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EPO が日本のリーガルステータスデータを
データベースに追加
EPO が日本のリーガルステータスデータを取得したことは大きなニュースです。
そんなにわくわくはしないかもしれませんが、一部のユーザーにとっては、大きな出来
事であり、20 年以上も優先事項となっていたことが、やっと成し遂げられるのです。
これは、EPO と日本の特許庁との長年の深い協力関係の賜物です。

2012 年始めから、EPO は、日本
の特許のリーガルステータスを、
徐々に追加してきました。大量の
データを扱うため、完成するまで
あと数か月かかります。6 月の終
わりには、2011 年 4 月から JPO が
発表している、日本の特許およ
び実用新案のリーガルステータス
事項が追加されます。

その後、EPO が手に入れ次第、
新しい事項のデータがみられるよ
うになります。
EPO は 2003 年からの過去データ
も入手していますので、通常のデ
ータの追加と並行して、6 月から
だんだんと追加していくつもりで
す。

日本のデータの重要性
日本は今でも 350000 件の特許と
実用新案の出願のある、非常に
重要な国です。一人あたりの特
許出願件数は他国のその数の群
を抜いていて、社会における特
許制度の浸透に関していえば、
日本が一番であることは間違い
ありません。
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つまり、ビジネスにおいて、日本
の特許制度を把握することは、他
国のそれを把握するより重要だと
いうことです。多くのケースでは、
ビジネスを行う地域にどのような
特許が存在するのか、それらがま
だ有効なのかどうかを知っておく
必要があるでしょう。そのために
は、リーガルステータスデータに
ついて詳しくなる必要があります
が、EPO のデータベースのおか
げでやりやすくなりました。

－特許に対抗する手段は、異議
の申立て制度ではなく無効審
判制度
－国内優先権の頻繁な利用

出願審査請求制度とは、出願人
または第 3 者が請求しない限り、
JPO は実体審査を開始せず、あ
るいは先行例調査すら行わない
というものです。出願審査請求期
間は出願日から 3 年間です。
（2001 年以前は 7 年間でした）期
間内に審査請求がなかった場合
日本の特許に関する良いお知ら は、特許出願は取り下げられたも
せ
のとみなされます。
幸いにして、日本の特許制度に
は他国の制度と似ている部分が 特許無効審判は日本における、
多くあります。つまり、大体のリー 特許権に対抗する手段です。特
ガルステータスデータは容易に 許権の存続期間経過後も含め、
理解できるということです。ヨーロ い つ で も 請 求 す る こ と が で き ま
ッパの特許制度と日本の特許制 す。2004 年以前はこれに加え、
度の共通点をいくつか挙げてみ JPO においても EPO のそれと同
ます。
様の付与後異議の申立手続きも
－20 年の特許存続期間、特定の 行っていて、1996 年以前は付与
要件を満たす発明の場合は最 前異議の申立手続きも有効でし
た。
大 5 年まで延長可能
－パリ条約に基づく優先権を主
国内優先権は、先の出願の優先
張可能
－出願公開公報の発行は、出願 日を日本国内において獲得でき
日から 18 か月後、もしくは最先 る制度で、後にこの先の出願は
公開されずに取り下げられます。
の優先日から 18 か月後
－特許登録を維持するために年 公開前に取り下げられるというこ
とは、この件においてのリーガル
金がかかる
－年金の支払いには 6 か月間の ステータスがないということです。
猶予
EPO で入手できるデータの詳細
日本のリーガルステータス情報は
一方、悪い知らせは
日本の特許のステータスを完全 現在 Espacenet と Open Patent
に理解するために、日本の特許 Service と Worldwide legal status
制度には他国のそれと異なる部 の原文データとして検索可能で
分があることを知っておく必要が す。
あります。日本の特許制度の最も
特徴的な制度は以下の 3 つと言 新しいデータの重要部分をテー
えるでしょう。
－実体審査が始まるまで最大 3
年かかる
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EPO データベースが所持する日本のリーガルステータス
データ

2011 年

2012 年 6 月までに 2011 年 4 月以降の過去データ

ベースが

4月

の追加が完了します。

カバー

以降

その後毎週アップデートが行われ、日本のデータベ

している

ースに追加されてから約 2 か月の遅れを伴い EPO

期間

のデータベースに追加されます。
2003 年
以降

EPO で
入手でき
るデータ

A コード

6 月に 2003 年以降の過去データの掲載を開始し、
以降、毎月 2 か月分ずつ過去データが追加されま
す。
出願が登録あるいは拒絶されるまでの手続き上の
情報。

FPAY コード 年金支払い状況の更新。
R、S
特許権の移転や、料金支払いに関する登録情報。
コード

上記 のリ ーガ ルステー タス コー ド の詳 細は 、 ホー ムペー ジの“ Useful
Tables”でご確認いただけます。
(www.epo,org/searching/essentials/data/tables.html)。
まだ入手

審査請求、異議の申立て、および無効に関する情

で き な い 試用情報

報（注:日本における異議の申立て制度は 2004 年

データ

に廃止されました。）

ブルで示しています。
2011 年 4 月の時点のリーガルス
テータスが利用可能というのは、
2011 年 4 月以降に記録されたリ
ーガルステータスも参照可能とい
うことです。また、結果として EPO
のデータベースに、特定の日本
の特許出願のリーガルステータス
がないということがあります。これ
は特許が死んでいるということを
示しているわけではなく、単に
JPO が 2011 年 4 月以降、この出
願についてなんらアクションをし
ていないということです。今後リー
ガルステータスが追加されること
も大いに考えられます。
分かりやすくするため、EPO は掲
載するリーガル事項の数を、JPO
から提供された 1400 種から 100
種ほどに減らしました。重要性の
低い事項は除外され、その他の
ものは一つのイベントコードにま
とめられました。
審査請求書（コード JPA621、第 3

者からのものであれば JPA625）
や、拒絶（JP A02）、みなし取下げ
（JP A761）、放棄（JP A762）や特
許査定（JP A01）を含む重要な項
目は全てデータベースで見つか
ります。
登録後のものでは、存続期間の
延長（JP R153）、訂正（JP R230 お
よ び R231 ） や 権 利 の 移 転 （ JP
R350）があります。
リーガルステータスコードについ
ての詳細は我々のウェブサイト
（ www.epo.org/searching/essenti
als/data/tables.html ） 内 の 、
Useful Tables で確認できます。
特許無効審判手続きはまだ掲載
されていませんが、現在作業中
です。
大事な情報の場合、異なるデー
タソースで再度確認すべきです
特許データに基づき何らかの決

論説

EPO の特別な責任
EPO は特許データの分野において、他の特許庁と異なり、世界中の特許データの保
管者としての特別な責任を負っています。最近、日本のリーガルステータスデータを
獲得したことにより、この情報誌を読んでいる専門家たちにとって、我々のリーガル
データ集が、さらに必要不可欠なものとなったでしょう。中国語とロシア語のデータ
が 2010 年に追加されたことに続き、すぐに著しい進歩を遂げました。
リーガルデータの収集や普及
は 、 20 年 以 上 前 に 、 EPO が
INPADOC と統合した際に引き継
いだ業務で、今では EPO の特許
情報活動の中心となっています。
当時は 12 か国しかデータベース
に載っていませんでしたが、今日
では 50 か国以上もあり、ごく最
近、1 億件目のリーガルステータ
スを登録しました。このことは 、
INPADOC という名称が徐々に忘
れ去られてきた現在でも、その機
能は消えていないという明確な証
明となっています。

今後の我々のポリシーとして、新
しいデータを集める際には、発展
するのに最も有用な地域を優先
させることにしています。高品質
で、整頓されたデータを提供して
くださる、信頼できる特許庁から
定期的にデータ提供を受けられ
るようにするつもりです。
高品質の特許データは、産業や
イノベーション、経済にとって重
要なものです。EPO は、世界中の
特許データの提供者として、ユニ
ークなサービ スを提供していま
す。EPO のデータを我々から直

接手に入れたにせよ、その他の
提供者から手に入れたにせよ、
ユーザーの皆様がそれを頼りに
していらっしゃることに変わりはあ
りません。我々のサービスに対す
る姿勢は崩れることなく、引き続
き、国やデータの種類に対し、最
適な情報を手に入れ、高品質で
完璧な最新のデータを、提供す
ることに従事します。さらには、お
客様のデータに関するサポート
サービスも引き続き提供します。
Richard Flammer
特許情報主席部長

2 頁目の続き

編集者への手紙：
求む！日本のリーガルステータスデータ

Espacenet で閲覧できる新たなデータの例

断を下す際は、その情報が正確
であるのか、異なるデータソー
ス、出来ることならば元のデータ
ソースで確認することが大切で
す。日本の特許データの場合、
JPO の IPDL
（ www.ipdl.input.go.jp/homepag
e_e.ipdl）を使うのがよいでしょう。
こちらは日本語で書かれていま
すが、EPO は検索方法のガイドを
作成し、ウェブサイトに掲載して
います。
（www.epo.org/searching/asian/ja

pan/search.html）
日本のリーガルステータス情報に
おいて何かございましたら、アジ
ア特許情報サービスチームまで
ご連絡ください。
Tel:+43151264545
Email:asiainfo@epo.org
日本のリーガルステータス情報調
査の詳細や日本の特許のモニタ
リングサービスを提供し、また、ア
ジアの特許情報の態様に関する
ヘルプとアドバイスを提供してい
ます。

産業界において、特許情報管理
は、知的財産権の有効性の評価
に依るところが大きいといえます。
たとえば、自由に実施できるか第
三者の権利を分析する調査をし
た時などです。このような場合、
INPADOC のリーガルステータス
データが必要不可欠な情報源と
なっており、結果的に、INPADOC
は会議やワークショップでの議題
上、常に大きな役割を担っていま
す。PDG Working Group IMPACT
では 20 年にわたってこのリーガ
ルステータスデータの活用を推し
進めてしてきました。
昨年遅くに Richard Flammer が
Patent Information News 内で、
INPADOC における日本のリーガ
ルステータスデータの「夜明け」を
発表しました。これはわくわくする
発表です。

EPO のこの大きな前進に賞賛を
示します！我々ユーザは、EPO
や、もちろん他の特許情報提供
者に対しても、次に何をすべきか
の検討や優先度の設定につい
て、協力することを惜しみませ
ん。さらに、いまだ情報源から欠
落している、インドやラテンアメリ
カといった国のリーガルステータ
スデータを得るため、グローバル
な取り組みにおいて協力する準
備もできています。
もちろん、まだやらなければいけ
ないことはあります。提供されるリ
ーガルステータスデータは、最重
要事項を漏らさず、最新で、信頼
できる、完全なものでなければな
りません。しかし、何事も、最初の
一歩がこれからの長い進歩にお
いて重要なのです。
Peter Kallas,BASF SE
PDG Working Group IMPACT、会
長
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機械翻訳

特許翻訳がライブで
Espacenet と European Publication Server に機械翻訳が
Espacenet 特許翻訳の使い方
‐1．Espacenet 内で特許文献を探す。
‐2．翻訳したい部分を選ぶ。
（特許抄録、特許明細書もしくは特許申請）
‐3．訳出したい言語を選び、‟patent translate” ボタンを押す。

特許翻訳サービスが 2 月 29 日に開始され、特許文書の自動翻訳の面に
おいて大きな技術的進歩を遂げました。この新サービスは、Google との
協定に基づいていて、EPO が Espacenet と European publication server
と合同で行っています。

‐4．翻訳文が出たら、マウスオーバーすることで、原文が一行ずつ表
示される。

加盟国、国内特許庁との協力で、EPO は、Google に、人の手で翻訳され
た何百万もの特許文書を、翻訳エンジンに使うために提供しました。
Espacenet と publication server の自動翻訳は、様々な言語による特許デ
ータの機械翻訳結果の精度を上げることに取り組んでいます。翻訳エン
ジンは、情報源のドキュメントの文体と、過去に人の手で翻訳された何百
万もの特許文書の文体を比べる、統計的アプローチをとっています。
‐5．フィードバックを提出する。
特許文書翻訳における翻訳言語の組み合わせ

機械翻訳は法的拘束力のある翻
訳を提供 する ことはできま せ ん
が、文書の要点を得て、関連性
があるのかを明確にすることがで
き、人の手による翻訳が必要かど
うか決めるための手段として使っ
ていただけます。

（2012 年３月現在）

特許翻訳は、現在、英語、ドイツ
語、フランス語、イタリア語、ポル
トガル語、スペイン語、スウェーデ
ン語に対応していますが、数年
間のうちに、EPO 加盟国全ての
言語に対応し、さらには、特許業
界に関連強いヨーロッパ諸国以
外の言語にも対応する予定で
す。
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EPO と JPO が機械翻訳の分野で協力関係を結びました
2 月 6 日、EPO 長官の Benoît
Battistelli 氏 と 日 本 特 許 庁
（JPO）長官、岩井良行氏は、
EPO の機械翻訳プロジェクト
において、日本の特許ドキュメ
ンテーション（コーポラ）を提
供することで合意しました。

ことができるでしょう。さらに
は、特許出願の質の向上に貢献
し、ユーザーたちが日本の先行
技術を考慮に入れやすくなり
ます。

12 月に締結された、中国特許庁
（SIPO）との類似の協定に続
き、EPO‐JPO 間の協力体制は、
特許にかかわる人々に、より高
品質な和英、和独、和仏の機械
翻訳を提供することができま 合意のサイン後の EPO 長官 Benoît
す。アジアの特許ドキュメンテ Battistelli 氏 と 日 本 国 特 許 庁
ーション作成をより容易にす （JPO）長官の岩井良行氏。
るための大きな前進であり、日
本語がわからない人々の日本
の特許情報使用を加速させる

2010 年終わりに開始された機
械翻訳プログラムは 28 のヨー
ロッパ言語に対応しているだ
けでなく、英語、ドイツ語、フ
ランス語と日本語、韓国語、中
国語、ロシア語の言語ペアにも
「特許の情報機能は十分とは 対応しています。現在、中国語
言えません」と語る EPO 長官 と英語間、日本語と英語間の機
の Benoît Battistelli 氏によると、 械翻訳を制作する予定で、2013
特許出願件数は年々増えてい 年中ごろに EPO のウェブサイ
て 、 世 界 知 的 所 有 権 機 関 トで使えるようになる予定で
（WIPO）によると、2010 年に す。
はおよそ 198 万もの出願件数に
達したということです。

刊行物

EPC 加盟国の 2004 年から 2011 年までの判例を
オンラインでみられるようになりました

審査プラクティス
の違いについての
カタログ発行

「EPC 加盟国の判例」は官報の
特別版です。
“Tha Catalogue of Differing
Practices”は、クレーム解釈、新
規性、発明の進歩性における、
IP5 特許庁（EPO,JPO,KIPO,
SIPO,USPTO）の審査プラクテ
ィスの違いについて、情報を提
供しています。

2004 年に発行されたヨーロッ
パ各国特許査定レポートの後
継として、
「EPC 加盟国の判例」
には 2004 年から 2011 年までの
EPC 加盟国における裁判の興
味深い判決の要約が掲載され
ています。また、EPO の公用語
3 か国語で、各国の特許実体法
の判例についての有用な概説
も提供しています。

カタログは無料でダウンロー
ドしていただけます。
www.fiveipoffices.org/cdp.html

ホームページから無料でダウ
ンロードしていただけます。
www.epo.org/law‐practice/case‐l
aw‐appeals/national‐patent‐deci
sions.html

(*) さらに、記号の始めの文字が変化、例えば「T」から「H」へ
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特許情報のビジネスでの使用

意思決定の際に特許統計を
テキストマイニングなどの先端技術は、意思決定の際の特許情
報の使用に、大きな影響を与えました。特許分類の分析は、た
とえば従来の技術に換えて、新しい技術を取り入れる際に参考
となります。

有用でかつ希少で模倣されづらい。
アメリカに戦略優位性がある。

戦略決定のためのテクノロジーポートフォリオ

解することに役立ちます。（グラフを参照）

バッテリー分野の H01M
との新たな組み合わせ

時間範囲の比較から、組み合わされた IPC 分類の増加による技
術トレンドを明確にすることができます

例：Co1B-非金属物質
IPC-IPC:絶対値における時間の比較例

特許統計の分析
原文のデータを理解するためには 3 つのステップが必要です：
‐データの収集
‐結果の分析
‐結果の視覚化
最初の段階で「ゴミのようなデータを入れれば、ゴミのような
結果が出てくる」というのは本当です。分析に必要なデータを
正しく確実に集めなければなりません。品質やカバー率の見地
からゴールを設定することは、どのデータベースとユーザーイ
ンターフェース（無料で使えるものから商用のものまで）を使
えばいいか選ぶ手助けとなります。分類情報や出願国を指定し
て、望むデータを抽出する検索式を作り上げねばなりません。
第 2 段階では、まずデータを整えてノイズを取り除きます。出
願人や発明者のスペルが様々に存在することは問題で、統計の
専門家たちは改善のため、多大な努力を払っています。さらに、
特に、異なる名前で様々な法人に広がっている大きな国際的グ
ループを扱う際に、自分達でソートする手間がまだ発生します。
Google refine のようなフリーツールは、履歴トラッキングや、
データ項目のマッチングのためのアルゴリズムがあり便利で
す。
第 3 段階は視覚化です。棒グラフや円グラフがベーシックなト
レンドを示すのに対し、バブルダイアグラム、3D チャート、ワ
ードクラウド、ランドスケープ技術は、予想外のパターンを示
すことがあり、さらに複雑な依存関係を視覚化することができ
ます。技術成長率のグラフ表示、もしくは、どのように技術分
野を使用者間で共有するのかを知るのは、競争相手の立場を理
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落とし穴
発明には特許庁内での公報と国際的な公報のたいてい 2 つ以上
の公報があり、特許分析において気をつけなくてはいけない点で
す。特許出願と登録を区別できていないと、分析においてエラー
が生じてしまいます。
分析に使用する日付の種類の違いも結果を大きく左右します。優
先日はその発明のされた日に近く、一方で公開日はその技術の最
先端の状態に近く、トレンド分析に適しています。
特許ポートフォリオで真の意味を読み取るのに、特許出願数のカ
ウントは、必ずしも良い方法であるとは言えません。EU の
PATVAL は 約 8000 件のヨーロッパ特許を調べましたが、これら
の価値の全体のうち 90％は、上位 20％の特許で占めることが分
かりました。さらにより進んだ統計処理では、単に数の多さでは
なく、質の要素（被引用率など）を考慮に入れます。
ツール
Espacenet は特許の概要を学ぶのに良いスタート地点です。その
後、Global Patent Index や PATSTAT などのより高度なツールに変
更すればよいでしょう。最近まで、PATSTAT には原文データのみ
で、SQL の知識が必要でした。現在ベータ運営の新しいオンライ
ン版には、2 種類の流行があります。公開版はいくつかのグロー
バル統計を無料で提供しています。製品版では、基本的な検索式
の使い方や、原文データをそれぞれのデータベースに読み込むこ
となく、結果を視覚化する方法を示しています。
詳細情報はウェブサイトでご覧いただけます。
www.epo.org/patstat
EPO による研修及び、イベント
2012 年 5 月 21 日‐23 日 特許知識：特許情報の経済情勢
2012 年 11 月 28 日‐29 日 意思決定者のための特許統計
詳細情報はウェブサイトでご覧いただけます。
www.epo.org/searching/essentials/business/stats.html

製品情報

共通引用文献公開サービスの開始に賞賛を
2011 年終わりごろから開始された

「高品質で無料の特許引用検索、分

「共通引用文献（CCD）」公開サービ

析ツール」Intellogist（注 2）にあるよ

スは大きな評価を受けています。

うに、CCD は EPO,JPO.USPTO,PCT

CCD の本質的な目的は、あるパテン

特許出願の引用情報を備えていま

トファミリーの全ての出願に対して、

す。KIPO は 2012 年中に参加すると

それぞれ異なる特許庁が引用した

いうことです。

引例文献をまとめられることです。
印刷オプション、緻密なタイムライン
CCD の強みの一つは、いずれかの

表示など、サービスは最近になって

特許庁で、調査の結果が公開される

さらに進化しています。

と同時に、もしくは審査の経過に伴
い、追加の引用情報が出た際に随

CCD は以下の URL からご使用にな

時、引用情報を提供することができ

れます。

る点です。最新の共通データの情報

www.trilateral.net/citation.html

源として非常に評価できるものとなり
つつあります。
注 2）以下の URL をご参照ください。
http://intellogist.wordpress.com/2012/01/10/an-incredible-free-pate
nt-citation-search-and-analysis-tool-the-ccd/

OPS バージョン 2.6.1 と 2.6.2 の
URL の変更
2012 年 2 月終わり、OPS バージョン

トされてはいますが、特許資料の

2.6.2 は OPS ウェブサービスのプロダ

更 新 は さ れ ま せ ん 。 OPS

クション環境に正式採用されました。

Register、ECLA や新しいサービス

このことにより、以下の URL 変更がな

は、REST でのみご利用いただけ

されました。

ます。

GPI の検索が、より速く

‐REST‐based OPS は
http://ops.epo.org/rest‐services で

OPS に関する詳細情報は EPO のウ

ご利用いただけます。

ェブサイトでご確認いただけます。

‐SOAP‐based legacy OPS：

www.epo.org/searching/free/ops.ht

http://ops.epo.org/soap‐services

ml

にて OPS バージョン 2.6.1 をお使

www.epo.org/searching/free/ops/fa

Global Patent Index(GPI)を使った検

新しいバージョンの GPI は検索結果

いの方は、新しいバージョン 2.6.2

q.htm

索スピードが今年初めから上がって

フィルター処理機能（重複除外機

に自動的に変更されました。

こちらのページは最近の変更も反映

いることに皆様お気づきのことでしょ

能）がついていて、単一のファミリー

されています。

う。

内の代表公報を一つ表示させること

ご利用の皆様へ、重要なご案内

OPS ウェブサービスの使い方が分か

新しいバージョンの CGI が、オープ

‐SOAP‐based OPS version 2.6.1 は

らず、アドバイスやヘルプが必要な

ンソースのインデクシングおよび検

GPI の詳細情報は www.epo.org/gpi

http://ops.epo.org/soap‐services

際は、OPS フォーラムへお越しくださ

索エンジン Apache Solr を登用したこ

にてご確認いただけます。また、最

で 2012 年 6 月 4 日までご利用い

い。

とで、処理速度に格段の進歩が起き

新の GPI マニュアルをダウンロードし

ただけます。その後すぐから 2012

http://forums.epo.org/open‐patent‐

ました。

ていただくことが可能です。

年 7 月 2 日までは、

services‐and‐publication‐server‐we

http://ops.epo.org/end‐of‐life/soa

b‐service/

検 索 速 度 が 上 が っ た だ け で なく 、

GPI の無料試用ができます。

Apache Solr はデータのインデクシン

http://data.epo.org/access‐control/g

御用の際には、新しいメールアドレ

グを迅速に行い、今までは月曜日

pisubscription.jsp

スにご連絡ください。
patentdata@epo.orgg

14 時間で行われていたデータベー

ができます。

SOAP‐based legacy OPS サービスを

p‐services/ で ご 利 用 い た だ け ま
す。バージョン 2.6.1 は 2012 年 7
月 3 日にはサービスが終了となり
ます。

スの更新を金曜日の 12 時間で適用
します。

‐SOAP‐based サービスはまだサポー
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分類

CPC の最新情報
共通特許分類の履行における最新情報
共通特許分類（CPC）は 2013 年 1 月 1 日から EPO と USPTO におい
て施行されます。特設サイト www.cpcinfo.org では新しいシステム
の解説と、準備の進行状況をお伝えします。
この記事では、特許検索者の興味をひくような、最近の進歩につい
て記します。
ICO から CPC コードへの変換の修正
2011 年 4 月の PI‐NEWS に書かれた、ECLA と ICO 分類記号を CPC
に変換するアルゴリズムに関する記事において、変換される ICO コ
ードを示した表に間違いがありました。間違いがあったのは、直交コ
ードの CPC 記号に追加される「2」の位置についてです。その間違
いは対応する ECLA 体系に存在しない詳細に関係するコード、そし
て ICO 体系の／の前に 200 から 900 の間の数字を有するコードに
関係するものでした。現実として起こり得るのは、それらが記号のサ
ブクラス部分の後ろに表されている最初の一桁の前に 2 が付加され
ることにより、2000 番台の CPC に置き換わるということです。すなわ
ち T01L201/02 が H01L2201/02 となるということです。

Y セクション
Y セクションとは ECLA の特別なセクションで、EPO が気候変動の緩
和技術(CCMTs)などの、ECLA のいくつものセクションをまたぐ、最先
端の技術に対してつけるセクションです。
Y セクションは後に CPC の分類の一つとなります。
専門家会議
EPO と USPTO は、2012 年に講演を行う予定の CPC 専門家と実際
に会って話せる場を沢山設けたいと考えています。(下記の表をご
覧ください。)

CPC 情報が得られる 2012 年のイベント

直交 ICO コードと同じように扱われる「ディープインデクシングコー
ド」（例：2000 シリーズ）に関する情報にも同じことが起こりえます。ユ
ーザーは体系を注意深く見守ることで、特定の技術分野に特別な
分類化が起こることに気付くことでしょう。

ECLA と ICO コードの CPC への変換
記号の種類

新しい CPC
記号の例

変換規則
「/」より後の全文字が数字に置換

CPC ウェブサイト

ECLA と同様

EPO と USPTO の共同で、共通特許分類の概要や 2013 年の施行ま
でのタイムラインを掲載したウェブサイト、www.cpcinfo.org を開きま
した。

ECLA と同様
サブクラスの後ろに「2」を追加し
「CPC2000」系列を作成；
「/」より後のすべての文字は数字に置換
される

新しい研修コース：パテント インテリジェンス
入門、上級、IP スコアコースに加
え、EPO の研修プログラムは新た
に「パテントインテリジェンス：特
許情報の経済的潜在力の活用」
を 5 月 21 日から 23 日までウィー
ンで開催することとしました。無料
のオンライン特許情報ニュース速
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報や研修イベントなど、最新の情
報 や ア ッ プ デー ト を お 届 け し ま
す。最近追加されたセミナーには
「共通引用文献」や「専門家サー
ビ ス （ PISE ） を 使 っ た 、 Global
Patent Index(GPI)の検索の仕方」
などがあります。

詳細はホームページでご覧いた
だくか、特許情報研修部までご
連絡ください。
www.epo.org/pi‐training
pitraining@epo.orgs

アジアの特許情報

アジアからのニュース

台湾特許法の改正
台湾特許法の改正草案が 2011
年 11 月 29 日に政府の立法府
（ 立 法 院 ） よ り提 出 さ れ ま し た 。
2003 年以来の改正となる新しい
法律では、発明の新規性喪失の
例外の適用期間、権利の回復、
分割出願、存続期間の延長、強
制実施権、デザイン保護、特許
無効審判、損害額の計算が改正
されます。
特許と実用新案の二重出願制度
の規定も導入予定です。改正特
許法がいつから施行されるかは
現在検討中です。
英語での詳細情報は以下のウェ
ブサイトでご確認ください。
www.tipo.gov.tw/en/News_New
sContent.aspx?NewsID=5572
変更の予定は中国語で提供され
ています。また、ダウンロードが可
能です。
www.tipo.gov.tw/ch/News_News
Content.aspx?NewsID=5571

WIPO との協力のもと、2012 年の
終わりまでの約 1 年間、無料で提
供されるとのことです。
MyIPO は 2012 年の戦略計画を
発表しました
マ レ ー シ ア 特 許 庁 （ MyIPO ） は
2012 年の戦略計画を発表し、商
標登録におけるマドリッド協定の
受諾を決定しました。MyIPO は非
伝統的な商標の登録、著作権の
自己申請制度の実施、実用新案
の実体審査の廃止なども計画し
ています。
MyIPO ウェブサイトでプレスリリー
スがご覧いただけます。
www.myipo.gov.my/en/compone
nt/content/article/64‐activity/705
‐myipo‐strategic‐plan‐2012‐mee
ting‐.html

現在まで、韓国語から英語への
機械翻訳は KIPRIS サーチシステ
ム内で有料にて提供していまし
た。しかし、このサービスは韓国
の国内出願と PCT 出願でも国内
移行の出願のみに対応していま
した。

台湾の文献のフロントページの
新しいフォーマット
台湾特許庁（TIPO）は 2008 年 8
月 26 日以降の出願に新しいフォ
ームを使用しています。特許、実
用新案、および商標の出願の際
は新しいフォームが使用され、公
開公報のフロントページ用の新し
いフォーマット（2009 年 10 月 1 日
以降）もあります。これには INID
コード、文献種類コード、要約と
TIPO の公式ロゴなどの要素が含
まれています。登録公報には、
（もしある場合は）引用例も掲載し
ています。出願日と公開日は西
暦と台湾の年号「民国」両方で記
されます。手書きのテキストは番
号や IPC 分類の記載にもはや使
われなくなりました。
（図下）台湾文献の新しいフォー
マットの例

Patentscope では、韓国の PCT 出
願が国際公開されたらすぐに（つ
まり韓国や他の英語圏の国への
国内移行よりかなり前に）機械翻
訳を使うことができます。KIPO に
よれば、この翻訳サービスは

ただ、2008 年 12 月 31 日までは
古い出願様式で出願をすること
ができたため、移行期間につい
ては旧フォーマットで発行された
フロントページをいまだに目にす
るかもしれません。

PCT 出願の韓国語の機械翻訳が
Patentscope でご利用いただけま
す
国際出願（PCT）における、韓国
語から英語の機械翻訳が WIPO
の Patentscope データベースに
て利用可能となりました。

台湾特許公報の新しい様式の例

新旧のフォーマットのサンプルは
Espacenet のウェブサイトでご確
認いただけます。
www.epo.org/espacenet
新しいフォーマットのサンプルを
見るには、TWM406265 もしくは
TWA201040283 で検索してくださ
い 。 古 い フ ォ ー マ ッ ト は
TWI339438B を検索してください。
SIPO は公開 CPRS データベース
を開始しました
中国特許庁の中国特許情報セン
ターが運営する CPRS データベ
ースは 2011 年 12 月 31 日にオン
ラインで使えるようになりました。
中国の特許、実用新案、商標デ
ータは 1985 年のものから載って
いて、1 か月に 2 回更新されま
す。特許文献は今まで TIFF フォ
ーマットでのみでしたが、現在は
PDF 版もあります。クレームと詳細
な説明のフルテキストデータもあ
ります。このデータベースから
SIPO の英訳機械翻訳を使うこと
ができますが、現在は試用段階
です。

文献全文のダウンロードの方法
が書かれた、分かりやすいガイド
を、EPO のアジア特許情報部の
ウェブサイト内”China‐Searching
in databases”のセクションで見つ
けていただけます。
KIPO が出願日獲得の要件を緩
和
2012 年 7 月 1 日より、韓国の特
許、実用新案で、適正な要件を
満たしていない出願であっても、
ただちに却下されることがなくなり
ます。出願人が、韓国特許庁の
命令から 1 か月以内に必要な書
類を提出すれば、最初に出願し
た日の出願日を得られます。
現在までは、間違いのある、もし
くは不備のある出願は却下され、
出願人は再出願しなければなら
ず、また最初の出願日を得ること
はできませんでいた。
詳細情報は 2011 年 12 月 24 日の
KIPO ニュースをご覧ください。
（韓国語）
www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=u
ser.news.trot.BoardApp&board_i
d=trot&cp=3&pg=1&npp=10&cat
menu=m02_01_01&sdate=&edat
e=&searchKey=&searchVal=&bu
nryu=&st=&c=1003&seq=11035

検索は現在、中国のインターフェ
ースからのみ使えますが、対応す
る英語のインターフェースが将来
のある時点で開始される予定で
す。殆どの機能は無料ですが、
いくつかの高度な機能には登録
アジアからの最新情報は EPO ウ
が必要です。
ェブサイトの Updates セクションに
CPRS データベースには以下の さらに掲載しています。
www.epo.org/asia。
URL からアクセスできます。
http://search.patentstar.com.cn/c
prs2010/default.aspx
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RETROSPECTIVE

前号の内容
PI‐NEWS はオンラインでのみ公
開されていて印刷物は発行され
ていません。ご覧になっていない
方 の た め に 2011 年 4 月 の
PI‐NEWS のハイライトをお伝えし
ましょう。
（ www.epo.org/service‐support/p
ublications/patent‐information/n
ews.html で閲覧可能です）

H01L21/027B2 が

ヨーロッパ特許登録簿

特許情報専門家の試験

H01L21/02718 になりまし

‐2011 年秋発行

‐模擬試験の開催

Europian Patent Register の秋の
リリースは、数多くの特許庁の登
録簿とリンク可能になったことが
主要な変更点です。EPO 加盟国
の特許の状況を知りたければ、
ディープリンクから直接各国特許
庁の記録に飛ぶことができます。
EPO は今後もこのような各国特許
庁へのリンク付けを増加していき
ます。

10 月 5 日と 6 日に行われた模擬
試験により、特許情報専門家とし
ての資格創設が現実的なものと
なってきました。受験者 54 人は
検索スキルと特許情報の知識を
試しました。
詳しい内容をご希望の方は、ご
連絡ください。
secretary@cepiug.org。

た
共同特許分類が 2013 年始めから
効力を発揮し、EPO は文献上の
全ての ECLA 分類（ヨーロッパ分
類システム）記号を新しい CPC 記
号に変換します。（2011 年 1 月の
PI‐NEWS 参照）USPTO と EPO は
新しい CPC についての解説を載
せたウェブサイト、
www.cpcinfo.org を 開 設 し ま し
た。ウェブサイトでは変換のやり
方なども解説しています。

調査報告：X が、X と I に
分かれました
EPO 特許情報会議での
データの力
EPO 長官の Benoit Battistelli 氏
は第 21 回 EPO 特許情報会議の
冒頭で「一般国民の特許情報へ
のアクセス権は簡単に得られるよ
うになってき ている」と述べまし
た。「我々の義務は」彼は続けま
す。「特許データをできる限りの
透明性で公開することである。」
EPO は data.epo.org データのプ
ラットフォームを開始し、
data.gov.uk や data.gov.fr のよう
な取り組みと同じように成長と発
展をすることを期待しています。

新年における IPC の変更点
国 際 特 許 分 類 （ IPC ） の 改 正 が
2012 年 1 月 1 日から適用されま
す。詳細は www.wipo.int/ipcpub/
でご確認ください。左欄の
“ Version ” を 2012.01 に し 、
“Compilation”ボタンを押してく
ださい。
サブクラス G06Q のビジネスモデ
ル特許も変更に含まれます。長き
にわたり必要とされてきた、より精
密なサブグループによる分別が
可能になりました。

“X”はヨーロッパ調査レポートで
最も関連性の深いものを表す符
号です。2011 年 9 月、EPO は“X”
を 2 種類に分け区別し始めまし
た。この区別は調査レポート上に
はありませんが、ヨーロッパ特許
原簿と実用データベース上には
“I”タイプと記されています。調査
レポートの引用文献は 2011 年 9
月 28 日から公開されました。
“X”は新規性の面で特に関連あ
る単独の文献。
“I”は進歩性の面で特に関連ある
単独の文献。‐調査レポートでは
引き続き“X”と表記されます。

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、

2012年1月～3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

2012年の週

2012年1～3

2011年から

平均

月の合計

の変化

EP‐A公報

■ EP‐A3: 欧州サーチレポート

EP‐A1

994

12,402

‐2.7%

■ EP‐B1: 欧州特許明細書

EP‐A2

382

4,962

‐11.1%

■ EP‐B2: 補正された欧州特許明細書

EP‐A1 + A2の合計

1,336

17,364

‐5.3%

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

2.7%

351

4,565

0.7%

1243

16,157

2.5%

EP‐B公報

ません。
現在、全欧州特許出願の約 60% がユーロ PCT 出願です。
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EP‐A3

71.4%
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EP‐B1+B2

イベント

EPO の巡回
2012 年、EPO は、特にバイオテク
ノロジー、コンピューター、ナノテ
クノロジーの分野の世界中のフェ
アーや会議に参加します。
また、世界中の多くの知的財産
や情報管理イベントにおいて
EPO の特許情報製品及びサービ
スを紹介する予定です。
これらはどれも、EPO の審査官や
特許情報専門家と話す絶好の機
会となるでしょう。
お近くでイベントが開催される
か、カレンダーでご確認くださ
い。

手続き

審査のガイドライン：新版
改訂された EPO の審査用ガイド
ラインの英語版が、事前公開の
形でオンラインから入手可能で
す。

確実な法的情報源に参照で
き、かつ手続的、実体的な法
に関連する EPO の全てのポリ
シーが公表されることになりま
す）

ガイドラインはユーザにとってより
使いやすくするために再編集・改 －明確性と一貫性の強化（たとえ
ば新規性に関していえば、手
訂され、現在 8 つの章で構成され
続きのどの段階であるかに関
ています（図 をご参照くだ さ
わらず、判断基準は一つであ
い）。
ること）
今回から純粋に EPO 内で扱われ
るわけではない内部規定が、各
－より効率的で、柔軟に（手続面
章に含まれています。
と実質面の明確な分離によっ
各章においてはまた、EPC 2000
て、手続補正時の通知や相談
の条項や最新判例に適合するよ
を大幅に簡略化）
うに、EPO からされた法的助言が
反映されています。

変更点
旧版
方式審査
調査
実体審査
異議の申立てと効力の制限/無効手続
一般手続

新版
方式審査
調査
実体審査の手続面
異議の申立てと効力の制限/無効手続
一般手続
ヨーロッパ特許出願
特許性
補正と訂正

再編の利点：
－実体問題と手続面を明確に分
離した PCT ガイドラインと EPO
ガイドラインの配置
－BEST および拡張欧州調査報
告（EESR）に沿って更新された
構成

‐2012/3：英語版の素案のオンライ
ン公開
‐2012/6：３つの公式言語での効
力発生及びオンライン公開
‐2012/9：印刷版が利用可能

我々は現在、年間ベースでガイド
ラインを更新することと、ガイドラ
インと内部実施細則を電子統合
したバージョンを作成することを
計画しています。

－より高い透明性と法的確実性
（実施細則を含んだことにより、
審査官が案件に対応する際、
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その他のニュース
お問合せ

World Patent Information

Espacenet

この国際的な査読つき情報誌の最
新版（Vol.34、2012 年 1 月発行）は
最近、電子版で公開されました。掲
載されている記事のトピックは以下
のものです：

espacenet@epo.org

電子出版物相談
epal@epo.org

Patent data
patentdata@epo.org

PASTAT and IPscore
pastat@epo.org

Asian patent information
asiainfo@epo.org

研修
training.vienna@epo.org

カスタマーサービス
センター（CSC）
csc@epo.org
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

－IPC の効力の 2011 年 1 月からの
変更
－考え方は十人十色
特許調査分類の使用に関する意
見
－スペインの特許出願件数および
商標出願件数の予測方法
－特許情報にアクセスするための
WIPO サービス‐特許情報のイン
フラ構築と後発開発途上国と発
展途上国の受け入れ態勢の整
備
－Patent Alert System を用いた、
風力発電技術の特許分析
－台湾の大学でのイノベーション活
動や特許活動：台湾版バイドー
ル法制定後の動き

－効率的な状況特定及び適応的
サーチ戦略：新人特許調査者へ
の研修資料
編集者の Mike Blackman はこの情
報誌に載せる記事を募集していま
す。
mblackmanwpi@tiscali.co.uk まで
ご連絡ください。
最新の記事は、ScienceDirect ウェ
ブサイト内、情報誌のページの
“Articles in Press（掲載前記事）”セ
クションでご覧いただけます。
www.sciencedirect.com/science/jo
urnal/aip/01722190
サンプル内容のリスト、要約や記事
などの情報誌に関する詳細情報は
以下の URL からご確認いただけま
す。
www.elsevier.com/locate/worpatin

Tel.: +49 89 2399 4636,

ウィーンの Switch board
Tel.: +43 1 52126 0

EPO の 2012 年特
許情報会議開催：
予定を空けておい
てください！
EPO の 2012 年特許情報会議は
2012 年 11 月 6 日から 8 日まで
ハンブルグの Grand Elysee ホテ
ルで開催されます。カレンダー
に書き留めておいてください！
www.epo.org/pi‐conference l

Register alert‐
移行に遅れ
前号の PI‐NEWS で発表した、EPO
ウ ェ ブ サ イ ト （ www.epo.org ） へ の
Register alert の移行が、年始に計
画したようには進みませんでした。
セキュリティ上の問題がこの遅延の
主な原因でした。これらの問題を解
決する上で、よい進捗がありました
ので、ユーザの方たちは、移行がも
うすぐ行われることを期待できます。

www.epo.org
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世界中のユーザーが 4 月 19
日と 20 にウィーンで行われる、
アジアの特許情報のニーズに
ついて話し合うことを目的とし
た、East meets West フォーラ
ムで一堂に会します。今年の
プログラムのハイライトは以下
の通りです：
－中国、インド、香港、マレー
シアのプレゼンテーション
－アジアの非特許文献の講読
－機械翻訳
詳細情報はウェブサイトをご覧
ください。
www.epo.org/eventsg
発行情報
発行者: Richard Flammer
編集者: D. Shalloe, K. Maes,
寄稿者: R. Coda, R. Feinäugle,
P. Held, R. Iasevoli, C. Kämmer,
P. Le Gonidec, N. das Neves,
G. Owens, J. Schaaf, D. Shalloe,
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デザイン: Atelier 59

問い合わせにご利用できます。
e‐mail: info@epo.org

East meets
West in Vienna

移行が行われば、モニタリング用の
ファイルを選択できるようになり、
European Patent Register 内からご
自身のユーザーアカウントを設定
することができます。アラートサービ
スのためのサイン・オン手続にいく
つかの変更がある予定です。これら
の事項は、サービス開始前の適切
な時期に発表される予定です。

Patent Information News
発行元
欧州特許庁
ウィーン支局
特許情報局
Rennweg 12, 1030
Vienna, Austria
Tel.: +43 1 52126 0

この刊行物で述べられた見解は、
必ずしも EPO の見解では
ありません。
ESPACE と esp@cenet は登録商
標です。
ISSN 1024‐6673

