
 

中国語－英語間翻訳が 
Patent Translate で利用可能に 
 中国語は、長い間機械翻訳システムの大きな課題の１つであると考えられてきました。
その意味で、Patent Translate サービスに中国語が追加されたことは、大きな成果です。 

中国での特許出願件数の急増に

伴い（グラフ参照）、ユーザーは、

信頼できる中国語と英語間の特

許翻訳サービスを望んできまし

た。中国の特許出願の多くは、他

国では類を見ないほどの国内出

願であり、中国語が分からないユ

ーザーは、中国の増大する重要

な先行技術を入手することに苦

労してきました。 

 

Patent Translate サービスに最近

追加されたのは、中国語から英

語への翻訳と、英語から中国語

への翻訳です。翻訳は機械翻訳
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エンジンによって行われますが、

翻訳エンジンには定期的に２つ

の言語の特許公報を特別に組み

込んでいます。両言語間の特許

公報の公認のヒューマン翻訳の

多くが翻訳エンジンに入力されて

おり、特許文献で一般に見られる

複雑な構文や語彙を取り扱うこと

ができるようになっています。 

 

およそ 400 万件の中国の特許文

献のフルテキストがEPOのデータ

ベースから入手できます。 

 

中の英語が分かる人が、急増す

る膨大な中国の特許文献を簡単

に入手できるようになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欧州特許登録簿 

 

中国の特許文献は Espacenet で

検索でき、Patent Translate で英

語に翻訳することができます。

Patent Translate によって、世界

ドイツへようこそ！ 

欧州特許登録簿からドイツ特許登録簿へのディープリンク 

 10月11日、ドイツは、EPOの特許

登録簿から自国の登録簿にディ

ープリンクすることができる 20 番

目の国になりました。 

 

欧州特許が付与されると「国内段

階」という状態に移行し、ヨーロッ

パ周辺の各加盟国の管理となり

ます。国内段階で発生することに

関する全ての情報は、それぞれ

の国内特許登録簿に記録されて

おり、欧州特許登録簿には記録

されていません。ディープリンク

機能のもくろみは、欧州登録簿の

関連記録から、当該国の国内登

録簿の対応する記録へ直接移動

できる方式を提供することです。 

 

最初のディープリンクは 2011 年

10 月に作成され、そのわずか 1

年後に、EPO の 38 の加盟国のう

ち 20 の国に対して機能していま 

－株式会社ワイゼル訳－ 

試してみませんか？ 

表は、Patent Translate サービス

で現在利用できる言語を示して

います。2013 年に更なる言語を

追加する予定です。 

ています。特許、実用新案、商

標、地理的表示、意匠ならび

に該当する公報データの法律

上および手続き上のステータ

ス情報を検索する際に 、

DPMAregister を利用すること

が で き ま す 。 DPMAregister

は、2011 年 6 月 1 日に、

DPINFO お よ び

DPMApublikationen サービス

の代わりになりました。 

 

スロバキアへのディープリンク 

11月 26日、この記事を書いた

後、スロバキアのディープリン

ク機能が開始されました。 

 

す。残りの 18 の国の登録簿への

ディープリンク機能は、全ての技

術的要件が満たされ次第、利用

可能になります。 

 

DPMAregisterへのディープリンク 

今では、ワンクリックで、欧州特許

登録簿の「リーガルステータス」の

ページから、ドイツで有効になっ

た欧州特許のリーガルステータス

および手続き情報に直接飛ぶこ

とができます。 

 

DPMAregister サービスは、特

許、商標、実用新案、意匠ならび

に登録データに関する法で定め

られた公報へのアクセスを提供し 

中国語 ハンガリー語

デンマーク語 イタリア語

オランダ語 ノルウェー語

フィンランド語 ポーランド語

フランス語 ポルトガル語

ドイツ語 スペイン語

ギリシャ語 スウェーデン語

Patent Trans lateで英語間の
機械翻訳を利用できる言語
（2012年12月現在）
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パテントサーチャーの認定および調査品質の基準 

 私は、弁護士として特許データと法律の関連について注目しています。パテント
サーチャーが行う仕事の多くは、弁理士や他の法律専門家が取る法的措置の根拠

を提供しています。 

 
パテントサーチャーはアマチュア

弁理士の役割をするべきでない

という見解を聞いたことがありま

す。実際、この問題に関する多く

の議論がオンライン討論会で行

われています。私はその見解に

同感ですが、一定レベルの法的

枠組みの知識は、パテントサー

チャーが目的に合わせた調査を

行い、より正確かつ効率的に仕

事をするのに役立つとも考えま

す。 

 

特許アナリストの新しい認定計画

に関する、EPO 特許情報会議で

の Bettina de Jong の発表は、こ

の点で非常に興味深いものでし

た。認定について検討しているグ

ループは、パテントサーチャーが

手続上の知識をどれくらい持って

いるべきかについて、研究してき

ました。そして、彼らは、より良い

調査をするのに必要な法律上の

知識に着目し、特許弁護士の役

割を問題にすることなく、良好な

バランスを見出すことができたと

私は思います。 

 

特許情報会議において、ドイツの

イルメナウ技術大学の Ricarda 

Bonitz が提案していたように、サ

ーチャーを認定する作業は、特

許調査自体の品質基準を導入す

る試みと密接に関連しています。 

 

私は、認定計画と品質基準に関

す進展に感銘を受けました。EPO

は両方の構想を大いに支持して

いますし、私は彼らの成功を願っ

ております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この常設コラムでは、 EPO の

Espacenet ヘルプデスクチームの

エキスパートが、ユーザーから寄

せられた質問に基づいて役立つ

情報をお伝えしています。今回

は、特定の国の発明者または出

願人の名前の検索について着目

します。 

 

例えば、イギリスの出願人および

／または発明者による特許出願

を検索するためには、高度検索

マスクの出願人および／または

発明者のフィールドに[GB]（角括

弧をつけて）と入力するだけで

す。この検索ではあまりにも多過

ぎる結果が出る可能性があるた

め、例えば会社名などの他の検

索条件と組み合わせるとよろしい

です。 

 

高度検索マスクの出願人のフィ

ールドに単純にSiemens[GB]と入

力すると、検索結果には出願人

がSiemensだけでなく、出願人情

報の国コードGBも含まれることに

なります。 

 

ユーザーは、検索結果の拡張ビ

ューでの名前を表示するスペー

スが限られていることに注意しな

ければなりません。名前の次の括

弧内に示される数字（例えば

（+3））は、あと何人の名前を確認

できるかを示しているので、発明

の名称をクリックして書誌事項の

結果を必ず確認する必要があり

ます。 

 

居住国（国籍ではなく）を表す入

力されたコードは、出願人名の次

にあります（検索語は両方ともハ

イライトされています）。クイック検

索マスクを利用する際は、システ

ムが出願人名と発明者名の両方

で国コードを検索するということ

と、必ずしもこれらが一緒に表示

されるとは限らないということを認

識しておくべきです。そのような

場合は、高度検索かスマート検

論説 

索を利用する方が良いと思いま

す。 

 

発明者または出願人のフィール

ド全てに国の情報が表示される

わけではないので、利用する際

は注意してください。国の情報

は、出願人が出願書類を提出し

た際に提供したものに基づいて

います。また、これは法律的に有

効であると認められるものではな

く、むしろその人／会社がどこに

所在しているかを示すものに過ぎ

ません。 

 

 

 

 

 

Richard Flammer 

特許情報主席部長 

 

ESPACENET 

Espacenet のヒント 

 

－株式会社ワイゼル訳－ 

Richard Flammer 
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Espacenet、ECLA から CPC に移行 

 

分類 

通常の CPCディスプレイ画面―CPC固有のテキストが 

グリーンで、IPCテキストがホワイトでハイライト表示される 

CPCのサーチウィンドウには、ディスプレイフォーマットを 

変更するボタンがあります。 

1)www.epo.org/service-support/publicat ions/patent-informat ion/news/

2012.html 

 

－株式会社ワイゼル訳－ 

これまで、CPCスキームそのものとCPC定義について、多くの情報をお

知らせしてきましたが（これまでの Patent Information News 各号をご

覧下さい）、今号では、皆様がどのようにCPCにアクセスし、CPCを使っ

た検索ができるかを考えます。CPCスキームとCPCの定義は、CPCウェ

ブサイト（www.cpcinfo.org）から、PDFとXMLフォーマットでご覧頂けま

す。Espacenet では、EPO の一般向けスキームブラウザを開設予定で

す。 

 

Espacenetでは、2012年 12月に、ECLAから CPCに完全に移行しまし

た。Espacenet で ECLA 検索機能を使いこなしてきた皆様にとって、

CPC ブラウザは使い易いはずです。以前のブラウザには、入力ボック

スが２つありました。そのうち１つは、分類記号を入力して ECLA スキー

ムの対応箇所を参照するためのもので、もう１つは、統計分析を使っ

て、関連すると思われる分類記号をフリーテキスト検索するためのもの

です。新しい CPCブラウザでは、この２つの入力ボックスを１つのボック

スに統合しました。 

 

以前の ECLA の 160,000 分類が増補されて、約 250,000 の CPC 分類

になりました。 

 

この CPC ブラウザインターフェースでは、更に色々な機能があります。

それぞれの分類記号についても、スキーム全体についても、更に詳細

な情報を参照できます。 

 

ブラウザのカスタマイズも可能です。分類記号を左側に、タイトルを右

側に表示したり、その逆に表示したりもできます。インデント－ドット階

層表示（特許庁や専門家向け）とツリー表示（初心者向け）は、切り替

えが可能です。IPC テキストがどこからどこまでで、CPC テキストがどこ

にあるのかがわかり、更には註釈や注意の表示／非表示を選択でき

ます。改訂日の表示／非表示を選択でき、更には、必要に応じて CPC 

2000 のインデックスエリアも表示できます。このインデックスエリアは、

その大部分が、EPOの以前の ICO コードやコントロールキーワド（KW）

に由来しています。 ICO コードについて更に詳しくは、Patent 

Information News 4/2011 の 5ページ目に掲載されています
1
。 

 

 

CPC 導入は大きな変化なので、EPO は過渡期間を通じて、できる限

り皆様のお役に立ちたいと考えています。Espacenet には、総合的

な CPC ヘルプファイルを設置するとともに、多くの研修を行う予定で

す。研修や e- ラーニングモジュールについて詳細は、

www.epo.org/pi-training でお知らせしますので、お見逃しなく。 

 

EPO ウェブサイトのイベントカレンダーでは、EPO 以外の企業や団

体 に よ る 研 修 も 含 め 、 CPC の 研 修 に つ い て

www.epo.org/search-eventsでお知らせしております。 

改訂日の表示／非表示 

CPC テキストのハイライト表示 

ツリー表示／ドット階層表示の切り替え 

 

リファレンスの表示／非表示 

2000 年版（ICO）の表示／非表示 

ECLA に代わる共通特許分類（CPC）システムは、EPO と USPTO が合同で作成した

新しい特許分類システムです。両特許庁は、2013 年 1 月 1 日の正式な発効を以って

CPC の運用を開始します。 

 

CPC ウェブサイト 

www.cpcinfo.org は、EPO と USPTO が共同で運営するサイトです。

ここでは、共通特許分類の有用な概説に加え、CPC の実施に向け

て更に情報を追加していく予定です。 

 

符号／タイトル表示の左右切り替え 

註釈や注意の表示切り替え 

 



Patent Information News 4/2012   September 2012  5 

 

Search Matters 2013 – アニバーサリー・イベント 

 

(*) さらに、記号の始めの文字が変化、例えば「T」から「H」へ 

特許解析 

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） 

－株式会社ワイゼル訳－ 

Haščič 氏は言います。「EPO が

Y02とY04のタグをつくったのは、

偉大な公共事業です。」 

 

しかし、氏はプレゼンテーション

において、警鐘を鳴らしていま

す。 

これらはいずれも、特許出願への

対応と連携させることで、ユーザ

ーの役に立つよう、世界の主要

特許庁が協力した成果です。 

 

Search Matters 2013 では、全部

で 30 のワークショップと 8 つの基

調公演を予定しています。イベン

トには、100 人を超える参加者の

出席が見込まれています。著名

なゲストスピーカーによる閉会の

辞は、そのハイライトの一つにな

るでしょう。 

詳しくは、 

www.epo.org/search-matters を

ご覧下さい。 

 

2013 年のプログラムは、 

－バイオテクノロジー 

－医薬品 

－工業化学、純粋・応用化学 

－コンピュータ 

に加え、今回初めて、 

－グリーンテクノロジー 

に関する検索プラクティスに注目

します。 

 

また、プログラムでは、来年明け

早々に実施予定の全く新しい分

類スキームである CPC や、

Common Citation Document

（CCD）ツール等のグローバル展

開についてもカバーしています。 

 

特許解析や特許統計は、近年で

大きく進歩し、多国籍企業の戦

略決定において益々大きな役割

を担っています。また、各国政府

は、政策決定に際し、特許を重

要な情報源と捉え始めています。 

 

今年の 11 月にハンブルクで行わ

れた EPO 特許情報会議の公開

プレゼンテーションでは、OECD

の Ivan Haščič 氏が、グリーンテク

ノロジーを例に、政策決定におけ

る特許解析の重要性の高まりを

示唆しました。 

 

Haščič 氏は、研究開発支出と固

定価格買取制度の水準が発明

活動に与える影響は、風力分野

と、例えば太陽エネルギー分野と

では異なるということを例示しな

がら、「政策手段の選択が重要で

ある」 と表明しました。 

 

また、エネルギー課税の増大に

伴って化石燃料の特許化水準が

低下することを示し、「価格も又重

要である」と付け加えました。 

 

「特許は、目標としてではなく指

標として使うものです！」戦略決

定のキーパーソンにとって、例え

ば、特許化によっていち早く「グリ

ーンテクノロジーの発明者」となる

政策の一環として、特許の時点を

目標に据えることは、魅力的で

す。しかし、それでは、Haščič 氏

の言うところの「レントシーキング

（発明を実際よりもグリーンテクノ

ロジー寄りにすること）」、或いは

「締め出し（グリーンパテント以外

の特許が後回しになり、所要時

間が長くなること）」に繋がりかね

ません。 

 

このプレゼンテーションは、非常

に明確にグリーンテクノロジーに

注目したものでしたが、それ以外

の技術分野の解析にも示唆を与

えたことは、間違いありません。今

回の解析は、EPO の特許統計デ

ータベースである PATSTAT を使

ったものでした。PATSTAT は、す

ぐに使える解析ツールです。

Haščič 氏のプレゼンテーション

は 、 www.epo.org/pi-conference

でご覧になれます。 

 

Haščič 氏によると、政策決定のキ

ーパーソンに役立つ、特許デー

タに基づく指標をつくることが、氏

の重要課題のひとつでした。氏

はグリーンテクノロジーに注目し

ていたので、この「グリーン」につ

いて何らかの定義を必要としてい

ました。「問題なのは、どの技術を

『環境技術』と捉えるかで、その概

念が技術開発の調査に影響する

だけでなく、徐々に変化すること

です！」 

 

また、解析に関連する特許をどの

ように見極めるのかの判断も、頭

を悩ませる問題です。国際特許

分類（IPC）や EPO 独自の ECLA

スキームは、その強い味方かと思

われましたが、特にグリーンテクノ

ロジーに関しては、分類記号が

殆どありませんでした。しかし、

EPOがY02とY04のタグを導入し

たこと（Patent Information News 

2/2012 の 6 ページを参照）
1
で、

状況が変わりました。 

 

2013 年 3 月、EPO ならではの

Search Mattersセミナーが 25周

年を迎えます。Search Matters

は、EPO の特許検索ストラテジ

ーやテクニックの発信基地で

す。イベントは２日間にわたって

ハーグで開催されます。繰り返

しになりますが、メーカーや法律

事務所の特許サーチャーにとっ

ては、EPO の舞台裏が見える、

またとない機会です。 

 

また、午後一杯、多くの参加者

の皆様に、まずは EPO 審査官と

会って、それぞれの技術分野で

どのように検索を行うべきかを考

える機会を用意する予定です。 

 

政策を変える特許データ解析 

 

ソーラー 
エネルギ 

 

全体的な発明力の重要性 

固定価格買取水準の役割 

発明への取り組みに
与える影響予測 

1)www.epo.org/service-support/publicat ions

/patent-information/news/2012.html 

 

イベント 

風力 その他再生 
可能エネルギ 
 

専用の研究開発支出の役割 

再生可能エネルギーの
認証と目的の役割 



 

6   Patent Information News 4/2012   December 2012 

 

 

EPO特許情報会議 

－株式会社ワイゼル訳－ 

共通特許分類 

共通特許分類（CPC）の開始ま

で残すところあと 2 ヶ月を切り、

共通特許分類は、参加者の多く

にとって最も重要で差し迫った

議題でした。これまでの Patent 

Information News の各号でお

知らせした通り、CPC は EPO と

USPTO の合同プロジェクトで

す。CPCは、2013年 1月 1日に、

EPO が現在全ての文書に使用

している ECLA 分類スキームに

取って代わり、将来的にはUS特

許分類スキームにも取って代わ

る予定です。 

 

EPO と USPTO が相互に同意し

た CPC定義の全てに加え、CPC 

ス キ ー ム の 全 容 を 

11月 6日～8 日にかけてハンブ

ルクで開催された特許情報会議

には、分類データ、リーガルステ

ータスデータ、クラウド上のデー

タ、特許解析データに関するプ

ログラムが盛り込まれました。特

許データ及び特許情報は、最優

先事項であり、最上層部も次の

ように述べています。 

 

「特許システム関係者の多くが、

特許の登録プロセスに注目して

いますが、EPO では、特許情報

もこれと同じく優先事項として取

り扱っています。」これは、EPO

長官の Benoît Batt istelliの発言

です。 

 

www.cpcinfo.orgで参照できるこ

とは、ハンブルクの会議でのビッ

グニュースでした。 

 

リーガルステータスデータ 

会議に参加頂いた方々からのフ

ィードバックから改めて明らかに

なったことは、業界の特許情報

スペシャリストは、リーガルステー

タスデータに最も関心を示して

おり、EPO はリーガルステータス

データの先駆的サプライヤーで

あると考えていることです。 

 

中国、日本、ロシアのリーガルス

テータスデータに加え、ラテンア 

第 22回EPO特許情報会議の開

会に際し、Battistelli 氏は特許

情報は特許システムの中核であ

ることを強調するとともに、機械

翻訳と共通特許分類プロジェク

トの近況を取り上げました。 

 

欧州での特許情報会議では史

上最大規模の参加者数である

約 450 人の代表に向けて、

Battistelli EPO 長官は述べまし

た。「私達は今日、特許情報や

イノベーションテクノロジーへの

アクセスの劇的な進歩を目の当

たりにしています。 

メリカの多くの国々からのデータ

について、リーガルステータスデ

ータベースは、ここ一年程度で

劇的な成功をおさめました。しか

し、参加者の皆様からは、まだま

だやるべきことが残っているとの

ご指摘を頂きました。会議の報

告を行った Peter Kallas 氏は言

います。「継続的な情報交換が

鍵です。ユーザーコミュニティ

は、EPO が更にデータを得ようと

する取り組みをサポートしてくれ

ることでしょう。」 

 

「データが全て」 
 

EPO の特許情報に関する取り組みは、データが特徴ですが、毎年、EPO 特許情報会議が

開催される時期になると、話題になるのもデータです。 

 

共通特許分類
（CPC）

2013年1月の実施に向けて、CPCは特許
サーチャーにとって大きな変化となるで
しょう。

リーガルステータス

EPOのリーガルステータスデータベースと
European Patent Registerは、これからも
業界の特許情報ユーザーにとって重要な
ツールです。

データトレンド

クラウドコンピューティング、オープンデー
タ、Web 2.0等のトレンドによって、データ、
そして特許情報がどのように利用されるか
が、変わろうとしています。

特許データが政策
に与える影響

グリーンテクノロジー分野における特許統
計解析のケーススタディが、政策方針に
影響を与えるかもしれません。

特許情報アナリスト
の認定

2つのプレゼンテーション－特許検索スタ
ンダードに関するプレゼンテーションと、特
許サーチャーの認定に関するプレゼン
テーション－に、参加者の皆様から大きな
反響があり、会議のターニングポイントと
なりました。

米国での出来事－
US特許法の改編

現在、US特許法において、ここ数十年で
最大の改編が行われています。会議で
は、特許サーチャーが把握しておくべき変
更点に着目しました。

特許業者の役割
情報が無料の領域で、特許業者がいかに
価値を見出し続けるのか？

EPO特許情報会議2012
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EPO の製品 

大きなデータトレンド 

mtc Moving Targets Consultancy

の Arne Krüger 氏は、プレゼン

テーション「特許情報の将来に

向けた 4 つのセオリー（Four 

theories on the future of patent 

information）」の中で、多くの問

題提起を行いました。氏は、私

達は皆、近いうちに、クラウドを

使ってデータを保存し、インハウ

スコンピュータでローカルに保

存しなくなると予測します。氏は

言います。「特許情報の将来

は、誰でもアクセスできるかどう

かにかかっているのではないで

しょうか。」 

専門家のための特許情報サービス 
 

オープンデータに関するディス

カッションでも同様の議題を取り

上げ、特許データを適切に開放

するには、一般的に用いられて

いるデータ配信の手法とデータ

スタンダードに従うことが重要で

ある、という結論に至りました。 

 

「特許情報に関するこうした出来

事は必然」 

BASFの Peter Kallas氏は、総括

において、このように述べていま

す。「私にとって、特許情報に関

するこうした出来事は必然で

す。」氏は、EPO の対応に謝辞

を述べつつ、プレゼンテーション

のレベルの高さを称え、今回の

会議でのディスカッションは「結

果に結びつく」との見解を示しま

した。氏は更に、「特許情報会

議は、ネットワークを構築するた

めの絶好の機会です。」と締め

括りました。 

 

今回のEPO特許情報会議は、ド

イツ特許商標庁（DPMA）の協力

の 下 、 開 催 さ れ ま し た 。

www.epo.org/pi-conference で

は、プレゼンテーションの詳しい

情報とプレゼンテーションの殆ど

をご覧頂けます。 

 

2013 年 10 月 22～24 日をお忘

れなく 

来年の特許情報会議は、イタリ

アのボローニャで 10 月 22～24

日にわたり、イタリア特許商標庁

の模倣品対策本部の協力の

下、開催されます。 

 

－株式会社ワイゼル訳－ 

ウェブ上の無料特許検索ツール

以上の機能を求めている人々に

とって、EPO の専門家のための

特許情報サービス、通称 PISE

は、ここ数年人気を集めていま

す。ヨーロッパ特許出願および

明細書のデータベースの最近

のオーバーホールは、無料サー

ビスの重要な改善を含み、特許

検索者にとって PISE を必要不

可欠なツールとしています。 

 

PISE は簡単に使えるウェブアプ

リケーションで、EPOの他の特許

情報商品やサービスと比較して

追加された機能を有する 4 つの

データベースへのアクセスが可

能です： 

 

－検索の保存-特許モニタリング

に便利 

－読みやすい電子報告書 

－検索履歴など、色々な検索機

能 

－カスタマイズ、順序変更の出

来る結果リスト 

－「https」リンクの SSL 認証コー

ドセキュリティ検索 

 

ヨーロッパ特許出願と明細書デ

ータベースの進歩したところは以

下の点があげられます： 

－全文の表示およびナビゲーシ

ョン 

－図面の表示 

－画面上のナビゲーションの充

実 

－EPO 公報サーバー、登録簿、

Espacenet の Patentscope、IPC

や CPCへのリンク 

－全てダウンロード可能 

 

 

 

 

さらに、データベースはより良い

検索が出来るようになり、閲覧可

能な検索結果も見られるように

なります。 

 

EPO は PISE の機能やデータベ

ースを常に改良しています。詳

しくは www.epo.org/pise をご覧

いただくか、epal@epo.org へ 

ご連絡ください。 

 

製品 アクセス 内容説明
ヨーロッパ特許出願

及び明細書

制限なし 過去4週間のEP-AとEP-Bの

全文献が全文検索可能。アッ

プデート予定：1978年からの

バックナンバーを追加予定

ヨーロッパ特許便覧 登録制 ヨーロッパ公開公報および、

登録特許の書誌データと手続

きデータ。詳細検索機能の充

実。

グローバル特許

インデックス

登録制 EPO世界データ集の書誌デー

タ。詳細検索機能の充実。

特許統計データ 登録制 EPO世界データ集の書誌デー

タを基にした、視覚的、統計的

調査。

専門家のための特許情報

http://www.epo.org/pise
mailto:epal@epo.org
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KIPRIS で法的手続を検索する 
 

韓国 

 

法的手続の概略：異議申し立て手続の代わりに無効審判手続 

法的手続となると、韓国と欧州の間には、制度上の違いがいくつか

存在します。例えば、韓国は日本や中国のように、異議申立の手

続を廃止しました。2007年 7月 1 日以降は、第三者は無効審判手

続の方式によってのみ、付与された特許に対し無効を請求するこ

とができます
1
。これらの手続は、特許が付与された公報の公告か

ら 3 カ月以内であれば誰でも請求することができますが、その後は

正当な利害関係者または特許審査官のみ請求することができま

す。いずれの場合でも、無効審判請求は特許全体に対してという

より、個々のクレーム（"一部無効"）に対して提起することができま

す。 

 

韓国の特許制度のもう一つの特徴は、当事者の一方の製品が他

者の知的財産権を侵害しているか否かを決定するために利用され

る "権利範囲確認審判請求"です。権利範囲確認審判請求には

以下のような 2つの種類があります。 

 

－積極的権利範囲確認審判請求：第三者の製品が特許権者の特

許権利範囲に属しているという審決を求めるもので、特許権者によ

って行われます。 

 

－消極的権利範囲確認審判請求：自身の製品が特定の特許を侵

害していないことを証明するために製造者によって行われます。 

 

裁判制度の三段階の手続 

特許事案に対する裁判制度は、三つの段階から構成されていま

す。上述した手続全ての最初の段階は、韓国特許庁（KIPO）の一

部である特許審判院（IPT）です。IPT の決定に対しては特許裁判

所に行く前に、不服申立てをすることができますが、これは法務省

の管轄になります。特許関連訴訟の最終段階は最高裁判所です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIPRISの "Trial"（審判）検索－データの宝庫 

あなたは KIPRIS でどのように手続に関する情報を見つけています

か？特許になっている場合は、該特許に対する"Trial"（審判）ウィンド

ウが"Patent"データベースに追加されます。手続に関する情報は、

判決が下されるまで KIPRISでは公開されません。結果として、まだ保

留されている手続に関連する情報は利用できません。 

 

"Trial"（審判）ウィンドウをクリックすると、ある特定の特許に対し、既に

決定が下された全ての法的手続の概要を示し、それには法的手続

が請求された日付、法的決定の期日、手続の種類及び審判番号な

どの概要が分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたが手続の種類（例えば、無効審判手続、拒絶通知に対する審

判請求または権利範囲確認審判請求）を知りたい場合は、

"Indication of event" （事項表示）の下の韓国語のテキストを、Web

ベースの機械翻訳ツールに簡単にコピーペーストしてください。 

 

審判番号をクリックすると、関連当事者、該手続の目的と結果、及

び、例えば訂正手続の提出等の手続に関連する全ての事項の時系

列別リストのような、関連手続に関する包括的な情報が記載されてい

るデータシートが開きます。 

 

－株式会社ワイゼル訳－ 

韓国のリーガルステータスデータを検索する時に付与後事項－"生きている"、"死んでいる"、或いは "復活"－は

特に重要です。PI NEWS の前号で我々はあなたが韓国語を全く知らなくても、簡単かつ効率的に KIPRIS データ

ベースで付与後データを検索する方法を提示しました。今回の号では、法的手続と以下のような質問に対して、

その答えを見つけることに焦点を当てます：特許が第三者によって無効審判を請求されているのか？どの裁判所

が現在、事件を処理しているのか？特定のクレームが取り消されたのか？ 

審判番号には、いくつか

の重要な情報が含まれ

ています。最初の 4 桁は

年を示し、次の１桁はそ

の審理を扱った審級を

示します："1"は特許審判

院（第一審）、"2"は特許

裁判所（控訴審）、"3"は

最高裁判所（第三審）へ

の手続を表しています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最高裁判所の判決のいくつかは、英文でも提供されています。最

高裁判所のホームページには重要な判決の全文バージョン（日付

が 2000 年 2月までに遡る）のリストが掲載されています
2
。 

 

韓国関連仮想ヘルプデスク – 利用者が言葉の壁を越えられるよ

うサポートしてくれる 

法的手続に関するほとんどの情報は、韓国語のみでアクセスできる

ため、我々のユーザーにとっては今まで特に有用ではありませんで

した。利用者がこの重要なデータの意味を理解しやすくするため

に、我々の仮想 helpdesk
3
の韓国関連ページにおいて、概略的な

検索手順を提供しています： 

 

－"Retrieving detailed English legal status information on KIPRIS
4

"
 

    （KIPRIS上で詳細な英文リーガルステータス情報を取得する） 

では特許手続（例： "審判の目的"、"出願人名"など）に関連する

KIPRIS ページに表示される、全ての重要データのカテゴリの翻訳

を提供しています 

 

－"Searching for fulltexts of trial decisions" 

    （判決の全文を検索する）では、韓国語の KIPRIS ページ上で、

最も重要な判決に関するテキストの検索方法を段階別に説明しま

す。 

 

韓国の付与後情報をご自分で検索したくない場合には、是非、当

社のアジア特許情報チームにお任せください。1 ドキュメント当たり

23 ユーロで、私たちはあなたに全てのリーガルステータスデータの

付与後事項及び法的手続に関する全ての情報を記載した完全な

レポートをお送りいたします。 

判決の全文を検索 

上述したデータには、関連する手続に関する最も重要な書誌情報が

含まれています。もしあなたが、ある特定の判決の詳細な理由等の、よ

り詳しい情報が欲しい場合は、関連する判決の全文をダウンロードし

てください。全文は韓国の KIPRISのページを介してアクセスできます。

KIPRIS は法的な手続とは独立していることを特徴とします。このデータ

ベースには、特許、実用新案、商標、意匠に対する三審全ての判決の

全文があります。"JG"欄に審判番号を入力すると、関連する知的財産

権に関する全ての手続のリストと、ありがたいことに、判決文の全文へ

のリンクも掲載されています。 

残念なことに、この情報は韓国語でのみ利用が可能です。その内容

について大まかなヒントを得るためには、無料の Web ベースの機械

翻訳ツールにテキストをコピーペーストすることをお勧めします。 
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－株式会社ワイゼル訳－ 

1) Pre-grant opposition proceedings were allowed in Korea until 30 June 

1997, post-grant opposition proceedings until 30 June 2007. 

2) http://eng.scourt.go.kr/eng/main/Main.work 

3) http://www.epo.org/searching/asian/korea/search.html 

4) These and other search instructions are available at 

http://www.epo.org/searching/asian/korea/search.html 

 



 アジアニュース 

アジアの特許情報 

韓国特許庁が韓国特許抄録

（KPA）の質を向上させる 

韓国特許庁（特許庁）は、1979年

以降の 181 万件の韓国特許抄録

（KPA）の英文抄録を公開し、世

界中の特許庁に供給していま

す。抄録は、KIPRISや K-PIONな

どの検索システムやデータベー

スに統合されています。韓国特

許庁は、外国のユーザーが韓国

のデータをより検索し易くする計

画を、現在発表しています。 

 

KPA、KIPO の翻訳品質を向上さ

せるために、韓国特許庁は抄録

全てにおける英語のネイティブス

ピーカーによる校正抄録の割合

を現在の 5％程度のレベルから、

2013年までに 50％に拡大する計

画を立てています。 

 

現在、韓国語のみで提供されて

いる抄録の中の図面も、2013 年

以降から英語翻訳が提供される

ことになりました。 FTP 経由での

英文要約の迅速なオンライン供

給に対しアクセス権を持つ国の

数も増加する予定です。詳細に

ついては、2012年 9月 28日の韓

国特許庁のニュースをご参照くだ

さい→ www.kipo.go.kr/kpo/eng/ 

 

SIPO の PSS システム用の新しい

英文インターフェース 

2012年 9月 5日に、中国の国家

知識産権局（SIPO）は SIPO の英

語ウェブサイトの直リンクからアク

セス可能な、その Patent Search 

and Service System（PSS）の英語

インターフェースを公開しました。 

 

この英語インターフェースは、

1985 年以降の中国の特許、実用

新案及び意匠に関する情報を提

供します。引用文献及びファミリ

ーデータ、英語自動翻訳のような

便利な機能が含まれています。ソ

ースは無料ですが、ドキュメントの

ダウンロードやその他の高度な機

能を利用する際には、登録が必

要です。 

SIPOは昨年に中国語のPSSシス

テムを立ち上げ、その後、数回ア

ップグレードしました。ユーザー

は 、 SIPO の ウ ェ ブ サ イ ト

（http://english.sipo.gov.cn/）上の

"Patent Search and Service 

System"ボタンを介してこの英語

インターフェースに辿りつくことが

できます。 

 

TIPO：外国語出願に対する新た

な規則 

台湾特許庁は、新しい特許法の

下で受け入れられる出願の言語

に関する施行規則を公布しまし

た。該当言語は、 アラビア語、英

語、フランス語、ドイツ語、日本

語、韓国語、ポルトガル語、ロシ

ア語、及びスペイン語です（特許

法第 25 条、106 条及び 125 条に

言及）。 

 

外国語で提出される発明及び実

用新案の出願には、明細書、少

なくとも一つのクレーム、図面及

びタイトルが含まれなければなり

ません。出願日を確保するため

に、次に出願人は、指定された

期限内に中国語の翻訳文を提出

しなければなりません。改正法

は、2013年 1月 1日から発効しま

す。 

 

 

 

 

新特許法の英語版は TIPO のウ

ェブサイト"Laws & Regulat ions"

（法令・規則）セクションからダウ

ンロードできます→www.tipo.gov

.tw/ EN / Index.aspx 

 

言語規定の詳細については→ 

www.tipo.gov.tw/ch/News_News

Content.aspx?NewsID=6215 の最

新ニュース欄でご覧になれます。 

 

韓国の伝統製品とサービスに対

する商標権の保護を改善 

韓国特許庁（KIPO）は、世界中の

主要な特許庁で、商標審査官た

ちが一般に伝統的な商品とサー

ビスとして見做すことのできる約

40 品目の商品とサービスのリスト

を準備しています。このリストに

は、テコンドー服（ Taekwondo 

suits）、蒸留酒（焼酎 Soju）と立方

形大根キムチ（Kkakdugi）等が入

っています。 

 

このリストは、韓国、米国、日本、

中国、欧州（OHIM）の 5つの商標

庁の合議体である "Trademark 

Five"（商標 5 庁）によって開始さ

れた共通の識別プロジェクト（ID）

の一部です。このプロジェクトの

目的は、５つの参加国の特許庁

の商標審査官たちが、伝統商品

とサービスに関する情報が足りな

いせいで、商標の登録を拒否す

ることを防止することにあります。

詳細については、2012年 8 月 17

日付けの韓国特許庁（KIPO）の

ニュースをご参照ください。 

 

中国特許法の改正案についての

コメントを発表 

2012年 8月 9日に、中国国家知

識産権局（SIPO）は、中国特許法

に対する改正案について、公式

コメントを発表しました。現在の法

律は、2009 年の大幅な改正を経

て発効しました。計画された改正

は、特許施行の範囲と関連しま

す。 

 

無効化の場合につきましては、

改正では、紛争の処理を早める

ことを目指しています。特許再審

査委員会による決定はSIPOが適

時に登録、公告しなければなら

ず、そして公告日から効力を持

つようになります。 

 

関連者が手続を妨害した場合

は、行政当局は警告を与え、罰

則を課すことになります。行政当

局はまた、損害賠償の額も決定

します。意図的な侵害に対する

懲罰的賠償も設けられる予定で

す。 

 

詳細は SIPOのウェブサイト（中国

語のみ）でご覧になれます→

www.sipo.gov.cn/tz/gz/201208/t2

0120810_736864.html 

 

アジアについてのより詳細なニュ

ースは、 EPO ウェブサイトの

「Updates sect ion」をご参照くだ

さい→www.epo.org/asia 

 

－株式会社ワイゼル訳－ 10   Patent Information News 4/2012   December 2012 

 

 

http://english.sipo.gov.cn/
http://ejje.weblio.jp/content/%E6%96%BD%E8%A1%8C%E8%A6%8F%E5%89%87
http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=6215
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中国 

2012年 9月 11日に、2日間の "

中国特許情報年次総会"（PIAC）

が Tian Lipu 中国特許庁（SIPO）

長官によって、鳴り物入りで始ま

りました。総会は開始以来 3 年

間で、出席者が 1,200（主に地元

の参加者）になるまで成長しまし

た。今年のセミナーやワークショ

ップの主な焦点は、特許情報政

策と特許分析のみならず、新し

い検索機能やツールでした。 

 

中国における特許出願数の増

加は、PIAC でもちょうどホットな

話題の一つでした。他には、例

えば過去 14 年間中国における

自動車販売台数が 10 倍伸びた

ような、早いペースの成長ぶり等

が話題になりました。 

 

最高人民法院の Luo Xia 氏は、

中国でのいくつかの典型的な特

許訴訟と無効審判請求の例を挙

げながら、知的財産権の保護の

背景に裁判官の役割があるという

ことを表明しました。最高人民裁

判所は、その決定を通じ、矛盾を

明らかにすることを手助けし、Luo 

Xia によれば、それは社会的に価

値のあることということでした。 

 

パテント・ドキュメンテーショング

ループの社長、モニカ・ハネル

（Monika Hanelt）氏は、特許情報

の品質を向上させるための過去

50 年間の同グループの働きを発

表しました。氏の発表では、欧米

のユーザーがアジアの特許情報

を提供してもらうことを望んでいる

ことを特に強調しました。その情

報にはリーガルステータス、公報

情報、機械翻訳、標準化された

出願人名等の項目が含まれま

す。 

 

中国特許情報年次総会（PIAC）2012 
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アウディの Josef Lehle氏は、自社

の特許戦略について発表し、特

許情報の重要性を強調しました。 

70 以上の関連企業（殆ど国内

企業であるが国際的もある）が 

カンファレンスセンターのロビー

にある舞台で、自社の製品や

サービスを発表しました。特に

IPPH の新しいプレミアムサービ

スである"Design patent search"

は、白眉でした。このデータベ

ースは、同様のデザインを見つ

けると、それらを類似性に基づ

いて分類し、図面やアップロー

ドされた画像をグラフィック比較

することができます。 

 

PIAC の 全 て の 発 表 は 、

http://www.piac-china.com/201

2eng/index.html で中国語及び

英語でダウンロードできます。 

 

第 30 回三極会議 

2012年 11月 16日、三極特許庁

は、日本の京都にて第 30 回の

三極会議を開催しました。 

 

三極の協力の成果を受け、EPO

長官の Benoît Batt istelli はこう

述べました：「共に成し遂げてき

た大きな成果は世界共通のもの

となり、データの交換は今日の

調査や試験システムの礎を築き

ました。我々はヨーロッパ、米

国、日本の公開公報をスキャン

することから始め、フロントペー

ジ用に要約を翻訳することにう

つり、今では、どの段階であって

も引用文献を検索できるように

するために作業しています。そし

てこれは、我々がユーザーと共

に作り上げたいと思っている、

Global Dossier の先例となること

でしょう。」 

 

んでいます。彼らは三極の

「Global Dossier」構想をサポート

し、三極および IP5の協力による

将来の方向性として、単一のパ

テントファミリー内の特許出願す

べてに、1回でアクセスできるよう

なシステムをめざします。 

 

三極体制に関する詳細情報は、

三極特許庁のウェブサイ ト

www.trilateral.net をご参照くだ

さい。 

 

三極と産業 

三極体制は、産業および特許庁

が、グローバル特許システムの

向上とハーモナイジングのため

の意見交換をするフレームワー

クとなりました。会議の直前、11

月 15 日に京都で開催された 30

周年記念シンポジウムでは、三

極の産業界の代表者が、EPOが

考えた共通引用文献(CCD)を賞

賛していました。シンポジウムで

の産業界代表者は、3 か国特許

庁とユーザーの素晴らしい協力

体制の一例だと言っていまし

た。細かいユーザーのニーズに

非常に短い時間で答えてきまし

た。 

 

将来的にも、三極体制は継続

し、世界中の特許システムをハ

ーモナイジングするための力を

持ち続けることをユーザーは望

1983年、当時の 3大特許庁であ

ったヨーロッパ特許庁(EPO)、日

本特許庁(JPO)、米国特許商標

庁(USPTO)は共通の問題を乗り

越えるために初めて会議を行い

ました。会議の末、ユニークな国

際協力、三極体制が出来上がり

ました。 

 

1983 年に行われた、最初の三

極会議から、三極特許庁は特許

データをデジタル化し、今まで

のデータと入れ替え、さらには特

許プロセスのどの段階でもテク

ニカルハーモナイゼーションが

達成できるように協力しました。

最近の協力体制は、3 大特許庁

に中国と韓国を足した、5大特許

庁(IP5)の枠組みに変わって来て

います。 

 

三極体制の 30周年記念会議 

 

世界の EPO 

http://www.trilateral.net/


12  Patent Information News 4/2012   December 2012 

 

 

 
「公報コーナー」は EPO 公報についての最新統計を提供します。 

■ 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: 訂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（Euro-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 Euro-PCT 出願です。 

 

欧州特許公報 2012年1月～9月 

 2012年の週

平均 

2012年1～

12月の合計 

2011年から

の変化 

EP-A公報 

 EP-A1  999 51,951 1.9% 

 EP-A2 372 19,343 -13.4% 

 EP-A1 + A2の合計 1,371 71,294 -2.8% 

 A1+A2の合計に占める   

 EP-A1の割合 
 72.9% 4.8% 

 EP-A3 354 18,423 1.6% 

EP-B公報 

 EP-B1+B2 1,280 66,571 5.5% 

 

公報コーナー 

クラウド検索は、より良い先行例発見の新しい方法となりうるでしょうか？ドイツの企業

BluePatent は、本記事 1でパテントサーチャーのグローバルネットワークの複合スキルをどの

ように利用しているか説明しています。 

経験を積んだサーチャーは特許

情報や文献を検索する際に発生

する問題に慣れています：原因

が、不十分な検索容量からくる障

害、言語の壁や、増加し続けて

いる非特許文献データベースへ

のアクセスが限られていること、先

行例が印刷物でのみ入手可能で

あることなのは言うまでもありませ

ん。検索プロバイダーはそのよう

な障害を解決するため、特許調

査専門家と技術専門家の国際ネ

ットワークに検索を外注する方法

を提供しました。検索リクエストは

リサーチコールとしてウェブプラッ

トフォームに載せられ、ポータル

に登録しているユーザーは検索

した文献をアップロードすることで

貢献します。 

 

 

 

 

 

 

 

このやり方は専門知識を利用

し、一度に何人もの専門家の能

力を検索に駆使できます。プロ

バイダーによれば、このやり方に

より、適切な検索結果を見つけ

やすくなったようです。「我々が

提供しているものは従来の特許

調査の補足となります。」とドイツ

に本社がある Blue Patent 有限

会社のマネージングディレクタ

ーPetr Neme 氏は、ハンブルグ

で行われた EPO の特許情報会

議 2012 にて宣言しました。彼の

提供しているサービスは、従来

の検索方法で、求められた結果

を得られなかった時に使われる

と説明しました。 

新しいアプローチで重要な点は

先行例調査です。BluePatent は

特許の査定および開発のフレー

ムワークで発生する質問を、世界

中の専門家に送信し回答しても

らうような方法を考えています。こ

の方法により、IPマネージメントに

関連ある情報(例：マーケットデー

タ、法律制定、規格)へのアクセス

を提供することによって IP政策決

定者の手助けになることを望んで

います。検索が完了すると、様々

なサーチャーによってまとめられ

た情報がリクエストした人に届け

られ、サーチャーは貢献に見合

った成功報酬を得ます。 
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専門家のグローバルネットワーク 

－特許および文献検索に適した情報源とは？ 

  

EPO 以外の動き 

 

ウェブを通して様々なユーザーグ

ループに外注する方法はクラウド

ソーシングとして有名です。ウェ

ブ上のオンライン百科事典である

ウィキペディアは、クラウドソーシ

ングが高品質の情報マネージメ

ントを提供できるという証明となっ

ています。現在は、クラウドソーシ

ングを、関連する特許に焦点を

当てた検索など、より複雑で知識

を必要とする問題に使うことを目

標としています。 

 

 

リンク: www.bluepatent.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 今まで幾度となく PI-News は EPO

外の人々に読者の興味を引く記事を募

集してきました。そのような記事で述

べられている見解は、必ずしもEPO の

見解ではありません。掲載記事に書か

れている内容は EPO が保証するもの

ではありません。 

 



 

 

その他のニュース 

お問合せ 

 

Espacenet 

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 

 

販売/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 
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国際的な査読つき情報誌である本

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： 

 

－核融合技術による過剰な利益―

特許分析 

 

－特許審査ハイウェイ(PPHs)：初期

の 5年間と、日本における最近の進

歩 

 

－生体材料とポリマー関連の特許

資格調査 

 

－コンセプトベースの特許図面検

索 

 

－先行例の言語横断情報検索ア

プローチ 

編集者Mike Blackmanは本誌に掲

載す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 内の

本誌ウェブサイト「Article in Press」

のコーナー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、本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. 

 

東西交流 2013 
(East meets West 2013) 

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！ 

 

www.epo.org/emw2013 

 

 

新しい無料の 

化学特許検索 

「科学はデータが公開されてこそ進

歩する。」これは Surechem が展開

する、US,EP,WO の特許文献全文と

JP の要約を検索できる新しい無料

の化学系検索サービスを広める際

に使われているスローガンです。ユ

ーザーは登録が必要ですが、無料

です。 

 

詳細は www.surechem.com をご覧

ください。 
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IPI-ConfEx 

2013 年 3 月 10日-13 日 

特許情報専門家のための

IPI-ConfEx イベントは、スペイ

ン、セビリアで 2013 年 3 月 10

日から 13 日まで開催されま

す 。 詳 細 情 報 は

www.ipi-confex.com でご確認

ください。 

 

プログラム詳細は近々掲載さ

れる予定です。 

 

mailto:mblackmanwpi@tiscali.co.uk
http://www.elsevier.com/locate/worpatin
http://www.surechem.com/
http://www.ipi-confex.com/

