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PCT の国際調査機関として、
EPO が出願人から選択される
機会が増えています。
2011 年には、PCT の出願人が、国際調査機関(ISA)として EPO に着目する回数が
増え、昨年は、国際調査のための国際出願、71,588 件を受け取りました。(2010
年より 3.6%増加)この成長は EPO が最もよく選ばれる ISA であるということの証
明であり、現在は PCT 国際調査の 40%を行っています。PCT 事業は EPO のビジ
ネスにおいて重要であり、成長分野です。
PCT ルート出願で PCT 受理官庁
を選択した出願人は、どの ISA が
その出願人に選ばれるかは受理
官庁が特定します。たとえば、ア
メリカ在住者は USPTO を受理官
庁とし、そこを通して出願するの
が一般的で、以下の調査機関：
USPTO、EPO、韓国知的財産庁
（KIPO）、オーストラリア特許庁、
ロシア特許庁（ROSPATENT）、か
ら選択できます。

－株式会社ワイゼル訳－

国によっては、出願書類の言語
が調査機関を選択するうえで影
響 を 与 え る可 能性 が あ りま す。
EPO が ISA として処理を行うに
は、PCT 出願書類が 3 つの公用
語（英語、フランス語、ドイツ語）
のうちのどれかで作成されてい
る、もしくは、どれかに翻訳されて
いなければなりません。
1

本件に関する WIPO からの情報

を検討してみると、思いがけない
選択肢を発見できるかもしれませ
ん。受理官庁のいくつかは、EPO
を ISA として選択できません。こ
れに対処するには、EPO を受理
官庁として選択するのが最も簡
単な方法と言えます。しかし、出
願人のうち最低 1 人は EPC 加盟
国 38 か国のうちのどこかの国民、
もしくは在住者でなければなりま
せん。もしこの条件に合わない場
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合でも、EPO を ISA として選択で
きる受理官庁を選んで出願する
ことが可能かもしれません。受理
官庁、および、ISA としての EPO
2
の詳細情報は Euro-PCT Guide
でご覧いただけます
調査機関が調査を完了すると、
国際公報のため国際調査報告書
が WIPO へ送られ、Espacenet の

ようなデータベースに、特許出願
(a WO-A1 文献)と一緒に、もしく
は別々の公報 (WO-A3)として追
加されます。どの調査機関が特
定の調査を請け負っているか知り
たい場合は、特許データベース
上の WO 関連文献の最後のペー
ジを参照すると良いでしょう、で
すがたいていはファックスコピー
品です。

国際調査機関は左下に表示され
ます。

州移行の調査費を払わずに済み
ます。

PCT 出願分野で何年もの安定し
た成長、PCT 業務を行う国際調
査機関の数、ヨーロッパ特許の
PCT 出願登録数の急激な成長
は、PCT ルートが非常に重要にな
っていることを示しています。

Battistelli 長官のブログ で 5 月
に明かされたように、特にユーザ
ーの使いやすさなど、サービスの
質を大幅に向上させるために、
EPO は内部プロセスの再構築を
行っています。PCT に関すること
もこれに含まれています。庁は、
新しい製品やサービスを提供し、
PCT 制度をより効率的にするため
の計画をいくつも用意し、ユーザ
ーとの意見交換がもうすぐ始まり
ます。詳細情報が発表されます
ので、EPO のウェブサイトの更新
に注意してください。ご意見お待
ちしております。

EPO は PCT を常に重要視してき
ましたし、PCT 制度の活性化に貢
献してきました。受理官庁として
EPO を選ぶ PCT 出願人には、出
願を EPO が直接処理するというこ
とが保障され、EPC の出願と同程
度の質のヨーロッパ調査を提供し
ます。さらには、 EPO の調査 し
た、国際出願の欧州移行を決め
た PCT 出願人はヨーロッパ移行
の手続きが国際手続きの際に認
められるということを快適に思える
でしょう。つまり補助的なヨーロッ
パ調査の必要がないということで
（EPO が ISA でなかった場合は状
況も変わってきます）出願人は欧

PCT 受理官庁としての 5 大特許庁による
国際調査機関（ISA）

3

1)www.wipo.int/pct/en/appguide/index
.jsp#k
2)www.epo.org/applying/international
/guide-for-applicants/html/e/ga_b_1.ht
ml
3)http://blog.epo.org/international-cooperation/epo-fully-committed-to-,ajor
-pct-improvements/

ESPACENET

Espacenet の便利な使い方
こ の レギ ュ ラ ー コー ナ ー で は 、
EPO、Espacenet ヘルプデスクチ
ームにいる専門家がユーザーか
らの質問をもとに、Espacenet の
便利な使い方をお教えします。
今回取り上げるのは、Espacenet
での優先日の探し方です。

ですが、Espacenet でも特定の優
先日を使い、詳細検索の優先番
号検索に入力することで、特許文
献を検索することができます。年
月日(yyyymmdd)の順に対応す
る日付を入力し、検索を押すだけ
です。

優先日とは、ある発明において、
一番最初の特許出願がなされた
出願日のことです。

すると、特定の優先日を表示しま
す。その特許にいくつもの優先日
がある場合は、最初の日のみ表
示され、検索した日付が表示され
ないことがありますのでご注意く
ださい。したがって、結果に表示
された優先日が入力した日付と
違う場合、優先日すべてが表示
されている書誌事項画面を確認
すると良いでしょう。(タイトルをクリ

European Patent Register のよう
に、Espacenet でも優先日を入れ
て検索が出来るのか、よく質問さ
れます。回答は、「不可」です。
Espacenet には優先日の検索枠
がありません。
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優先日検索をするには、Advanced
search mode の Priority number
欄に優先日を入力する

ックし、開いてください。) 検索し
た優先日がハイライト表示されま
す。

Espacenet では出願日は、書誌
事項の特許番号直後に表示され
ます。日付は年月日(yyyymmdd)
の形です。

同じ検索テクニックは特許出願日
にも使えます。詳細検索の特許
番号の枠に日付を年月日
(yyyymmdd) の 順 に 入 れ る だ け
で、特定の日に出願された特許
を見つけることができます。

－株式会社ワイゼル訳－

論説

European Patent Register が 18 の加盟国にリンク
一般的に、ヨーロッパ特許が存在するときくと、ヨーロッパ特許に関する情報すべて
を一か所で探せるものだと思われがちです。このことは何年も問題にならずに来てい
ましたが、4 ページの最新情報をみるとゴールに近づいたことが分かります。
ヨーロッパ特許が登録されると、
特許権利者が特許を権利化した
い加盟国にて有効にしなければ
なりません。この手続き、そしてそ
の他の国の手続きは各国特許庁
の管轄で行われます。これは
EPO 創設の際より行われてきたこ
とで、それには理由があります。
ユーザーは最新のリーガルステ
ータスデータを必要とするため、
個々の特許庁のウェブサイトをチ
ェックしなければなりません。つま
り、言語や規約、サイト構成など
の違いを乗り越えなければならな
いということです。EPO は、ユーザ
ーを手助けするために、

INPADOC 世界リーガルステータ
スデータベースを何年も提供して
きましたが、INPADOC は公式の
法的情報資源ではありません。
そのため、ユーザーとの話し合い
で、Federated Register project を
開始することを決めました。これ
は EPO 加盟国の全ての特許登
録が特定のヨーロッパ特許に対
し、完全な概要を提示できるとい
うものです。

Register から国内特許登録の対
応する特許の記録まで直接とべ
るというものです。これらのディー
プリンクは全体のほぼ半数にあた
る 18 の加盟国で利用可能です。
この達成速度は目を見張るもの
が あ り 、 European Patent
Organisation 内での協力精神の
証です。

Richard Flammer
特許情報主席部長

この手続きの最初のステップとし
ましては、「ディープリンク」の説
明です。これは European Patent

EPO のデータを使用した製品

Google Patents がヨーロッパのデータを追加
EPO は特許データベースにおい
て世界をけん引する存在です。
特許データベースは世界中の商
業提供者に特許情報の促進と、
特許文献の知識を広める目的が
あります。インターネット検索サイ
トの第一人者のひとつは、
Espacenet と European Patent
Register にリンクし、EPO のデー
タをプラットフォームに加えること
に着手しました。新製品について
のコメントは以下の通りです。
Google Patents は EPO のコンテ
ンツを 8 月から開始しました。図
面を素早くスクロールでき、英語・
ドイツ語・フランス語の特許出願
を交互に切り替えられるタブ機能
のついた、新しいビジュアルレイ
アウトで公開されました。今後、
Google は EPO のコンテンツをイ
ンデックスに載せ、利用者が検索
した際に、EPO の特許文献を見
つけられるようにします。その間

－株式会社ワイゼル訳－

www.google.com/patents/EP169
20684 などの URL から誰でも EPO
にアクセス出来ます。ユーザーは
Google Patents で見つけた EP 特
許文献を Espacenet と European
Patent Register にリンクバックす
ることができます。
同 時 に 、 Google は Google
Patents の 新 し い 機 能 で あ る 、
Prior Art Finder を発表しました。
これは USPTO と EPO の出願に関
連する文献を複数のソースから
同時に検索することができます。
先行例調査は EPO と post-1976

US 特許文献からのキーフレーズ
を確認し、検索クエリーと一緒に
し 、 Google Patents ・ Google
Scholar・Google Books 他のウェ
ブからの結果を表示します。これ
らの結果を導き出す、他の方法と
しては調査の People タブから発
明 者 が 検 索 で き ま す 。 Google
Patents ページの Find Prior Art
ボタンをクリックする、もしくは下
記 URL にアクセスすることでこの
機能を使用できます。
www.google.com/patents/relate
d/EP1692064B1
Prior Art Finder は特許出願の申
請日をデフォルトとし、日付で検
索することもできます。Google は
様々な要素を使い分け、調査結
果の公開日を明らかにします。特
許に関しては、出願日は権利化
により確認され、本や雑誌、記事
に関しては、公開日が公開者お
よびライブラリで明らかにされて

います。ウェブコンテンツに関し
ては、Google が最初にオンライン
コンテンツを検出した日付や、コ
ンテンツ自体に表示されている日
付のような基準となるデータを合
わせて、明らかにします。
Google のエンジニアマネージャ
ーの Jon Orwant は「私たちは、こ
のツールが特許調査員にとって、
従来の調査法とは別の、特許出
願に関する情報を得るための補
助的な方法となることを願ってい
ます。」私たちは、特許請求項の
分析方法をより理解し、特許調査
員のワークフローへの組み込み
方などの理解を深め、Prior Art
Finder をよりよくします。
上記の件の公式の発表は
1
Google Research blog にてご覧
ください。
1)http://googlesearch.blogspot.com/20
12/08/improving-google-patents-witheuropean.html
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EPO 特許情報サービス

European Patent Register－最新情報
7 月に発表された新しい European Patent Register には登録アラートサ
ービスが完備されていて、7 か国以上にディープリンクしています。
登録アラートサービス
登録アラートサービスとは、European Patent Register 内の特許出願を
最高で 1000 件、自動で監視できるというものです。監視している出願
に変更があるたびに、メールで連絡が来ます。登録アラートを設定す
れば、同時に最高 4 つのメールアドレスへ連絡が来るようにできます。
メールサービスを停止し、都合のよい時にログオンした際に変化を確
認する方法もとれます。
最 近 ま で 、 登 録 ア ラ ー ト に ア ク セ ス す る に は 、 European Patent
Register から移動しないといけませんでした。ですが、最新のリリース
ではその必要はなくなり、ユーザーネームとパスワードさえあればアラ
ートを設定できるようになりました。

フレキシブルなディープリンク－7 カ国が追加
ヨーロッパ特許制度には特徴があり、ヨーロッパ特許が登録されると、
各国の特許庁に権限が委譲されます。国単位で行われるリーガルス
テータス事項は対応する各国登録特許に記録されることで、
European Patent Register では記録されません。
時々、EPO は EPO のレジスターと各国特許レジスターとをリンクさせ、
直接特定の必要な記録に飛べるように作業しています。2012 年 4 月
までには、11 か国がこの方法でつながりました。
最新版のフレキシブルなディープリンクを実行できれば、各国特許庁
からの登録情報を抽出できるようになり、真の意味での「ヨーロッパ連
邦特許登録」となるでしょう。すぐに結果が見える部分として、さらに、
オーストリア、チェコ、デンマーク、ハンガリー、ポーランド、ポルトガ
ル、スロベニアの 7 カ国でリンクが使えるようになります。長い目でみ
た効果としましては、将来的に、European Patent Register の新しいリ
リースから独立した制度に対応するようになればもっと多くの国の登
録がリンクされます。

European Patent Registeｒ から
ディープリンクが利用できる 18 カ国

変更がなされたということは、スマートカードユーザーはユーザーネー
ムとパスワードでアクセスするのに移行しなければなりません。移行プ
ロセスに問題があるユーザーは、support@epo.org. から EPO に連絡
をし、サポートをしてもらってください。すでにユーザーネームとパスワ
ードをお持ちの方は、移行後もそれを使っていただけます。

ディープリンクのある 18 カ国全てで、ユーザーは各国特許庁のウェ
ブサイトを通すことなく、国内移行段階の EP 特許のリーガルステー
タスを確認できます。
他の EPO 加盟国特許庁とも議論はしています。あと数個のリンクが
近い将来作られることでしょう。
ログオンすればメニューバーに Register Alert が現れます。

新！オンラインチュートリアル
最近発表された E ラーニングツー
ルを使って、登録と登録アラート
の使用方法を学びましょう。

ログオンしていない場合は、上の Other EPO online service 欄の下の
Regist Alert を選択してください。
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14 ページをご覧ください。もしくは
下記まで。
www.epo.org/register-assistant
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イベント

EPO 特許情報会議 2012
ランドスケープの変化について行きましょう
一見したところ、特許調査員の日常が変わろうとしています。
正に嵐の前の静けさでしょうか？
EPO の特許翻訳の紹介にあた
り、ツールの進歩がいくつかあり
ます。前号でお知らせしたと お
り、重要なデータの変化はデータ
ベースに入力済みです。大半の
読者にとっては、これらの変更に
より、検索方法を考え直すことな
く、検索結果の精度をあげること
が出来るでしょう。

分類
もっとも切迫した大きな変化は、
来年初頭から効力を発揮する共
通特許分類で、これは特許情報
会議のプログラムの中でも一番
大切なこととなっています。デー
タは、会議が進行するとオンライ
ンにあげられるので、物事がどの
ように進歩していっているかをよく
見て、EPO や USPTO にフィード
バックする機会です。

特許業界のニュースに注目して
いる人ならば EPO 特許情報会議
のプログラムはご覧になっている
ことでしょうが、特許ランドスケー
プの水面下で大事な出来事が起
きているのは、さらに大きな変異
の前触れかもしれません。
専門的な環境
例として、特許調査員の資格に
ついての質問をとりあげましょう。
CEPIUG、PDG、PIUG によってす
すめられているこのプロジェクト
は、成功すれば特許調査員の正
式な証明となり、特許情報の分野
で働く上での新しい基準となりま
す。ドイツとオーストリアで特許分
析と特許評価の国家基準を作る
ことで、特許調査が専門的な環
境で行われる専門作業であると
する国家をサポートできます。

2012 年、会議では 1 年前に発展
させたアイデアをより進化させる
ため代表者たちと検討します。オ
ープンデータは特許データに大
きな変化を与え、広い展開をおこ
します。人々の期待するものは変
わってきました、政府のデータに
対するポリシーも同じです。特許
データに衝撃を与えるのは明白
で、特許コミュニティにも影響を
与えるでしょうが、これは良いこと
です。

検索作業と長期戦略のリンク
ハンブルグで今年 11 月に開催さ
れる特許情報会議のメインゴー
ルの一つは、パイプラインとなる
大切な長期戦略と、特許情報コミ
ュニティの日々の作業との間に橋
を 渡 す こ と で す 。 12 月 発 行 の
PI-NEWS ではその成果を説明し
ます。

データの扱い方の変化
法律の改正
この大事な動きの中でも最も重要 米国発明法案がアメリカの特許
なことは、人々のデータの扱い方 法に近年最大の改正をもたらしま
EPO 特許情報会議
が旋風のごとく進化しているという す。初めて発明した人ではなく、
ことです。特許データにも確実に 最初に出願した研究者が、先行
影 響 を 与 え る こ と で し ょ う 。 技術を論じることができます、そし
日程：2012 年 11 月 6~8 日
Kilkenny で開催された、2011 年、 て特許調査員にさらなる疑問点
開催地：ドイツ、ハンブルグ
特許情報会議にて EPO 長官の をぶつけられます。ヨーロッパは
Battistelli の 発 表 の 中 で 、 EPO 大陸中に一連の効果を与える特
参加者：特許調査員、情報ス
が、今後のトレンド「オープンデー 許に引き続き注目しています。調
ペシャリスト
タ」をどのように考えているかを話 査員たちが扱う情報がさらに増
しました。：彼は、「EPO の加盟国 え、より専門的になります。
参加予定人数：400
全体を通して、国家および地域
ウェブサイト：
のオープンガバメント化の動きが
Y02B－ 建物に関連する気候変動緩和の技術（2012 年末から利用開始）
www.epo.org/pi-conference
あります。ヨーロッパの共通価値
クリーンエネルギーとスマートグリッドの技術を検索するタグ
の中でも最も良い伝統だと思いま
すし、ヨーロッパ特許庁は心から
歓迎します。」と言っています
(*) さらに、記号の始めの文字が変化、例えば「T」から「H」へ

－株式会社ワイゼル訳－
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分類

CPC－新スキームが初お目見え
共通特許分類の実施
2013 年 1 月 1 日からの実施に向
けて、共通特許分類（CPC）の新
スキームが 2012 年 10 月上旬に
初 公 開さ れま す。 ウ ェブ サイ ト
（cpcinfo.org）で分類スキームの
全容がわかるので、関心があれ
ばどなたでも、実施に先立って
技術分野の分類記号を把握し
ておくことができます。

ECLA/ICO
凍結
ECLA 及び ICO の
大幅改正

2012 年
1月

ユーザーの皆様にとっては、こ
れがまさに、完全移行に向けた
最初の大きな一歩ですが、新ス
キームへの移行の舞台裏では、
一年の激務が大詰めを迎えて
います。新スキームは、EPO 審
査官による地道な作業から始ま
ったのです・・・。
2012 年前半、ECLA と ICO スキ
ームが大幅に改正
特許庁が確立した ECLA 分類ス
キームが CPC の基礎を成すとい
うことは、ECLA をなるべく早期に
最高の形にすることが重要という
ことです。そこで、審査官は、従
来の ECLA/ICO スキームの大幅
改正に 2012 年の前半を費やし
ました。
実に多くの変更がこの時期に加
わったので、ECLA コードを使っ
た検索を行う機会があれば、検
索対象の分野に何か最近の変
更がないか、探してみてはいか
がでしょうか。
2012 年 7 月－ECLA/ICO の改訂
が終了－“ビジネスモデル
（business methods）”の導入－
USPTO のクロスリファランス技術
収集及びダイジェスト版の統合
ECLA/ICO は、30 年以上にわた
って変更され続けてきましたが、
7 月になって突如、この流れに
終止符が打たれました。

6

Espacenet が
CPC に移行
初版 CPC
始動
CPC 施行

CPC への
第一次移行
IPC 2013
改正の追加
2012 年
7月

最後の改正では、US の文献検
索を行うユーザーにとって重要
なものが 2 つあります。それは、
－ECLA のサブクラス G06Q のビ
ジネスモデルの分類を更に緻密
にしたこと、
－USPTO の従来の相互参照技
術抄録（ XRACS）及び摘要を、
ECLA のサブクラス Y10S の Y セ
クションに統合したこと
です。
2012 年 7～8 月
今年の夏、ECLA/ICO から CPC
への最初の切替えを行って（つ
まり、CPC スキームの草案を作成
し）、選ばれたユーザーにこれを
配布し、そのフィードバックを 8
月末までにスキームに反映させ
ました。
これと並行して、USPTO と EPO
が共同で進めてきた CPC 改正の
2 つのパイロットプロジェクト用の
分類記号、即ち B60W20（ハイブ
リッド車用に特化された制御シス
テム）と H03M3（ΔΣ 変調）が、IPC
2013 の新しい分類記号として
ECLA に導入されました。
最 終 的 に 、 ECLA ス キ ー ム は
2012 年 9 月 1 日に凍結され、
CPC に向けた最終の改正が行
われます。
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初版
CPC
作成
2012 年
9月

CPC 改正

2012 年
10 月

2012 年 2013 年
12 月
1月

2012 年 9 月－CPC の初版準備
この記事が発行される頃には、
ECLA/ICO が CPC 実施に向けて
完全に移行しようとしていること
でしょう。今回の移行では、
ECLA の最終版を基に、CPC の
公式初版が出来上がります。
ECLA/ICO の分類記号は全て、
対応する CPC 独自の記号に変
わります。
2012 年 10 月 1 日－初版 CPC の
始動
2012 年 10 月 1 日から、CPC スキ
ームの全容と、現時点で相互の
合意がなされている定義を閲覧
できるようになります。閲覧は、
EPO と USPTO の合意により、
XML と PDF の形式で可能です。
この初版 CPC は、2012 年の残り
の期間と 2013 年 3 月 31 日まで、
現状維持の予定です。ECLA か
ら CPC へと、CPC から IPC へのコ
ンコーダンステーブルが作成さ
れる予定です。

2013 年
4月

2012 年 12 月上旬－Espacenet
が CPC に移行
ユーザーの皆様にとって、
Espacenet Classification Search
が ECLA から CPC に移行する
2012 年 12 月上旬は、「重要な期
間」ではないでしょうか。それ以
降は、Espacenet で ECLA 記号を
使った検索ができなくなります。
また、特許情報業者の皆様にと
って、システムの切替えは皆様
自身の判断に委ねられており、
2013 年初めの CPC 施行まで待
つことも、当面は新旧両方の分
類システムを併用することも考え
られます。
2013 年 1 月 1 日－CPC の施行
CPC の施行後、ECLA は正式に
消滅し、EPO では CPC を用いた
文献の分類を開始します。

2012 年暮れ～2013 年明けに、
CPC を使いこなすための e ラー
ニ ン グ モ ジ ュ ー ル が 、
www.cpcinfo.org で利用できる
ようになります。また、11 月の初
めにハンブルクで開催される特
許情報会議では、CPC にスポッ
トを当てる予定です。

－株式会社ワイゼル訳－

認定
USPTO は、2014 年末頃までの
移行期間を設け、
－文献コードが「A」の US 公報
は、CPC と USPC のいずれか又
は両方で分類されます。
－文献コードが「B」の US 公報
は、CPC と USPC のいずれかで、
USPTO の審査官によって分類さ
れます。一方、EPO では US の
文献を CPC のみで分類します。
2015 年以降は、両特許庁とも、
CPC のみによ る分 類を行 いま
す。
2013 年 4 月 1 日–最初の CPC 改
正
CPC 調整の初期段階を経て、
EPO と USPTO 双方の合意に基
づく最初の CPC 改正が 2013 年
4 月に予定されています。それ
以降は、EPO と USPTO が共同
で定期的に改正を行い、CPC は
徐々に初版（即ち、ECLA の最終
版）から離れていきます。結果的
に、ECLA はもう役に立たなくな
るので、EPO では全てのユーザ
ーに向けて CPC の使用と、ECLA
の使用中止を勧めています。
両特許庁間での分類を確実に
協調的に行えるように、クオリテ
ィ保証（QA）プロセスが始まろう
としています。

CPC ウェブサイト
EPO と USPTO が共同で開設し
ている www.cpcinfo.org.をぜひ
ご覧ください。ここでは、
Common Patent Classification
の便利な概説だけでなく、その
施行に向けて、今後益々の情報
をお届けしていきます。

－株式会社ワイゼル訳－

特許情報プロフェッショナルの認定－専門職の再認識
われました。

以下の記事では、特許情報プロ
フェッショナルの認定スキームに
携わるチームのメンバーである
Susanne Hantos が、2011 年の暮
れに開催された認定模試を解
説し、フィードバックを募ってい
ます
皆さんの多くが、特許情報は煩
雑なものだと考えているのでは
な いで し ょ う か 。 多 く の 企 業 で
は、対象となる技術を理解して
技能を駆使する能力を、特許情
報プロフェッショナルに委ねてお
り、検索ストラテジーの構築と検
索結果の解明に苦心していま
す。今日では、特許情報に自由
にアクセスできますが、残念なこ
とに初心者が誤った情報を提供
するのも嘆かわしい現実です。
特許情報プロフェッショナル認
定の目的は、（i）特許情報に関
する技能のクオリティスタンダー
ドを高く設定すること、（ii）専門
職の認知度を高めること、（iii）専
門職への新規参入人口を増や
し、新人のトレーニングを推進す
ることです。

この模試は、Paper A と Paper B
の 2 つの冊子で構成されてお
り、それぞれに機械／電気分野
と化学／生命科学分野の 2 つの
バージョンを用意しました。
Paper A は、参加者が 7 時間で 2
つの検索式を構築して実行する
オンライン試験で、有効性／異
議を申し立てる一方で特許侵害
を申し立てるというものでした。
Paper B は、参加者の特許法の
概念に関する質問への解答力
と、クレームされている発明の新
規性又は進歩性（自明性）に関
連し得る調査結果を評価する技
能と、これとは別に、特許公報が
特許侵害のリスクを呈する可能
性を評価する技能を判定する、7
時間のオフライン試験でした。こ
の模試は、特許情報検索と解析
において少なくとも 3 年の経験を
有する人が備えると思われる技
能とコンピテンシーに合わせて
構成されました。これには、
－特許明細書に開示された技
術内容の理解力を裏付ける技
術的知識
－検索手法の習熟度と、様々な
検索パラメータやデータベース
を用いて検索ストラテジーを構
築する技量、そして、

模試と解答例へのリンク

－中国、欧州、日本、米国等の
管轄地域における特許ライフサ
イクルと、核となる特許法の概念
の把握
が含まれています。
この模試の目的は、参加者個人
の試験ではなく、最適な試験を
作成するための知見を得ること
だったので、終始匿名で行われ
ました。この模試の結果から、試
験構成の改良に向けた有益な
見識が得られただけでなく、今
後この試験を受ける可能性があ
る人に考えられるトレーニングの
ニーズを確認することができまし
た。この認定模試と解答例が公
開されています（下記の表を参
照）。
この認定模試に関するご意見・
ご感想をお待ちしております。
お寄せ頂いた内容は、実際の
認定試験の作成に向けて大切
に活用させて頂きます。
今後の認定試験作成の支援に
ご興味がある場合や、ご意見を
お寄せ頂ける場合は、下記宛先
までご連絡ください。
Bettina de Jong
(bett ina.dejong@shell.com),
Bernd Wolter
(bernd.wolter@siemens.com)
or
Susanne Hantos
(shantos@davies.com.au).

2011 年 10 月、米国と欧州で特
許情報プロフェッショナルの認
定模試を行い、国際認定試験の
将来構想の分析を行いました。
この試験の目的は、特許情報を
検索し解析する特許情報プロフ
ェッショナルの技能と適格性を
評価する、高い基準を確立する
こ と で す 。 認 定 は 、 PDG 、
CEPIUG、PIUG の協力の下で行
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リーガルステータスデータ

世界中の新しいリーガルステータスデータを追加
EPO の世界的なリーガルステータスデータベース（INPADOC）は高い評価を受けており、
特許業界においてその品質と実用性に大きな評判があります。しかし、各国のデータが
どのようにしてデータベースに追加されるのか、疑問に思ったことはありませんか？
この記事は、新しいデータを取
得し、コレクションへの導入に適
合させる際に伴う複雑な作業に
注目しました。
リーガルステータスとは？
厳密に言うと、特許のリーガルス
テータスは、特許存続期間にお
ける現在の状態のことです（つま
り、最初の優先日から、無効、取
り消し、満了、失効、取り下げ、
拒絶まで）。しかし、用語は漠然
と使用され、特許存続期間に生
じた全ての事項の全リストを記載
しています。
リーガル事項の更なる例として、
権利回復、年金の支払い、異議
に関する情報、出願人の変更、
PCT 国内段階への移行、 SPC
（出願、特許付与、取り下げ、消
滅）などがあります。
1980 年代に作成され、EPO のリ
ーガルステータスデータベース
は、着実に対象国を増やし、リ
ー ガル ス テ ー タ ス 事 項 を 増 や
し、データベース内の各国の期
間を長くしてきました。現在、約
41 の特許付与機関からのデー
タを含み、最も古いものは 1970
年に遡ります。
どれをリーガル事項に含める
か、どれを削除するかを決める
作業は簡単なものではありませ
ん。イギリスや日本などの国は、
数百もの様々な事項に関する情
報を供給しているので、重要な
情報を見逃すことなく、適当な
数にまで選出する必要がありま
す （ Patent Information News
2012 年 1 号の日本のリーガルス
テータスに関する記事を参照）。

8

新しい国の追加
特許当局（つまり、国または地方
の特許機関、または WIPO）が、
データをリーガルステータスコレ
クションの重要なものであると判
断すると、テストデータを EPO の
リーガルステータスチームに送り
ます。彼らは、データを分析し、
特許当局にフィードバックしま
す。この工程を数回繰り返しま
す。同時に、EPO のチームは、
データをデータベースに追加す
るのに必要となるコンピュータプ
ログラムの作業を開始します。つ
まり、データを処理するための詳
細な仕様を作成し、プログラミン
グ作業を開始します。プログラム
の準備が整うと、テストを開始す
ることができます。

リーガルステータスデータ
新しい国との最初のコンタクト

データフォーマットに関する
技術チームとの合意

テストデータの送付
改 善
リーガルステータスの専門家に
よるテストデータの分析
質 問
テストデータ
ＯＫ？

改善

覚えておいていただきたい重要
な点は、国を追加することは簡
単な作業ではないということで
す。さらに、データを通常のデー
タベース製作サイクルに組み込
むために、環境を整えて計画す
ることが必要とされます。
また、ユーザーや商用プロバイ
ダーは、変更を事前に時間の余
裕を持って知りたいので、伝達
のプランは実施に重要なことで、
通常のデータ読み込みを開始
する数週間前にすべての人に
知らせます。
データフローはどのように行わ
れるか？
特許当局は、自動処理でアップ
ロードできる XML 形式でリーガ
ルステータスデータを EPO に提
供することが好ましいです。しか
し、配信されてきたデータには、
手作業が必要になるものもありま
す。
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プログラム
の仕様

プログラム
の実行

テストラン
OK？

プログラムの
仕様を更新

データ
OK?

国の特許機関に通知
通常の製作データの送信

最終プログラムで
データを実行

入力データを
修正

データ
フォーマット
を変更

理由を
確認
データは
正確？

データをリーガルステータス
データベースに追加

最終プログラムで
データを実行 エラー多数

手作業で修正

－株式会社ワイゼル訳－

生データ
EPO のチームは、予測された形
式と品質基準に従って、送られ
てきた大量のデータを全てチェ
ックします。膨大な EPO のリソー
スは、リーガルステータスデータ
ベースに読み込む前に、様々な
特許当局から送られてきたデー
タをクリーンにし、かつ規格化す
る必要があります。
テストに引っ掛かったデータ配
信は全て拒否されます。チーム
は、解析をして問題を特定しま
す。いくつかのエラーを修正して
問題が解決する簡単な場合、そ
のデータを読み込むことができ
ます。しかし、データ元で系統的
な問題がある場合や、エラーが
多過ぎる場合は、特許当局側の
技術専門家が問題を引き継ぎ、
このサイクルが再び始まります。
EPO が必要なものは何か？
データが有効である最低限な情
報として、リーガル事項には以
下のような記録を含んでいる必
要があります。
－文献番号
－文献の種類
－リーガル事項の性質
－リーガル事項の公開日
－事項によっては、発行日や過
去と現在の所有者名などの更な
る情報

バイダーによって、ユーザーが
利用できます。
EPO は、これから来るデータフォ
ーマットの変更を十分に前もっ
て知らされれば、リソースを確保
し、読み込みの際の混乱を最小
限にすることができます。特許当
局は通知せずにデータフォーマ
ットを変更することがありますが、
データを提供した当局との連携
によって問題が解決するまで、
新しいデータを読み込む際に必
ず混乱が生じます。問題をいか
に早く解決できるかは、EPO とデ
ータ元の両方のリソースおよび
優先度など、多くの要因によっ
て決まります。
リーガルステータスユーザーに
便利なリソース
EPO のホームページの Useful
1
tables は、下記のようなリーガル
ステータスデータに関する多く
の情報を提供しています。
－内容および範囲
－リーガルステータスコードの一
覧表
－特定の特許のリーガルイベン
トの例
－いくつかの国のリーガルステ
ータスコードの詳細な説明

また、特許当局は、各種のリー
ガル事項について、英語と原語
で簡単な説明をしています。
品質、計画、連携が重要
40 を超える特許当局からのリー
ガルステータスデータが世界中
に発信されて、INPADOC として
も知られる EPO の世界的なリー
ガルステータスデータベースの
一部になります。厳しい品質チ
ェックにより、EPO と外部ユーザ
ーの両方による最低限の品質の
期待に適合したデータのみ、デ
ータベースに登録されます。そ
して、Espacenet、Open Patent
Services 、 European Patent
Register、外部の特許情報プロ

－株式会社ワイゼル訳－

生データ製品に関する新しい情報
EPO からの生データは、多くの
商用特許情報の製品、および多
くの企業におけるインハウス特
許調査システムの基盤を形成し
ています。最近、提供される生
データ製品に変化が見られてき
ました。
追加された新しい製品
2012 年は、下記のような多くの
新しい製品が発表されました。
－現在、XML 形式の調査報告
書が欧州文献コレクションの一
部として掲載されています（製品
14.12 フロントファイル）。
－欧州文献では、XML 形式で
完全なバックナンバーのファイ
ル（1978 年からの EP-A 文献およ
び 1980 年からの EP-B 文献）が
利用可能です（製品 14.12.1 バッ
クファイル）。
－欧州特許出願で出願された
遺伝子配列が、新しい生データ
製品として利用可能です（製品
14.15 配列表）。

欧州の書誌事項データ
欧州の書誌事項データ（EBD）
のサービスは、生データ製品と
して現在利用できます（製品
14.1 欧州特許登録フロントファイ
ル）。ここから無料で毎週データ
をダウンロードできますが、この
サービスを利用するためには登
録が必要です。登録が必要なく
1
作動した EBD の昔のリンクは、
今年の終わりに動作を停止しま
す。
特許情報専門家に役立つ統計
データ
EPO のホームページの Useful
2
tables は、下記のような多くの
情報を提供しています。
－DOCDB の全範囲
－INPADOC の世界的なリーガ
ルステータスデータベースの例
が添付されたリーガル事項の表

毎週の配信がオンラインのみに
移行
2013 年 1 月から、EPO は、オンラ
インシステムのみによって、いく
つかの製品を毎週更新していき
ます。対象の製品は下記の通り
です。
－14.7 DOCDB
－14.11 INPADOC の世界的な
リーガルステータス
－14.14.1 摘出された画像
バックナンバーは、引き続きディ
スク上で利用可能です。

1)www.epo.org/searching/data/data/
tables.html

1)www.epo.org/searching/free/ebd.
html
2)www.epo.org/searching/data/data
/tables.html
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KIPRIS で特許付与後情報を探す方法
あなた方の多くは、すでに Espacenet や KIPRIS、あるいは他のサイトで韓国の知的財産権について検索
した何らかの経験をお持ちのことでしょう。特許リーダとしての韓国の浮上は、検索者が利用できる選
択の機会の大幅な増加と連動してきました。例えば、現在 KIPRIS は、特許付与又は拒絶決定に至るまで
の、事実上すべてのリーガルステータス・データの英訳を提供しています。

しかし、特許付与後のことも大変重要です。更新料は支払われている
のか？特許期間は延長されたのか？異議申し立ては提出されたの
か？
これらをすべて探し出すのは大変なことです。第一に、これらの情報
が、ほとんどいつも韓国語でのみ使用可能であること、第二に、韓国と
欧州の特許法との間にはいくつかの違いが存在していることがその理
由です。しかし、がっかりしないでください：私たちの 2 部構成のシリー
ズで、韓国語を全く知らなくても、簡単かつ効率的に特許付与後のデ
ータを検索する方法を紹介します。今回の号では、韓国の特許登録
情報、特に年金の支払い、期間延長及び所有権の変更に焦点を当て
ます。
最初の良いニュース－あなたは重要な情報のほぼ全てを、すでに言
1
及した 無料サーチ・システム KIPRIS で見つけることができます。
KIPRIS は韓国特許情報院（KIPI）によって韓国特許庁に提供されてい
ます。KIPRIS は複数のデータベースから成っていますが、"Patent" デ
ータベースが特許付与後データと最も関連性が高いです。ここで個々
の文献に関する全ての種類のリーガルステータス情報を見つけること
ができます。特許付与後データは、"Registration" と "Trial"の下に位
置しています。

特許期間： "古い出願" と期間延長にご注意ください！
1996 年 7 月 1 日以降の出願に関しては、韓国の特許は出願日から 20
2
年間有効です 。しかし、古い出願にご注意ください：1987 年～1996
年の間に、特許期間に関するルールが頻繁に変更されています。ま
た韓国では、医学や農業分野については、５年までの特許権の期間
延長を 1 回限りで認めています。
従って、特許期間が常に 「出願日から 20 年」という訳ではありません。
KIPRIS の" Registration "タブをクリックすると、任意の延長を含む存続
期間（予定）満了日を示す項目があります。この項目はいつも書誌デ
ータが記載されている上部セクションの最後に表示されています。延
長が認められた場合は、有効期限の下の所に新しい情報が挿入され
ます。このデータはほとんど数値であり、少し練習をすれば韓国語を
全く知らなくても解読することができます：

上：認められた延長を含む存続期間（予定）満了日：2012 年 11 月 30
日
"Registration" タブで、特許期間（延長を含む）、年金の支払い等の
情報が含まれている韓国特許登録簿から関連情報を引き出すことが
できます。もっと良いニュース－すべての登録データが毎日更新され
ています！

下：延長に関する情報
－延長登録決定日（2005 年 5 月 17 日）
－延長対象の特許請求の範囲：第 1,2,3,4,5,6,9 項
－延長期間（2 年 2 月 16 日）
年金：滞納と "死んでいない" 特許
"生きている"、"死んでいる"、あるいは "復活" － 特許のステータスは
更新料の納入状態によって異なります。 KIPRIS では、実際にはこの
重要データについて 2 つのソースを提供しています。一つ目は、
"Registration "ウィンドウの下部近くにある完全な要約で、納入年数、
韓国ウォンでの金額、納入日を示しています。
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約 1 年前から、韓国特許文献の英語抄録（Korean Patent Abstracts ま
たは KPA）を含んでいる KIPRIS の独立項目（KPA タブ）で、年金の納入
情報も利用できるようになりました。同抄録には現在、年金支払いに関
する英語の要約をユーザーが取得できるリンクも付いています。しか
し、英文で利用可能なのは特許付与後の情報に限られます。

従って、年金の支払いを確認する時はご注意ください。元の納入締め
切り日から１年が経過してからのみ、特許権が決定的に消滅したことを
確認することができます。これもやはり KIPRIS で確認することができま
す：このようなケースでは、 " Registration Status " 欄の" View Details
"の下に " Expired " 項目があります。

残念なことに、KPA の収録範囲は完全とはほど遠いです。PCT 出願、
実用新案または 2000 年より以前の韓国以外の優先権主張の出願に
ついては、例えば、"Patent" データベースや "Registration"を利用し
て料金支払情報を取得するのが最善です。

我々は、この情報が韓国の特許付与後データを探し出すのに役立つ
ことを願っています。

いつ正確に更新料の期限が切れるのか？特許権者は登録決定から３
カ月以内に最初の 3 年間の年金を納入する必要があります。その後の
更新料は、常に登録日までに納入します。納入の締め切り日を逃して
しまっても、特許権者はまだ 6 カ月の猶予期間内に支払うことができま
す。但し、納入金額が２倍になります。
支払いが行われずに猶予期間が終了した場合は、特許権は消滅しま
す。しかし、ご注意ください：一定の条件の下で、"死んだ" 特許が復
活することがあります！不払いが、特許権者の管理の及ばない事由で
発生した場合は、特許権者は支払いのために６カ月の期間を与えら
れ、それによって特許が復活することがあります。

3

最後に特別なサービスについて一言：EPO のウェブサイト 上で、
KIPRIS サーチを使い存続期間や手数料の支払いについて一つずつ
分かることができるユーザー・フレンドリーな一連の検索ガイドをダウン
ロードすることができます。しかし、もしご自分で検索を行わない場合
は、是非 EPO のアジア特許情報チームにお任せください。１文献当た
り 23 ユーロで、特許付与後の状況等を含む全てのリーガルステータス·
データの完全なレポートを提供いたします！
PI-NEWS の次号のプレビュー：
裁判手続き
法的手続きは、特許付与後データの別の重要なソースです。
特許権に異議が唱えられましたか？または特定の請求項が取り消さ
れましたか？次号の特許情報ニュースでは、これらの問題について詳
しく見てみる予定です。

1)http://eng.kipris.or.kr/eng/mail/main_eng.jsp
2)For PCT applications entering the national phase in korea:20 years from
the international filing date
3)http://www.epo.org/searching/asian/korea/search.html
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アジアの特許情報

アジアからのニュース
PATOLIS が、日本のリーガルステ
ータス情報の英文データベース
を終了します
日本の特許情報プロバイダーで
ある PATOLIS は、2012 年 9 月 1
日付でその英文データベースを
終了しました。その結果、EPO の
アジア特許情報サービスからお
客様が注文していた日本のリー
ガルステータス情報の出力が、現
在は日本語のみで利用できま
す。リーガルステータス事項に使
用される数値コードは日本語版
でも変わらないので、ユーザーは
無料の英語検索ガイドの助けを
借 り て （ http://search.p4.
patolis.co.jp/search_en.html）、そ
れらを解読することができます。
ユーザーの皆様は、未加工のデ
ータを出力する代わりに、英語ま
たはドイツ語で完全に注釈が付
いている日本のリーガルステータ
ス・レポートを注文することができ
ます。これらのレポートは現在、
パトリスから出力される日本語デ
ータに基づいていますが、レポー
トの形式は、前年と同じままにな
っています。
日本語データの出力又は注釈付
きのリーガルステータス・レポート
のサンプルについては、
asiainfo@epo.org にお問い合わ
せください。 EPO のリーガルステ
ータス・サービスの価格と配信フ
ォーマットに関する詳細情報は
www.epo.org/asia でもご覧にな
れます。
韓国商標法の改正が進行中
韓国特許庁（KIPO）は、小企業に
対する保護を強化するために、
現在の商標法の改正を計画して
います。不使用商標の取消審判
制度の改善と、商標登録の短い
係争期間の改善が検討されてい
ます。詳細については、2012 年 7
月 4 日付の韓国特許庁のニュー
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ス（英語）をご参照ください。
www.kipo.go.kr/kpo/eng/?catme
nu=KIPOENG
中国の特許文献は現在 PCT ミニ
マムドキュメントに含まれています
中国の特許文献は現在、PCT ミ
ニマムドキュメント（特許協力条約
（ＰＣＴ）の最低限調査資料）の一
部を成しており、国際出願のため
に行われる特許要件の検索に中
国の特許文献を含めなければな
りません。ルールの変更は、2012
年 7 月 1 日又はそれ以降に国際
調査が実施されるすべての国際
出願（その国際出願日に関わら
ず）に適用されます。"PCT 規則"
の中の関連規則である規則 34 条
の改正は、2011 年 9 月／10 月の
PCT 同盟総会の開会中に受理さ
れました：
www.wipo.int/meetings/en/detai
ls. jsp?meet ing_id=23139
ASEAN 諸国の最新動向
ブルネイ・ダルサラーム国はシン
ガポール、マレーシア、英国及び
欧州（英国を指す）の特許を再登
録する既存のシステムに代え、
2012 年 1 月に独自の特許制度を
採択しました。ブルネイ経済開発
委員会（BEDB）の下に特許登録
所 （ PRO ） が 設 立 さ れ 、 特 許 法
2011 および特許規則 2012 が発
効されました。最初の特許出願
は、2012 年 1 月 4 日に PRO に提
出されました。
これらの進展は、ブルネイが最近
PCT 及びブダペスト条約（ブルネ
イで 2012 年 7 月 24 日に発効。
国家コード：BN）に加盟したこと
への土台となりました。
PRO ホームページ：
www.brunei-patents.com.bn

www.burunei-patents.com.bn

フィリピン特許庁のウェブサイトを
ご覧ください：
www.wipo.int/treaties/en/
notifications/madridp-gp/treaty
_madridp_gp_194.html
www.ipophil.gov.ph
シンガポールの知的財産庁
（IPOS）は、最近新しいウェブサイ
トを立ち上げました。このウェブサ
イトは英語で利用可能で、年次
報告書、法律文、統計のような、
特許、商標、意匠、植物品種及
び著作権に関する公式的な情報
を含んでいます。 IPOS で出願を
する際の詳細情報と、電子出願
から電子検索までの全ての電子
サービスに関するリンクもありま
す：www.ipos.gov.sg/

中国における特定の種類の特許
出願の優先審査
中国国家知識産権局（SIPO）は
2012 年 8 月 1 日から、中国の特
許出願の優先的審査を、要望に
応じて許可することになりました。
優先審査は、省エネ、環境保
護、新材料や新エネルギー自動
車のような分野の出願で可能に
なります。
このようなケースでは、国家知識
産権局は 30 日以内に最初の通
知を発行し、申請者は、2 ヶ月以
内に答える必要があります。国家
知識産権局によると、優先審査
では、1 年以内に特許を与えるか
与えないかの決定がなされます。
"特許出願の優先順位の検討に
関する行政措置"（2012 年 6 月 19
日公表）及び詳細情報は、以下
の SIPO のウェブサイトからアクセ
スできます：
www.sipo.gov.cn/yw/2012/20120
7/t20120709_721941.html
アジアの最新ニュースについて
は EPO のウェブサイトのアップデ
ート・セクションをご参照くださ
い:：www.epo.org/asia

www.ipos.gov.sg

フィリピン共和国で 2012 年 7 月
25 日に、マドリッド協定議定書が
発効しました。詳細は WIPO 及び
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中国

オンラインで中国特許の経過情報にアクセスする方法
中国国家知識産権局（SIPO）は、中国の特許、実用新案及び意匠
出願の経過情報に公開オンラインでアクセスできる " China Patent
Inquiry System（CPQUERY）"を立ち上げました。本システムは無料
でアクセスでき、2010 年 2 月 10 日以降に出願された出願の情報を
掲載しています。本システムの情報は通常、毎週末に更新されま
す。
本システムには、"登録ユーザー"と"一般ユーザー"の二つの異な
るユーザーグループがあり、登録ユーザーは国家知識産権局のオ
ンライン·ファイリングシステムのユーザー、出願人または特許事務
所ユーザーのことをいいます。一般ユーザーは、書誌データ、出
願情報、修正/改訂、オフィスアクション、決定（特許付与、拒絶、取
り下げ、）及びファイルに含まれているその他の文書を取得できま
す。特許付与後の情報は含まれていません。ファイル内の個々の
文書は PDF 形式で利用でき、参照目的で印刷することも可能で
す。ファイルをダウンロードすることはできません。登録ユーザーは
より高度な検索機能と更に自分らのファイルに関連する機密情報
のようなコンテンツにもアクセスできます。メインページから、各ユー
ザー·グループは、異なるインタフェースを介して本システムに入り
ます。

文献番号検索は一般検索フォームを使用し、公開番号ではなく出願
番号でのみ検索が可能です。正しい形式で番号を入力することが不
可欠です。出願番号の他に、中国語タイトル、出願人名及び日付範
囲でも検索できます（番号と検索語を入力する方法の詳細について
は、情報ボックスをご参照ください）。

－株式会社ワイゼル訳－

一般ユーザーは書誌データとともに、対応する公開文献（A）と
登録文献（B）を PNG フォーマットで取得することができます。こ
れらの文書を表示させるために特別なビュアーをインストール
する必要はありません。本システムは 2012 年 4 月以降公開さ
れた A と B 文献のみを含んでいます。
エラーメッセージが表示される度に、その理由として最も考えら
れるのは、出願が 2010 年 2 月 10 日以前であるため、単に経過
情報が載っていないということです。また、特定の文献が公開さ
れていない可能性もあります。システム・エラーが発生した場合
は、後程、再度検索を行ってください。CPQUERY は Internet
Explorer ver.8 に最適化されていますので、ご注意ください。IE6
以前のバージョンや Firefox など他のブラウザでは正しく動作し
ない場合がありますのでご了承ください。
現時点では、ソース·データと検索インタフェースは中国語での
み使用可能です。ただし、言葉の知識がなくても番号検索で情
報を取得することができます。続行する方法に関しての詳細な
ステップバイステップ・ガイドが、EPO のアジア特許情報の仮想
ヘ ル プ デ ス ク （ www.epo.org/ ： see China → Searching in
databases).）でご利用いただけます。

CPQUERY で検索する際のヒント
・番号検索：出願番号でのみ可能。
・フォーマット：国コードは不要、番号は 13 桁にする必要が
あるが "."は含まない。
・例：CN201010177557.4 は 2010101775574 と入力。
・タイトル、名前、日付の範囲：日付範囲のみによる検索は
できない。
・日付は常に番号、タイトル、または申請者名と組み合わせ
る必要があります：
・タイトルのキーワードの切り詰めができない場合、本システ
ムは入力されたものと全く同じ用語のみを検索します。
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新しい！ヨーロッパ特許登録簿（European Patent Register）に関するオンライン
学習
"シンプルで活気のある面白い学習方式" － これが新しい登録アシスタントのオンライン研修
コースの背景にある考え方です。ヨーロッパ特許登録簿（European Patent Register）にまだ慣
れていない方にとっては、この登録アシスタントが大変お頼りになることでしょう。

登録アシスタント（Register Assistant）は、最新のインターネット技術
を駆使し、欧州特許登録簿及び登録簿アラートサービスを使用する
方法を教えてくれるインタラクティブなオンライン・トレーニングコース
です。
このコースは 5 つのトピックで構成されています。
- 1. ヨーロッパ特許登録簿（European Patent Register）の概要
- 2. 特許登録簿であなたの望むものを見つける
- 3. 特許ファイルの表示
- 4. 強力なヒント（Power tips）
- 5. 詳細情報

経験豊富なユーザーは、最初のトピックの中の"user assessment（ユ
ーザー評価）" モジュールが気に入ることでしょう。あなたの知識を試
すためにこのモジュールを使用することができ、その結果に応じてシ
ステムが、特定領域におけるあなたの知識をリフレッシュ又は拡張で
きる関連学習モジュールを提案します。
経験豊富なユーザーのための他のトピックは、"強力なヒント（Power
tips）"と"詳細情報"です。これらのトピックは特定の出願がヨーロッパ
の特許手続を通過する時、それをモニターし知らせてくれるアラート
サービスの使用法を説明し、より高度な検索についてのいくつかのヒ
ントも与えてくれます。
各学習モジュールの最後にはフィードバック・フォームがあります。結
果は EPO に匿名で送られ、徹底的に分析され、将来の更新や開発
のためのアイデアを与えてくれることになります。 登録アシスタントに
ついて詳細なコメントを残したい場合は、pitraining@epo.org にご記
載ください。

1

トピックのうち 4 つには、紹介ビデオが付いており、いくつかより詳細
な学習モジュールも付いています。各学習モジュールの終わりには
学んだことをテストできる短いクイズがあります。
登録アシスタントは、英語、フランス語、ドイツ語で利用できます。
登録アシスタントにアクセスするには、ヨーロッパ特許登録簿内の
ヘルプと関連リンクのセクションを経由するか、或いは
www.epo.org/register-assistant からアクセスできます。
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前号を振り返って（RETROSPECTIVE）

EPO からの他のアシスタント

公報特集：EPO 審判部の判例

Espacenet のアシスタント

て
Patent

今年の終わりに向けて、新しい Espacenet のアシスタントが開始され
るので、Espacenet で見逃さないようにしてください。
この評判の高い「アシスタント」方式のオンライントレーニングコース
は、EPO が提供する初めてのことで、現在、大幅改正の最終段階に
あります。

Information News は 、
我々のホームページでのみ公開
されており、紙媒体では提供され
1
ておりません。2012 年第 2 号 を
見逃した方のため、同号の重要
な記事のいくつかを以下に紹介
します。

特許情報ツアー
開始した 2 つ目のオンライントレーニングは特許情報ツアーで、特許
調査の基礎入門を提供しています。4 つの主題を扱い、それぞれ入
門ビデオと、練習問題を使用した一連の双方向モジュールを特徴と
しています。下記のサイトにて、英語、フランス語、ドイツ語で利用で
きます。www.epo.org/pi-tour

公報特集：EPO 審判部の判例
て
従来通り、判例報告書は、その体
系的な手法により、EPO 審判部
の判例の新しい動向を入手しや
すくすることを目的としています。
形式は以前と同じで、判例をテー
マ別に分け、選択された判決を
簡単に要約してそれぞれ説明し
ています。全ての判決は、省略
せずに、EPO のホームページに
て無料で閲覧できます。

じた判例の概要を示していま
す。報告書には、欧州特許庁の
公報で公開される予定の、判決
の頭注が添付されています。
判決報告書は、
www.epo.org/law-practice/legal
-texts/official-journal/2012.html
で閲覧できます。

Espacenet で RSS フィードを設定
すると、自分の検索基準に適合
する新しい文献がデータベース
に追加されるたびに、連絡を受け
取ることができます。

特許引用文献
特許引用文献の全てのユーザー
が切望することは、世界中の主要
な特許機関全てを対象とした、直
ちに利用できる完全で豊富な引
用文献の情報です。最近の開発
により、これまでになくはるかにそ
の目標に近づきつつあります。

データエラーの報告

出版物

Espacenet tips－自分のア
ラートサービスを設定

7200 万以上のデータを保管して
いる Espacenet ですが、毎年全
記録の 0.1%未満のエラーレポー
トしか受け取らないということがデ
ータの質の高さを示す証と言えま
す。しかし、時折、ユーザーはミス
に遭遇することがあります。そこが
「Report data error」のリンクから
たどり着けるところです。この機能
を利用することにより、ユーザー
は、継続的な質の改善に貢献で
きるのです。

現在の判例報告書の第 1 部で
は、審判部の活動を記載してお
り、様々な統計データを提供して
います。第 2 部では、2011 年に生

新しい分類体系：クリーンエ
ネルギーとスマートグリッド
2 つの新しい分類体系によって、
クリーンエネルギーとスマートグリ
ッドの技術の動向を正確に特定
できるようになります。急速に発
展しているこれらの分野の、主に
特許などの文書を特定するのに
具体的に作成された新しい「タ
グ
」
は
、
Espacenet
（www.epo.org/espacenet）などの
ウェブ上のデータベースで自由
に利用できます。
1)www.epo.org/service-support/public
ations/patnt-information/news/html

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～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

2012年1～9
月の合計

2011年から
の変化

990

38,592

0.9%

372

14,518

-13.3%

1,362

53,110

-3.4%

5EP-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
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 60% がユーロ PCT 出願です。

A1+A2の合計に占める
EP-A1の割合

－株式会社ワイゼル訳－

2012年の週
平均

EP-A3

72.1%

4.5%

355

13,827

1.7%

1271

49,555

4.8%

EP-B公報
EP-B1+B2
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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、3 号、2012）が最近、
電子版で公開され、下記の記事が
掲載されています。
－ヨーロッパの特許研究：最近の調
査および新しい見解の概要
－化学組成の調査および分析に関
する最良の方法：化学製法から複
雑な配合タイプおよび剤形に関す
ることまで
－ナイジェリアの特許制度
－知的財産を管理する IT の役割：
実証的分析
－南アフリカの草花栽培産業およ
び植物育種家権利法：簡単な論評
－EU 地理的表示の微生物療法情
報

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
pitraining@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
問い合わせにご利用できます。
Tel.: +49 89 2399 4636,
e-mail: info@epo.org
ウィーンの Switch board
Tel.: +43 1 52126 0

最近の記事は、ScienceDirect ウェ
ブサイト内、情報誌のページの
Articles in Press（掲載前記事）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

2013 年 4 月 18～19 日、
ウィーン
EPO が毎年開催するアジア特許
情報のフォーラムである東西交
流が、2013 年 4 月 18～19 日に
ウィーンで行われます。4 月 17
日に、会議前研修講座を開催し
ます。予定を空けておいてくださ
い！

発行情報

意思決定者のための特許統計 2012
(Patent Statistics for Decision Makers 2012)

今年の演説者は、WIPO 事務局長
の Francis Gurry と、OECD 事務総長
の Angel Gurría と、EPO 長官の
Benoît Battistelli を予定していま
す。

(East meets West 2013)

www.epo.org/learning-events/e
vents/conferences/emw2013.ht
ml

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。

意思決定者のための特許統計会
議 2012 が、フランス、パリの OEDC
Congress Centre で 2012 年 11 月 28
～29 日に開催されます。

東西交流 2013

プ ロ グ ラ ム は 、 間 も な く
www.epo.org/stat か ら 入 手 で
き、現在登録を受け付けていま
す。
11 月 27 日、EPO は、このデータ
ベース利用者のフォーラムであ
る会議前セミナーを開催します。
参 加 ご 希 望 の 方 は 、
www.epo.org/stat にて登録フォ
ームに記入してください。
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