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欧州統一特許制度へ向けた
データベースの準備
ヨーロッパで特許法の改正にあたり、これほど議論を重ねることは滅多にありません。
統一特許制度は間違いなく、知財業界で一番注目の話題です。統一特許制度について
インターネットで軽く検索をしただけでブログ、ツイート、フェイスブック、学術論
文、新聞記事、そしてたくさんの公式発表を含む 300 万以上の結果がヒットしました。
現在の見通しでは、特許出願人
たちは、2015 年にヨーロッパ特許
出願が登録される際に初めて「特
許統一の効果」を見ることができ
1
ると思われます 。統一特許参加
協力 25 か国全てをすぐにカバー
は出来ないと思われますが、統
一特許に関する同意にどの国が
どれだけ統一特許裁判所の協定
を批准しているかによって範囲が
違います。最低数は 13 か国で、
フランス・ドイツ・イギリスを含まな
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いとなりません。他の国々はその
後、批准が進むにつれ加盟する
と思われます。つまり 2015 年に登
録される特許では、たとえば 2017
年のそれよりも少ない国が統一
効果でカバーされます。これは単
に、ヨーロッパ特許の統一効果、
統一特許について十分な情報を
持っていることが重要だという一
例にすぎません。

統一効果でのヨーロッパ特許
登録
PI-NEWS の読者の皆様にとって
最も気になる点として、どこで統
一特許の情報を得られるかという
ことがあげられるでしょう。この点
に関しては、反響が集まる統一
特許の情報プラットフォーム －
統一特許登録－ であるヨーロッ
パ特許庁の管轄となっています。
統一特許登録の詳細はまだ明ら
かになっていませんが、下記の
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例が、保持者が統一効果を望ん
でいるヨーロッパ特許の情報を含
む、ユーザーの必要としている情
報を示しています。
－統一効果の申請通知
－統一効果への登録
－統一効果にカバーされている
国
－翻訳の提出登録(翻訳期間中)
－更新料の支払い
－統一特許の譲渡、移転、失
効、ライセンス、制約、取り消し
この新しい統一特許登録はヨー
ロッパ特許登録の一部となり、機
能と見た目や使用感の面におい
て、非常に近いものとなります。
データが表示されユーザーは必
要な情報を見つけることが出来ま
す。
「従来の」ヨーロッパ特許の新情
報
新統一特許制度に付随して、上
記の同意に基づき統一特許裁判
所が設立されます。統一特許裁
判所は統一特許に関する訴訟だ
けでなく、3 百万件ほどの有効な

ヨーロッパ特許を含む、従来の方
法で有効となったヨーロッパ特許
の訴訟も管轄します。
統一特許裁判所が開始される
と、7 年の移行期間があります。ユ
ーザーとの相談を経て、ユーザ
ーの求めることが明確な場合、こ
れはさらに 7 年延長可能です。
従来の特許所持者には移行期
間に統一特許裁判所から撤退す
ることができ、侵害や無効裁判な
ど国内レベルで取り扱われた手
続きを行えます。撤退の締切は
移行期間終了の 1 か月前まで可
能です。撤退が行われなかった
場合、移行期間中は原告がその
訴訟を統一特許裁判所への申請
とするか、責任ある各国裁判所へ
の申請とするか決められます。移
行期間が終了すると、統一特許
裁判所は、従来のヨーロッパ特許
に関して、撤退した加盟国を除
く、契約政府の侵害や廃止に関
する訴訟の独占的な管轄権を所
持します。

従来のヨーロッパ特許における統
一特許裁判所の決定にはケース
ごとに異なる地理学上のインパクト
があります。これはどの国が特許
所持者によって批准されたか、そ
の時の批准政府はどこかによりま
す。一例として、約 7 か国で有効な
特許の補正クレームの訴訟などが
あります。ユーザーは、統一特許
裁判所同意の批准 7 か国のどれ
かに補正クレームが適用されたこ
とを理解してもらうようにしなけれ
ばなりません。これは複雑になる
可能性があるため、EPO は明確な
情報が常に見られるように働いて
います。これらのケースは従来のヨ
ーロッパ特許に関することなので、
統一特許登録には表示されませ
んので、この情報を公開する別の
チャンネルが必要となります。ヨー
ロッパ特許登録は現在考慮中の
選択の 1 つです。
最高の結果を出すための時間の
有効活用
最初の統一特許が 2015 年なの
で、起きうる変更を分析し、万全の
準備を整える時間がまだありま

す。特許情報のユーザーにはニ
ーズを表明する機会が何度かあ
ります。まずはベローニャでこの
10 月に開催される EPO 特許情報
2
会議 2013 です。この記事が示し
たように話し合うことがたくさんあ
ります。EPO はユーザーと相談
し、フィードバックを集めることに
力を入れていて、そうすれば最初
に統一特許が登録された際に
人々の欲しい情報がすぐ手に入
るからです

1)注：統一保護は、全ての加盟国に同一
のクレームで登録されている特許にの
み適用されます。統一保護に申請しよう
としていらっしゃる出願人の方々は、審
査の過程で資格を失わないようにご注
意ください。
2) www.epo.org/pi-conference

ESPACENET

Espacenet がトップになりました
最近の研究で、3 つの独立した外
部レビューチームは Espacenet の
見 た 目 と 機 能 を DepatisNet,
Freepatentsonkine,
Google
Patent, USPTO の Public
SearchFacility のものと比較しまし
た。この研究は技術面の進歩可
能性やマーケット変更オプション
などを調べるためで、ユーザーの
使いやすさ、データ範囲、検索機
能、結果表示、ダウンロード、翻
訳、分析、引用など 40 の質問項
目があります。

2

3 チームからの結果は、一貫性と
総意のため集計し分析します。も
ちろん、Espacenet はデータ範囲
で最高点を獲得し、カスタマーサ
ポ ー ト で も 最 高 点 を 獲 得 し まし
た。マーケティングの分野では、
特許翻訳、リンク、リーガルステー
タスデータへのアクセス、多くの
引用文献など、Espacenet 独自の
セールスポイント(USPs)を評価さ
れました。他のサービスで提供さ
れる異なる機能は、いくつかは
「かわり映えしない」となり、例え
ば結果リストに多くのヒット件数を
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表示するなどです。今回の調査
で分かった、その他の機能で
Espacenet が現在提供していな
いものには、置き換え、リーガル
代表などの検索分野、がありま
す。

ん。チームのするべきことはユー
ザーの声をよく聞き、 Espacenet
が最高のサービスをお届けできる
よう進化させることです。

全体として、Espacenet は最高点
を 3 チームの集計から獲得しまし
たが、Espacenet チームは満足に
浸っていられません。成功しても
ずっと前進し続けねばなりません
が、他のサービスを躍起になって
真似するということでもありませ
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論説

リーガルステータスへの注目
昨年、この論説に世界中の特許データを守る EPO の役目には特別な責任があると
書きました。現在の進歩は、当時の私の見方を確証づけるもので、統一特許が開
始された際、特許庁がユーザーに必要なツールとサービスをどのように提供する
かを反映させ始め、ヨーロッパ特許登録をより連結させるために努力します。
。

大きな決定が特許検索の結果に
かかっている場合もあり、完全で
タイムリーで正確な我々のデータ
は、そのような検索の信頼性に対
するカギとなります。特許界の昨
今は、たくさんの変化が起きてい
ます。法は米国特許法から統一
特許まで変えています。さらに技
術の進歩によりデータで新しいこ
とを行えるようになり、例えば特許
統計のためにこれらのデータをフ
ォーマットすることなども出来ま

す。技術は、ヨーロッパ特許登録
からのディープリンクなど新しい
サービスの提供も可能にしていま
す。政治の変化も、協力関係を
持つ新しい機会を得て、より良い
データを得ることが出来ます。
大体において、法的な手続きの
特許情報は以前より重要なことと
なっています。昨年の特許情報
会議で法的な手続き問題につい
て参加者に聞き、フィードバック

を得た時にその理由が分かりまし
た。そして、今年、ベローニャで
行われる会議ではリーガルステ
ータスとその今後について注目
することに決めました。
特許情報会議のプログラムをご
覧になってください。
(www.epo.org/pi-conference)
今号の 5 ページで言っているよう
に、これは貴重な経験となります
ので、皆様ご参加ください。

ESPACENET

Richard Flammer
特許情報及びヨーロッパ
特許アカデミー主席部長

特許翻訳の新しい言語－
日本語

共通引用文献が Espacenet に

特許文献の機械翻訳を特許翻訳
プロジェクトは 2013 年 6 月 5 日に
拡大され、英日間の翻訳が可能
となりました。

インテロジストにより 2012 年の 2
大新特許ツールの 1 つに認定さ
れた、共通引用文献(CCD)アプリ
は、5 つの特許庁（IP5）の出願の
ための引用データへ単一アクセ
スを提供します。
特許出願のファミリーメンバーの
関係特許庁による先行例を集
め、同じ発明の各特許庁の調査
結果を 1 つのページ内で閲覧で
きるようにします。

フ ァ ミ リ ー 全て の 引 用 の概 要を
CCD 画面を開かず簡潔にご覧に
なりたいユーザーの方々は、
Espacenet の INPADOC 特許ファ
ミリー画面に新しいチェックボック
スがあります。チェックを入れる
と、ファミリー画面に重要な引用
を表示します。

共 通 引 用 文 献 ツ ー ル は
Espacenet を通じてご利用可能で
す。
Espacenet で検索する際、CCD へ
のリンクが INPADOC 特許ファミリ
ー表示にあります。リンクをクリッ
クすれば現在ご覧になっている
文献の検索結果の概要をすぐ表
示します。

http://intellogist.wordpress.com/2
012/12/26/my-favorite-patent-sea
rch-tool-updates-of-2012/
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より信頼性のあるリーガルステータスをワンクリックでオンライン解説
EPO が最初に特許を受諾してから、ユーザーはヨーロッパ特許のリーガルステータスを
「特許付与後」か｢国内段階｣から探さねばなりませんでした

ユーザーが直接アクセスできるよ
うに各国特許庁からのハイパーリ
ンクがあります(現在は「ディープリ
ンク」施行中)。

ヨーロッパ特許登録はすでに特許
付与後(INPADOC「リーガルステー
タス」セクション)の情報提供をして
いますが、これは注意して扱わな
ければなりません。EPO は皆さま
がビジネス上の重要な決断をする
際には特許庁に相談することをす
すめています。国内登録のダブル
チェックは簡単なことではありませ

ん。いくつかのヨーロッパ各国で
有効なヨーロッパ特許は、各国
で登録審査が行われます。例え
ば各国特許庁のホームページ
に案内され、登録のリンクから検
索タームを検索マスクに入力
し、ようやく必要な情報のダウン
ロードが可能になりますが、理
解できない言語の場合もありま
す。
EPO は一か所から各国のリーガ
ルステータスにアクセスできるよ
う に プ ロ ジ ェ ク ト が 動 いて いま
す。プロジェクトには２つの段階
があります。第一段階はディー
プリンク、第 2 は連合のヨーロッ
パ特許登録の発展です。
第１段階：ディープリンク
既にお伝えしたように、ヨーロッ
パ特許登録のディープリンクは
既にいくつかの国で可能となっ
ています。ワンクリックで、参加し
ている特定の国のヨーロッパ特
許文献にアクセス出来ます。

4

何か本件に関してご意見ございま
したら、下記までお寄せください。
register@epo.org.

現在 25 か国が可能で、残り 13
か国を早急に追加します。

3 月終わりに新しく「連合登録」
セクションがヨーロッパ特許登録
で開始されました。現在は停止
中ですが、サービスが復帰すれ
ばまた開始され、今年の秋を目
標としています。サービスは参
加特許庁の登録情報をかき集
め、1 つの画面に集約し、各国
の特許ステータスの概要を見ら
れるようにします。

開番号、出願人、IPC)。下方が
連合情報、つまり各国特許庁か
らの基本的な書誌事項とリーガ
ルステータスを表示します。ユ
ーザーの入力と特許庁からのフ
ィードバックに基づき、各文献、
各国におけるデータのリミットが
以下のようにあります。
－ステータス
－出願番号
－公報番号
－所有者
－無効日
－効力廃止日
－最終更新料
－最終更新日

概要とはどのような情報を含む
のでしょうか。本ページのスクリ
ー ン ショ ッ ト が お 答 え して いま
す。

このデータは各国特許庁から直
接持ってくるので、その特許に
おける公式の最も最新の情報で
す。

スクリーンショットは、上方セクシ
ョンがヨーロッパ特許登録の情
報です(タイトル、出願番号、公

参加国はアルファベット順に画
面に並びます。

第 2 段階：連合ヨーロッパ特許
登録-連合検索
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登録からディープリンクされている
もう 1 つの特許庁
ギリシャがヨーロッパ特許登録か
ら直接ディープリンクでアクセスで
きるようになりました。この結果 25
か国の特許庁がディープリンクで
結ばれています。
Espacenet からのディープリンク
前号の PI-NEWS でお伝えした通
り、各国特許登録へのディープリ
ンクのいくつかは Espacenet から
も使用可能です。2013 年 5 月現
在、ベルギー、デンマーク、エスト
ニア、フランス、イギリスがそれに
含まれます。

－株式会社ワイゼル訳－

イベント

またとない機会
今年の EPO 特許情報会議は、リーガルステータスデータにスポットを当てました。

Key data on the EPO Patent Information Conference
日程：

2013 年 10 月 22～24 日
（中国でのセミナーをはじめとするプレカンファレンス
イベントは、2013 年 10 月 21 日）

EPO 特許情報会議のプロジェクト
マ ネ ー ジ ャ ー で あ る Daniel
Shalloe は言います。「我々の知
る限り、特許情報において、これ
ほどまでにリーガルステータスに
焦点を当てた会議は、今回が初
めてではないでしょうか。仕事で
特許データを利用するなら、逃す
ことができない、またとない機会
に違いありません。」
判断の中核
リーガルステータスデータは、イノ
ベーション企業にとって判断材料
の中核です。投資する前に、特
定技術が権利によって保護され
ているかどうか知っておくことは
重要です。競合相手の特許が有
効であることを知っていれば、そ
れを調査や開発の方向を示す指
針としたり、新製品の品目や生産
戦略の決定に役立てたりすること
ができます。特許情報会議は今
回で 23 年目を迎え、イタリアのボ
ローニャで開催されますが、特許
情報業界の関係者が一堂に会
するイベントだと評判です。2013
年の会議では、リーガルステータ
スに焦点を当てることになりました
が、これは、以前に参加頂いた皆
様からのフィードバックを反映し
たものであると同時に、特許サー
チャーが利用する情報に影響を
及ぼすであろう、
－統一特許（unitary patent）
－連合型 European Patent Regi
ster に関する計画
－EPO のワールドワイド・リーガル
ステータスデータベースの革
新

－株式会社ワイゼル訳－

開催地：

イタリア・ボローニャ、Palazzo della cultura e dei congressi

主催者：

欧州特許庁、イタリア特許商標庁模倣品対策本部

ウェブサイト： www.epo.org/pi-conference

ザーが必要としている情報につ
いて、詳しく検討することになる
でしょう。最後に、イタリアの特許
情報に特化したセッションが設け
られる予定です。

くのデータベースをオンザフライ
方式で集約し、これらを統合した
結果をひとつの画面に表示する
ことによって、リーガルステータス
の情報入手の常識を変えること
で し ょ う 。 連 合 型 Register は 、
EPO の特許情報サービスで初
の、本格的に分散化したサービ
スです。したがって、連合型
Register の開始は歴史的な出来
事となるでしょう。これに並行し
て、集約化されたワールドワイド・
リーガルステータスデータベース
も、引き続き重要な役割を果たす
ことでしょう。これら２つのサービ
スがいかに共存し、ユーザーに
最大限の利益をもたらすかという
ことが、会議における最も重要な
議題のひとつになるに違いありま
せん。

を含む、重要な変更の結果でも
あります。

統計用のリーガルステータスデ
ータ
リーガルステータスデータは、例
えば、競合相手の動向の監視、
特許権者がいつ・どこで特許年
金を納入しているかという点での
方策の研究、異議申立の傾向等
の監視を行う統計作業におい
て、ますます有益になっていま
す。会議プログラムのこのパート
では、EPO の新たな統計分析用
リーガルステータスデータベース
に焦点を当てる予定です。

リーガルステータスデータの解釈
かねてより、リーガルステータスの
情報を用いて、特許が有効か無
効かの識別が行われてきました。
この点に関して、今回のプログラ
ムでは、リーガルステータスデー
タベースから得られる情報の解釈
や、特許の生死の識別に役立つ
手掛かり等の論点が取り上げら
れる予定です。また、会議では、
最 初 の 統 一 特 許 （ unitary
patent）が誕生する時点でユー

集約か分散か
集約と分散のどちらが良いのか 今回の全プログラムは既に公開
という議論は恒久的なもので、多 されており、申し込みも受け付け
くの職業が抱える迷いですが、こ ております。
うした点で、リーガルステータス
データを精査する時がやって来 www.epo.org/pi-conference
たように思われます。ボローニャ
の 会 議 は 、 連 合 型 European
Patent
Register
を最初に体感で
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）
きる機会となるでしょう（４ページ
の記事を参照）。この連合型
Register は、ヨーロッパ中の数多

－統計分析用のリーガルステー
タスをはじめとする新製品
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オリジナル vs インターリーブ－2000 系統の CPC「細分類」
インデックスコードの把握
CPC スキームが、「オリジナル」と「インターリーブ」の２つの表示形式で閲覧できます。
いずれの表示形式も提供する情報は同じですが、グループの並び方が違います。
オリジナル vs インターリーブ
EPO と USPTO は、CPC スキームを「オリジナル」形式で表示すること
に合意しました。これで、2000 の系統が、サブクラスごとにメイントラ
ンクの後に表示されるようになります。細分類コードを表示する際、
階層構造（親世代、祖父世代、・・・、メイングループ）を正しく再現
するには、この細分類コードの上に何らかの「ダミー」コードが挿入
されていました。例えば、オリジナル形式の場合、細分類コード
A61M 2001/0007（3 ドット）には、ダミーの親である 2001/0005（2 ドッ
ト）、ダミーの祖父である 2001/0001（ 1 ドット）、メイングループ
2001/00（0 ドット）が必要です。
これらのダミーコードの唯一の目的は、あくまでも正確な階層構造
を示すことなので、分類や検索に使うことはできませんでした。

この２つのバージョンは、CPC ウェブサイト（www.cpcinfo.org）で見
ることができます。現在、Espacenet の CPC ブラウザでは、オリジナ
ルの表示を採用していますが、インターリーブ表示を用いた記号表
示をすぐに閲覧できるオプションを追加するべく、作業が進められ
ています。

CPC スキーム及び CPC 定義
左側をクリックすると、
分類構造がオリジナル
形式で表示されます

ユーザーによっては、関連するメイントランクの記号の直下に表示
される細分類コードのタイトルをコンテキストに沿って見ることで、ス
キームを調べたいこともあるでしょう。この際、ダミーコードは全く必
要ありません。
この、もうひとつの形式は、細分類コードがメイントランクの記号に挟
まれていることから、「インターリーブ形式」として知られています。
イ ン タ ー リ ー ブ 形 式 に お い て 、 例 え ば 、 細 分 類 コ ー ド A61M
2001/0007（3 ドット）はメイントランクの記号 1/0005（2 ドット）の子であ
り、このメイントランクの記号 1/0005（2 ドット）は、メイントランクの記号
1/0001（1 ドット）の子であり、更には、メイントランクの記号 1/0001（1
ドット）は、このメイントランクのグループ 1/00（0 ドット）の子になりま
す。

「≡」の記号をクリック
すると、分類構造が
インターリーブ形式で
表示されます

右側をクリックすると、
CPC 定義が表示されます

バックグラウンド
ECLA は、Patent Information News 1/2013 でお知らせしたように、
2013 年 1 月に CPC へ移行するまでは EPO の主要な分類スキーム
で、ICO インデックスコードを含んでいました。これらには次の３つの
特色がありました。
－ミラー：対応する ECLA 項目と同じ範囲の項目、（ECLA の項目が
適用される「発明情報」とは対照的に）「付加情報」としての使用
例：S02F 1/01C は G02F 1/01C のミラー
－（更なる）細分類：ICO としてのみ項目を記載（即ち、ECLA では項
目の記載不可）、上位の ECLA/ICO 分類の階層構造を更に細分
化
例：S02F 1/01C4 は S02F 1/01C の細分類コード
－直交性（オーソゴナル）：ECLA スキームの分類の主軸に直交す
る、更なる次元を分類に付与
例：S02F 201/00 は G02F メイングループに直交
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CPC が ECLA に取って代わると、ECLA スキームと ICO スキームがひ
とつのスキームに統合され、オリジナルのメイングループの記号に
2000 の系統を追加することによって、全ての細分類コードとオーソ
ゴナルコードが前述の 2000 の系統に移行しました。
次のテーブルでは、この変換プロセスを説明しています
ECL A / ICOからCP Cへの変換
ECLA / ICO

CP C

備考

G02F 1/01C

G02F 1/011

メイントランク

S02F 1/01C ミラー

G02F 1/011

メイントランク

S02F 1/01C4 細分類

G02F 2001/0113

2000系統

S02F 201/00 オーソゴナル G02F 2201/00

2000系統

G02F 1/01C

G02F 1/011

評価：発明情報

S02F 1/01C

G02F 1/011

評価：付加情報

S02F 1/01C4

G02F 2001/0113

評価：付加情報

S02F 201/00

G02F 2201/00

評価：付加情報

結果的に、CPC スキームは、
－「発明情報」と「付加情報」の両方に適用される、かつての ECLA
記号とそのミラーコードに由来する「メイントランク」記号
－「付加情報」のみに適用される、かつての「細分類コード」と「オー
ソゴナルコード」に由来する 2000 系統のインデックスコード
で構成されています。

その他 CPC 関連のニュース
CPC 定義が PDF と XML のフォーマットで追加されました。関連する
サブクラスは、B05D, B23F, B24C, B41L, B62D, C10G, D04B, E01C,
E04C, E04F, E21B, E21D, F02F, F02M, F03D, F16B, F16S, F23R, F25C,
F28G, G01D, G01H, G03D, G05G, G07C, G09B, G06G, G06N, H04H で
す。
CPC スキームの 4 月版（2013.04）が入手できます。前回のバージョ
ン（2013.01）以来、（記号の導入や削除に繋がる）変更点は特にあ
りません。但し、スキームのサブクラスの大部分に関係する、初期段
階の自動補正が数多く行われています。約 600 の不正な註釈と警
告がリジェネレートされ、ECLA 記号を含む 700 近くのリファレンスが
更新され、5000 を超える欠落していたクラスとサブクラスのハイパー
リンクが導入され、残されていた ECLA 版のインジケーターが削除さ
れました。
更に詳しくは、www.cpcinfo.org.をご参照下さい。

CPC ウェビナー
10 月 4 日、CPC に関する 1 時間の特設オンラインセミナーが行わ
れます。セミナーでは、CPC におけるメイントランク記号とインデッ
クスコードについて詳しく見ていきます。参加は無料です。登録
は、http://epo.webex.com までお越し下さい。

OPS

オープンパテントサービス（OPS）
義務登録
2003 年以来、EPO のデータの集合は、オープンパテントサービス
（OPS）を用いて自動的にアクセスできます。OPS は、安定した高品
質の生の特許データを、成果物として 24 時間 365 日提供していま
す。このサービスは、EPO の Espacenet サービスが、人間のユーザ
ーからアクセス可能であるだけでなく、「ロボット」もこの情報にダイ
レクトに、且つユーザーインターフェースなしでアクセスできるように
開発されました。サービスの開始から 10 年が経ち、サービスの用途
やデータの需要が着実に増加しています。利用可能になり次第、
サービスやデータのタイプが新たに追加されています。2011 年の
RESTful ウェブサービスへの切り替えによって、データへのアクセス
がより簡単になり、ユーザー数もデータ量も更に増加しました。

2013 年 9 月、バージョン 3.1 導入に伴い OPS が変わります。
EPO が全力を挙げて取り組んでいるのが、特許情報の使用促進に
向けて最大限のアクセスを可能にすることです。しかし、一部のユ
1
ーザーが Fair Use Charter（フェアユース規定） に定める制限を超
えてシステムに負荷をかけると、その他多くのユーザーへのパフォ
ーマンスが落ちてしまうので、EPO のフェアユースポリシーをより強
固にするべく、ロボットアクセスにより現在生じている過負荷を減ら
すための方策をとっています。

OPS を使うのは誰？
「本当の」OPS ユーザーは、機械やソフトウェアプログラムですが、
その裏で、多くの特許出願人が文献をフェッチングして最新の情報
を仕入れ、博士課程の学生がデータを収集して分析し、特許事務
所では経過情報を収集し、データベースプロバイダが適当なデー
タをピックアップしてサービスを提供し、特許庁が文献をフェッチン
グして利用者に提供しているかもしれません。

新方式や、EPO の新ターム、OPS の利用規約について詳しくは、
EPO ウェブサイトをご覧下さい。OPS ウェブページと OPS のフォーラ
ムでは、これらの変更点全てについて、更に詳しく掲載しておりま
す。

OPS バージョン 3.1 の導入により登録が必須になり、フェアユース規
定が適用されます。

OPS について更に詳しくは www.epo.org/ops をご覧下さい
1) http://www.epo.org/searching/free/fair-use.html
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東西の強い絆
アジアの特許情報に関する East meets West フォーラム、2013 年 4 月 18-19 日
「今日、東西の国々が出会いました。こんな日には、この 10 年の間に私達が成し遂げてきたように、変
化をもたらすことができるのです！」この印象的なフレーズは、基調講演を務めた Yoo-chan Choi 氏が、
年に 1 度の East meets West フォーラムの重要性を称えたものです。今年、East meets West は、世界中
のエキスパートやユーザーが、アジアの特許情報に関する見識をシェアするフォーラムとして、その歴
史上で特別な節目となる記念すべき 10 年目を迎えました
今年のイベントは、21 カ国から
136 の参加者を迎え、大盛況で
した。アジアの 7 つの国々の特
許庁からエキスパートを迎えまし
たが、これは長年の間に培われ
てきた、密接な連携の賜物で
す。繰り返しになりますが、イベ
ントでは、あまりよく知られていな
い特許システムを採用している
幾つかの地域、特に今回は、ペ
ルシア湾岸諸国と ASEAN 諸国
に つ いて 特 に 焦 点 を 当 て ま し
た。
中国を３つの視点で
本会議では、中国にしっかりと
照準を定め、一連の３つのプレ
ゼンテーションで、全く違った見
地から中国の特許制度の要点
を考察しました。１つ目のプレゼ
ンテーションは、中国特許庁
（SIPO）の Hongliang Sun 氏が行
い、SIPO の英語オンラインデー
タベースの最新の開発情報を説
明しました。２つ目は、ファーウェ
イ ・ テ ク ノ ロ ジ ー ズ 社 の Cindy
Bian 氏によるもので、こちらにも
高 い関 心 が 寄 せ ら れ て いま し
た。氏は、中国の先行例調査に
おいて特許サーチャーが直面し
ている特有の課題を幾つか、中
国メーカーの見地から取り上げ
ました。Simon Cheetham 氏が担
当した３つ目のプレゼンテーショ
ンは、全く違う切り口を提示し、
EU を基盤とするプロジェクトであ
る China IPR SME Helpdesk が、
中国の知的財産に関するあらゆ
る内容について欧州企業の力
になると述べました。氏は、幾つ
かのケーススタディを挙げ、西洋
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てました。シンガポール知的財
産庁（IPOS）の Sharmaine Wu
氏のプレゼンテーションでは、加
盟国間で審査結果を相互交換
するシステムである ASEAN Pat
ent Examinat ion Cooperat ion
（ASPEC）をはじめとする、特許
に関する地域連携の例を幾つ
か取り上げました。氏によると、A
SEAN IP Portal も西洋のユー
ザーに特にお薦めで、この全く
新しいソースがあれば、全ての A

の企業が知財分野で直面する
典型的な課題について、幾つか
説明しました。

韓国：KIPRIS の新機能
韓国特許情報ユーザーは、2013
年上旬から、KIPRIS 検索システ
ムの新バージョンを利用できま
す 。 韓 国 特 許 庁 （ KIPO ） の
Hyun-ju Hwang 氏は、初心者向
けの新しい検索オプションや新
デザインの検索インターフェース
をはじめ、システムが最も大きく
進化した点を幾つか紹介しまし
た。氏が発表したように、来年か
ら KIPRIS で韓国語の機械翻訳を
無料で利用できるようになること
は、好評を博していました。

る検索オプションをはじめとする
内容が盛り込まれた Mizael AlHarbi 氏と Hussam Al-Muqhim
氏によるプレゼンテーションには
、聴衆が熱心に耳を傾けていま
した。

東南アジア及びペルシア湾岸諸
国－新興特許地域
East meets West では初めて、
湾岸協力会議（GCC）特許庁から
、２人のエキスパートを迎えること
ができました。特許庁の仕組み
や登録手続き、GCC 保護権によ

ペルシア湾岸諸国に加え、ASE
AN 諸国も今年のイベントの中心
でした。ASEAN に加入している
東南アジアの 10 の国々は、これ
まで国別に何度か登場していま
す。しかし、今年は照準を広げ
て ASEAN 地域全体に焦点を当
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東西の密接な繋がり
East meets West はいつも、世界
中のユーザーとエキスパートが
直接触れ合えるフォーラムで、
優れた情報交換の場となってい
ます。とりわけ、ポスターセッショ
ンでは、プロバイダーが何を提
供しているのか、ユーザーが発
見できるチャンスです。出展は、
22 の団体に上りましたが、その
多くはアジアからの出展で、アジ
アの特許情報製品やサービスに
関するものでした。また、出展団
体の多くに、10 分間の製品説明
の機会があり、サービスを紹介し
ました。
ラウンドテーブルセッションは、
幅広いトピックについて気兼ね
なく意見交換できる場となりまし
た。ここでも、特に中国、ASEAN
地域、ペルシア湾岸諸国へ高い
関心が寄せられました。参加者
は、腕まくりをし、額に汗し、真
剣な眼差で、今回の集中ディベ
ートに全力を注いでいました。彼
らの取り組みは、変化と改良に
向けた起爆剤となったに違いあ
りません。
ラウンドテーブルセッションの
後、検索、特許審査、特許審査
官や弁理士の日々の仕事に役
立つ特許情報や法律的な要点
等のトピックについて、エキスパ
ートが簡単なプレゼンテーション
（「ストリーム」）を行いました。

大観覧車のお楽しみと大量のウ
ィンナーシュニッツェル
East meets West は、なぜこんな
にも特別なのでしょうか？Korea
Institute of Patent Information
の Yoo-chan Choi 氏は、閉会の
辞で、East meets West の 10 年間
の成功、ハイライト、忘れられな
い瞬間を振り返りました。とりわけ
氏が注目したのは、このイベント
が長年にわたって、様々な国々
のユーザーとエキスパートを結び
付けてきた強い絆でした。「私達
は、8,632 キロメートルという距離
で隔てられているにもかかわら
ず、East meets West は毎年、私
達の距離を少しずつ縮めてくれ
ています。」Yoo-chan 氏がこのイ
ベントに参加するのはこれで 7 回
目になります。「この 10 年間で大
量のウィンナーシュニッツェルを
平らげてきました」と、冗談交じり
に感慨深げに語りました。閉会に
際して、参加者にとって最後の
お楽しみがありました。ウィーン
の美味しいお土産―ウィーン名
所の大観覧車をかたどったクッキ
ー―と、家庭で使えるお揃いのク
ッキーカッターが入ったお楽しみ
袋です！

デシジョンメーカーのための
特許統計会議
リオデジャネイロ、2013 年 11 月
12～13 日

方針決定者が経済的側面を当
面の課題に合わせるには、信頼
できる統計が必要です。特許統
計は、科学技術、研究開発、イ
ノベーション、起業及び企業ダイ
ナミクス、開発及び経済成長の
分野で幅広い政策課題に対応
するために利用できる、またとな
い情報源です。また、特許統計
からは、特許制度そのものがど
のように機能しているのかにつ
いて、重要な事実がわかるの
で、根拠に基づくデシジョンメイ
キングの一助となります。
デシジョンメーカーのための特
許統計会議は、デシジョンメイキ
ングにおける特許解析に関す
る、世界的な会議の先駆的イベ
ントです。今回の会議では、開
催地を初めて南半球に移し、11
月 11 日の PATSTAT ユーザーデ
イに続き、2013 年 11 月 12～13
日にリオデジャネイロで開催され
ます。

会議の焦点は、新興国や技術
移転の役割にも及びます。現
在、次のトピックについて寄稿を
募集中です。
－新規技術分野の開拓及び研
究開発を促進するための知
財の役割
－特許の「クオリティ」と、調査の
生産性を示すインジケータと
しての特許の利用
－知財、ナレッジマーケット、技
術移転
－特許のトレンド、特許政策、イ
ノベーションポリシー
－知財と社会が抱える課題（環
境、健康、エイジング等）
－イノベーション企業の資金調
達と、その担保としての知財
の役割
－グローバル企業のパテンティ
ング、知財活動、ストラテジー
－知財の「束」：様々な知的財産
権を組み合わせた利用法（特
許と商標の組み合わせ等）
特に、新興国や国家間横断解
析に関する論文もお待ちしてお
ります。
このイベントの対象は、デシジョ
ンメーカー、学者、アナリスト、弁
護士、そして、イノベーション、
無形固定資産、大学系企業、企
業ダイナミクス、科学技術関連を
扱 う 専 門 家 で す。 今 年 の 会 議
は、OECD、EPO、ブラジル国立
工業所有権庁、及び WIPO の主
催、Eurostat、日本国特許庁、
韓国知的所有権庁、米国国立
科学財団、USPTO の共催で行
われます。
www.epo.org/stat
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アジア特許情報

アジアニュース
ASEAN 地域の最新動向
新 し い 「 ASEAN IPR SME
helpdesk」が 2013 年 3 月に開始さ
れ、ヨーロッパの企業に無料の情
報とサービスを提供し、それらの
企業が ASEAN 諸国において自
分らの知的財産権を守り、また実
行するのに役立っています。同
helpdesk のウェブサイトは、国フ
ァクトシート、ガイド、e-learning モ
ジュール、ウェブセミナー、研修
を提供します。ユーザーは、定期
ニュースレターにサインアップす
ることができます。お問い合わせ
のための無料電話相談もありま
す。
The ASEAN IPR SME helpdesk ：
www.asean-iprhelpdesk.eu/

公式の ASEAN 知的財産権ポー
タルサイト（現在開発中）は単一
の ウ ェ ブ サ イ ト
（ www.aseanip.org）を介して 10
の加盟国からの知的財産に関す
る総合的な情報を提供する予定
です。ラオス人民民主主義共和
国は、2013 年 2 月 2 日に WTO
（世界貿易機関）の加盟国になり
ました。WTO のメンバーとして、ラ
オスは TRIPS 協定を受け入れるこ
と に な り ま す。 詳 細 に つ いては
WIPO の PCT ニュースレター2013
年 2 号をご参照ください
(www.wipo.int/pct/en/newslett)。
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中国の実用新案と意匠のために
オプショナル・サーチが検討され
ている
中国の国家知識産権局（SIPO）
は 、 2013 年 2 月 に 審 査 基 準
（ 2010 ） に 対 す る改 正 案を 公表
し、一般の意見を募集しました。
改正案は実用新案と意匠の方式
審査にオプショナル・サーチの要
素を導入する可能性に関連する
ものです。 SIPO によると、その目
的は、実用新案と意匠の権利の
質を更に向上させることにありま
す。
改正案の説明と詳細は SIPO のウ
ェブサイト（中国語のみ）
www.sipo.gov.cn/tz/gz/201302/t2
0130206_785294.html で ご 覧 に
なれます。
サウジアラビア及び湾岸協力会
議（GCC）特許庁からの報告と統
計
2013 年 2 月に、キングアブドゥル
ア ジ ズ 科 学 技 術 都 市 （ KACST ）
は、2011 年の年次報告書を発行
しました。 KACST は行政上、サ
ウジアラビアの内閣総理大臣に
報告をし、特許庁などの役割も果
たす独立した科学組織です。報
告書によれば、984 件の特許出
願が出され、2011 年に 253 件の
特許が認められました。詳細は
www.kacst.edu.sa/en/about/publ
ications/Pages/annualreports.asp
x.をご参照ください。
2013 年 5 月には、湾岸協力会議
の特許庁が、英語のウェブサイト
上で利用可能ないくつかの公式
統計を作成しました。統計は、居
住者対非居住者、又は IPC 分類
による毎年の出願と 1998 年から
の特許付与の日付や数字の内
訳 が 含 ま れ て い ま す ：
www.gccpo.org/ DefaultEn.aspx
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インド特許庁は、バイオテクノロジ
ー分野の出願ための審査基準を
公表
インド特許庁は 2013 年 3 月 25 日
にバイオテクノロジー分野の特許
出願の審査基準検を公表しまし
た。審査基準は、バイオテクノロ
ジー関連発明の特許出願の審査
を統制し、調和と一貫性のとれた
特許プラクティスを確立するのに
役立ちます。審査基準は www.ip
india.nic.in/whats_new/ biotech
_Guidelines_25March2013.pdf
で、PDF 形式で提供されていま
す。

日本の特許庁が登録特許に対
する異議申し立ての条件を検討
する
2003 年の特許付与後異議申立
制度の廃止以降、現在日本の特
許制度において、登録された特
許に対し、第 3 者が異議申立が
できる唯一の可能性は無効審判
です。しかし、業界の調査による
と、特許法に対するこの変化は、
期待されていた結果はもたらして
いませんでした。以前は、毎年数
千件の意義申立があったのが、
現在は僅か数百件の無効審判
請求が出されているのみです。

香港特許制度の改革のための諮
問委員会の報告書
香港政府は 2011 年 10 月に特許
制度の改正に関する諮問書を発
行しました。諮問委員会は、各方
面からの批評を検討し、2013 年 2
月 7 日にその報告書を発行しまし
た。その報告書で委員会は、現
在の特許再登録システムを保持
し、並行して実体審査システムの
導入を推奨しました。
現地の審査能力が開発されるま
では、最初は、実体審査は他の
特許庁に委託する必要がありま
す。委員会はまた、いくつかの改
善を行った上で既存の短期特許
制度を維持することを提案してい
ます。その他の推奨事項として
は、特許代理人サービス規制制
度の実施などがあります。報告書
は、香港知的財産局のウェブサ
イト（www.ipd.gov.hk/ ENG/what
s_new/press_releases.htm）でご
覧になれます。

この現象の考えられる理由として
は、第３者の情報提供を意識し
堅実に出願する傾向、或いは無
効審判訴訟の高コストと長い期間
にあるのかもしれません。
し た が っ て 、 JPO は 、 お そ ら く
2014 年中に、無効審判制度の見
直しと、特許付与後異議申立制
度の再導入を検討しています。
再導入される制度は、10 年前に
廃止された制度とほぼ類似して
いる可能性が高いです。
背景情報（日本語のみ）は、以下
のサイトでご覧になれます：
www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/s
hingikai/tokkyo_seido_menu.ht
m
www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/s
hingikai/pdf/tokkyo_shiryou038/
02.pdf
EPO の ア ッ プ デ ー ト セ ク シ ョ ン
www.epo.org/asia でより多くのア
ジア関連ニュースがご覧になれま
す

－株式会社ワイゼル訳－

PASTAT

PATSTAT 形式のヨーロッパ特許登録簿
多くの PATSTAT ユーザーは、ヨ
ーロッパの特許出願についてより
高度な統計分析が作成できるよう
にと、PATSTAT 形式でのヨーロッ
パ特許登録簿を求めてきました。
プレリリース版に対するフィードバ
ックに基づいて、大規模なテスト
のためのベータ版では、すべて
の表が含まれており、2000 年～
2005 年の間に提出された出願に
限定して現在利用可能です。
PATSTAT（www. epo.org/searchi
ng/subscript ion/raw/product-1424-1.html）形式の EPO の worldw
ide legal status データベースと
は異なり、この新しい PATSTAT デ
ータベースのためのヨーロッパ特
許登録簿は、独立した単一のデ
ータベースとして使用することが
できます。

出願番号、日付、発明者、出願
人、IPC コードなどの主要な書誌
事項のほとんどは、PATSTAT に
リンクすることで必ずしもこれらの
データの統計分析を行う必要が
ないように、重複しています。書
誌データに加えて、同データベ
ースには、手続きおよびイベント
データが含まれています。

－IPC コード A61 に分類された特
許の、会社 XYZ に対するすべ
ての異議申立者のリストが取得
できます。

では、このデータセットからどう
いう種類の"知的情報"を抽出す
ることができるのかを、以下でい
くつかの例を提示します。

－取り消された遺伝子工学の分
野における特許（IPC C12N15）
の割合を検出できます。

－風力エネルギー技術分野の出
願を代理する、ベルギーのす
べての専門代理人の一覧を作
成できます。

あなたは、自分の考えで他の知
的情報を抽出できます。

PATSTAT 用ヨーロッパ特許登録
簿をテストするためにデータセット
のダウンロード方法と開始方法の
情 報 が 知 り た い 方 は 、
patstat@epo.org にメールを送っ
てください。
これは生のデータ群であって、デ
ータベースのアプリケーションで
ないことに留意してください。あな
たは、データベースと表を（そのう
ちの 105！）作成し、その後デー
タをロードするために、独自のデ
ータベース·プラットフォームが必
要になります。サンプルスクリプト
およびドキュメントは MS SQL（MS
Access は十分ではありません）で
用意されています。
PATSTAT 用ヨーロッパ特許登録
簿の正式リリースは 2013 年 11 月
に予定されています。

その他のニュース

World Patent Information
この国際的なジャーナル（査読付 －特許文献における治療用ナノ
粒子の毒性データ
き）の最新号（第 35 巻 2 号、2013
年）が、電子媒体の形で発行され
－特許分野における機械翻訳の
ました。トピックは次のようです：
品質尺度の適用と応用
－特許分析におけるソフトウェア
－好結果のヨーロッパの異議申
ツールの統合
立：特許情報専門家のための
分析
－中央フィンランドにおける発明
と革新の支援：知的財産権意
識を鼓舞する

－外生変数の使用を通してスペ
インの特許および商標の予測
手法を最適化
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/
journal/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/worpat
in.

公報コーナー
欧州特許公報
「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。

2013年1月～3月

■ EP-A1: サーチレポート付きで公開された欧州特許出願
■ EP-A2: サーチレポートなしで公開された欧州特許出願
■ EP-A3: 欧州サーチレポート

2013年の週
平均

2013年1～6
月の合計

2012年から
の変化

3.0%

EP-A公報

■ EP-B1: 欧州特許明細書

EP-A1

1,030

26,767

■ EP-B2: 訂正された欧州特許明細書

EP-A2

377

9,794

1.3%

1,406

36,561

2.6%

73.2%

0.5%

337

8,762

-4.9%

1,325

34,450

3.5%

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（Euro-PCT 出願） A1+A2の合計に占める
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 EP-A1の割合
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 EP-A3
せん。現在、全欧州特許出願の約 60% が Euro-PCT 出願です。
EP-B公報
EP-B1+B2
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その他のニュース
お問合せ
Espacenet
espacenet@epo.org

上級ユーザーのための
特許検索

電子出版物相談

特許検索に関する 4 日間の上級コ
ースが 10 月 7 日～10 月 10 日にウ
ィーンで開催されます。詳細を知り
たい方は pitraining@epo.org にメ
ールを送ってください。

epal@epo.org

Patent data
patentdata@epo.org

PATSTAT and IPscore

特許価値評価
セミナー
IPscore ソフトウェアの使用を含
む、3 日間の特許評価コース
が、9 月 23 日～25 日にウィーン
で開催されます。詳細情報が必
要な場合は、
pitraining@epo.org
にメールを送ってください。

patstat@epo.org

Asian patent information
asiainfo@epo.org

研修
pitraining@epo.org

アジア特許検索ウェブ
セミナー
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アジアの特許文献に焦点を当てた
EPO のオンラインセミナーは、6 月
25 日に概略説明からスタートし、日
本（6/26）、中国（7/16）、韓国（7/18）
関連セミナーが続く予定です。
参加は無料です。
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4 月に WIPO は、USPTO から 1790
年から現在までの、1,000 万件以上
の特許公報を追加したと発表しまし
た。これにより PATENTSCOPE の検

索可能な特許公報の数は、2,800
万件以上に拡大しました。これは
8000 万件である Espacenet に匹敵
します。

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

SIPO（中国）と韓国特許庁が分類に共通特許分類（CPC）を
付与する
6 月 4 日に EPO と SIPO の間で
署名された覚書の条件の下で、
SIPO は 2014 年 1 月から限られ
た範囲の技術分野において、新
たに公開される特許出願を分類
するのに CPC を使用し始めま

す。 SIPO は 2016 年 1 月までに、
すべての領域をカバーできるよう
に技術分野の数を徐々に拡大す
る予定です。

6 月 5 日には USPTO と韓国特許庁
（KIPO）は、韓国特許庁が、出願が
より多い一部技術分野の特許公報
に対し共通特許分類（CPC）分類を
付与する新しい試行プログラムを開
始したと発表しました。

ありません。
ESPACE と esp@cenet は登録
商標です。
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