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強化されたダウンロードオプションとRSSフィードにより、12月に開始した欧州
特許登録データベースの最新版が多くの称賛を集めています。

欧州特許登録データベースの
新機能を称賛する

continued on page 2 >
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新しいRSSフィード
新機能のなかでも、2つのRSS

フィードを導入したことに対して
ユーザは特に感心しているようで
す。1つは検索用で、ユーザはシステ
ムに特定の検索を実行させ続け、結
果に変化があった場合は、その時に
RSS経由で通知させることができる
ようになった、ということを意味し
ます。All documents用であるもう１
つは、ユーザが興味を持っている欧
州特許出願に文献が追加された場合
でも、ユーザは通知を受けるという
ことを意味します。

「これら2つのRSS機能は、新しい
欧州特許文献について又は特定の
特許文献に関する新しい展開につ
いて、リアルタイムで最新情報を
必要とする人々にとって常に課題
であったことに取り組んだもので
す」と、Ms. Kristin Whitmanは
Intellogistブログ1で書き、「そし
て、そのような人々はたくさんい
ます。」「すばらしいニュースで
す！」と続けています。

ダウンロードの新オプション
All documentsは、Zip Archiveとい
う新しいダウンロードオプション
のある2つのエリアのうちの１つ
です。

Search resultの横のRSSのシンボルをク
リックし、検索のためのRSSフィード
を設定します。（例ではtxt=golf*）
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欧州特許登録データベース

１つの特許出願に対して入手可能な
全ての文献を１つのZIPファイルにダ
ウンロードします。ZIPファイル中の
各文献は、個別のPDFファイルとして
入手できます。

Search resultsエリアの新しいダウン
ロードオプションは、結果一覧を
CSV（カンマ区切り変数）又はマイ
クロソフトのExcelファイルとしてエ
クスポートを可能にします。各ファ
イルは、結果一覧の最初の20件に限
られます。

RSSフィードが流行していま
す。その特有のオレンジ色の
ロゴと共に、RSSフィードは
インターネットのいたるとこ
ろにあります。

そして、欧州特許登録データベー
スも、2013年7月のMaintenance 
Newsセクション及びNews flashes
セクションのRSSフィードから始
め、2013年12月のSearch results
一覧及びAll documentsセクション
のRSSフィード実装と続け、この機
能を導入しました。

RSSフィードはこの上なく便利です
が、欧州特許登録データベース調
査では、回答者の約14%がそれを
使用したことがない又はそれが何
か知らないということが示されま
した。

Really Simple Syndication （RSS）
は、お気に入りのウェブサイト上
の最新記事を無料で読むための簡
単な方法を提供します。

RSSフィードに登録すると、パソコ
ンにインストールされたRSSクライ
アントへのフィードとしてURLを
追加します。ブラウザは、その
ウェブサイトを自動的にチェック
し新しいコンテンツをダウンロー
ドします。マイクロソフトの
Internet Explorerでフィードを見る
には、お気に入りボタンをクリッ
クした後フィードをクリックしま
す。

他のブラウザには他のやり方があ
りますが、全てのブラウザが行っ
ていることは、そのフィードを最
後に訪れたとき以降に起こったこ
とを見られるようにすることで
す。

欧州特許登録データベースのRSS
フィードは、ユーザに多くの利点
を提供します。Maintenance News
セクション又はNews flashesセク
ションに新しい情報（機能停止、
新リリース等）が追加されたかど
うかを知るために、ユーザはもは
やこれらのセクションを訪れなく
てもよいのです。

関心のある出願のAll documentsセ
クションに新しい文献が追加され
た場合も、同様のことが起こりま
す。RSSフィードに登録すること
で、欧州特許登録データベースで
特定の出願を自分でチェックする
必要がなくなります。

Search results一覧のRSSフィード
を用いて、検索基準を満たす特許
文献が欧州特許登録データベース
に追加されたかどうかを、ブラウ
ザが代わりにチェックします。そ
の後、これらの特許文献をモニ
ターし、手続き中EPOより前にe
メールによる通知を受け取るため
にRegister Alertを使用することが
できます。

欧州特許登録データベースの
RSSフィード　－　RSSとは？

All documentsメニューのRSSのシン
ボルをクリックして、欧州特許出
願ファイル中の文献に対するRSS
フィードを設定します。

その他の新機能
2013年12月リリースの登録データ
ベースは、以下のようなたくさん
の新機能を含んでいます:

–  EPの出願番号の数字チェック検索

1) http://intellogist.wordpress.com/2014/01/14/the- 
new-european-patent-register-updates-are-here/

2) www.epo.org/searching/free/register/ 
20131203.html

38か国に近づく
欧州特許登録データベースから各国
登録データベースへのダイレクトリ
ンク

欧州特許登録データベースから
ディープリンク経由でナショナル登
録データベースにアクセスできる国
のリストにトルコとイタリアが加
わった、という嬉しいニュースで
2014は始まりました。

欧州特許登録データベースで記録を
見ている場合は単にLegal statusタ
ブに行き、27のナショナル登録
データベースのどれにある関連記録
でも1クリックで直接たどり着けま
す。その国の国内段階のリーガルス
テータスに関する信頼できる情報を
そこで得ることができます。

–  EPOの公報サーバ上の特許文
献のPDFへのリンク

–  統一手続き後のステータス情報

–  登録データベースに表示される法的
イベントの情報

これらの全てに関する詳細はリリー
スノート2をご覧ください。
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Patent Translate – ビジョンあるプロ
ジェクトが予定より1年早く完成
特許文献に特に適応させた機械翻訳システムの計画に関する2010年のBattistelli
長官の発表は、多くの人々から先駆的なステップであると見なされました。加
盟国の全言語及び世界の主要言語に対する機械翻訳システムを2014年末までに
構築するという彼の目標は、非常に野心的でした。

論説

トレーニング

プロジェクトの複雑さを考える
と、現実が野心に勝るとは誰も予
想しませんでした。しかし現実が
勝りました。2013年末、予定より
も1年早くPatent Translateは完全
に作動しました。

Patent TranslateによりEPOは、言
語の多様性を考慮し、話す言語に
関係なく加盟国の全市民へ特許情
報を提供するツールを人々にもた

らしました。

最初からPatent Translateのプロ
ジェクトチームの一員となり、我々
の技術パートナーであるGoogleとの
ディスカッションの陣頭指揮をとれ
たことを私は光栄に思います。

我々の目標をこれほど早く達成でき
たことに非常に満足しています。最
近Googleとのディスカッションで、

Googleが機械翻訳を成熟したプロ
ダクトと見ており、 
Googleのポートフォリオにおける
重要なパートになっているというこ
とを確認した時に、この満足感は高
まりました。このことは、Patent 
Translateが将来にわたって成長
し、さらに良くなる必要があるとい
うしっかりとした根拠をPatent 
Translateに与えています。

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

特許情報セミナー及びウェビナーのスケジュール
EPOの特許情報トレーニングのス
ケジュールが出ています。それに
は、通常ウィーンのEPOで開催さ
れる従来の教室型のセミナー及び
無料のオンラインウェビナーが含
まれています。.

教室でのトレーニング
教室でのトレーニングは、幅広い
ユーザの要求に応え、“Patent 
Searching for Beginners（初心者の
ための特許検索）”や“Patent 
Searching for Advanced Users（上
級者のための特許検索）”という人
気の高い4日間のセミナーを含んで
います。また、“Searching the 
EPOʼs worldwide data with Global 
Patent Index (GPI)（Global Patent 
Index (GPI)を用いたEPOの世界
データの検索）”や“Patent portfolio 
management with 
IPscore（IPscoreを用いた特許ポー
トフォリオマネジメント）”等の専
門セミナーもあります（表を参
照）。詳細及び登録施設は
www.epo.org/learning-eventsをご
覧ください。

ウェビナー
（8月と12月を除く）月の最終木
曜日毎の“Monthly patent 
information newsflashes”に加え
て今年の無料ウェビナーは、一連
の特別モジュールを提供します。

参照番号 ウェビナータイトル 日付
VC18-2014
VC14-2014
VC15-2014
VC03-2014
VC15-2014
VC15-2014
VC04-2014 to VC10-2014     月刊特許情報速報  

Patent information services for experts (PISE)を用いた公報の検索
Patent information services for experts (PISE)を用いたGlobal Patent Index (GPI)の検索
特許ファミリー
月刊特許情報速報　3月
Espacenet
欧州特許登録データベース

オンラインで提供される公開ウェビナー（抜粋）

参照番号 セミナータイトル 期間（日） 　　開始日

EPOウィーンでのトレーニングセミナー

PI02-2014
PI03-2014
PI04-2014
PI05-2014
PI06-2014

4
2
4
3
4

初心者のための特許検索
Global Patent Index (GPI)を用いたEPOの世界データの検索
初心者のための特許検索
IPscoreを用いた特許ポートフォリオマネジメント
上級者のための特許検索 

2014/3/31
2014/5/21
2014/9/8

それらは“Searching the Bulletin using 
Patent information services for 
experts (PISE)（Patent information 
services for experts (PISE)を用いた公
報の検索）”から“Espacenet”までの範
囲におよび、EPOの特許情報プロダク

ト及びサービスの多くの側面を扱います
（表を参照）。表にあげたウェビナーは
すでに登録可能で、今年中にさらに多く
のウェビナーが行われます。

詳細は、www.epo.org/pi-trainingをご覧頂く
か、pitraining@epo.orgまでご連絡ください。

2014/9/24
2014/10/13

2014/3/19

2014/3/20

2014/3/26
2014/3/27

2014/4/7
2014/4/8

2014/4/24, 2014/5/22, 2014/6/26, 2014/7/31, 2014/9/25, 2014/10/30, 2014/11/27
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特許情報を理解する

特許ファミリーとは？
特許ファミリーは、1883年に工業所有権の保護に関するパリ条約で導入
された、特許出願のための優先権概念の偶然の副産物です。パリ条約
は、発明者が１つの国で最初の特許出願をしてから他の国で同じ発明に
ついて出願するまでの時間を1年としました。発明者が原出願の“優先
権”を主張すると仮定すると、その1年間に別の誰かにより出願された発
明は、特許性を評価するための先行技術として考慮されません。

データベースは、同じ優先権又は優先権群を持つ特許のグループを特定
でき、単一の発明に対する公報からなる“特許ファミリー”にこれらをま
とめます。特許ファミリーに関する2009年の論文1でEdlyn Simmonsは、
「特許ファミリーは、国の法律又は国際法ではなくデータベースにより
定義され、ある発明のファミリーメンバーはデータベース毎に異なる」
と述べました。データベースに適用される定義に依存するこれらの違い
は、特許出願の構造が複雑な場合にのみ明確になります。つまり、出願
が数か国に出され、複数の優先権を主張するときです。

特許ファミリーを越えて　－　最新の視点
Patent Information Newsではずいぶん前に特許ファミリーに関する一連の記事を掲載しました。 
それらは人気が高く、十数年後でもまだ読者がバックナンバーを注文します。 
以下の文章はそれらの記事の簡略版で、特許ファミリーに関する必要なデータの検索を、
今日の特許情報プロダクトがどのように可能にするかについての詳細を述べています。

定義1：シンプル特許ファミリー
全く同じ優先権又は優先権の組み合わせを持つ全文献は、1つの特許
ファミリーに属します。
この場合、文献D1はファミリーP1の唯一の文献で、D2とD3はファミ
リーP1-P2に属し、D4はファミリーP2-P3に属し、D5はファミリーP3に
属します。  

ファミリーP1  

ファミリーP1-P2 

ファミリーP2- P3 

ファミリーP3 

定義2：少なくとも１つの共通の優先権を持つ全文献は、同じ特許ファ
ミリーに属します。
この場合、文献D1、D2、D3はファミリーP1に属し、文献D2、D3、D4は
ファミリーP2に属し、文献D4、D5はファミリーP3に属します。

定義3：優先権文献から直接的又は間接的にリンクされている全文献は、
１つの特許ファミリーに属します。
この場合、文献D1からD5は同じ特許ファミリーP1に属します。

２つの文書の全ての優先権が同じ場合、それらは“同等物”と呼ばれま
す。これは、Espacenetの書誌データ表示画面のAlso published asで使用さ
れている定義で、欧州特許登録データベースではEquivalentというターム
で示されています。

このむしろ厳しい規則でさえも任意の2つの文献が同一であることを保証
しない、ということに注意すべきです。確かに、このようなファミリー
を構成する様々な文献は、十中八九異なる言語で公開されています。理
解できない言語の公報が検索で出てきた場合には、理解できる言語の
ファミリーメンバーがあるかもしれません。 

理解できない文献を見つけ、理解できるファミリーメンバーもない場合
には、常にPatent Translateがあるということを忘れないでください。     

定義3は特許ファミリーのより広い定義で、“拡張”又はINPADOCパテント
ファミリーと呼ばれます。

例えば、特定の特許の地理的範囲を定めるために、世界中の（優先権で
リンクされた）関連特許文献のファミリーを検索することが目的の場合
には、これが使用すべき定義です。EPOのPatent Data and Services unitの
Fenny Verslootは、「シンプルファミリーは発明を説明するもの又は定義
するもの、INPADOCファミリーは技術を説明するもの、と考えること
ができます。」とかつて述べました。

優先権P1  文献D1   

文献D2   

文献D3

優先権P1 
優先権P1 優先権P2 

優先権P2 

文献D4

文献D5

優先権P2 優先権P3 

優先権P3 

ファミリーP1-P2 

文献D1   

文献D2   

文献D3

文献D4

文献D5

ファミリーP1  ファミリーP2  ファミリーP3

優先権P1  
優先権P1 

優先権P1 優先権P2 

優先権P2 

優先権P2 優先権P3 

優先権P3 

ファミリーP1  

文献D1   

文献D2   

文献D3

文献D4

文献D5

優先権P1  

優先権P1 

優先権P1 優先権P2 

優先権P2 

優先権P2 優先権P3 

優先権P3 
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例：
US5402857 Oil and gas well cuttings disposal system 
Publication number:  US5402857 
Publication date:  1995-04-04 
Application number:  US19940197727 19940217 
Priority number(s):  US19940197727 19940217 
Also published as:  US5564509 (A1), NL9500301 (A), GB2286615 (A),  

NL194733C (C), CA2142536 (C)

US5402857の検索では、文献自体と5つの同等物（カナダ、イギリス、オラ
ンダ及び米国内の同等物）を探し出しました。その一方で、“拡
張”（INPADOC）ファミリーシステムは、ファミリーのより広い定義が使
用されているため、同じ優先権に対して81文献を探し出します。この多く
の検索結果は、2つのシステムの異なるフィロソフィーを反映していま
す。 

Espacenetを使用した拡張特許ファミリーの検索の仕方
完全な拡張ファミリーを検索するには単にINPADOC patent familyをクリッ
クします。 

INPADOCファミリーはバックグラウンドで“処理”されます。アルゴリズ
ムの最初のステップとして、追加文献を検索するために全ての優先権番
号が使用されます。このステップで見つかった文献のそれぞれに対して
このプロセスが繰り返されます。それ以上新しい文献が見つけられない
場合にのみこの繰り返しが終了します。

また、例えば、オリジナルの文献の優先権番号の代わりに公開番号が使
用された場合では、ある国々についてはいくつかの付加的で高度なルー
ルがあります。これは、現在ほど優先権番号が注意深く扱われなかった
過去にはかなり頻繁に起こりました。

特許検索にリーガルステータス情報を含めると、例えば、分割出願、継
続、一部継続、PCT（国際）出願の最初の出願の国内公開など、優先権
リンクが時に欠如している追加リンクを検索することが時々あります。

拡張ファミリーは、国内の出願番号を追加の接続要素とみなし、（例えば、
関心のある国がパリ条約を批准していない又は出願が遅すぎて優先権を主張
することが出来なかった場合）同じ範囲を持つ共通の優先権がない文献を含
むことさえできます。これらの人工的な又は“知的な”リンクは、完全なPTC
最小限資料のために体系的な方法で構築されています。優先権情報が完全で
ない古い文献（1968年以前）に対しても同様です。

共通引用文献
EspacenetでINPADOCファミリーをリストとして取り出すと、ファミリー中
のメンバーを取り扱う特許庁ごとに個別の出願の取り扱い方が異なることに
気付くことができます。Show citationsボックスをクリックすると、INPADOC
ファミリーメンバー毎のサーチレポートの引用が更新されます（IPC欄を上
書き）。より充実してインタラクティブな表示をするには、CCDリンクをク
リックし、CCDデータベースのシンプルファミリー引用を表示します。定義
3より、INPADOCファミリーは多数のオーバーラップするシンプルファミ
リーからなることが分かります。Get next familyボタンをクリックしてCCDで
これらのファミリーを順番に表示することができます。

データ中のギャップに注意する
EPOのウェブサイト2の統計を用いて、あるエリアのどこにギャップ又は
遅延があるかを確認できます。これらの統計は毎週更新され、一連の文
献が欠如していたり遅延していたりする場合を示します。

Edlyn Simmonsの論文は、不完全な特許ファミリーや、属していないファ
ミリーに表示される間違ったメンバーの原因となる様々な要因を分析し
ています。例えば、優先番号における単なるタイプミスが特許サー
チャーにとって重大な問題となります。

国内段階に移行した欧州特許の場合、大多数の加盟国における有効化、
失効等の情報は、欧州特許登録データベースのリーガルステータス情報
から入手できます。Legal status表示のディープリンクでその国の特許登
録データベースを直接検索できます。Espacenetから各国の特許登録デー
タベースへも同様のディープリンクがあります。

1) E S Simmons. "Black Sheep" in the patent family. （特許ファミリーの“厄介者”）
World Patent Information 31 (2009) 11–18.

2) http://www.epo.org/searching/data/data/tables.html

1) http://blog.epo.org/

特許情報プロフェッショナルのためのイベント 
EPO特許情報カンファレンス、11月4日～6日、ワルシャワ、ポーランド

「効率的で信頼できる特許情報システムをさらに発展させるには、特に
ユーザグループや特許庁から多くの参加があることが必要です。EPOはこ
れらの努力における主要な役割を継続して果たします。なぜなら、我々に
とって特許情報は最優先事項であるからです。」
EPOのBenoit Battistelli長官の2013年1月28日のブログ1より。

予定を空けておいてください！EPOの特許情報カンファレンス2014が、
2014年11月4日～6日にポーランドのワルシャワで開催されます。
それは、仕事で特許データを扱う全ての人にとって今秋の集合場所です。

プログラムには広範囲にわたる分科会セッション、トレーニングコース
及びディスカッショングループが含まれます。展示会は業界有数のもの
で、主要な特許情報プロバイダの全てが最新のプロダクトとサービスを
展示します。

代表団と展示者の登録は6月に開始されます。 

EPO特許情報カンファレンス2014はポーランド特許庁との共催です。

www.epo.org/pi-conference

イベント

－株式会社ワイゼル訳－
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EPOデータ

EPOの特許ファミリーの中に…あるべきか、ないべきか
例えば、シンプル特許ファミリー又は拡張特許ファミリーである欧州特許が国内段階に移行したことの確証を、
実際それが存在することを知っているにも関わらず、どうして見つけられないのか疑問に思ったことはありますか？ 

特許ファミリーの１つの機能はも
ちろん、特許発明の地理的範囲を
決定することですが、“国内移
行”とも呼ばれる欧州特許の付与後
段階の場合には、もっと複雑にな
ります。

EPOのウェブサイトの新しい表
は、国内移行が特許ファミリーに
加わる時期を予測し、他のどこで
この情報を見つけることができる
かを知るための役に立ちます。本
記事は、その表1が基づく理論を
説明します。

欧州特許の翻訳 
欧州特許条約の38の加盟国のいくつ
かでは欧州特許の明細書の完全な翻
訳を必要としますが、その他の国は
ロンドン協定を批准し、EPCでの翻
訳要件を完全に又は部分的に免除し
ました。

しかし、実際にはそれは何を意味
し、どのデータベースが特定の欧州
特許に関連する国内段階への移行の
概要を提供するのでしょうか？シン
プルファミリー又は拡張ファミリー
を見る必要があるのでしょうか？

国内移行と特許ファミリー 
EPOの特許ファミリーは、同じ発明
がどこで出願されたか知り、特許発
明の地理的な概要を得ることを可能
にしますが、EP特許の国内段階移
行に関する完全な概要を探し始める
には間違った場所です。それ
は、EPOが、“シンプル特許ファミ
リー又はINPADOC拡張ファミリー
に関わらず”実際の“特許公報をその
特許ファミリーの基礎としているか
らです。特許庁が翻訳の必要性を免
除すると、データベースに追加す
る”実際の“公報はありません。

国内段階に再公表又は翻訳がない
別の理由は、いくつかの国の法律
では、欧州特許公報で欧州特許の
付与が記載された後その国の特許
として直ちに効力を有することを
許可するからです。これは、フラ
ンス、ドイツ、ルクセンブルク、
モナコ、スイス/リヒテンシュタイ
ン、及びイギリスの場合です。し
かし、例外はあります。オースト
リアとドイツの国内段階ではドイ
ツ語で書かれた欧州特許の翻訳
フィールドを見つけられません。
それにも関わらずオーストリアと
ドイツは、登録特許を“AT-
T”、“DE-T”公報として元々の欧州
特許と異なる番号を付けて再公表
します。従って、データベースは
オーストリアとドイツの国内移行
をパテントファミリーに含みま
す。

オーストリアとドイツ以外で気づ
く別の例外は、“EP”の国コードを
自国のものに変えるか、番号と国
コード全体を入れ替えるかのどち
らかにより、国が実際に特許番号
を変える場合です。その後これら
は特許ファミリーに入ります。

以下の国について、翻訳が入手可
能かどうかを書誌データベースで
見ることができます：

– ベルギー
– クロアチア
– キプロス
– デンマーク
– フランス
– ギリシャ
– アイルランド
– ポーランド
– ポルトガル
– サンマリノ
– スロベニア
– スペイン
– スイス/リヒテンシュタイン

エストニア、ハンガリー、スロバ
キア及びスウェーデンは、EPOに
翻訳した公報を提供しないため特
許ファミリーには入っていませ
ん。ギリシャについては、最近の
文献は入っていません。

もちろん特許ファミリーの中に国
内出願もあります。これらは一般
に、優先権として最初に出願され
たもの、又は欧州出願と並行して
出願された国内出願です。

覚えておかなければならない重要
なことは、特許ファミリーは実際
の公報に基づき、他の特許庁から
EPOに提供される情報に頼ってい
るため、特許ファミリーの中に全
てがあるわけではないということ
です。ここが、欧州特許登録デー
タベース又は他のEPOのリーガル
ステータスソースがギャップを埋
めることができる部分であり、特
にLegal statusエリアのディープリン
クからできます（2ページ参照）。 

INPADOCのリーガルステータス
も、Espacenet、登録データベー
ス、OPS又は商業ソースのどこで検
索したかに関わらず、データ中の
ギャップのいくつかを埋める役に
立ちます。範囲に関する詳細な情
報は、www.epo.org/searching/data/
data/tables/weekly.htmlをご覧くださ
い。

最後に、本記事の情報と矛盾する
と思われる例を見つけた場合
は、patentdata@epo.orgでEPOまでご
連絡ください。品質をさらに改善
する助けになります。

1) www.epo.org/searching/data/data/tables/
regular.html
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特許分析

業界の原動力を明らかにする
特定のテクノロジー又は産業部門
の詳細なトレンドから競合他社の
たくらみまで、特許分析はたくさ
んのことを教えてくれます。地域
的な長所短所を分析したり、グ
ローバルな視点を得るために遠く
から眺めてみたりするために特許
分析を用いることができます。

このページの表は、PATSTATデー
タベースの1980年以降の全データ
を用い、それをマクロ経済で広く
使用されている43のセクターに分
けています。標準化された1980年
のデータからスタートし、赤のエ
リアはある年における平均以上の
特許活動を示し、

1  食品、飲料
2  タバコ製品
3  テキスタイル
4  衣服
5  革製品
6  木製品
7  紙
8  石油製品、核燃料 
9  基礎化学品
10  農薬、農薬製品 
11  塗料、ニス
12  医薬品

13  石鹸、洗剤、トイレタリー 
14  その他化学品
15  人工繊維
16  ゴム及び樹脂製品
17  非金属鉱産物 
18  基礎金属
19  組立金属製品
20  エネルギー機械
21  汎用機械 
22  農業機械及び林業機械 
23  工作機械

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

19
80

Fields 19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

セクター別の特許活動、1980年で標準化

青のエリアは平均以下の特許活
動を示します。色が濃いほど平
均からの偏差が大きいことを表
しています。 

表は理解するのに数分かかりま
すが、特許データの力をよく表
しています。 

例えば、医療機器の特許が成長エ
リアである等の我々が予測するこ
とを、多くの事例でそれは裏付け
ています。また、それは驚くべき
トレンドを明らかにする、という
ことも分かるかもしれませんが、
このことはご自身で発見するよう
にここでは取り上げません！

24  特殊機械
25  武器弾薬
26  家電製品
27  事務機器及びコンピューター 
28  電動機、発電機、変圧器
29  配電、電気制御、電線、
　  電気ケーブル 

30  蓄電器、バッテリー
31  照明機器
32  その他電気機器
33  電子部品

34  信号伝送、通信
35  テレビ受信機及びラジオ受信機、  

オーディオビジュアル電子機器  

36  医療機器
37  測定機器
38  工業プロセス制御機器 

39  光学機器
40   腕時計、時計
41  動力車
42  その他輸送設備 
43  家具、消費材

Above-average patenting activity
Below-average patenting activity

－株式会社ワイゼル訳－
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分類

CPCの改定　－　変化についていく

2013年1月1日の新しい共通特許分
類（CPC）の開始から、ユーザ
は、CPCのスキームおよび定義が
どのように最新に保たれ、改訂が
どのようになされるのかについて
質問してきました。

CPCより前にECLAやUSPCにも改訂
の必要性を生じさせたように、成
長中のテクノロジーや出現しつつ
あるテクノロジーがCPCに定期的
な改訂の必要性を生じさせます。
これは、改善や明確化のために常
に行っている努力に加えて別のも
のです。

CPCの改定は、IPCから借用する専
門用語を用いて、含まれる変更の
性質および目的により分類されま
す。

メンテナンス・プロジェクト
“メンテナンス・プロジェクト”と
は、変更が編集上の性質のみで、
再分類を伴わない場合をいいま
す。典型的な例は、タイプミスま
たは文中の言い回しの改良による
修正です。

改定プロジェクト
“改訂プロジェクト”とは、スキー
ムの変更が新規作成、削除、また
は現在の項目の“範囲の変更”とな
る場合に使用される用語です。プ
ロジェクトを完成するためには、
文献の再分類、すなわち文献を新
スキームへ合わせることが必要で
す。

定義プロジェクト
最後に“定義プロジェクト”は、再分
類の必要のない定義の作成または
修正のみを含みます。典型的な例
は、サブグループの新しい定義の
追加です。

初版のCPC定義は、全てのサブク
ラス（“indexing only”を除く）とメ
イングループをカバーしている、
ということは覚えておく価値があ
ります。多くの場合で定義はサブ
グループレベルにもあります。

手続き
最も複雑な手続きは改訂プロジェ
クトのためのもので、ジョイン
ト・ボードとして知られているEPO
－USPTO二者間によるCPC管理委
員会の決定を必要とします。その
他の手続はいくらか簡単です。

最初の“依頼”により改定範囲の概
要を定め、行われる再分類作業の
初期査定を開始します。これを受
け、ジョイント・ボードがCPC改
訂プロジェクトを開始し、この2
つの特許庁からの専門家が新ス
キームの詳細を考案します。

新スキームの合意に至ると、文献
が両方の特許庁により一貫して分
類されることを確認するために新
スキームがテストされます。テス
トの後、スキーム（ある場合に
は、および定義）は更新され、新
スキームが有効になります。 

変更に関する文書が、CPCウェブ
サイト1の“notices of changes（変更
のお知らせ）”に公開されます。

2014年1月1日からのIPCの変更点
昨年末の少し前に、WIPOは、2014
年1月1日から有効となる国際特許
分類（IPC）スキームの改定をアナ
ウンスしました。

分類記号の変更に関する詳細は、
www.wipo.int/ipcpub/でご覧くださ
い。左側の列でVersionを2014.01に
設定し、Compilationタグをクリッ
クしてください。フランス語バー
ジョンは、左側の列のLanguageにあ
ります。

変更は、以下のコードを使用して
表に示されています。
D –  削除
C –   範囲の変更による又は再分類
を伴う修正
M –   範囲の変更がなく再分類を伴
わない修正 

重要な変更のあるIPCのサブクラス/メイングループ

B23K 26/00
B42D 25/00

C09D 11/00
E05B 77/00から 
E05B 85/00
G01N 21/00

G03B  7/00

G03B 21/00
H01L 31/00
H01M 10/00
H02S

H04N 19/00

記号

レーザービームによる加工、例．溶接、切断
身分証明機能又はセキュリティ機能によって特徴づ
けられる情報担持カードまたはシート状物；それの
製造
インク
自転車用以外の車両用の錠

光学的手段、すなわち、赤外線、可視光線、又は
紫外線を使用することによる材料の調査または分析
シャッター、絞りまたはフィルターを、各単独に、
または連動して設定することによる（写真機器におけ
る）露出の制御
映写機
光起電モジュール
二次電池、その製造
赤外線、可視光線または紫外線の変換による電力発
電、例．光起電モジュールを使用するもの

デジタルビデオ信号を符号化、復号化、圧縮または
伸長するための方法または装置

N –  新規 
U –  この言語のバージョンでは変
更がないが、IPCの他の言語バー
ジョンで変更

多くの変更が“M”カテゴリとなり、
記号のタイトルを明確化していま
す。

下の表中のIPCのサブクラス/メイ
ングループは、より重要な変更を
含んでいます。

EPOは、IPC2014年版の使用可能な
全ての再分類データをEPOのデータ
ベースにロードしました。USPTO
と共にEPOもまた、CPCスキームを
新しいIPCに合うようにするよう努
力していきます。

1) www.cooperativepatentclassification.org/
CPCRevisions/NoticeOfChanges.html

変更に関わる内容
A63F 13/00 ビデオゲーム
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CPCの範囲 
CPCのウェブサイト1上の新しい
文書は、CPC記号を用いて分類さ
れた世界の文献に関する概要を提
供しています。

“体系的に分類された”とは、言及
した全文献がEPOの分類担当者に
よりすでに分類されていることを
意味しています。2013年の1月1日
以降、USPTOも、全US文献、全A
公報（PG公報）およびいくつか
のB公報をCPCに従って分類して
います。

特許ファミリーシステムのおかげ
で、他の特許文献は、分類された
特許に関連する場合は自動的に
CPC記号を与えられます。従っ
て、中国、韓国、日本、ブラジル
およびロシアのいくつかの特許文
献も、体系的ではありませんが分
類されます。

CPCの収蔵物はまた、各国特許庁
により分類された“ユニークな”文献
も含んでいます。結局のところ、
世界中の約4000万の文献がCPC記号
を持っているのです。.

国 国コード   非体系的に分類された***

CPCの範囲

ARIPO
オーストリア
オーストラリア
ベルギー
カナダ

スイス

ドイツ

EPO
フランス

イギリス
ルクセンブルグ
オランダ
OAPI
アメリカ

国際(PCT)

1から完了（1985年7月3日）
288 286から（1971年1月15日）
1973年1月18日から（1971年に最初の出願）
100 486から（1892年）
848 159から （1970年8月4日）
最初に出願した居住者は939 101から 
（1974年1月1日）

208 320から （1939年1月31日）
1968から
1から（1877年）
6 609 798から（1973年1月4日）
1から完了（1978年12月20日）
292から（1844年）
92 701から（1968年12月20日）
1909 02 488から（1910年1月27日）
555から（<1920年）
28から（1913年）
1から（1966年1月15日）
1から完了（1836年7月13日）
8から完了（1839年9月23日）
120から完了 （1855年10月4日）

1から完了（1985年12月3日）
7800001から完了 （1978年10月19日）

100 025から（1925年）
1 019 332から（1933年）
1959年～1962年
114 746から（1908年）

1から （1888年）

1 037 492から（1928年）

1817 04 136から（1817年）

AP
AT*
AU*
BE
CA*

CH

DE

EP
FR

GB
LU
NL
OA
US

WO

A,B
B,D

A,B
D
A,B,C
U
A
A,B
E
A,B

A,B
E
I（防衛）
I （審判、計画）
H

国 CPCで
分類された文献

分類された
文献の割合

その他の特許文献のCPCの範囲

日本
中国
韓国
ブラジル
ロシア連邦
インド

3 906 848
1 312 404
689 397
293 591
146 964
23 682

23.8
20.1
28.7
59.0
18.7
43.6

16 420 277
6 540 437
2 405 373
497 297
783 870
54 363

* 最初の出願のみ、すなわち外国の
優先権なし。

**  “完了”でない場合は、収蔵物中のいく
　つかの文献がCPCに従って分類されて
　いないことを意味します。

***   収蔵物の特定の範囲におけるいくつ
　かの文献がCPCに従って分類されて
　いることを意味します。

文献の再分類は、スキームの公開
前（改定のUS版）、または公開
後（改定のEPO版）に行われ、そ
の場合は再分類作業が進行中であ
ることをユーザに知らせる“警
告”が表示されます。

各プロジェクトは、たくさんの
具体的な成果物をもたらします：
–  スキームの変更
–  （該当する場合）新しい又は修正
された定義

–  新旧分類記号の関係を表す改訂
用語牽引一覧（RCL）

–  CPCからIPCの用語牽引一覧（CICL）
–  CPCのどこかにあるスキームの参照
番号を更新する相互参照一覧（CRL）

進行中のCPCの改定プロジェクトの概要は、
www.cooperativepatentclassification.org/CPCRevisions/Projects.html
をご覧ください。

1) www.cpcinfo.org

コード 体系的に分類された** 

EPOのデータベー
スに存在する文献

－株式会社ワイゼル訳－
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ESPACEnET

EspacenetのFAQ
本セクションでは、EPOのEspacenet
ヘルプデスクの専門家に、現在最も
よくある質問を示してもらいまし
た。

Espacenetでクエリが拒否されまし
たというメッセージが出るのはど
うしてですか？
Espacenetへのアクセスを全ての
ユーザにとって公平1なものとする
ために、システムの過剰使用を制
限するいくつかの技術的手段を
EPOは最近実装しました。これら
の手段はリクエストの数とダウン
ロードできるデータの量を制限し
ます。EPOが使用限度を調整する
と、パフォーマンスの問題が起き
たりエラーメッセージが表示され
たりするかもしれません。

Espacenetがクエリを拒否したとい
うメッセージを受け取った場合
は、以下の情報をEspacenetヘルプ
デスク（espacenet@epo.org）へ送
信してください。
–  IPアドレス（例えば、Googleを
立ち上げ、“what is my IP address”
と入力します）

–  団体/会社名
–  そのIPアドレスを使用して現在
作業しているユーザの数および
ユーザの作業時間

– Espacenetからデータを抽出す
るために実行させている自動
ツールの情報

その後、それに応じてEspacenet
ヘルプデスクチームが使用限度
を調整できるようになります。

分類検索
–/low 演算子は何を意味していま
すか？ 
/low 演算子は、特定の分類記号の
下位階層にある全てを対象に検索
を行いたい場合に使用されます。

例えば、Advanced searchフォームの
CPCサーチフィールドで
H01L21/027/lowを入力する
と、H01L21/033等の階層的に従属
するものを全て検索します。しか
し、H01L21/027のみまたは
H01L21/027/exactを入力すると、
ヒットはずっと少なく、それらは
その特定のサブグループに制限さ
れます。

Espacenetではどのようにしてクエ
リの履歴をオンにできますか？
Espacenet画面の一番上にある灰色
のバーにSettingsというタブがあり
ます。

ここで以下を有効にできます：
–  クエリの履歴
–  分類のポップアップ
–  ハイライト

結果一覧のヒット数はどうして
概算なのですか？
最初の結果一覧中の文献の数は、
ほぼいつも“およそ”と示されます。

結果一覧を1ページずつスクロール
していくと文献数が変わり、一覧
の終わりで最終的な結果の数が得
られます。

この理由としては、システムは一
覧がスクロールされるにしたがっ
て、重複している文献（つまり、
同じ優先権番号を持つ文献）を一
覧からすべて除いていくからで
す。

最終的なヒット数を得るてっとり
ばやい方法は、結果一覧が500ヒッ
トより少ない場合に使用できる、
（例えば、昇順の優先日などの）
並び替え機能を使用することで
す。そうすると、一覧の最後まで
移動せずに最終的な数字がすぐに
表示されます。 

Firefoxを使用してオリジナル文献
をダウンロードできないのはなぜ
ですか？
現時点ではFirefoxを使ってオリジ
ナル文献をダウンロードすること
はできません。これは、次回メン
テナンス後のリリースでは修正さ
れていることになるバグです。

現在では、Save fileを選択しても何
も起こりません。この一時的な問
題の回避策は以下のとおりです：

Open withに続いてFileを選択し
Save asをクリックする、または別
のブラウザを使用します。

EspacenetのEPデータベースおよびWIPOデータベース
Espacenetを開きAdvanced search画面
に行くと、デフォルトのWorldwide
データベースの代わりを表示して
いるドロップダウンメニューがあ
ります。

EPデータベース
EPデータベースは、欧州特許庁に
より公開された全ての欧州特許出
願を含んでいます。新しいEP出願
は、毎週水曜日（14：00以降）に
データベースに追加されます。そ
れらは、その後少しして
Worldwideデータベースで利用可
能になります。

WIPOデータベース
WIPOデータベースは、WIPOによ
り公開された全てのPCT特許出願
を含んでいます。通常、新しい特
許出願は、公開後約2週間で、毎週
（毎週水曜日）データベースに追
加されます。それらは、その後少
ししてからWorldwideデータベース
で利用可能になります。

利用、機能およびニュース
Worldwideデータベースに勝る主
要な長所の1つは、EPデータベー
スとWIPOデータベースでは全特
許文献を全文で検索できることで
す。

EPデータベースでは、タイトルは3
つの公用言語（英語、フランス語、
ドイツ語）であります。他の言語で
タイトルを表示するには、バナーで
適切な言語をクリックしてインター
フェースを変更します。

過去に経験した技術的な問題のい
くつかは解決されています。EP
サーバおよびWIPOサーバは今で
は再び完全に作動しており、それ
ぞれのデータコレクションはもう
一度最新になっています。

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

－株式会社ワイゼル訳－
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パブリケーションコーナー

“パブリケーションコーナー”ではEPOの公報に関する最新の統計を
提供します。

欧州特許公報 
2014年1月‐3月

EP-A 文献
EP-A1
EP-A2
EP-A1 + A2 合計

EP-A3
EP-B 文献
EP-B1+B2

週間平均 
2014年

1 008
330

1 338

349

1 098

合計  
2014年1－3月

13 099
4 289

17 388

75.3%

4 540

14 279

2013年
との比較  

–0.5%
–9.6%
–2.9%

3.9%

–15.6%

■ 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: 改訂された欧州特許明細書

注：表にはPCTルート（欧州－PCT出願）で出願された欧州特許出願に
関する統計は含まれません。それらはWIPOから公開され、英語、フラ
ンス語、ドイツ語以外の言語でない限りEPOでは利用できません。現在
全ての欧州特許出願のうち約60％が欧州－PCT出願です。

アジアの特許情報

アジアニュース 
シンガポールの特許法の改正が施行
シンガポール知的財産庁（IPOS）
によると、シンガポールの特許制
度の立法化された改正は2014年2月
14日に施行されます。以前の“自己
査定制度”は“肯定的付与制度”に
取って代わられました。新制度で
は、出願に関する審査報告があら
ゆる点で肯定的である場合にのみ、
IPOSは特許を付与します。
さらに、否定的な審査報告を受け
た出願人はレビュー手続きを使用
することができます。

詳細は、IPOSのウェブサイト
www.ipos.gov.sgをご覧ください。

KIPRISに無料の韓英機械翻訳ツール
2014年1月初旬、韓国特許庁（KIPO）
は、KIPRIS検索システムから利用で
きる無料の韓英機械翻訳サービスを
開始しました。新サービスは、1980
年代初めから今日までの韓国特許公
報の全てに対する翻訳を提供しま
す。英訳及び韓国語の原文が並んで
表示されます。

KIPRISでの英訳の表示方法に関する
ガイドは、EPOウェブサイトのアジア
特許情報www.epo.org/asiaでSearching 
in databasesをご覧ください。

KIPRISは
http://eng.kipris.or.kr/enghome/
main.jspから利用できます。

グリーンテクノロジーに対して
TIPOが早期審査を導入 
台湾特許庁（TIPO）は2014年1月1
日から、グリーンテクノロジーに
関する特許出願を早期審査プログ
ラム（AEP）の対象に加えまし
た。AEPは1年間のトライアルとし
て最初に2009年1月に開始さ
れ、2010年と2013年に修正されま
した。

特許出願人によるAEPの利用を促
すために、グリーンテクノロジー
についての広い定義を採用したと
TIPOは述べています。発明特許の
出願は、そのテクノロジーが省エ
ネ、新エネルギー、新エネルギー
を動力とする車両、または炭素削
減に関する場合にはAEPの対象に
なります。

早期審査のための要件に関する詳
細は、TIPOの英語ウェブサイト
www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=2の
Patentsセクションをご覧くださ
い。

SIPOが実用新案および意匠の審査
ガイドラインを改訂
中華人民共和国国家知識産権局
（SIPO）で実施されている審査ガ
イドラインの最近の改定で、実用
新案および意匠の形式審査に検索
要素が導入されました。これら2タ
イプの権利の質をいっそう高める
ことを目的としているとSIPOは説
明しています。

審査ガイドラインの改定部分は、
実用新案の出願が新規性を欠いて
いるかを、審査官が予備審査中に
先行技術または対立する出願の情
報に基づき判断することを要求し
ています（審査ガイドライン、
パート1、第2章、セクション11）。
意匠の出願については、中国特許
法の23条の要求事項、すなわち先
行意匠が存在しないこと、を満た
しているかを審査官が予備審査中
に判断します（パート1、第3章、
セクション8）。

さらに、実用新案および意匠の出
願の場合、出願が中国特許法の9
条、すなわち一つの発明につき一
つの権利のみを付与し、その権利
は最初に出願した出願人に与えら
れる、を満たしているかを審査官
が予備審査中に判断します（パー
ト1、第2章、セクション13および
パート1、第3章、セクション
11）。

これらの変更は、2013年10月15日
から有効になりました。

www.sipo.gov.cn/zwgg/jl/201311/
t20131106_876947.htmlで正式な通
知（中国語のみ）を見ることがで
きます。

アジアニュースの詳細は、
EPOのウェブサイト
www.epo.org/asiaのUpdates
をご覧ください。

EP-A1 + A2 合計に対する
EP-A3の割合

－株式会社ワイゼル訳－



お問い合わせ
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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リーガルイベントコード表の新機能

EPOでは、“Classification of recently 
used legal status codes（最近使用され
たリーガルステータスコードの分
類）”という便利な表をウェブサイ
ト上に提供しています。
それは、各国のリーガルステータス
データベースでどのイベントコード
が使用可能かを示しています。

リーガルステータス：
日本のバックファイルがほぼ完成  

EPOにおける
審査ガイドライン
審査ガイドラインは2013年9月に改
訂され、欧州の出願と特許を審査
する場合に従うべき慣行や手続き
を設定しています。それらは欧州
特許条約およびそれを実装した法
令を補足します。

www.epo.org/law-practice/legal-
texts/guidelines.html

2012年の終わりに、EPOの世界の
リーガルステータスのデータベー
ス中のレコード数が1億に達しまし
た。その後18か月も経っていない
2014年1月に、それは1億5000万を
超えました。急成長の理由の１つ
は、日本のリーガルステータスの
バックファイルデータをデータ
ベースに加えるために行ってきた
作業です。この大量の作業が現在
ほぼ完了しました。 

EPOの世界のリーガルステータスの
データベースにおける、発生した国
別のリーガルステータスイベントの
数（上位10か国のみ）

国の横の＋印をクリックし、その国
のコード一覧を開くことができま
す。
特定のコードをクリックしてから
＜CTRL＞＜Shift＞Cを押します。
そのコードの詳細な説明が表示され
ます。

www.epo.org/searching/data/data/
tables/regular.html

欧州特許のとり方　
－出願人のためのガイド、パート1
“出願人のためのガイド、パート1”の最
新版である第14版（2013年10月）は、
様々な段階における実践的なアドバイ
スを与えながら、欧州特許の出願に伴
う手続きの概要を提供します。 

www.epo.org/applying/european/
Guide-for-applicants.html
をご覧ください。
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