli 氏はこれまで、統
一特許、EPOの 2010年出願
統計、日本の地震による悲
劇の影響、及び少し前のブ
タペストにける欧州発明者大
賞授賞式などのトピックに関
してブログに書き込みまし
た。 
 
ブログは、特許制度の利用
者と対話を始めるための広
範囲の取り組みの一部です
ので、投稿メッセージへのコ
メントをお待ちしております。 
 
長官のブログは、 
http://blog.epo.org/で読むこ

とができます。 

さらに、RSSを購読して自動

更新を受けることもできま

す。 

http://blog.epo.org/
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Espacenetに 

登場する 

共通引用文献 

ESPACENET 

ヨーロッパの大部分での統一特許へ向けた前進は、欧州委員会が統一特許保護

及び関連する翻訳準備に関する規制案を提出した 4 月 13 日に大きな一歩を踏

み出しました。 

主要特許庁は、仕事をより効
率的にし、分担する為の方法
を見つけようと努力していま
す。これらのワークシェアリン
グの取り組みにより、調査審
査結果を共通引用文献、すな
わち CCD として知られる１つ
の文献にまとめあげることが
可能になります。 
 
例えば三極特許庁－EPO、
USPTO 及び JPO－によって
特定の発明が調査される場
合、各々の特許庁が独自の
検索結果を作成します。 
CCD には、各特許庁の審査
官によって引用された個々の
文献を、リスト形式で組み合わ
せた検索結果が作成されま
す。 
 
もちろん、CCD の内容は、動
的かつ相互作用的になりま
す。新たな検索結果が入手で
きるとすぐに更新され、各引
例は Espacenet内の対応する
文献にハイパーリンクされるよ
うになります。 
 
現在の計画によれば、三極
CCD インターフェイスは、2011
年 11 月に一般公開される予
定です。 
EPO は、Espacenet 上で CCD
にリンクして、全てのファミリー
メンバーも網羅している、引例
がまとまったリストにアクセスで
きることを期待しています。 

統一特許に関する法案は、
EPO によって付与された昔な
がらの（一まとめの）欧州特許
を、特許権者のリクエストによ
り、この計画に参加している全
25 の EU 加盟国（イタリアとス
ペインは現在不参加）で有効
な統一特許に変えることがで
きると提案しています。 
統一特許は、国内の従来のヨ
ーロッパ特許と平行して共存
することになります。 
 
「これはヨーロッパでの統一特
許保護の確立に向けてのさら
なる重要な一歩であり、EU 議
会が協力の強化を認可した
直後にこの提案の発表を目の
当たりにして嬉しく思いま
す。」と、EPO 長官の Benoit 
Battistelli 氏は言いました。協
力の強化とは、そのもとで一
部の加盟国が特定領域で一
丸となって取り組み、他の国
は後の段階で加わることがで
きるものであり、EUでまれに用
いられている仕組みです。 
 
統一特許の翻訳準備に関す
るもう 1 つの法案は、３つの公
用語（英語、フランス語及びド
イツ語）に基づく、EPO の十分
試された言語翻訳システムを
使用することを提案していま
す。 
高品質の機械翻訳が利用可
能になるのであれば、追加の
マニュアル翻訳が必要なくな
るようになるでしょう。 
機械翻訳が完全に使用可能
になるまでの過渡期には、経
過措置が提案されています。 

欧州特許法 

統一特許の具体化 

提案の主要内容と EPO の役
割 
統一特許に関する提案のも
と、EPO は、欧州特許条約に
従った正規の手続きを受けて
欧州特許を付与するようにな
ります。 
特許権者はそれから、付与後
に統一的な効果を請求するこ
とになります。 
 
統一特許は、EPO の日々の
検索、審査及び付与作業に
影響を及ぼすことにはなりま
せん。 
しかし、EPO にはせざるを得
ない多くの付加的な作業が存
在し、それは以下の通りで
す。 
－統一的な効果に対する請
求の処理 

－統一特許に対する更新料
の集金、管理及び分配 

－実施権、譲渡、限定、取消
及び失効情報を含む統一
特許の登録簿の維持 

－翻訳の処理 
 
２つの法案は、目下EU議会と
欧州議会において審議する
必要性があります。 
目標は、最初の統一特許が
2013 年に付与されることで
す。 
 
欧 州 ・ EU 特 許 裁 判 所
（EEUPC）制度 
統一特許は、適切な特許訴
訟制度を必要とするもので、こ
のため、欧州・EU特許裁判所
（EEUPC）に関する協定が既
に起草されています。 
EEUPC 協定は、昔ながらの欧
州特許及び統一特許に関す
る侵害及び有効性の問題に
関して専属管轄権を有する共
通特許裁判所を設立する予
定でいます。 
 

欧州・EU 特許裁判所は、第
一審裁判所、控訴裁判所及
び登記所を有することになりま
す。 
 
第一審裁判所は、中央裁判
所の他に、協定の締約国内
に地方及び地域裁判所を有
することになります。 
 
2011年 3月 8日に出された意
見書(O 1/09)において、EU の
裁判所は、提案された協定は
EU 法に適合しないと考えまし
た。 
特に EEUPC が、EU 体制の外
にいる（提案した加盟国の一
部は EU のメンバーではない）
にもかかわらず、EU 法を解釈
し、適用することになるという
事実に異議を唱えました。 
裁判所は、EEUPC の設置は、
特許の分野における EU 法の
解釈に関する質問をそこに委
ねてしまうため、国内の裁判
所及び法廷から権限及び義
務を奪うであろうとも考えまし
た。 
 
欧州委員会は、意見書を非常
に慎重に分析し、いずれ近い
うちに返答することを発表しま
した。 
 
詳細はこちら 
www.epo.org/law-practice/leg
islative- 
initiatives/eu-patent.html 
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国際協力 

EPO、USPTO 及び KIPO の共同調査・審査実験の拡大 

EPO,USPTO 及び KIPO に

よって開始された共同調

査・審査構想の中心にある

ものは、一定の品質です。 

IP５における共通文書化の順調な進展 

コンセプトは非常にシンプル
です。様々な特許庁の審査
官が、１つの PCT 出願に関し
て連携して、1 つの共通の高
品質の国際調査報告及び見
解書を作成するのです。 
 
試験計画の第一段階 
2010 年夏の限定的な実験計
画は、このコンセプトが実行可
能であることを示しました。欧
州（EPO）、米国（USPTO）及
び韓国（KIPO）の特許庁の審
査官が、様々な技術分野に
おける 36 件の PCT 国際出願
（各特許庁につき 12 件）に関
して共同作業を行いました。 
彼らは次の手順を利用しまし
た。 

－出願に関する国際調査 

機関（ ISA）としての役目を

果たす特許庁の審査官（第

一審査官）が調査を実行し

た後、仮結果と自身の検索

方法を他の対応国（即ち相

互審査官）と共有する。 

 

－相互審査官は、検索方法、

引例及び見解書（WO-ISA）

について意見を述べ、必要

に応じて、当該出願の特定

の側面の集中検索又は完

全検索のいずれかを実行

する。 

－相互審査官からフィードバ
ックを受け取った後、第一
審査官が第一国再調査報
告書及びWO-ISAを出願人
に交付する。 

 
結果 
品質に関しては、およそ半数
の事例で共同作業が、先行技
術の引例の追加など、具体的
な改善につながったことが照
明されました。他の事例では、
具体的な改善がない場合であ
っても、共同作業は、自分自
身の結果により自信を持つ助
けとなるので有益であったと、

審査官は述べていました。 
 
効率に関しては、ある出願に
相互に審査官としてつぎ込ん
で時間が、同じ出願が後で国
内段階に入った時の手間が
省かれることによって埋め合
わされることを、審査官は指摘
しました。 
 
実験改革の第二段階 
EPO,USPTO及びKIPOは、審
査官と審査官ごとの出願の数
を増やして拡大した第二実験
段階を、2011年 7月に開始す
ることに合意しました。 
 
これらの特許庁は、手順をさら
に検証し、より広範囲の特許
庁に展開した時にいかにうまく
機能するかを見るために第二
段階に進みます。 
このより広範囲にわたる展開
により、質的及び量的観点か
ら深く共同作業を分析すること
も可能になります。 
 

 

先行技術調査の結果をより再

現可能にすることを目的とし

て、共通文書化計画が順調

に進んでいます。 

 

共通文書化は、IP5 基本計画

のひとつです。これは EPO に

先導され、全ての IP５特許庁

の先行技術調査に利用できる

ようにする共通文書化データ

セットを作成するために準備

されました。 

EPO にとって、これは特に中

国、日本及び韓国のアジアの

特許ドキュメンテーションへの

アクセスの向上を意味しま

す。 

重要な進展は、韓国のデジョ

ンでの最近の会議で仮協定

を締結したことによって成し遂

げられました。この協定は、今

後の IP5の共通文書化データ

セットの内容とデータ収集の

優先方法に関するものです。 

IP5 の代表と副代表の次の会

議での承認後、これは、アジ

アのドキュメンテーションへの

広範囲のアクセスへの路を開

くと共に、それによって１つの

IP5特許庁からのデータを、他

の全ての特許庁が利用できる

ものにする基礎を導入するこ

とになります。 

 

共通文書化計画のさらなる利

点は、調査した引例の交換が

より包括的かつタイムリーにな

ることで、これらは EPOのオー

プンパテントシステム（OPS）を

通して公的に入手可能になり

ます。さらなる潜在的利点は、

IP5「インテリジェントドキュメン

ト」を導入する計画があること

で、これは特許文献中にイン

デックス付きの出願人引例、

数値範囲及び化学式等の付

加的なマークアップを設ける

ものです。 

これまでの実績は、この基本

計画が、EPO 及びその他の

IP5 特許庁と、場合によって

は、世界中の特許検索者に

利点をもたらすことができるこ

とをはっきりと示しています。 

しかし、ユーザが利点を目に

するにはまだ少しかかります。 

Patent Information News は、

この重要な計画の発展の進

行具合を、遅れることなくお知

らせします。 
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EPO の特許情報の最新情報
や、それについて産業界がど
う考えているか知りたいという
方、そういう方のために、EPO
特許情報会議はあります。 
 
この会議には、特許情報を利
用する人々やそれらを作成す
る人々が集まります。 
 
今年は、アイルランド特許庁
の招きにより、アイルランドの
キルケニーにある Lyrath（来ラ
ス）の会議場とホテルで会議
が行われる予定です。 
 
2011 年のプログラム 
キルケニーでの見所は以下
の通り。 
－開かれた政府における特
許庁の役割 

－世界最大の特許データを
順調に進めるためにするこ
と 

－特許用の機械翻訳 
－EPO の EPOQUE 検索エン
ジン 

－共同特許分類 
 －欧州と米国の共通分類シ
ステム 

－具体的な問題に関するプロ
の特許検索者の洞察 

イベント 

誰にとっても価値があります 
代表者は、様々なプレゼンテ
ーション、チュートリアルセッシ
ョン及びトレーニングコースで
特許情報の発展を理解するこ
とができます。 
問題を提起し、専門家コミュニ
ティの他のメンバーと特許情
報について議論する機会を
探している方は、ディスカッシ
ョンラウンドに登録するか、質
疑応答セクションの 1つでマイ
クを持って質問したいと思うで
しょう。 
 
ネットワーク作りの機会として
は、展示エリアを見て廻ること
ができ、そこではあらゆる主要
な特許情報提供者が展示を
行っています。 
 
EPO の特許出願人に何かお
返しをします 
イベントの費用は、主に EPO
によって、即ち、特許出願人
が支払う手続料から賄われて
おり、残りの費用は、代表者
や出展者の手数料で賄われ
ています。 

2011 年 10 月 18-20日の EPO 特許情報会議 

特許情報の専門家のためのイベント 

20 年の経験 
「EPOユーザ会議」として 1991
年に最初に開催されたもの
が、現在は特許情報会議と呼
ばれて、特許情報カレンダー
の恒例行事になっており、全
ての役割の人が出席するた
め、ネットワーク作りの大きな
チャンスとしてよく知られてい
ます。 
 
現在、登録受付中 
2011年の EPO 特許情報会議
は、アイルランドのキルケニー
で、2011 年 10 月 18-20 日に
開催され、10 月 17 日には呼
び会議とトレーニングコースが
あります。 
EPOウェブサイト上で、完全な
プログラムが入手でき、オンラ
イン登録機能が利用できま
す。 
 
そこには、会議に関する何か
しらのニュースが流れた時に
見逃さないように、e メールア
ラートを登録するためのフォ
ームもあります。 
 
www.epo.org/pi-information 

 

 

ECLA への変更についての月次報告 
www.epo.org/patent-informat ion/classif icat i
on/ecla/changes.html 

EPO の Raw Data Day 2011 

今年の EPO の Raw Data Day
で最もよく聞かれる言い回し
のうちの 2 つは、「XML」と「ウ
ェブサービス」です。 
Raw Data Day の標語は、「時
代は REST へ、SOAP は過去
に」です。 
 
Raw Data Day は、EPO にとっ
て、新しいデータ製品を紹介
し、将来計画を提示し、ユー
ザが EPO にして欲しいことや
次に提供して欲しいものに関
するフィードバックを集める好
機です。特許情報ユーザ用

の製品及びサービスを開発す
る為に EPOデータを利用する
人々が、EPO の技術専門家
に直接会うために Raw Data 
Day にやって来ます。 
そして共に、計画、問題及び
可能な解決策を直接話し合
います。 
つまり、最良のフォーマットで
高品質のデータを提供するこ
とが双方にとって同様に重要
なのです。 
 
Raw Data Day が常にウィーン
で開催されるのは、データに

関する質問でユーザが EPO
に連絡する場所だからです。
今年は 3 月 23 日に、20 名の
EPO ユーザ及び専門家が世
界中の特許庁及び商用プロ
バイダからの 50 名の専門家と
合流して、配列表、XML フル
テキスト、リーガルステータス、
XML 形式の登録原簿、OPS、
ウ ェ ブ サ ー ビ ス 、 分 類 、
DOCDB、MT（機械翻訳）辞書
などのトピックに関するプレゼ
ンテーションを聴取しました。 
 
このような聴取者によって、議

論は「オタク」レベルで始まり、
すぐさま技術的問題の核心に
入っていくことができました。 
 
ユーザの要求を守ることに関
しては、特許検索者は、それ
らの特許情報提供者が、彼ら
の希望や、彼らの顧客の希望
を出し惜しみすることがないの
で安心できます。 
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EPO のデータベース 

データニュース 

データニュースは、 
PatentInformationNews の連
載記事で、読者の方々に、
EPO のデータベースに対する
変更の定期的なまとめをお伝
えするものです。 
 
公開特許英文抄録 
公開特許英文抄録（PAJ）は、
日本の公開特許公報の、要
約及び図面（入手可能な場
合）を含む書誌レコードを収
録するものです。 
1998年の初めからの、日本以
外の優先権を有する特許公
報も、PAJ CD-ROM に収録さ
れています。 
 
PAJ は、長年 Espacenet で入
手可能でしたが、現在はワー
ルドワイド（DOCDB）データベ
ースの一部にもなっており、
EPO から、又はオープンパテ
ントサービスを介して生データ
を入手することができます。 
 
日本と米国の分類データ 
報告すべき大きな成功とし
て、近いうちに、EPO の公開
データベースに米国と日本の
分類データが追加されること
が挙げられます。 
 
DOCDB は、日本の特許文献
の FI分類記号及び Fタームと
US 文献の US 分類記号を包
含する予定です。 
経験豊かな特許検索者であ

れば、彼らの調査にとって分
類記号がいかに重要かご存
知でしょうが、世界中の収録
特許を検索するには、多数の
国で適用されているという理
由から、WIPO の国際特許分
類システムと、EPOの ECLAが
用いられることになります。 
 
米国及び日本のデータを検
索することに特に関心がある
ユーザは、当該国の審査官が
精通しているものなので、関
連する国内の分類システムに
着目する傾向がありますが、
これは分類記号が、概して、
当該特許庁によって定義され
た分類方式に厳密に従って、
国内のシステム内で非常に一
貫して割り当てられていること
を意味しています。 
 

表は、世界の主要な特許制
度の概観を示しています。 
 
三極の協力が挙げた成果 
PAJ を含む、前記のデータベ
ースへの全ての追加は、
EPO、USPT 及び JPO 間の三
極レベルの協定のおかげで
実現しました。 
この協定によって、EPO は以
前にもましてより広く USTPTO
と JPO から受け取ったデータ
を共有することができるように
なりました。 
 
計 画 通 り に 進 め ば 、
DOCDB/XMLバックファイルの
2011年 8月の配信で、PAJ,US
及び FI 分類記号の完全な収
集が収容されるようになりま
す。このデータの多くは、他の
ソースを介して商用プロバイ
ダで利用可能ですので、この

ニュースは彼らが提供する製
品を劇的に変えることにはな
らないかも知れませんが、要
求に合わせてプロセスを適応
させる柔軟性を与えることにな
るでしょう。 
 
短期的には、米国及び日本
の分類を Espacenetで検索す
ることは無理でしょう。これを
実現させるためには、新たな
検索フィールドを追加しなけ
ればなりませんが、それには
相当な投資が必要になるでし
ょう。 
 
中国に関する訂正 
Patent Information News 
1/2011 号の「データニュース」
の記事は、EPO が 2010 年 8
月以降の中国の書誌データ
のみを受け入れているような
印象を与えました。 
 
実 際 に は 、 中 国 特 許 庁
（SIPO）は、書誌データを何年
にもわたって確実に絶えず
EPO に届けています。Patent 
Information News 1/2011号で
ご報告した問題は、EPO 内の
データの収録に関する問題に
よるものだったのです。 
 
前号での情報の紛らわしさに
ついて、編集者がお詫び申し
上げます。 

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

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 

■ EP-A3: 欧州サーチレポート 

■ EP-B1: 欧州特許明細書 

■ EP-B2: 補正された欧州特許明細書 

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

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、

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

ません。 

現在、全欧州特許出願の約 70% がユーロ PCT 出願です。 

欧州特許公報 2011年1月～6月 

 2011年の週

平均 

2011年1～6

月の合計 

2010年から

の変化 

EP-A公報 

 EP-A1  1,054 27,404 22.6% 

 EP-A2 470 12,223 36.5% 

 EP-A1 + A2の合計 1,524 39,627 26.5% 

 A1+A2の合計に占める   

 EP-A1の割合 
69.2% -3.2% 

 EP-A3 365 9,489 13.4% 

EP-B公報 

 EP-B1+B2 1150 29,903 3.2% 

 

公報コーナー 

方式 IPC ECLA/ICO FI F-TERM USPC

階層

one

dimensional,

dot

one

dimensional,

dot

one

dimensional,

dot

multi

dimensional,

viewpoints,

dot

flat, one

dimensional,

dot

一致 IPC8 IPC8 IPC4-8 FI none

使用国 100カ国以上
EP,US,DE,F

R,GB,NPL….
JP JP US

技術分野 全分野 全分野 全分野
全分野の

約70％
全分野

改正

2011年から

3カ月毎/3年

毎：毎年

審査官の必

要に応じて
隔年 毎年 毎月

再分類 〇 〇 〇 〇 〇

主要国の特許分類
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www.wipo.int/patentscope/translate/translate.jsf 

アジアからのニュース 

アジアの特許情報 

KIPRIS で韓国の知的財産権を無

料モニタリング 

韓国特許庁（KIPO）は、KIPRIS検

索システムで、韓国の IP出願と登

録をモニタリングできる新サービ

ス「Patent of my concern」を開始

しました。IPC 分類や出願人の名

称等の基本情報を入力しておく

と、この情報に基づいて、毎日

（毎週）新しい公報のリストを検索

できます。このサービスの利用に

は、登録（無料）が必要です。ま

た、利用できるインターフェース

は、KIPRIS の韓国語インターフェ

ースのみです。 

 

KIPRISへは、 

www.kipo.go.kr/kpo/eng/?catme

nu=KIPOENG （ 英 語 ） 又 は

www.kipo.go.kr（韓国語）からア

クセスできます。 

 

EPO では、 

www.epo.org/searching/asian/ko

rea/search.html において、韓国

語話者ではない方向けに、この

新サービスについてのステップ別

ガイドをご用意しています。 

 

SIPO が機械翻訳を強化 

SIPO の英語版ウェブサイトでは、

中国語－英語の無料機械翻訳ツ

ールを強化しました。機械翻訳結

果が表示されるページの下側に

あるそれぞれのボタンを使って、

テキストを２通りの方法で翻訳で

きます。デフォルト選択では、全

ページ分の翻訳結果の保存が完

了すると、翻訳結果がページ毎

に表示されるようになっていま

す。また、「text translat ion」をクリ

ックすると、オンザフライ形式（全

文に対してセンテンス毎に翻訳を

行う形式）で翻訳できます。 

 

SIPO の機械翻訳ツールは 

www.sipo.gov.cn/sipo_English/or 

http://search.cnpat.com.cn/Searc

h/EN/をご覧ください。 

 

台湾特許法の改正 

台湾特許法の改正案が現在、経

済建設委員会で審議されてお

り、立法院での可決を待つ状態と

なりました。台湾特許庁（TIPO）に

よる 2003年台湾特許法の改正作

業は、2007 年半ばにスタートしま

した。今回の改正では、分割出

願、特許期間の延長、無効化、

同時出願、動植物に関する特

許、権利の回復等の領域におい

て、特許プラクティスに数多くの

変更が盛り込まれます。 

 

TIPO では、この改正特許法によ

り、特にバイオテクノロジー分野

や農業分野の発達を見込んでい

ます。今回の改正は、特許審査

制度と特許保護を確固たるものと

し、特許制度をより国際的な水準

に近づけることを目標としていま

す。対応する特許規則、審査ガ

イドライン、方式、コンピュータシ

ステムは、これらの変更を反映し

て、順次更新されていきます。 

 

計画的変更の詳細は、下記TIPO

英語版ウェブサイトからご覧にな

れます。 

www.tipo.gov.tw/en/News_New

sContent.aspx?NewsID=5204 

 

PatentScope が新たに中国語-英

語機械翻訳ツールを導入 

WIPO は、PatentScope データベ

ース上で利用できる機械翻訳ツ

ールを新たに導入しました。これ

により、特許の発明の名称と要約

書の英語を中国語・フランス語

に、中国語・フランス語を英語に

翻訳できるようになります。このツ

ールは、Moses（オープンソース

ソフトウェア）を採用しており、特

許関連の文書のバイリンガルコ

ーパスを用いて、IPC 分類毎に編

成されています。翻訳結果は、原

文と翻訳を対照する形で表示さ

れます。また、翻訳結果を手動で

編集したり、ツールが提示する対

訳候補から最適な翻訳を選択す

ることで、翻訳結果を編集したり

できます。 

WIPO のプ レ ス リ リ ー ス は 、

www.wipo.int/patentscope/en/ne

ws/pctdb/2011/news_0001.html.

をご覧ください。 

PatentScope の Translation 

Assistant は、 

www.wipo.int/patentscope/transl

ate/translate.jsf.からご利用にな

れます。 

 

中国語、日本語、韓国語で PCT

出願が検索可能に 

WIPO では、OCR を用いて、紙形

式で出願された中国語、日本

語、韓国語の PCT 出願の電子化

を進めており、PatentScope を用

いた検索では、明細書と特許請

求の範囲が電子化されていま

す。現時点では、約 30,000 件の

中国出願（1994～2011 年）、約

170,000件の日本出願（1979年～

2008 年）、約 8,000 件の韓国出

願を検索できます。 

 

CLIR（クロスリンガル情報検索）機

能を使えば、中国語、日本語、韓

国語の話者ではない方も、キー

ワード検索ができるようになりま

す。 

 

アジア地域のユーザーの皆様向

けに、WIPO では、中国語、日本

語、韓国語の PatentScope 検索

インターフェースも開発しました。 

 

WIPO のプ レ ス リ リ ー ス は 、

www.wipo.int/patentscope/en/ne

ws/pctdb/をご覧ください。 

 

PatentScope へは 

www.wipo.int/patentscope/en.か

らアクセスできます 

 

IPOS の調査・審査便覧を閲覧で

きます 

シンガポール特許庁（ IPOS）で

は、特許性の問題に関連して、

調査と審査におけるプラクティス

を説明した便覧を無料で提供し

ています。この便覧は、PDF 形式

でダウンロードできます。便覧で

は、シンガポールの特許制度特

有の特徴を幾つか取り上げてお

り、新規性や進歩性等の問題に

審査官がどのようにアプローチし

ているかを説明しています。 

 

便覧と IPOS に関して更に詳しく

は 、 IPOS ウ ェ ブ サ イ ト

www.ipos.gov.sg/topNav/hom/を

ご覧ください。 

 

ウィーンで開催された今年の East 

meets West では、IPOS の代表

が、シンガポールの特許制度と

特許情報について紹介しました。

このプレゼンテーションは、

www.epo.org/learningevents/eve

nts/conferences/emw2011/progra

mme.html. 

からご覧になれます。 

 

インド特許庁のプラクティスと手

続のマニュアルが公開されました 

インド特許庁は、インド特許プラク

ティスと手続のマニュアルの最新

版（2011年 3月 22日）をウェブサ

イト上で公開しました。このマニュ

アルは、発明者、出願人、インド

特許出願を扱う弁理士（弁護士）

向けの実用便覧として編集され

ています。このマニュアルは、 

www.ipindia.nic.in/ipr/patent/ma

nual/main%20link.htm か ら 、

HTML形式で閲覧又は PDF形式

でダウンロードできます。 

 

EPO ウェブサイト 

（ www.epo.org/asia ） の

「Updates」では、その他のアジア

のニュースも掲載しています 
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2011 年 4 月 14～15 日にかけての EPO アジア特許情報フォーラムに際し、活発な連携

と対話が行われました。 

「East meets West」？それとも「North meets South」？ 

118 の参加者、23 の国々、ア

ジア地域の 5つの特許庁－ウ

ィーンで開催された East 

meets West 2011のキーワード

です。特許庁関係者、アジア

地域の特許データプロバイダ

ーや研究者らが、欧州、米

国、オーストラリアの特許情報

スペシャリスト達と共に、EPO

の年次フォーラムに再び結集

しました。 

 

 

日本への支援を呼びかけるメ

ッセージ 

Richard Flammer 特許情報主

席部長は、開会の辞におい

て、とりわけ東日本大震災と

津波による混乱のさなか East 

meets West のためにウィーン

を訪れた日本からの出席者の

労をねぎらい、EPO と日本国

特許庁及びその関連組織と

の良好な関係を強調しつつ、

EPO と JPO、並びに日本の

人々との結束を表明しまし

た。 

 

 

IP5 の先にあるもの 

昨今の EPO の会合では、IP5

プロジェクトに大きな関心が寄

せられています。業界では、

IP5 の動向が世界の特許制度

に多大な影響をもたらすであ

ろうと考えられているためで

す。East meet West では、IP5

のうち 4 つの特許庁が一堂に

集結し、分類、ドキュメンテー

ション、機械翻訳について情

報を交換しました。 

 

 

シンガポール－実行役、推進

役、仲介役として 

シンガポール特許庁（ IPOS）

の Danielle Yeow氏は、中国、

日本 、韓国を見越し て 、

ASEAN 地域の知財に対する

シンガポール特許庁の取り組

みを紹介しました。Danielle 

Yeow 氏のプレゼンテーション

では、「アウトソーシング」がキ

ーワードとなりました。「 IPOS

は、特許情報の提供だけでな

く、実行役、推進役、仲介役と

しての役割を見据えていま

す。 

 

 

象と 5 人の盲人－インド特許

の基盤 

5人の盲人と象にまつわるイン

ドで有名な物語は、5 人の盲

人が象に触れ、触れた物によ

ってそれぞれ感じたことを語る

ところから始まります。尻尾に

触れた男は「これは縄だ」と言

い、足に触れた男は「これは

柱だ」と言います。ハイデラバ

ードにあるナルサー大学の法

財の認知度を高めようとすると

き、East meets West のような

会合は、いわゆる”North and 

South”の会合を超える意味合

いをもつのではないでしょう

か。」 

 

チェンナイ・インド特許庁の副

監査役である P. Balamurugan

氏は、チェンナイ特許庁が推

し進めている電子化・デジタ

ル化プロジェクトについて報

告しました。報告では、 IP 

India ウェブサイトの iPairs パ

ブリックサーチにおいて、近々

フルテキスト検索機能が新た

に加わることが発表され、参

加者にとって嬉しいニュースと

なりました。 

 

東西交流の場 

East meets West は、アジアの

特許情報プロバイダーとユー

ザーが一対一で対話できる場

でもあります。今年は、気軽な

ポスターセッションから幾分フ

ォーマルな製品プレゼンテー

ションもありました。 

 

効果的な連携を目指して：産

業界主導の議論 

ディスカッションでは、アジア

の特許情報の標準化、法的

状況、クロスリンガル検索、分

類、パテントマップの作成が

焦点となりました。産業界から

の参加者は、アジアの特許庁

と積極的に対話を続け、特許

情報コミュニティが直面する課

題に解決策をもたらす一翼を

担いたいと訴えました。 

 

East meets West が特別なの

はなぜ？ 

閉会の辞は、シーメンス社の

Arndt Mecke 氏が務めまし

た。「East meets West は、知

財カレンダーにおいて最も注

目すべきイベントのひとつで

す。East meets Westが特別な

のは、彼の見解では、人と人

の触れ合いがあるからです。

グローバル化した今日の世界

では尚一層、普段は何千キロ

も離れて仕事をしている人どう

しが直接会って話すことが極

めて重要です。」 

 

特許情報主席部長の Richard 

Flammer は、「アジアの特許

情報が提示する諸々の課題

に特許スペシャリストが取り組

むとき、連携と相互理解、互

恵の念こそが前進への近道

です」と述べ、今回のフォーラ

ムを締め括りました。 

 

East meets Westのプレゼンテ

ーションは、 

www.epo.org/learning-events

/events/conferences/emw201

1.html. 

からご覧になれます。 

律学教授であり IPR 委員長の

V.C. Vivekanandan 氏は、この

物語を引用することで、いか

に大局を見極める必要があ

り、自らの視座だけで物事を

捉えることがいかに誤解に繋

がるかということを述べまし

た。「インドは、国益と国際的

な責務、特許と公衆衛生の問

題、公共政策と事業利益につ

いて折り合いをつける必要が

あります。西側諸国でインド知 
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ePatents と SurfIP ― シンガポールの特許情報 

アジアの特許情報 

2010 年、シンガポールは世界で

最も著しい経済成長を見せた国

の 1 つでした。毎年 10,000 件弱

の特許出願があり、シンガポール

の先行技術は、特許サーチャー

の間で関心が高まりつつありま

す。 

 

シンガポール特許庁（IPOS）は、

2 つのプラットフォームを介してシ

ンガポールの特許情報を提供し

ています。1 つは ePatents で、シ

ンガポールで主要な特許検索機

能です。もう 1つは「SurfIP」で、シ

ンガポール特許だけではなく、ア

ジア、北アメリカ、ヨーロッパの多

くの特許機関の情報を集約させ

た調査を提供しています。 

 

ePatents 

ePatents は、シンガポールの電

子出願、特許処理手続き、特許

調査のためのポータルサイトで

す。 

 

ePatents の「特許検索」機能は、

書誌事項の詳細と要約のほか

に、シンガポール特許の全文で

の簡単な検索を提供していま

す。（利用できる場合は）検索し

た文献の書誌事項情報、要約

書、登録事項、明細書全文を閲

覧したりダウンロードしたりするこ

とができます。 

 

書誌事項の詳細と登録情報は、

1937 年以降の全ての文献につい

て入手できます。 1937 年から

1990 年の特許明細書は部分的

ですが、1991 年以降は明細書全

てを網羅しています。ePatents 以

外で明細書全てを入手するに

は、関連出願の検索を IPOSに直

接依頼することができます（有料

サービス）。 

 

検索方法は、簡易検索、詳細検

索、明細書検索の 3 つの形式が

あります。簡易検索と詳細検索の

インターフェースは、文献番号や

名称（発明者、出願人）による検

索だけでなく、発明の名称や要

約のキーワード検索も可能です。 

明細書検索では、全文献の全文

検索を提供しています。検索結

果を調べて、さらに絞り込むことも

できます。もしかするとテキスト形

式によっては、全文検索が利用

できない事態に遭遇するかも知

れません。 

 

詳細検索と明細書検索のオプシ

ョンでは、ブール演算子（AND、

OR、NOT）を使えます。ワイルド

カード（*）は、名称検索とキーワ

ード検索で使用できますが、使わ

ない場合でも、システムが自動的

に文字列検索を実行します。 

 

ユーザーは、表示したい書誌事

項の項目を選択することで、検索

結果の画面をカスタマイズできま

す。検索結果の一覧には、各文

献の詳細へのリンクも表示され、

基本的な書誌事項情報、登録情

報、明細書、要約書などを見るこ

とができます。明細書全文は、

PDF 形式か TIFF 形式のどちらか

でダウンロードできます。 

特徴の１つです。 

 

ユーザーは、検索する国または

特許管轄機関を選択します。５つ

の異なる検索インターフェースが

あります。通常のフィールド配列

（番号、IPC 記号、出願者名、発

明者名など）を利用できます。発

明の名称での検索は、全ての国

に対応しています。要約または明

細書でのキーワード検索も、限ら

れた情報源で利用できます。 

って異なります。 

 

SurfIP は無料で、検索履歴を保

存したり、検索結果をダウンロー

ド／エクスポートしたり、アラートを

作成したりしない限り、登録は不

要です。商標と意匠でも複数の

情報源からの検索ができます。 

 

SurfIP は、www.surip.gov.sg から

アクセスできます。 

 

Patent eJournal－シンガポール

の電子公報 

IPOS は、月刊電子ジャーナル特

許公報を 2 部に分けて発行して

います。Journal A には、以下の

基本情報が含まれています。 

－出願、公開、取下、拒絶、放棄 

－権利付与された特許、消滅し

た特許、回復した特許 

－更新手数料の支払い 

－譲渡 

 

Journal B には、要約書と選択図

が記載された特許公報が発表さ

れます。 

 

過去3ヶ月のPatent eJournalは、

無料の PDF データで、ePatents

のサイトにて入手できます。それ

より過去の号については、 IPOS

に問い合わせて、CD-ROM の電

子コピーを購入することができま

す。 

更なる詳細については、EPO の

アジア特許情報サービスにお問

い合わせください。 

ｗｗｗ.china-iprhelpdesk.eu/ 

 

SurfIPでは、検索結果が国ごとに

配列され、関連性に従って並べ

られています。ユーザーは、検索

結果の一覧からハイパーリンクに

進み、公布している該当機関の

ウェブサイトに直接アクセスできま

す。詳細な結果、理想的にも英

語の要約書と図面が、異なるブラ

ウザのウィンドウで表示されます。

明細書全文、機械翻訳などへの

アクセスは、各特許機関のウェブ

サイトで利用できるサービスによ

 

ePatents で特許検索オプション

にアクセスするには、「 Patent 

Search」のタブをクリックしてくださ

い。 

 

SurfIP 

SurfIP では、ヨーロッパ、北アメリ

カ、アジアの特許を無料で検索

することができます。アジアの特

許範囲（中国、日本、韓国、シン

ガポール、台湾、タイ）に重点を

置いていることは、SurfIP 独自の

 

ｗｗｗ.china-iprhelpdesk.eu/ 
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出願番号、公開番号、特許番号

を検索マスクに入力するだけで、

TIPO と出願人との間で交わされ

た文書を検索することができま

す。書誌事項情報の下に、出願

書類の一覧が表示されます。

TIPO から送られた通知書へのリ

ンクは赤で表示され、出願人から

提出された文書は青で表示され

ます。公開されている出願書類

については、ハイパーリンクをクリ

ックして PDF形式の複写を表示さ

せることができます。 

 

中国語を話さない人々に台湾の

包袋の入手方法について手順を

説明するサーチガイドは、下記の

EPO のアジア特許情報のウェブ

ペ ー ジ に あ る 「 Searching in 

databases」から利用できます。 

www.epo.org/searching/asian/chi

nese-taipei/search.html 

 

TIPONet には、下記からアクセス

できます。 

http://t iponet.t ipo.gov.tw/home/ 

 

TIPO からのお知らせについて

は、下記をご覧ください。 

www.tipo.gov.tw/en/News_New

sContent.aspx?NewsID=5189。 

台湾の出願履歴について興味が

ある方にとっては、台湾特許庁

（TIPO）のTIPONetのサイトにて、

オンラインで出願履歴を確認でき

るようになったことは朗報でしょ

う。電子出願などの多くのオンラ

インサービスを提供している

TIPONet にて、中国語でのみ利

用できます。オンライン包袋閲覧

は、2011 年 3 月 1 日から一般に

公開されるようになりました。 

 

特許がまだ付与されておらず、オ

フィスアクションが出されていない

という条件で、2003 年以降の公

開された出願案件にアクセスでき

ます。現在、オンライン包袋閲覧

は特許のみ可能で、実用新案は

できません。閲覧できる文書に

は、願書、優先権証明書、確認

書、補正書、訂正書、再審査、調

査報告書などがあります。TIPO

はまた、登録後の情報も保持して

いますが、それに対応する文書

は公開していません。 

台湾の出願履歴の公開 

http://t iponet.t ipo.gov.tw/home/ 

 

 

eJournal の 例  情 報 元 ：
www.epatents.gov.sg/Journal/Jour
nal%20201104A.pdf 

別のウィンドウ
で TIPO による
詳細な結果を
表示した SurfIP
の検索結果一
覧の例 
情 報 元 ：
www.surf ip.gov
.sg 

Tel: +43 1 52126 4545 

e-mail: asiainfo@epo.org 

 

ePatents 検索 － 概要 

－日付、番号、出願人名又は発

明者氏名、IPC記号での検索 

－発明の名称および要約でのキ

ーワード検索 

－ブール演算子（AND、OR、

NOT）と検索フィールドの組み

合わせ 

－特許明細書の全文検索（デー

タの部分のみ） 

－全文献の書誌事項および経過

情報（登録事項） 

－利用可能な明細書全文（要約

書、明細書本文、請求項、図

面）へのアクセス 

 

SurfIP － 概要 

－12 の情報源（アジア、ヨーロッ

パ、北アメリカ、PCT）を集約さ

せた検索 

－文献番号、出願人名又は発明

者氏名、IPC記号での検索 

－発明の名称のキーワード検索

（全ての国に対応） 

－要約、請求項、明細書でのキ

ーワード検索（該当する特許機

関が対応する場合） 

－SurfIP のウェブサイトに表示さ

れる基本的な検索結果の一覧

のみ 

－別の特許機関のウェブサイトの

詳細への自動リンク 

－要約、明細書全文、機械翻訳

などの利用可能性（該当する

特許機関のウェブサイトによ

る） 

 

役立つリンク集 

－IPOSのサイト 

 www.ipos.gov.sg 

 

－ePatents検索 

www.epatents.gov.sg/

PE/ 

 

－Patent eJournal 

www.epatents.gov.sg/

Journal/ 

 

－SurfIP 

 www.surfip.gov.sg 

mailto:asiainfo@epo.org


EPO 特許データを利用した製品 

化学および医薬特許における補足情報の検索がしやすくなります 

ＳＰＩＮ（補足特許情報）は、ミ

ュンヘンの企業、 InfoChem 

GmbH の新しいオンライン特

許情報サービスです。 

InforChimia の専務取締役 

Klaus Bordchrdt 氏によれば、

ＳＰＩＮにおいてユーザーは、

特許付与手続きとして 

提出した補足情報について

検索することが出来ます。 

（なお、 

http://infochem.de/news/proj

ectdisplay.shtml?icspin.shtml 

を参照すると、この記事の「補

足情報」とは、ＥＰＯが出願人

に提出を要求した実験データ

だと理解できます。） 

現在、このサービスのための

データが、化学、工業化学、

医薬および生化学の分野お

よびこれらに関係する分野の

書類から抽出されています。 

 

これらのデータは、EP 登録公

報では公開されていない情

報、特に、以下のような情報

に関します。 

 

－化学構造および化学反応

式 

－物理化学データ、毒性学

データおよび薬学データ 

－実験データおよび比較デ

ータ 

－既知の化合物および化学

成分に対する新しい特許

出願 

これらの情報は、EP登録公報 

への追加的な記載および規

定となるものです。 

 

このサービスの大きな利点

は、EPO と特許出願人間の文

書に追加記載された化学構

造、化学反応およびデータの

入手が可能となることです。 

化学構造／下部化学構造お

よび化学反応を検索する機能

の追加によって、更に効率的

なデータの検索と入手が可能

となるでしょう。 

これについて、Borchardt 氏

は、「関連文献の検索が容易

なので、関連文献とこの種の

データを含まない文献とを分

類することが容易になりま

す。」と述べました。 

2009 年の 2,062 件の文献は

既に処理済みで、2010 年の

文献は 2011 年 6 月末までに

処理が終了する予定です。

2011 年の後半までに、処理

が、最新の週に公開された特

許文献に追いつくことを目標

としています。 

 

詳細は、www.infochem.de ま

で。 

締約国 

EPN 内で進化するルーマニアの公開サーバ 

特許情報ニュースの 1/2011号

では、ルーマニア特許庁

（OSIM）が新しい公開サーバ

の利用を開始したことを紹介

しましたが、本記事は、このサ

ーバおよびサーバが提供する

サービスの詳細についてお伝

えします。 

 

まず初めに、OSIM のスタッフ

の本記事に対するご支援に

対し感謝申し上げます。 

 

OSIM は、出願された全ての

産業財産権に対して出願公

開および登録公開を行うこと

が法的に義務づけられてお

り、これらの公開文書を電子

的に利用可能とするために、

EPOが開発したモデルをベー

スとする「公開サーバ」を利用

することを選択しました。この

選択理由は、「公開サーバ」

が、国内および国外のユーザ

に提供する以下の利点により

ます。 

 

－簡単で信頼できる技術 

－統一されたデータフォーマ

ット 

－EPO や他国の公開サーバ

と類似した画面と操作性 

－他国の公開サーバと類似し

た検索基準と検索結果リス

ト様式 

 

標準化の推進およびユーザ

へのサービス提供の均質化

の方針に従い、公開サーバに

情報を送り込むためのバック

エンドシステムには、EPO によ

って開発された IT ソリューショ

ン「共通のソフトウェア」が用い

られており、それは他国の特

許庁で今でも使用されていま

す。 

 

公開サーバは、2011 年 2月 1

日から OSIM のウェブサイトで

利用可能で、2011年 1月以降

に OSIM によって公開された

以下のような文献を含みま

す。 

－特許出願とサーチレポー

ト：A0, A1, A2, A3, A4, A8, 

A9 

－付与特許：B1, B2, B8, B9 

－実用新案とサーチレポー

ト：U1, U2, U3, U4, U8, U9 

 

出願に関する流れは非常に

分かり易くなっています。ユー

ザ認証は必要なく、英語とル

ーマニア語での検索が可能

なので簡単に利用できます。 

 

また、次のような検索基準が

提供されています。 

－公開番号 

－出願番号 

－IPC 記号 

公開日と公開種類コードを

用いれば、更に絞り込んだ

検索が可能です。 

 

文書は、PDF、XMLまたは ZIP

ファイルでダウンロード可能で

す。 

 

OSIM は、特許公報の公開日

（通常は毎月末）に公開サー

バを更新します。 

 

公開サーバは、 

http://www.osim.ro/publicat ii

/publicont.htm から利用でき

ます。 
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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  

Fax: +43 1 52126 3292  

e-mail: inpadoc@epo.org  

 

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 
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Tel.: +43 1 52126 4547  
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e-mail: csc@epo.org 

 

定期購読 

Tel.: +43 1 52126 4546 
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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

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。 
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アイルランドのキルケニーで

2011 年 10 月 18～20 日に開催

される EPOの特許情報会議の

プログラムと参加登録の仕方

の詳細が、 

www.epo.org/pi-conference で

提供されています。 

www.epo.org 

オンライン上で公開

された特許情報会議

のプログラム 

インド政府は、実用新案制度の

導入を検討中であることを公表

しており、この詳細は、 

http://dipp.nic.in/ipr-feedback/

Utility_Models_13May2011.pdf

で知ることができます。 

Patent Information News2/2011   June 2011  13 

 

インドの実用新案 

専門家による意見交換を目的と

するこの国際的なジャーナルの

最新号（ Volume 33, Issue 2, 

2011）が、最近、電子形式で公開

され、以下のような話題の記事が

掲載されています。 

 

－USPTOとEPOにおける審査の

遅れ：システムの問題？それと

も運用の問題？ 

 

－医薬品を中心とする特許につ

いて、その周辺特許をキーワ

ード、配列および特許分類を

用いて効率的に検索する方法

のガイド。ヒト組換えインスリン

特許の検索を事例として説

明。 

 

－風力発電技術開発の指標とし

ての特許データ 

 

－ブラジルにおけるゲノム時代の

10 年に関して、科学的な成果

と特許分析によって評価され

た技術開発への影響について

の評価 

 

－日本特許庁への外国人による

出願－選択された成長用印の

の実証的分析 

 

－ Intellogist－主要な特許検索

システムの比較を目的とするオ

ンライン上の情報交換の場 

 

－マーケット・リーダーによって出

願された日本出願公開公報か

ら読み取れる、技術成熟度に

応じて変化する請求項の文章

構造 

 

編集長であるMike Blackmanは、

ジャーナルでの発表を希望され

る記事の投稿にいつも感謝して

おります。彼との連絡を希望され

る方は、 

mblackmanwpi@tiscali.co.uk ま

でメールください。 

 

最新の記事は、 

ScienceDirect(www.sciencedirect

.com/science/journal/01722190) 

にあるジャーナルのサイ トの 

「Art icles in Press」セクションで閲

覧可能です。 

 

 ジャーナルに関する詳細は、

www.elsevier.com/locate/worpat i

n で知ることができます。ここで

は、内容表、要約および記事の

サンプルも閲覧可能です。 

Patent Statistics 

for Decision Makers 

2011 

米国特許庁は、本年の

Patent Stat ist ics for 

Decision Makers 

Conference を開催します。

このイベントのウェブページ

（ www.uspto.gov/ip/officec

hiefecon/）を立ち上げ、参

加登録もここで行えるように

なっています。 


