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特許翻訳が 21 か国語対応となり、
品質の向上も進んでいます 
今年の初夏、特許翻訳に 6 か国語-ブルガリア語、チェコ語、アイスランド語、ロ

ーマ語、スロバキア語、スロベニア語-が追加されました。この結果 21 か国語が

対応可能となりました 

 

読者の皆様はどうやって EPO が

この偉業を達成したのか疑問に

思っていらっしゃるでしょう。特に

いくつかの言語は機械翻訳の精

度を良くするために使える特許文

献に限りがあると普通には考えら

れます。 

 

この記事ではその疑問に注目

し、EPO がこの品質に到達する

ために行ってきたことと、これから

の品質向上についてお知らせし

ます。 

 

 

特許のために作られたオーダー

メイド翻訳エンジン 

特許は一般の文章にくらべ、特

殊な語彙を用い、書き方も違いま

す。一般的な翻訳エンジンでは

特許文献の対応が難しかったた

め、新しい方法が必要でした。 

 

EPO 会長、Battistelli 氏は、長年

人の手で翻訳された数々の特許

文献を、特許翻訳に特化した新

システムの基盤に出来るのでは

ないかと、2010 年に特許翻訳プ

ロジェクトを開始しました。 

 

単純なコンセプトでした。異なる

言語で書かれた 2 つの特許ファ

ミリーが対応であるとし、翻訳エン

ジンに入力し、学ばせ、品質が向

上するのを待ちます。EPO はこの

件のパートナーを Google の形で

すぐに探し出し、「コーポラ」(異な 

る言語の対応特許を集めたもの)

を統計をベースにした自動翻訳

サービスに使うことに同意しまし

た。 
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技術の確認

に使える 

特許性調査

に使える 

特許審査に

使える 

5 

 

重要な情報が全て正確に翻訳され、理解でき活用できる。 

大半の文章は特許文献に相応しい言葉を用いて書かれている。 
Yes Yes Yes 

4 重要な情報の大半が正確に翻訳され、理解でき活用できる。 

ある程度の文章は特許文献に相応しい言葉を用いて書かれている。 

Yes Yes Yes 

3 完全に理解でき、活用できる状態ではないが、ある程度の重要な情報

は正確に翻訳されている。文体や文法は間違っていても、特許の専門

家に分かる程度である。大半の文章は特許文献に相応しい言葉を用い

て書かれている。 

Yes Yes – 

2 理解、活用できる可能性があり(充分な文章の前後関係が示されてい

る。さらに／または、読み解く時間がある)、ある程度の情報は正確

に翻訳されている。 

Yes – – 

1 全く理解できない。さらに／または、正確に翻訳されている情報がほ

とんどないか全くない。 
– – – 

 

 
 

 
機械翻訳の 5 段階品質評価

  

 

主要言語との試験証明 

2012 年 2 月、特許翻訳サービス

が開始された時、コーポラに入れ

られるデータが豊富な、英語とヨ

ーロッパの主要言語 5 か国語と

の間の翻訳が可能でした。フラン

ス語、ドイツ語、イタリア語、ポルト

ガル語、スペイン語です。 

 

最初の結果は素晴らしく、以前の

システムから明確に進歩している

ことが分かりました。翻訳の質を

計る方法の 1 つとして、人による

マニュアル翻訳に近い、一番良

い段階を 5 とした、5 段階の評価

があります。2012 年 9 月までは、

ほとんどの組み合わせにおいて

平均評価 3 か 4 でした。これによ

って、特許翻訳はユーザーに特

定の特許の基本的な理解を提供

できるということがわかり、それに

よりユーザーは人の手による翻訳

を依頼するかどうか決められま

す。 

 

言語を増やすと品質にサプライ

ズが？ 

時と共に、EPO はコーポラに特

許を増やしていき、追加の言語

が特許翻訳で対応できるようにな

りました。対応特許の分量が限ら

れている言語のコーポラを作るの

が難しいということは最初から分

かっていました。資料の少ない言

語の品質分析結果が入ってきた

とき、EPO の専門家たちは大い

に驚きました。スコアは主要言語

より少し低い程度で、反対に高い

場合もあったからです！ 

 

分析官は結果の良さの理由を発

見するためすぐに仕事にとりかか

りました。よくあることで、「クオリテ

ィイン、クオリティアウト」という言

葉の通りです。簡単に言えば、人

の手によるコーポラの翻訳がとて

もよく、統計ベースの翻訳エンジ

ンに特許文献の翻訳の仕方を教

える際に大きな良い影響を与え

たのでしょう。 

 

フィンランド語、ハンガリー語、ト

ルコ語、日本語を含めたいくつか

の言語は文法的に英語とかけ離

れているため、特別な挑戦をしま

した。これらの言語もコーポラの

サイズに問題はなく、十分な数の

文献があります。読者である言語

学者は、これらの言語は文法と構

造において、多くの西洋言語から

大きく異なっていることは確かだ

と言います。大体において、語彙

は特許翻訳で充分翻訳されてい

るため、特許文献を理解できる程

度に文法を整えることを進めてい

ます。 

 

 

1 日 10,000 の翻訳、さらに増加

中 

1 日に 10,000 の翻訳を手掛けて

いる特許翻訳の好調を予想して

いた人は数少ないと思います。

一番多いのはドイツ語から英語

への翻訳で、中国語も急速に増

えています。品質は今後とも向上

させ、言語も増える予定です。

2014 年終わりまでに EPO 加盟

国の公用語全てと、日本語、中

国語、ロシア語、韓国語を英語だ

けでなくフランス語、ドイツ語間と

の翻訳も出来るようにするのが目

的です。 
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投稿 

 
 
 
 
 
 

,    

壁を取り払うこと 
2010 年に発表された、Battistelli 会長の特許翻訳へのロードマップは

野心にあふれているようです。それ以降我々が成し遂げた成功はまだ

十分ではありません 

昨年の早い時期に 6 か国語と英

語間で始まったシステムですが、

今では中国語と日本語を含む 21

か国語に対応しています。最近

の追加は本誌のカバーページ記

事に記載されていますが、機械

翻訳には難しすぎると思われるよ

うな言語を追加しました。EPO は

Google 翻訳エンジンを訓練させ

るのに充分なデータを用意し、英

語とそれらの言語間の翻訳を、問

題となっている特許の技術内容

を理解できる程度の品質にしまし

た。 

 

特許翻訳を通じて特許調査にお

ける壁を取り払い、調査結果とそ

れに伴う決定事項の精度をあげ

ました。 

 

これからも壁を無くし、次世代の

科学者、調査員にとって、特許情

報や特許に関すること全般にアク

セスしやすくすることが大切で

す。大学にコンテストを開き、入

門者がなんらかの形で特許を使

った研究を発表できる場を提供し

ているのはこのためです。勝者は

10 月 17 日にミュンヘンで開催さ

れるヨーロッパ特許会議の 40 周

年記念会にて、5 つの異なるカテ

ゴリーで発表されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特許リーガルステータス情報- 

世界の特許庁のトピック 

されているように、PDG の目的は

完全に達成されました。 

 

CWS は下記の新しいタスクを作

ることを容認しました。：知的財産

庁との特許リーガルステータスデ

ータの交換における、WIPO の新

しいスタンダードの確立を提案す

る用意をすること。このタスクが完

了したら、商標や意匠にも拡大

する予定です。 

 

奨励策が、使用されるフォーマッ

トから独立したものであるので、

CWS は、奨励策の進展は、プラ

ットフォーム独立タスクフォースに

よって最初から準備されることを

容認しました。初めの話し合いに

より、存在するタスクフォースで

XML を取り扱うものは、XML の結

果を実行するのに使われます。 

 

CWS は新しいタスクフォースを扱

うための新しいタスクフォースの

設立を認めました。国際局がタス

結果として、IMPACT は WIPO に

新しいイニシアチブの提案をしま

した。 

－リーガルステータスデータのカ

バー範囲の増加 

－特許庁から INPADOC や

PATENTSCOPE などの所蔵庫へ

送る最低限必要なデータの明確

化 

 

PDG 作業グループはリーガルス

テータスに関する世界中のユー

ザーの声を反映し、我々の貢献

は特許情報の提供者にとって価

値があると自信を持っています。 

 

2013 年 4 月の第 3 回会議で、

WIPO スタンダード委員会（CWS）

は、特許庁から送られる最低限

必要なリーガルステータスデータ

を明確にするという作業グループ

の提案を検討しました。 

 

この話し合いは物議をかもしまし

たが、CWS 報告書の抜粋に報告

クフォースの指揮をとることとなり

ました。 

 

これは WIPO 会議のアジェンダ

に初めてリーガルステータスデー

タが載る画期的な出来事になっ

たようです。特許リーガルステー

タスの近年得た重要性を明確に

示しています。 

 

PDG は、国際局が率いた WIPO

のタスクフォースにおける議論に

寄与するでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Kallas, BASF SE Chairman, 

PDG Working Group IMPACT 

Gerold Frers, Siemens, 

Chairman PDG Working Group 

Patent Database Vendors 

特許文献グループ（PDG）は長年

リーガルステータスデータを取り

扱っています。最初は世界で最

も重要なリーガルステータスデー

タベースである、INPADOC の創

設に深く関わり、その発展に貢献

しました。当グループは高品質の

リーガルステータス情報は特許情

報社会においてもっとも大切な情

報 正確な分析の必需品であり

マネージメントにおける意思決定

の際に必要なものだと確信してい

ます。 

 

そういう意味で、PDG はリーガル

ステータス情報に対するユーザ

ーの必要条件の理解を強化する

目的で最近 IMPACT 作業グルー

プのタスクフォースを設立しまし

た：すなわち、包括的で、信頼性

があり、最新のものであり、標準

規格化されていないとならないな

ど。さらに、リーガルステータスと

書誌事項は矛盾なく、ユーザー

に分かりやすくなくてはなりませ

ん。 

Richard Flammer 

特許情報及びヨーロッパ 

特許アカデミー主席部長 
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コスタリカの新着データ 

 法的状況の名称（スペイン語） 意味 コード  
 solicitud denegada 拒絶 FC  

 patente caduca 消滅 MK  
 patente anulada 取り消し MC  
 solicitud rechazada 係留中 FC90  
 solicitud  archivada-desistida 放棄又は取り下げ 

(特許付与手続き) 

FA  

 solicitud  archivada-retiro 無効又は失効を宣告された出願 FD  
 patente archivada-renuncia 放棄又は取り下げ 

(権利の停止) 

MA  

 
 

EPO データベース 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

収録国の追加、データの増強、更なる課題 

この地図は、書誌データ及びリーガルステータスに関する EPO ワールドワイドデータ

ベースのカバー範囲を示しています。データがどの程度新しいのかが、色分けされて

います。 
データベースを利用すると、地図

上でグレーの国について、記録

が途切れ途切れになっているこ

とがあるかもしれません。この場

合、参照している特許がサーチ

レポートで引用されていること等

からこの記録がデータベース上

に存在している可能性がありま

すが、（現時点では）信頼性のあ

るデータが定期的に提供されて

いるわけではありません。 

 

この画像は、2013 年 7 月 29 日

から始まる週のはじめの、EPO

データベースのスナップショット

に基づくものです。 

 

地図中程のボックスには、EPO

や WIPO 等の国際的機関がリス

トアップされていますが、今は存

在しない機関は記載されていま

せん。 

 

この地図を見れば、利用できる

データが世界規模で一目瞭然で

す。地図からわかるのは、データ

ベースのカバー範囲が優れてい

ることだけでなく、概して関連す

る特許庁からデータが迅速に提

供されていることです。LATIPAT

（ラテンアメリカ諸国の特許庁と

の連携）や ARABPAT（アラビア

語圏諸国の特許庁との連携）等

との強力なイニシアチブによっ

て、近いうちに更なる改良が期待

できます。EPO データベースの

カバー範囲に関するより包括的

な情報は、オンラインで

www.epo.org/searching/data/da

ta/tables/weekly.html からご覧

になれます。 

 

コスタリカとヨルダンから新着デ

ータ 

前号の Patent Information News

から、EPO はコスタリカのデータ

を EPO のリーガルステータスデ

ータベースに追加しました。この

表は、カバーしている法的状況

1)リーガルステータスのカバー範囲 

2)書誌データのカバー範囲 

 

地図上の色分け 

■最新のデータが最近 6 ヶ月以内のもの 

■最新のデータが 6 ヶ月前～2 年前のもの 

■データはあるものの一部のみのもの、又

は最近のものではないもの 

 

1 

2 

を示しています。データベースで

は、ヨルダンのリーガルステータ

ス以外にも、書誌データを閲覧で

きるようになりました。 
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ESPACENET 

 
 

 

 

 
Downloading your result list 

Regular Espacenet users will 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Espacenet：最近の改良 

夏の間、Espacenet は多くの改良を行い、調査の結果リストをダウンロードしたりデータ

エラーレポートを行ったりするためのシステムが更に使い易くなりました。 

結果リストのダウンロード 

Espacenet をいつもご利用の方はご存知のように、Espacenet には、

検索結果リスト中の文献のタイトルページや書誌データをダウンロー

ドする機能があります。気になる文献の隣にあるボックスにチェックを

入れた後、「Export」を選択するだけで書誌データのデータファイル

が生成され、「Download covers」を選択するだけで、チェックが入って

いる文献それぞれのタイトルページの画像を含む PDF ファイルが生

成されます。 

従来の結果リスト画面では、１画面に表示できるのが 25 件に限られ

ていたため、結果が 26 件以上になるとデータや画像をエクスポート

又はダウンロードできませんでした。 

 

この問題は、結果ページの一番下に新しく設置したボタンで解決しま

す。 

「Load more results for export」をクリックするだけで、先に表示されて

いる 25 件に、次の 25 件が追加されます。クリックを続けていくと、1

度に 25 件ずつ結果が追加され、結果リストの最後まで（又は最大で

500 件まで）表示することができます。 

 

その後は、エクスポート又はダウンロードしたい文献のチェックボック

スにチェックを入れて、これまでと同様に操作を進めることができま

す。 

データエラーレポートをお寄せ下さい 

Espacenet の「Report a data error」ボタンを使って、ユーザーの皆様

がどれだけデータの高品質化に貢献しているかは、昨年、Patent 

Information News 2/2012 でお知らせしました。こうして、1 年で 1500

を超えるエラーレポートが EPO に寄せられました。 

 

この機能は非常に有用なため、Espacenet のできるだけ多くの画面に

レポート機能を追加したことで、リンクを探すことなく、データ上でエラ

ーを発見すると直ちに、簡単にエラーレポートが行えるようになってい

ます 
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OPEN PATENT SERVICES 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPS バージョン 3.1：知っておくべきこと 

 

 

 

コンテンツ 

 

 
 

世界中の数百万の特許に関する Espacenet の書

誌データ、要約書、リーガルステータスデー

タと同じデータ、更には全ての FAX 画像の PDF 

プロトコル 
 

REST（レガシーユーザーは SOAP） 

アクセス方法 
 

ユーザーID とパスワード 

 

 

ユーザーID1口の無料

データ許容量 

 

 

 

1 週間（月～日曜日）に 2.5GB 

 

 

無料データ許容量を超えた

場合の使用 

 
 

1GB あたり 64 ユーロ 

ウェブページ www.epo.org/ops 

ユーザーフォーラム http://forums.epo.org/open-patent-services- 

and-publication-server-web-service/ 

 
 
 
 

 
1) http://www.epo.org/searching/free/fair-use.html 

OPS バージョン 3.1 がリリース 

今年の夏、ウィーンは、観測史上最高気温を記録する猛暑となりました。欧州では多く

の人々が休暇をとっている間、EPO のコンピュータは、OPS バージョン 3.1 のテストで

フル稼働していました。Patent Information News 2/2013 でお知らせしたように、バージ

ョン 3.1 では義務登録の導入により、OPS フェアユース規定 1 の条件が適用されます。 

熱心で協力的なボランティアで構成された小集団で、テストフェー

ズが開始されました。彼等は、1 ヶ月程度でシステムを試してフィー

ドバックを返してくれました。小さなバグを幾つか修正し、説明書に

一部解説を加えた上で、パブリックベータテストに漕ぎ着けました。 

 

パブリックデータフェーズは 7 月半ばに始まり、9 月まで続きまし

た。この期間中、テストには誰でも登録できました。再度、最初のテ

ストフェーズからのボランティアが目標に向けて尽力しました。その

他のユーザーは、コア機能とその動作を試行錯誤し、当初のテスト

グループの助けもあり、この使用レポートが、将来的に OPS に組み

込む必要がある全ての情報に相当することがわかりました。 

 

その一方、MBA の学生、自営業のサーチャー、大学研究者、産業

ユーザー、弁理士、中小の情報プロバイダ、中小の IT ソリューショ

ンプロバイダ、大規模な商業データベースホスト、更には個人の方

まで、私達の新しい OPS トラフィック管理方式を熱心に検討してく

れました。 

 

2013 年 9 月 9 日現在、最後の僅かな問題が解消し、今回のバー

ジョンが製品化されました。 

 

今後の予定は？ 

バージョン 3.1 は、公式にサポートされた制作環境下にありますが、

移行期間中は旧バージョンもご使用頂けます。ユーザーの皆様

に、近いうちにシステムの変更が必要なことを周知するために、

2013 年 10 月 1 日からバージョン 3.0 を徐々に終了していきます。 

 

ご使用のバージョンが 3.0 の場合は、バージョン 3.0 の終了予定が

OPS ウェブサイト www.epo.org/ops に掲載されますので、ご注意

下さい。EPO は、今後も developers.epo.org で限られたデータ量

で皆様に OPS をお試し頂けるように、登録なしのテストアクセスを

継続します。 

 

2013 年の残りの期間で、バージョン 3.1 の製品版が運用され、有料

ユーザーには、必要に応じたデータ消費のモニタリングとシステム

動作の最適化が可能になります。 
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International freephone number 

for EPO customer services 

00 800 80 20 20 20 

EPO の新規出版物 

を提供し、そして欧州特許システ

ムのユーザーにも貴重な情報と

なります。 

 

価格：66 ユーロ各言語とも（バイ

ンダーではなくルーズリーフの形

で配布） 

最新版:2013 年 9 月号 

 

審判廷判例集（Case Law of the 

Boards of Appeal ） 

審判廷判例集の最新版では、実

体特許法そして付与・異議・審判

手続きにおける EPO の審判廷と

拡大審判廷の最重要決定事項

に関する詳細な全容を提供して

います。 

過去 34 年間における 34,000 件

の訴訟に対して審判廷が下した

判例の内 5,000 件以上がこの本

に取り上げられています。 

 

価格 78 ユーロ 

最新版 2013 年 9 月号 

ヨーロッパ特許条約は 条約自体

と施行規則と多数の条約議定書

より構成され、料金に関する規

則も含まれています。 

最初の第 1 部、第 2 部は、特許

出願者と権利権者には最も良く

利用されているものです。 

―第 1 部、第 2 部は特許付与・

異議・審判手続きに関して取り

上げています― 

 

価格：82 ユーロ 

最新刊：第 15 版（2013 年 10 月

号） 

 

審査ガイドライン（Guidelines for 

Examination） 

ヨーロッパ特許庁審査ガイドライ

ンの目的は EPC の条項が受理

部、審査部、異議部、そして法

律部で一様で確実に実施される

ようにすることです。 

このガイドラインは各部門におけ

る処理方針に関して重要な情報

2013 年は、審査ガイドライン

（Guideline for Examination）と

審判廷判例集（Case Law of the 

Boards of Appeal）を始めとして

いくつかの EPO からの重要な最

新版の発表が予定されていま

す。又、欧州特許条約、調印 40

周年を記念しての特別号も予定

されています。 

 

ヨーロッパ特許条約（European 

Patent Convention） (EPC) 

ヨーロッパ特許条約第 15 版はヨ

ーロッパ特許システム設立条約

の調印 40 周年記念に合わせて

2013 年 10 月に出版される予定

です（ヨーロッパ特許条約は

1973 年 10 月 5 日金曜日ミュン

ヘンで調印されました）。 

ヨーロッパ特許条約の記念出版

号は豪華な装丁で、完全にアッ

プデートした内容となる予定で

す。 

 

その他の出版物 

さらに 2 件の出版物の改定作業

が現在進められており、来月に

最新版として発刊予定です。 

－特許申請者へのガイド、パー

ト１－どうすれば欧州特許が

取得できるか？ 

－EPC に関連する国内法 

 

これらの出版に関するニュー 

スは EPO のウエブサイトをご 

注目ください。 

 

全ての EPO 出版物と法律に関

するテキストはオンラインでご注

文いただけます。 

注文書は EPO のウエブサイト

www.epo.org/order にて入手い

ただけます 

特許制度ユーザーからの拡大

する要望に対応すべく、EPO は

訴訟や特許出願手続きに関す

る IT サポート向上を図るための

主要プログラムをリリース致しま

した：このプログラムは IT 

Roadmap として良く知られてい

ます。 

このプログラムと併せて、EPO ユ

ーザーへのサービスに向けて、

品質、使いやすさ、スピード面で

の改善対策を導入致しました。 

 

ウエブサービスとソーシャルネッ

トワークの時代、新しいツールと

プロセスと並行して、ユーザーの

ニーズに合わせた効果的な方

法とユーザーの活用を改善させ

る方法を採用致しました。 

最初の改善取組みは、体系的

なメッセージ案内とタイムリーな

応答を確実にするとともに、新規

音声メニューも導入し、審査官と

方式審査官への電話対応に特

化いたしました。 

EPO の各地メンバーからのアク

セスが可能なユーザー国際無

料通話サービス（00 800 20 20 

20）はユーザー要望に応えて導

入致しました。 

 

数か月前より、現在の複数ポイ

ントからの応対方式から単一応

対ポイントのユーザーサービス

方式への切り替え作業が進めら

れております。さらにお知りにな

りたい方は、EPO のウエブサイト

www.epo.org/contact をご覧く

ださい。 

ミュンヘン、ハーグのインフォメ

ーションオフィスの利用者がこれ

まで受けられたサービスは 2013

年 4 月に、グレードアップされた

オンラインサービスと電話でのオ

プションに切り替えられました。 

EPO ウエブサイト上で専用回線

を使っての個別対応方式は、ま

だご使用いただけます。 

EPO ユーザーサービスの向上に向けて 

NEW!   
 

ユーザー国際無料 

通話サービス 
(00 800 20 20 20) 

Patent Information News3/2013   September 2013  7 

 
－株式会社ワイゼル訳－ 



 

 

名称 天皇 開始 終了 

昭和 
 

Shōwa 

 

Hirohito 

 

1926 年 12 月 25 日 

 

1989 年 1 月 7 日 

平成 Heisei Akihito 1989 年 1 月 8 日 継続中 

 

数百万に及ぶ日本特許番号の置き換え 

日本 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Showa and Heisei eras 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

, 

 
 
日本特許公開番号フォーマット  

 

文献の種類 種別コード 旧フォーマット 新フォーマット 現在公開文献の 

フォーマット 

フォーマット 例 フォーマット 例 フォーマット 例 

特許出願 A  
 
 

Ynnnnnn or 

YYnnnnnn 

 
 
 

1003201 

59124372 

 
 
 

HYY(trim(nnnnnn)) 

SYY(trim(nnnnnn)) 

 
 
 

H013201 

S59124372 

yyyynnnnnn 

(2000 年以降) 

2003017237 

実用新案（1994 年以前） U 実用新案出願は未公開 

(1994 年以降) 

登録特許 

（1996 年以前） 

B1, B2 nnnnnnn 

(1996 年以降) 

1234567 

登録実用新案 Y1, Y2 (1994 年以前) 

U (1994 年以降) 

nnnnnnn 

(1994 年以降) 

1234567 

 
 

過去数年間、行われてきた EPO データベース内の日本の特許番号の 

大量の付け替え作業が 2013 年春完了 

背景 

日本の特許庁では 2000 年以

降、公開番号に西洋年を採用し

ています。（例 2005-234293） 

しかし、それまでは、日本の天皇

の元号を採用していました。 

元号初年度は 1 から始まり継続

中は毎年、年数は増えていきま

す。 

EPO の特許データベースにとっ

て、2 つの元号が重要となりま

す。 

－昭和（1926~1989） 

－平成（1989 以降） 

又、EPO のデータベースには

1926 年以前の少数の（100 件以

下）文献があります。 

 

番号付け替えの必要性 

例を挙げると、1988 年の日本特

許の公開番号は昭 62-163722 の

ようになります。 

これをどのように表記するべきで

しょう。（日本の昭和、平成は最

初の文字だけに簡略化されてい

ます。） 

 

しかし、EPO のデータベースで

は、その当時の先進技術で可能

な番号化の作業や技術を採用し

てデータが入力されているため、

公開番号が別の表記方法で蓄

えられています。 

こうした事情により、新規のデー

タ、特に日本の文献の書誌デー

タを入力する際、そして日本の文

献が他の文献に引用されている

ときには常に、データベース上の

混乱を招いていました。 

データベース内部の番号と日本

特許文献のオリジナル番号とが

不一致となるため、特許検索者

や実務者の作業の妨げになって

いました。 

 

何が変更されたのか？ 

総計 2,850 万件の記録が書き換

えられました。内訳は 1,270 万件

の日本の公開公報と 1,580 万件

の日本の公開公報引用文献で

す。 

 

現在、EPO のデータベースでは

新規フォーマットデータとなって

おります。商用プロバイダーにも

提供されており、新規フォーマッ

トを採用した日本公報番号を用

いた EPO のデータベース対応

の新製品の出荷が見込まれま

す。 

 

どうやって 2000 年以前の日本

特許の検索をするか？ 

Espacenet や GPI もしくは EPO

のデータを活用した商用サービ

スをお使いの場合は、今後、新

規のフォーマットに従って日本の

文献番号を検索する必要があり

ます。 

 

番号変更後は一般的な 2 つの

規則があります。 

 

1 公開番号の中の年は、元号に

続く 2 桁の数字と一致します。日

本漢字の入力を簡単にするた

め、“H”で平成を、”S”で昭和を

表しています。 

例 JPH0212345（フォーマット変

更以前は jp2012345） 

2 公開番号の中の年号が 1 から

9 の場合は先頭に 0 を入力する

必要があります。但し、年号の２

桁の数字に続く先頭の 0 は不要

です。Espacenet で JP11000009

と表記されていた番号は現在表

記では JPH119 となります。 

 

こうした、長期の取組みはキーコ

ードの改正も含みます。 

このリストは大変長いため、一例

を挙げます。特許対応コード A

を持たない最近の日本の登録は 

データベース中では B1 と表記さ 

れていました。これらのほとんど

は B2 と付け替えられています。 

H=平成  S=昭和  Y=和暦  y=西暦   n=数字  "trim" は先頭の０の省略を意味する。 
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前号をふりかえって 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

例）JPH041234 を検索すると４件ヒットします。 

番号変換による影響を生じるの

は 2000 年以前の文献だけで

す。2000 年以降の日本の文献

は西洋年を採用しており、この

記事に記載された変更は及ん

でおりませんのでお忘れなく。 

但し、これらの文献では先頭の 

０が必要です！ 

 

テーブルに示すように、番号フ

ォーマットは多様な日本特許や

実用新案公開番号に対応して

おります。これは特別な番号を

検索した際に、しばしば複数の

文献にヒットする事を意味してお

ります。そのため、取り出した文

献をチェックして、必要な文献で

作業する必要があります。 

効用 

この大量の番号変更作業により

得られる大きな利点は以下の点

にあります。これまでは 

書誌中の番号と不一致であっ

た、引用文献と幾つかの日本特

許との相関が現在の EPO のデ

ータベースの中で、最終的には

取れるようになります。そしてこ

れからは、引用リストの中に日本

の文献を見つけても簡単に取り

出せるようになります。 

 

 

このソフトは特許庁より引用され

た先行例を一元管理していま

す。これにより、各特許庁により

同様の発明の調査結果を一つ

のページ内での閲覧が可能とな

っています。 

 

現在、この共通引用文献ツール

は Espacenet で使用できます。 

 

ワンクリックで信頼性の高いリー

ガルステータス情報をご提供 

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情報を特

許付与後か“国内段階”から探

す必要がありました。 

EPO は一か所からヨーロッパ各

国のリーガルステータス情報に

アクセスできるようにプロジェクト

で取り組んでいます。 

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

二段階は連合ヨーロッパ特許登

録原簿の発展です。 

 

最初の統一特許制度は 2015 年

のため、今後起る変化を分析

し、そのすべてに善処するため

の時間はまだ、あります。 

特許情報のユーザーの皆さん

は様々なニーズをこの 10 月ボ

ローニャで開催される EPO 特許

情報会議 2013 を始めとして、表

明するチャンスがあります。 

 

共通引用文献が Espacenet へ 

2012 年の２大新規パテントツー

ルの 1 つ選ばれた EPO 開発の

共通引用文献 Common 

Citation Document（CCD) ソフト

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

スを提供しています。 

オリジナルｖｓインターリーブ―

2000 シリーズの 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

「イナターリーブ」の２つの表示

形式で閲覧できます。 

何れの表示形式も提供する情

報は同一ですが、グループの並

び方が違います。 

 

PATSTAT 形式のヨーロッパ特

許登録簿 

多くの PATSTAT ユーザーがヨ

ーロッパ特許出願に関する更に

進んだ統計分析をできるように

と、PATSTAT フォーマットでのヨ

ーロッパ特許登録簿を要望して

おりました。 

現在、大規模なテストのための

ベータ版が、2000 年から 2005

年に出願されたイベントに限定

して、利用可能です。 

PI News は 1 回ごとに EPO のウ

エブサイトのみで公開しており、

書誌での発行はされておりませ

ん。お見逃しされた方のため

に、2/2013 号の PI News からい

くつかのハイライトを紹介いたし

ます。（ウエブサイトでもご覧いた

だけます。） 

 

統一特許制度に向けたデータ

ベースの準備が進んでいます。 

ヨーロッパで特許法の変更に関

するこれほど多くの議論がされ

た事はこれまで殆どありません

でした。―統一特許制度は間違

いなく知財業界、今年一番のホ

ットな議題です。 

ヨーロッパ連合にとって、統一の

効果、即ち“統一特許”に立脚し

た、欧州特許に関する透明で正

確な情報を得る事は欠かす事

はできせません。 

前後をお見逃しの方に 
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www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=2 
 
 

 

アジアニュース 

韓国特許英文抄録に関する追加

機能が KIPRIS で利用可能に 

2013 年 6 月下旬に始まった韓国

特許英文抄録（KPA）は現在、代

表図面中の参照記号の英訳も含

んでいます。KIPRIS の KPA デー

タベースに追加された“代表図

面”と呼ばれる新しい検索フィー

ルドを用いて、ユーザはこれらを

検索することができます。 

 

この新しい機能を利用するには、

http://kpa.kipris.or.kr/kpa/search/

search_kpa.do で KIPRIS の KPA

データベースの“スマート検索”イ

ンターフェースに進みます。 

 

台湾特許法の改正 

台湾特許庁（TIPO）によると、新

改正特許法への改正が 2013 年

6 月 11 に施行されました。 

 

従来、同一日における同一出願

人による同一発明の特許及び実

用新案の二重出願の場合、出願

人が登録特許を選択した場合

は、実用新案は最初から存在し

ていないと見なされました。本改

正を受け、出願人が登録特許を

選択した場合、実用新案権はそ

の特許の公開日から消滅します

（第 32 条）。損害額又は賠償額

の請求及び計算に関してさらに

変更が加えられました。 

 

詳細については、TIPO の英文ニ

ュースレター No.82（2013 年 7 月

15 日）をご参照ください：

www.tipo.gov.tw/public/epaper/1

14/ePaper114_ep7494.htm#4678

71 

 

改訂の詳細は TIPO の掲示板を

ご参照ください（中国語のみ）：

www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=4

54892&ctNode=7452&mp=1 

 

マレーシアの最新動向 

2013 年 7 月 1 日にマレーシアで

意匠に対する改正法及び関連法

規が施行されました。改正には、

意匠の権利期間の 15 年から 25

年への延長及び絶対新規性の

導入が含まれており、これは、マ

レーシア国外での優先日前の開

示もこれからは新規性の要件に

含まれる、ということを意味してい

ます。 

 

また、マレーシア特許庁（MyIPO）

は、マレーシアの知財動向につ

いての詳細な統計レポートを発

行しました。このレポートは、マレ

ーシアの工業所有権の全ての種

類について出願傾向の概観を包

括的に述べています。 

 

詳細については、MyIPO のウェ

ブサイトをご参照ください：

www.myipo.gov.my 

 

シンガポールで特許審査オフィ

スを設立 

2013 年 5 月 28 日、シンガポー

ル知的財産庁（IPOS）は、新設し

た特許審査オフィスを正式に開

設しました。特許審査オフィスの

掲げる目的は、多数の国際協定

に従って特許出願手続きを迅速

化することです。迅速化された手

続きでは、IPOS への出願人は

12 か月以内に発明の特許性に

ついての判断を得ることができる

ようになります。 

 

特許審査オフィスは、バイオテク

ノロジー、薬学、化学、ナノ材料、

半導体、及び通信技術を専門と

する博士号を持つ審査官から主

に成ります。オフィスは来年まで

に全部で 50 人の審査官を有す

ることになります。 

 

詳細は、IPOS のウェブサイトのプ

レスリリースをご参照ください：

www.ipos.gov.sg/News/PressRel

eases.aspx 

 

インドで改定が進行中 

インドの特許法及び料金体系の

改定が進行中です。政府は、電

子フォーマットによる出願に対し

紙による出願料金の値上げを計

画しています。2003 年特許（改

正）法に対して提案されている改

正によると、物理的な媒体で提出

された出願及びその他の書類は

通常と異なる手続きとなるため、

料金に 10％の追加料金が課され

ます。 

 

さらに、インド特許庁は、コンピュ

ータ関連の発明（CRI）に対する

審査ガイドラインの草稿を公開し

ました。導入部によると、ガイドラ

インはコンピュータ関連の発明の

特許性の様々な条件を包含し、

この技術分野における特許出願

の審査の統一性と整合性を促進

することを目的としています。これ

らの出願を審査する際に審査官

が採用すべき手順について述

べ、発明の詳細な説明、請求項

及び関連する課題の典型的な例

を含んでいます。 

 

計画されている改正に対する意

見を募集しています。詳細につ

いては、インド特許庁

www.ipindia.nic.in のウェブサイト

で 2013 年 6 月 12 日及び 2013

年 6 月 28 日付の通知をご参照

ください。 

 

TIPO ウェブサイト及び特許デー

タベースの変更 

台湾特許庁（TIPO）は、2013 年 5

月に英語及び中国語ウェブサイ

トの新バージョンを開始ました。こ

の再開を受けて正式な台湾特許

検索（TWPAT）データベースのイ

ンターフェースも再設計されまし

た。TWPAT では、ユーザは台湾

の特許、実用新案及び意匠を無

料で検索できます。書誌情報、

英文要約及び全文に加え、ユー

ザは経過情報、引用情報及び機

械可読なテキストデータを取り出

すことができます。システムの更

新頻度及び範囲に変更はありま

せん。登録ユーザは、“アラート”

や“包袋の入手”機能のような付

加価値機能を利用できるようにな

りました。 

 

TIPO の英語ウェブサイトは

www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=2

でご覧になれます。 

 

EPO ウェブサイトのアップデート

セクション www.epo.org/asia で、

より多くのアジアニュースがご覧

になれます。 
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意思決定のための特許統計カンファレンス 

OECD 特許品質インジケータ・データベース 

イベント 

     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特許解析 

    
 

  

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

1) Squicciarini, M., H. Dernis and C. Criscuolo 

(2013), "Measuring Patent Quality: Indicators of 

Technological and Economic Value", OECD Science, 

Technology and Industry Working Papers, No. 

2013/03 

 
 

公報コーナー 

 
「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 

■ 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  

2013 年 1 月～9 月  

2013年の 

週平均 

2013年 1～9 

月の合計 

 

EP-A documents 

EP-A1 1015 39 580 1.6% 

EP-A2 364 14 190 –2.2% 

EP-A1 + A2の合計 1379 53 770 0.6% 

A1+A2の合計に占める EP-A1の割合 73.6% 

EP-A3 329 12 834 –7.1% 

EP-B  公報 

EP-B1+B2 1343 52 372 4.9% 

 

リオ・デ・ジャネイロ、2013 年 11

月 12～13 日 

 

意思決定プロセスにおける特許

分析の世界でも有数のイベントと

して、意思決定のための特許統

計カンファレンスを逃してはいけ

ません。カンファレンスは 2013 年

11 月 12 日、13 日にリオ・デ・ジャ

ネイロで開催され、それに先立つ

のが、自らの専門知識を他の

人々と共有したいと希望する

PATSTAT ユーザにとってまたと

ない機会である 11 月 11 日の

PATSTAT ユーザデイです。 

 

以下のトピックに関する講演を対

象とする論文の募集に続き、9 月

末頃プログラムが明らかになる

予定です： 

－ 新しい技術分野の発展およ

び R&D を誘因する知的財産の

役割 

－ 特許の‘質’および研究の生

産性の指針としての特許使用 

－ 知的財産、知識市場および

技術譲渡 

－ 特許権取得動向、特許政策

およびイノベーション政策 

－ 知的財産および社会的課

題（例 環境、健康、エイジング） 

－ 革新的な企業の資金調達

および担保としての知的財産の

役割 

－ グローバル企業の特許権取

得、知財活動および戦略 

－ 知財“束”：異なる知的財産

権の併用（例 特許および商標） 

 

OECD、EPO、ブラジル国立工業

所有権院および WIPO が、

Eurostat、日本国特許庁、韓国

知的財産局、アメリカ国立科学財

団および USPTO の協力のもとに

主催するカンファレンスは、この

分野の世界の第一人者達が集ま

り、この成長中で重要性を増して

いる領域における意見を交わし

合うまたとない機会です。 

 

www.epo.org/stat 

 

7 月、OECD は特許の質を把握

するためのインジケータを含むデ

ータベースをリリースしました。特

許登録された発明の技術的及び

経済的価値、並びにそれらの発

明が将来のテクノロジーに及ぼ

す可能性のある影響をインジケ

ータに反映することが望まれてい

ます。 

 

現在、特許品質インジケータ・デ

ータベースは、1978 年から 2012

年の間に出願された欧州特許出

願に対するインジケータから成っ

ていますが、インジケータを算出

するために含まれるデータベース

と SQL クエリーは、PATSTAT の

どのリリースとも組み合わせて使

用できるため、データのカバー範

囲が許すのであれば、特許品質

インジケータ・データベースは、

他国のデータへおそらく拡大可

能でしょう。 

 

インジケータには、特許範囲、フ

ァミリーサイズ、特許付与遅延、

飛躍的進歩発明、“一般性インデ

ックス”、“独創性インデックス”、

“根本性インデックス”、及び単に

“複合特許品質インデックス”と呼

ばれる複合インジケータのような

特有のものがあります。 

 

これらのインジケータは、

http://dx.doi.org/10.1787/5k4522

wkw1r8-en にある最近の OECD

の研究成果報告書
1
で定義され

論じられています。 

情報（およびデータセット）は、ご

要望により

sti.microdatalab@oecd.org から

入手できます。詳細については、

PATSTAT 問い合わせ

patstat@epo.org にお問い合わ

せください。 

PATSTAT ユーザデイの詳細に

ついては、patstat@epo.org の

PATSTAT ヘルプデスクにお問い

合わせください。 
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2012年から 

の変化 



 

 

World Patent Information 

 

 
 
 
 

他のニュース 
 

 
お問合せ 

 
 

 
Espacenet 

espacenet@epo.org 
 
 

European Patent Register 

support@epo.org 
 
 

電子出版物 

epal@epo.org 
 
 

特許データ 

patentdata@epo.org 
 
 

PATSTAT and IPscore 

patstat@epo.org 
 
 

アジア特許情報 

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.: 00 800 80 20 20 20* 

(月－金、08:00-18:00.中央ヨー

ロッパ時間) 

e-mail: info@epo.org 
 

*或いは+49 89 2399-4500 

(上記フリーダイヤルにに掛けられ

ない場合はこちらの番号をご利用

ください) 
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The opinions expressed in this 

 

この国際的な論文審査のあるジ

ャーナルの最新号（第 35 巻、第

3 号、2013 年）が、最近、以下の

トピックについての論文や主要な

意見を掲載して電子形態で出版

されました： 

 

－ 特許の機械翻訳の開発にお

ける最初のステップ 

－ 欧州特許庁における出願数

についての調査に基づく予測の

予測精度 

－ カナダ特許の統計データ：特

許統計における調査 

－ 大口径対物レンズ光学素子

に関する特許の、ドメイン知識統

合システムに基づいた検索シス

テム 

－ 知的財産権トレーニング及び

中小企業が知的財産権トピックを

より上手く取り扱うためのツール 

－ カナダ特許審査官資格プロ

グラム 

－ セバスチャン・ド・フェランティ 

－ 電気工学の先駆者で熱心な

特許権者 

－ マレーシアにおける特許及

び政府研究機関の間でのオープ

ンサイエンスの実践：マレーシア

ゴム協会のケース 

－ 化学業界の情報プロフェッシ

ョナルによるマーカシュ構造検索

－眺望及び期待 

 

 

編集者の Mike Blackman は、こ

のジャーナルに掲載を希望する

論文を常時受け付けています。

mblackmanwpi@tiscali.co.uk ま

でお問い合わせください。 

World Patent Information の最

新の記事は、

www.sciencedirect.com/science/j

ournal/aip/01722190 の「Articles 

in Press」セクションでご覧いただ

けます。 

 

コンテンツ一覧、要約及び論文

のサンプルを含む本ジャーナル

についての詳細は、

www.elsevier.com/locate/worpat

in でご覧いただけます。 
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商標です。 
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IP5の主要統計 

IP5 のウェブサイトにあるショート

レポートで、5 大特許庁（IP5）の

主要統計を 2012 年の予備統計

データのセレクションと共にご覧

いただけます。 

 

より総合的な 2012 年の IP5 の統

計レポート（IP5SR）を作成中で

す。この年刊物から、発明的活動

や技術的流れを読み取り、IP5 の

メンバー庁（EPO、JPO、KIPO、

SIPO、USPTO）間で手続きを比

較するための手段を得ることがで

きます。EPO は、2013 年の第 4

四半期に発表する予定である

IP5SR の 2012 年版の編集責任

を負っています。 

 

“2012 年 IP5 の主要統計データ”

の予備レポート及び昨年版の完

全な IP5 統計レポートは、

www.fiveipoffices.org/stats.html

からダウンロードして頂けます。 

ボローニャでの EPO 特許情報カ

ンファレンスに登録する時間はま

だあります。カンファレンスの焦

点である法的状況及び手続情報

は、近い将来の統一特許や欧州

連合登録などの最新トピックと共

EPO特許情報カンファレンス 2013 

www.epo.org 

に、時宜を得たものです。 

 

詳細については、

www.epo.org/pi-conference をご

覧ください。 
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