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“グローバル・ドシエ” － 世界
最大級の特許庁からの新サービス

特許付与手続およびその後における個々の特許出願・特許の進展状況を
追跡することがいかに重要であるかは特許専門家に周知のことです。
新サービスにより、EPOと中国を手始めとし、世界の五大特許庁を網羅
してこの追跡を行うことがより容易になります。
2014年6月に開始した“グローバル

・ドシエ”は、 EPOと中国国家知識
産権局（SIPO）からの特許出願に
関する全ファイル（「包袋」とし
ても知られている）閲覧サービス
を提供しています。今後2年間に
亘ってグローバル・ドシエサービ
スは拡張され、米国特許商標局、

五大特許庁における特定の特許出
願のファミリーメンバーを確認

し、各特許庁の手続に関するファ
イル中の公開部分に直接リンクで
きるようにすることです。記録中
に現れるさまざまな言語を理解す

は、グローバル・ドシエのデータ
はヨーロッパ特許登録簿内の現在
公開されているものと同一です。
SIPOの機械翻訳サービスはいずれ
の中国語の原文献についても英訳
文を提供します。「EPOのグロー
バル・ドシエサービスの開始は、

日本特許庁および韓国特許庁から

るために機械翻訳設備が利用者の
助けになります。

す。この期間が経過しますと、五

第一段階として、この新サービス

いるかに関する情報への単一アク

明特許出願に関する公開されてい

ことを目指す上で大きな前進です。

す。ヨーロッパ特許出願について

する出願をより効率的に管理する

の包袋データを含むことになりま
大特許庁がすべて参加し、五大特
許庁からのデータに対してそれぞ
れの特許庁自体のインターフェー
スを提供することになります。

－株式会社ワイゼル訳－

基本的なコンセプトは、これらの

利用者の出願が世界中の別々の特
許庁においてどのように進展して

はSIPOにおける2010年以降の発

セスポイントを利用者に提供する

るデータをすべてカバーしていま

このことは、利用者が自らの関連
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ための助けになり、時間とコスト
の節約につながる。 EPOとSIPO
がこの構想の最前線にいること

特許ファミリーが中国出願（2010
年2月11日以降の出願）を含んで
いる場合には、“グローバル・ド

は大いに喜ばしい。これは戦略

シエ”のアイコン：Global dossier

的パートナーシップの成果であ

で示されように、特許関連書類の
包袋が公開されます(図１参照)。

る」とEPO長官Benoit Battistelli
氏は述べました。

グローバル・ドシエの操作
EPOのグローバル・ドシエにアク
セスするためには、ヨーロッパ特
許登録簿（www.epo.org/register
に公開）においてまず調査を行う

グローバル・ドシエのアイコンを
単にクリックするだけでウインド
ウが開き、ヨーロッパ特許原簿と

図２：中国の包袋内の公開文書リストの例

同じ外観や印象で表されたSIPO
の包袋の目次が表示されます
（図2参照）。

必要があります。次に、調査結果
リストから目的の記録を選択し、
その特許ファミリーを見ることが
可能です。

図３：中国の包袋内の英語に機械翻訳されている文書の例

Espacenetにおいても利用可能な
グローバル・ドシエ

の包袋にも利用者が確実にアク
セスできるようにするために、

ヨーロッパ特許ファミリーメン

EPOはグローバル・ドシエを

バーを有しない、中国の包袋や、
後日になりますが、五大特許庁

図１：パテントファミリーのメンバーリスト（グローバル・ドシエへのリンク付） のうちのさらに他の特許庁から

Espacenet経由でも利用できる
ようにすることも計画中です。

公報

欧州公報サーバーへの変更
「完全な、統一された、エラー

依存しうることを利用者は認識

これら三つの形容詞は、欧州公

標準的なフォーマット：PDFお

点が何を達成しようとしている
かを示しています。この公報サ

よび明細書の完全な収録からい

ーバーは欧州特許公報用の公式

EPOによって最初の文書が発行

のない」

報サーバーに対する最新の改善

発行プラットフォームであるの
で、EPOはその質の面での目標
を特に高く設定している。従っ
て、公式な情報源としての公報
サーバーから検索したデータに

2

することが利用者とって格段に容

する必要があります。利用者は、 易になります。

よびXMLによる欧州特許出願お
かなる文書も検索可能です。
された1978年まで㴑及して、

XMLデータは統一された方法で

これらの変更は一連の対策のうち
の最初のものの結果です。さらな
る改善が、いずれもヨーロッパ特
許公報の完全な、統一された、エ
ラーのない収録を提供することに
狙いを定めて、進められていま

現在フォーマットされています。 す。
これにより、公報サーバーから
検索した文書を処理して再利用
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論説

グローバル・ドシエと連邦登録－分散
化されているデータの検索を最大限に
グローバル・ドシエと連邦登録プロジェクトは、特許情報を利用者に提供す
る点において、何か新しい、革新的でさえあるものをEPOにもたらします。
今まで、EPOの作業は、主とし
て、世界最大の特許データベー
スの“管理者”としての役割と、
これらのデータベースのために
なおさらに多くのデータを取得
することに集中されてきまし
た。その作業は継続されてお

り、特にアジアの審査状況デー

タの分野において、近年EPOが

達成してきた進展は誇るべきも
のです。EPOのデータベースを

維持することは膨大な努力を要
するもので、毎週新しいデータ
を収集し、その体裁を適切に整
え、データベースに追加し、そ
のようにして更新したデータベ
ースをあらゆる利用の場に供給
しています。

対照的に、グローバル・ドシエと

わたってさらに発展することを

置いたままにすることです。そう

許庁からのデータに関して奨励

心待ちにしています。それらの
念は、データを、それがある場所、 解決策は、EPOの協力方針の枠
すなわち、それが発生した場所に
内で相手になっている多くの特
連邦登録の背景にある全体的な理

することにより、誰かが特定のデ
ータの記録を必要としたとき、そ
の場所にアクセスして瞬時にその
データを得られます。この方法は
維持作業を減らせる利点があるだ

けでなく、利用者がデータを見た
ときには完全に更新されている情
報が得られ、しかも、情報源から
のその情報の信頼できるバージョ

ンであることが確実になります。

分散化による解決策は特許情報ツ
ールの入手可能な範囲を真に強化
するもので、今後数か月・数年に

している「品質は情報源から」
の原則を具現化するものです。

彼の逝去はウイーンのEPO職員に

これらの解決策は現存の集中化

とって大きなショックでした。下
記追悼記事に記載されているよう

決してなり得ませんが、発展

に、彼は足跡を残した人物であり、
多くの人が寂しい思いをすること

情報サービスに代わることには
し、それらの集中化情報サービ
スに対して計り知れないほど貴

になります。

重な補完になると考えます。

この論説を終えるにあたって、
Ferdinand Rudolfについて個人的
に一言付け加えさせていただき
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

追悼

Ferdinand Rudolf

タイルは水面下で彼に多大な影響

メッセージの融合である「インフォ

ヨーロッパ特許情報界における重
鎮の一人であるFerdinand Rudolf

市場に重要なインパクトを持つこ

に人間味のある身近なイメージを植
え付けました。

が2014年7月6日にウイーンで亡く
なりました

年にEPOへ入庁し、特許情報提供
機関としてのEPOの地位を確立す

開放しました。それまでの利用者

れた私生活とをどのように融合さ

負担から解放し、彼らの製品によ

した。ひけらかすことのない専門

Patent Information Newsと特許情

ました。また、特許専門家以外の

い、手放すことのないパイプ、さ

側であるが、彼が残した最も偉大

マーケットがあることも彼はわ

り行くタバコの香りと共に、彼は

廃止し、全分野を新しい利用者に

は、仕事と活気にあふれて充たさ

に対しては、ローヤルティ支払の

せるかについて素晴らしい実例で

り多くの投資を行わせるようにし

知識、ユーモアのセンス、豪傑笑

間でも特許情報に対する大きな

らに、彼が動くたびに彼と共に移

な足跡と思われる業績のより見に

かっており、特許情報から利益を

職場の同僚の記憶に末永く残るで

タ供給会社の販売・促進スペシャ

たちに特許情報をわかりやすくす

定年後の生活を楽しむために
Ferdinandはこのオフィスを2010年

した。彼は特許データの市場を理

アクセスに対する障壁を低くする

Patent Information Newsを立ち
上げたことであり、それからほぼ
23年経過し、90号を発行した後

でさえ、広い購読者層を持ち続け

う一つの重要な貢献は、EPIDOS

利用者による会談の着想でありま
した。この会談がEPO特許情報会
議に発展し、特許調査従事者に

とって世界で最も重要な行事であ
ると多くのひとに考えられていま
す。
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時が経つにつれて、Ferdinandは部

幸せとしていることで知られた彼

た。彼の最初の業績の一つは

けるFerdinandの初期におけるも

とになった文書である「データに
関するEPOの限界費用価格方針」

を利用するためのローヤルティを

る上で当初から役割を果たしまし

した決定でありました。EPOにお

テインメント」を採用し、特許情報

長になり、20名を越えるスタッフ
を含む、データの流通に関する
EPOの方針の立案者の一人でした。 からなる部を率いました。ファッ
この新しい方針はEPOの文書資源 ションセンスと生きていることを

。Ferdinandは1991

ていることからも、明らかに傑出

を与えました。彼は、特許データ

報会議はFerdinandの遺産の見える

くい部分にもなります。WPOに加 得られるであろうが、特許情報そ
のものの存在に気づいていない人
わる前、Ferdinandは商業用デー

しょう。

リストとして長い年月を過ごしま

ることにも取り組みました。彼は

10月に離れました。その定年後の

解していました。彼の知識、それ
に、彼の控え目であるが堅実なス

ことに賛成し、無料のサービスを
支持すると共に最新のメディアと

は誰も思いもしなかったことで

生活がかくも短いものになろうと
す。

Patent Information News 3 | 2014

September 2014

3

ases

ts

データベースのサービス区域を示す地図
下記の地図は１年前最初に公表されたもので、今は更新されています。我々Ｅ
ＰＯのワールドワイドな書誌及びリーガルステータスデータベースのサービス
区域を示しています。その色は、データがどれくらい最新かについて示します。

ディシジョンメーカー
のためのIP統計会議

2014

11月17～18日、東京にて
これまでは「ディシジョンメー

カーのための特許統計会議」と呼

んでいた、ディシジョンメーカー
のためのIP統計会議（IPSDM）が、
－日本のOECD（経済協力開発機

構）加盟50周年記念として―11月
17、18日に東京で開催されます。そ
の名称の変更は、単に特許だけで
なく知的財産権の全範囲に焦点が
広がったことと、このイベントに
OHIM

（欧州共同体商標意匠庁）

が新しく関与することになったこ
とを反映しています。

民間部門及び公共部門からのディ

1

シジョンメーカーとのIP統計に基づ
く最新の経験的な証拠を議論する
フォーラムであり、その会議は下
記のような内容をカバーします：
– 知的財産と新技術の出現と普及
– 知的財産と知的財産の集成の

ための市場

– 金融の革新と企業：知的財産の

役割

– 特許と他の知的財産権の組み

合わせ：“知的財産の束”

– 知的財産と創造的産業：意匠の

役割と工業デザイン保護の役割

– 知的財産制度の比較：知的財産権、

2
1

データベースを利用すると、地
図上のグレーの国々について分

離した記録を目にすることがあ
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、又は
その他の理由により、その記録
がデータベースにある可能性が
ありますが、定期的な信頼性の
あるデータ供給が（現時点で

は）適切になされていません。
画像は、2014年7月26日の週の
データベースの スナップショ
ットに基づきます。

4

EPOやWIPOなどの国際的機関
は、地図中央のボックスにリス
トされています。

既に存在しない機関は表示され
ません。

この地図によって、利用できる
データを地球規模で一望にでき

ます。 EPOデータベースに関す
るより包括的なサービス区域の
情報は、 www.epo.org/searching/

2

リーガルステータスのサービス区域
書誌データのサービス区域

マップ上の色分けの手がかり
n 最新のデータが 6か月以内のもの
n 最新のデータが 6か月～ 2年のもの
n データは利用可能だが完全または
最新ではないもの

法律と手続、地益財産権保護のコ
ストと利点に関する国相互の分析

– 知的財産に向けた社会的姿勢：知

的財産庁と方針政策決定への含意

– 弾力性ある経済と包括的社会：

知的財産が果たす役割は何か？
– 知的財産の経済：我々が本当に

知っているのは何か、そして我々
が知っておくべきことは何か？

data/tables/weekly.html にてご利

詳細については、

用になれます。

www.epo.org/statをご覧ください。
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sis

物体上への特許マッピング

3.0
2.9

データを可視化する一つの方法は、見慣れた物体上にデータを
マッピングすることです。これらは、最も一般的に、

Y02E10/726

グラフィックデザイナーが、出生率、平均所得、

2.8
2.7
2.6

2.5
2.4
2.3
2.2

学校の数等の特定の統計数値が地域によってどのように
変化するかを示すために、土地の地図上に異なる色を使用する
形からみることができます。また医療分野においては、図形、

2.1
2.0
1.9
1.8

例えば、特定の統計情報を示す方法として、着色または歪めら
れた様々な器官を有する人体の図形が、しばしばみられます。

1.7
1.6
1.5

特許のビジュアル化に関する話に戻ると、右記のグラフィックは、

風力タービンの図面上にマッピングされた、風力タービン分野の特
許活動を示しています。 色は各領域で出願された特許の数が、ど
れくらい平均（平均=1.0）から外れているかを示しています。

Y02E10/725

Y02E10/723

分析はEPOの特許統計用データベースPATSTAT1 を使用し、データ

Y02E10/721

は2002年～2011の間に出願された公開特許のデータを使用しまし

た。右記のグラフィックに示された技術領域は、共同特許分類
（Cooperative Patent Classification） 方式のY02タグ、特にY02E10/70

1.4
1.3
1.2

1.1
1.0
0.9
0.8

およびその様々な下位分類を使って定義されました。
このグラフィック表現タイプは、有形のオブジェクトに関連付けら

CPC code		

れているいかなる技術領域も、理論的には表現可能です。もちろん、
多くの構成要素を有するオブジェクトにおいては非常に複雑になる

Y02E10/723

タービンの制御

Y02E10/726

ナセル

ことがありますが、その結果は驚くべきものになると思います。

Y02E10/721

ブレード及びロータ

Y02E10/725

ジェネレータおよび構成

1) www.epo.org/patstat

共同特許分類

CPCの改訂版に関する事前情報
もしあなたが特許検索の際に、特許分類に依存しているならば、

CPCの改訂は、技術の発展に相応するために必要です。CPCの改定

が必要不可欠です。

されます。通常、改定は限られた数の技術領域に影響し、したがっ

共同特許分類（CPC）スキームの改訂を最新の状態に保つこと

は月１度のフェースで、EPOとUSPTO間で合意されるとすぐに実行
て、それらの分野で従事する人々にのみ関係します。

CPCのウェブサイト上の新しいサービス1 では、現在、今後の改訂に

関するほぼ１カ月の事前通知を提供しています。この"Pre-release"(事
前公開)情報は、必要であれば実際の改訂が実施される前にそれらの
変更に慣れるための機会を提供し、またそれに応じて、保存されて
いる検索プロファイルを適応させる機会を与えてくれます。

変更予定の概要を取得する最速の方法は、"Pre-release"（事前公開）

ページの最下部に記載されている"Notices of Changes"（変更の特記
事項）をご覧になることです。 各通知は、特定のCPCの下位分類に
関連し、改訂発効時に、その下位分類の内、変更されるものの完全
な詳細を提供します。

典型的なCPC変更通知の例より抜粋

1) www.cooperativepatentclassif ication.org/CPCRevisions/prereleases.html

－株式会社ワイゼル訳－
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どこでヨーロッパ特許文献を検索すべきか
ユーザーにヨーロッパ特許に関する情報を提供する多数の製品があり

ます。しかし、厳密には細かな点でそれらが提供する文献にアクセス

する仕方が異なります。たとえば、Espacenetが特許出願の為のみの機
械可読テキストであるのに対し、パブリケーションサーバは、特許出

多くの場合、これらの違いは、そのサービスの目的の違いによるもの
です。

下記の表は、EPOが提供する主要な特許情報製品およびそれらを介し

願および特許明細書の両方のための機械可読な全テキストを含みます。 て得られる文書の広範な概要です。

EPAB (*)

Espacenetにサービ

出願された全ての

全欧州特許文献の

欧州特許出願および

タベースからデー

（電子出願閲覧）

プラットフォーム

ングするための、全

ユーザーに先行技術
スすることを可能と
する最初の公開公報
文献種別

Publication server

OPS

へかんたんにアクセ

に主要な焦点をおい
た、出願ベースの

all documents

スを提供するデー
タを配信するため

公開情報

A1

A2
A3

Euro-PCT (**)
A4 (***)
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n
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*

サーチレポート付きで公開された欧州特許出願
サーチレポートなしで公開された欧州特許出願
（公開日時点で使用不能なサーチレポート）
欧州サーチレポートの別途公開された刊行物

Euro-PCT (**)

EPOにて国内移行されたPCT国際出願

A8

A文献すなわちA1またはA2文献の訂正されたタイトルページ

利用可能
利用不可
CCT=文字コード化されたテキスト

CC-PDF=文字コード化された PDF
EPABは電子版ESPACE EPディスク
に対応
(**) 対応する WO公開より
**
(*)

(***) A4文献は EPO公式の公報では
ありません

補足サーチレポート

A9

A文献すなわちA1、A2またはA3文献の完全複製

B2

新規欧州特許明細書（改訂明細書）

B8

B文献すなわちB1またはB2文献の修正されたタイトルページ

B1

欧州特許明細書（登録特許）

B3

欧州特許明細書（限定手続後）

6

生データ

CCT*

A3

B9

文検索等の高度な検

完全データベース

として購入可能な

索機能を備えたもの

文献コードの説明

A4 (***)

登録特許をモニタリ

n/a

n/a

A8

A2

ための公式の公報

サービス

CCT*

A1

生データ製品

Register/

Espacenet

B文献すなわちB1またはB2文献の完全複製
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国際協力

data

IP5の新しい ウェブサイト

2014年、生データの日

2014年6月、IP5特許庁（欧州特

す。

年に一度の春、欧州特許庁は、

開特許サービス) ― が代わりの方

い。そして、新しいRSSフィード

報を交換するために、生データ

データベース全体ではなく、部

許庁、日本特許庁、韓国特許庁、

www.fiveipoffices.org をご覧くださ

許庁）は、その最新のウェブサイ

を使って、ニュースと進展を最新

中国国家知識産権局および米国特
トを立ち上げました。新ウェブサ
イトの目標は、外部にIP5協力の

透明性を高めることと、明確な方
法で具体的な結果を記述すること
です。現在のサイトには、イベン
トカレンダーとIP5特許庁の産業
界との協議についての欄もありま

の状態にすることを忘れないでく
ださい。

IP5特許庁は、新ウェブサイトに
ついてのユーザーのコメントや

フィ ードバックを歓迎していま

す。 ip5@epo.org に書き込みをお

願いします。

最新の生データ便りに関する情

法として、自動顧客ツールで、

のユーザーと会合します。
「2014年、生データの日」は会

分的に抽出されたものを必要と

議室での激しい議論によって注
目を集めました。およそ60人の

生データ・ユーザーと15人の欧

州特許庁の専門家が、プレゼン

五大特許庁（IP5）からのカギ

になる2013年の統計は、2013

年の予備の統計データの選択を
含んでいる短いレポートの中の
IP5ウェブサイトで、現在、利
用できます。2013年のより多

くの包括的なIP5統計レポート

SR）が用意されていま

（IP5

す。この年次刊行物は、発明活

します。東京での最近のIP5統計

ワーキンググループ会議での集中
的な議論の主題が、今年度のレポ
ートとして韓国特許庁の編集責任
の下にあります。これは2014年の

最終四半期に公表される予定です。
「2013年のカギになる統計デー
タ」予備レポート及び全IP5統計

動と技術の流れを判断し、IP5

レポートの前年度版は、

庁、韓国特許庁、中国国家知識

html でダウンロードできます。

特許庁（欧州特許庁、日本特許

www.fiveipoffices.org/statistics.

産権局および米国特許庁）の間

特許データサービス・チームが

ースから直接抽出されるので、

である」というチーム・プレゼ

クをすでに終えており、繰り返

● EPO
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Source: http://www.fiveipoffices.org/statistics/2013keydata.pdf
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ータは、欧州特許庁のデータベ
品質と信頼性についてのチェッ

ンテーションで今年のイベント
を開始しました。彼らは、自分

し向上され、修正されます。欧
州特許庁のHelmut Dreschers氏

たちは何者で、何をするのかを

は、欧州特許庁の引用データの

説明しました。名前に顔を付け

処理、内容およびサービス区域

ることは、観衆に非常に評価さ

について洞察しました。

「生データ」とは正確には何
か？
Espacenetで検索する際、欧州

特許庁のデータベースのデータ
にアクセスするEspacenet検索
エンジンを使いす。Espacenet

は、人が使用するために設計さ
れており、可能な検索には限界
があります。検索の範囲をさら
に広げるために、例えば、生デ
ータ製品からバルクデータを提
供する欧州特許庁の高度な製品

EpimorphicsのBrian McBride氏

は、"big data"の世界における新
生児である、"Linked Data"を発
表しました。同氏は欧州特許庁

がデータを"Linked Data"として
提供した場合、何が可能である
かを予測しました。発明者を自
分の国の天気に結び付けて、太
陽が発明の数や品質にでさえ影
響するかどうか分析することを

想像してください。

参加者から頂いた「生データの
日」の評価とコメントは、リー

や、商業的なプロバイダーに替
えることができます。主な生デ

ガル・ステータス・データの交

ータベースDOCDBとINPADOC

であろうことを示しています。

スです。欧州特許庁は完全なEP

に水面下で動いておりますが、

ータ製品は書誌情報に関するデ

IP5特許庁における特許出願（2014年4月の予備データ）

ことをいいますが、この定義は
欧州特許庁の生データの内容を
含みません。欧州特許庁の生デ

れました。

での手続きを比較する手段を提供

名前には何があるのか？

生データは、未処理のデータの

テーションと討論の日のために
集まりました。

「我々は、patentdata@epo.org

カギになるIP5統計

しているユーザーに提供します。

換のための新しいXMLフォーマ
ットが次のホットな話題になる

リーガルステータスデータベー

この野心的なプロジェクトは既

データ、切抜きの画像と全文製
品も提供しています。毎週のア

その最初のデータの抽出は今年

ップデートと、完全なバックフ

の年末頃が予想されています。

ァイルを得るオプションととも

確かに、来年の「生データの日」
で議論するための十分な題材に

ケージの形で提供されます。

更に詳しい情報は、以下へどう

に、これらは全て定期購読パッ

定期購読だけが生データへの唯
一の方法ではありません：

OPS ― Open Patent Service(公

なりそうです。
ぞ。

www.epo.org/learning-events/
events/conferences/raw-data.
html
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モロッコの技術情報センター・ネットワーク
モロッコでは、技術情報センター(TISCs)のネットワークを設立するため、最近、いくつかすごい方策
がなされています。以下の記事では、モロッコ特許庁(OMPIC)のNour-Eddine Boukharouaa氏が、更に
詳しくTISCネットワークについて述べています。
モロッコでは、技術情報センタ

ー(TISCs)のネットワークを設立
するため、最近、いくつかすご

い方策がなされています。以下
の記事では、モロッコ特許庁(O
MPIC)のNour-Eddine

Boukharouaa 氏が、 更に詳しく
TISCネットワークについて述べ
ています。
技術情報センターのネットワー

ク、即ち、TISCs(Technology
and Innovation Support

Centers、技術革新サポートセン
ター)が、革新と科学研究を促進
するため、モロッコ特許庁(OM
PIC)とその計画の一環としての

パートナーによって、設立され

ました。TISCネットワークの目
的は、ユーザーの技術情報のニ
ーズに適応したサービスを提供
することです。

TISCネットワークは、以下の
サービスを提供します：

様々な機関によって主管されてい

ます。2010年11月の開始以降、

特許からの技術情報をネットワー

クのメンバーに 広めています。メ
ンバーの数は、 2011年と2014年
4月の間に、7から40に増えまし

た。これらの拠点は、ユーザーに
特許情報検索サービスを提供し、
知的財産権、特に特許についての
意識を向上させ、特許出願時にサ
ポートをします。拠点は、以下の
ように分類されます：
－TISCOMPIC:

TISCネットワー

ク支援活動部門およびモロッコ特
許庁により主催された拠点
－TISC企業:

企業協会により主

－TISC大学:

大学および他の教

催された拠点

育機関により主催された拠点

－

TISCR&D:

研究機関および他の

TISC技術:

技術センターにより

研究団体により主催された拠点－

図２ : モロッコのTISC 拠点

TISCネットワークの活動
TISCの拠点は、以下の周辺
サービスを提供します：

主催された拠点

ングまでの、革新プロセス全体
のためのコンサルタント・ツー
ルの案内

MICIEN
代表団 9

ESRFSC省

－知的財産権、特に特許に関す
－研究成果の促進

TISC監視委員会は、TISCの活動

－最新技術の検索

R&D
センター8

法人協会 2

40のメンバーと
特許庁 1

50の拠点

技術学校 4

－予測調査

すために支援活動部門で－年に

－年に二回、TISCネットワーク
は、知的財産（特許情報検索、
特許起草、特許評価など）につ

－特許マッピング

－クリアランス調査

計画を確認し、その経過を見直
二回、会合します。

これらのサービスは、次の検索
モジュールに分類されます：

学的、技術的情報の調査を助け

－アイデアから製品マーケティ

大学 19

－企業特定の技術課題、および

る意識向上

－特許データベースにおける科

－特許出願をサポートします。

－特許情報検索

題の識別

ビスを提供します：

ます。

図 １ : TISCネットワークの構成

大学と研究機関に対する研究課

TISCの拠点は、以下の周辺サー

いて最高の実践につながる研修
団体 3

技術センター1

ネットワークは50のTISCsから
成り立っています。50のTISCs

理学部 1

は、「拠点」としても知られて

革新サポート
基金 1

と、そして情報と意識キャン

ペーンも調整しています。それ
らはメンバーたち各々によって
順番に主催されています。

おり、モロ ッコの革新に関する
8
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g

EspacenetとEuropean Patent
無料ウェブ
Registerの学習プログラムを更新 セミナー

モロッコでの特許出願
150

160

50
37

36

newsflashes（月刊特許情報ニュー

最新アップデート版が公開されま

この学習補助プログラムは、

フランス語、ドイツ語から利用で

ntとwww.epo.org/register-assis

きます。
この学習プログラムは、初心者用

けます。また、Espacenetと

資料から上級者用の資料まで、両

19

2011

無料オンライン学習プログラムの

した。この学習プログラムは英語、 www.epo.org/espacenet-assista

74

8

通常、毎月の最後の木曜日に公開
される"Monthly patent information

チャーでも幾分驚くような内
Registerの変更点を全て反映した、 容になっているはずです。

100

0

EspacenetとEuropean Patent

2012

2013

● 国内特許出願
● 国際特許出願

図 3 : 国内出願と国際出願の一覧表

tantからそれぞれご利用いただ

European Patent Registerのヘル

方の資料を含んでいます。例えば、 プページからもリンクすること
"Tips and tricks（情報と裏ワザ）" ができます。

項目は、最も経験豊かな特許サー

ス速報）"

に加え、下半期の無料

ウェビセミナーが、再度、様々な
特許情報関連のトピックスを伝え

る予定です。これらのウェブセミ
ナーには、European Patent Register
とその新機能に関する紹介だけで
なく、パテントファミリーと
Global patent index（GPI）に関す

るセミナーも含まれています。

これらのウェブセミナーには、台
湾、香港、マカオだけではなく、

それぞれの拠点を主管するこれ
らの機関は、同じテーマで以

て、ユーザーおよび特許出願人
向けの半日のトレーニング・イ
ベントを用意しています。

TISCネットワークの情報検索ユ
ニットは、企業や大学に対し、
特許に関する技術情報を発信し
ます。 同ネットワークの設立

以来、これらの拠点は、様々な
技術分野において470を超える
調査を行ってきました。

定期ニュースレターであるTISC
ニュースは、これら全てのネッ

CPC、ヨーロッパ・パブリケー

ションサーバー及び、インド、

ASEAN諸国、アラブ諸国からの特
許情報を扱う４つの新しいウエブ
セミナー・シリーズも予定されて
います。詳細と登録はhttp://

www.epo.org/learning-events/

events/search.htmlでされるか、
またはpitraining@epo.orgまでに
ご連絡ください。

ウェブセミナーのスケジュールは
常に更新されておりますので、随
時、新しいウェブセミナーの追加
を確認されることをお勧めいたし
ます。

トワークの活動を報告していま
す。 TISCネットワークのメン

バーたちは、ますます多くの特
許出願を申請しています。

今後予定されている
特許情報セミナー

EPOとOMPICの間の緊密な協力

2014年の下半期（10月13日～16

2016年から発効することとな

調査セミナー（Patent searching

の結果、バリデーション合意が
り、これによりモロッコでの欧

日）に、EPOの「上級者用特許
for advanced users） 」がオース

す。

トリアのウィンにて再び開始さ
れます。詳細は、www.epo.org/

TISCネットワークに関する詳細

ご連絡は、Patent Information

い：http://www.tisc.ma.

てお願いいたします。

州特許の有効化が可能になりま

は以下のサイトをご参照くださ

－株式会社ワイゼル訳－

pi-trainingをご覧ください。
Training：pitraining@epo.org
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アジアニュース
韓国特許法の改正
韓国特許庁（KIPO）は、2015年

更に2015年1月1日からは、特許

1月1日から英語での特許出願を

に失効した特許権を取り戻すこ

認める予定です。海外の出願者
たちは英語での韓国特許出願を
認められ、出願から14カ月以

権者が毎年の年金不払いのため
とも、より簡単になります。元
の支払期限及び支払遅延のため

ント
インド特許庁は、「医薬品分野

ベントが、今秋、アジアにて開催

の6ヶ月の猶予期間に、間に合

わなかったとしても、特許権者

早い日までに韓国語翻訳文を提

とが可能になります。このよう

以内の、いずれかの期間終了が

がその権利の回復を申し込むこ

出する必要があります。

な権利の回復が許される条件を

一般に、特許と実用新案を出願

により、その対応費用も低下す

と、出願者が早い出願日を確保
することがより容易になりま

す。また出願形式に構わず、例
えば論文や研究ノート等のよう
な、発明の内容を説明する資料
を提出することにより、特許を

決定する規定が緩和されること
ることになります。詳細につい
ては、韓国特許庁（KIPO）の
法条文の概要をご参照くださ
い：www.law.go.kr

（現在韓

国語でのみ利用可能です）

日本の第３者情報提供に関する

申請することも可能になりま

告知の更新
日本特許庁（JPO）は、2009年

ら14ヶ月以内、或いは審査請求

にウェブサイト上で、第３者に
よる情報提供のオンライン受付

す。しかし、最先の優先権日か
から3カ月以内の、いずれかの

期間終了が早い日までに標準形
式での出願を提出する必要があ
ります。

アジアで開催予定の今後の特許情

報イベント

内、或いは審査請求から3カ月

するための要件が緩和される

「インドの医薬品分野の特許出

願審査のためのガイドライン草

に関する情報を公開し始めまし
た。それ以降、第３者がオンラ
イン上で情報提供をすることが
可能になり、また最新の統計数
値だけでなく、手続き上の詳細
な情報にもアクセスできるよう
になりました。日本特許庁は

2014年6月下旬に、その英文

ウェブサイト上で、日本での第
3者による情報提供の実施に関

案」の改訂版に寄せられたコメ

昨年同様、多くの特許情報関連イ
される予定です。関連展示会やコ

の特許出願審査のためのガイド

ンファレンスは、国内と海外両方

ライン草案」の改訂版に寄せら

の聴衆を対象にしており、特許情

れたコメントを公開しました。
草案に対する国際機関の見解だ

報やその他の知的財産関連の話題
に焦点を当てる予定です。 詳細

含むこの文書は、インド特許庁

は、主催者の英語のウェブサイト
でご覧になれます：

けでなく、国内企業の見解をも
のウェブサイトの専用のセク

－ 韓国："PATent INformation

ションで提供されています：

Expo" (Patinex)（特許情報

www.ipindia.nic.in/iponew/

EXPO）、2014年9月3日～4日 、

comments_PharmaceuticalGuid

ソウル：www.patinex.org/

elines/FeedBack_

Pharmaceuticals.htm

－中国："Patent Information
Annual Conference of

台湾特許庁（TIPO）が特許付与
の手順に関する公式FAQを改訂
最近の台湾特許法の改正に伴い、

China" (PIAC)（中国特許情報年次
総会）、 2014年9月11日～12日、
北京：www.piac-china.com/eng/

台湾特許庁（TIPO）は、特許付
与手続きに関するFAQ（よくあ
る質問）の改訂英文版を公開し

piac2013About.html

ています。 FAQが提供する情報
は、発明特許、実用新案および
意匠の申請手続きの全段階に渡
っており、特許情報検索に関す

Conference"（特許情報フェア＆コ

るアドバイスも含まれています：
www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=2
( "Patents" と "FAQs" をクリック
してください。)

その他のアジア関連ニュースは

－日本："Patent Information Fair &
ンファレンス）、2014年11月5

日-7日、 東京：www.pifc.jp/eng/

EPOのwww.epo.org/asiaでご覧にな
れます。

する概要をアップデートしまし
た：www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/
t_ tokkyo_e/submission.htm

er
“公報コーナー”ではEPOの公報に関する最新の統計を提供します。
■ 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

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。
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週間平均
2014年

EP-A documents

■ EP-B2: 改訂された欧州特許明細書
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欧州特許公報
2014年1月9月

合計
2014年1  9月

EP-A1

1 026

40 026

EP-A1 + A2 合計

EP-A2

306

11 919

2013年
との比較
1.4%

–16.2%

–3.3%

1 332

51 945

EP-A1 + A2 合計に対するA3の割合
358
EP-A3

13 981

6.6%

1 231

48 022

–5.4%

EP-B documents
EP-B1+B2

77.1%

－株式会社ワイゼル訳－

アジアの特許情報

台湾特許庁の特許文書の英語機械翻訳
年間8万件超の出願数のため、台湾の特許、実用新案および設計のための英語情報へのアクセス
は、長年にわたり、ユーザーコミュニティのウィッシュリストとなっています。
特許翻訳の導入が成功することにより、EPOは、特許文献の機械翻訳

ステップ２ – いずれかの検索結果を選択し、画面に書誌事項デー

の重要な分野におけるリーダーシップを示しました。2014年8月4

タを表示させる。特許出願のテキストもしくは特許付与された特
許の明細書のいずれを読みたいかに応じて、<Application Full

ベースに無料機械翻訳機能をもたせました。この改善により、現在、

Text>もしくは<Granted Full Text>をクリック。

日、台湾特許庁はEPOの例にならい、台湾特許検索(TWPAT)データ

台湾の文献のための英語情報の検索は、非中国語圏のユーザーにとっ
て、はるかに簡単になりました。
TWPATデータベースは台湾特許、実用新案を含み、英語・中国語の

双方における基本的及び高度な検索インターフェースでさまざまな検
索オプションを提供しています。書誌事項データ、要約および原文献
（ＰＤＦ形式）に加え、TWPATはリーガルステータス及び引用情報
を提供しています。

1991年12月以降に公開された、登録特許、登録実用新案、意匠のフ
ルテキストデータが利用可能です。 台湾特許出願の公開公報のXM
Lデータは、2003年5月時点以降からカバーしています。登録特許、

登録実用新案／意匠が1日、11日、21日に公開されているのに対し、

ステップ３ – テキストデータを閲覧するために、表示された

チェックコードを入力。そこで、英語へのオンザフライ翻訳を入手
するため、ページ上部の<Google translate>ボタンをクリック。

公開公報のＰＤＦバージョンは、毎月1日16日に公開されています。
ただし、デジタル化作業のため、対応するXMLデータは通常約2週

間程度遅れます。TWPATホームページにて、現在の範囲と更新頻
度の詳細をみることができます。

以前は、台湾特許文献の英語機械翻訳を入手するには、TWPATの中
国語インターフェースにて検索をする際に、XML形式のフルテキス

トデータを入手し、その後インターネットで利用可能な機械翻訳ツー
ルにそれをコピーする必要がありました。英語のインターフェースを
通じて、フルテキストデータを入手する方法はありませんでした。新
しいサービスはこれを変更し、ほんの数ステップで英語と中国語両方
のインターフェースにてフルテキストデータをかんたんに入手するこ

台湾特許庁は、下記にて新機能を導入する英語のヘルプファイルを

ステップ１ ‒ 文献番号、分類、キーワード、出願者名もしくは異なる

http://twpat.tipo.gov.tw/tipotwo/help/doc/GoogleTranslate_e.pdf.

とができます：

検索項目の組み合わせにより検索し、番号およびタイトルの検索結果
リストを取得。

提供しています：

さらに、EPOは、TWPAT経由で機械翻訳を取得する方法を示す、新た
なステップバイステップ検索ガイドを追加しました。アジア特許情報
に関するEPOの仮想ヘルプデスクのデータベースセクショ
ン:www.epo.org/asiaにおいて、各国特有の検索にてアジアデータベー

スを検索する上でのそれぞれのガイドを見つけることができます。詳
細については、asiainfo@epo.orgにて、EPOアジア特許情報サービスま
でご連絡ください。
TWPAT英語インターフェース: http://twpat.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwekm

TWPAT中国語インターフェース: http://twpat.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwkm

－株式会社ワイゼル訳－
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お問い合わせ

2015年発明者の推薦

Espacenet

欧州発明大賞2015は、エント

部門

受賞者の決定

取得した、卓越し成功した技術

発明大賞に発明家を推薦できま
スパートと個々の国際審査員の

団体にて働いている方、個人発

中小企業部門：中小企業での並
外れた発明に対する

明家ご自身、もしくは発明家の

大学研究機関部門：大学や研究

独創性だけでなく、経済的社会

仕事に関心を持たれたばかりの
あなた、そのいずれかにかかわ

機関で働く先駆的発明者に対す
る功労部門：欧州の個人発明者

ションを評価します。

espacenet@epo.org

リーを開始しました。

産業部門：欧州大企業が特許を

European Patent Register

産業界で働いている方、大学も

に対する

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

しくは研究機関、または専門職

らず、これはそんなあなた方が
お気に入りの発明家または発明
を大賞に推薦するチャンスで

的インパクトによるイノベー

非ヨーロッパ諸国部門：欧州民
ではないが欧州特許を付与され

ご推薦の提出期限は2014年10
月10日です。
推薦募集

P u b l icatio n i n f or m atio n
2.

エキスパートによる
提案の評価

3.

候補者の
選抜リスト

発行者: Richard flammer
編集者:D. Shalloe, K. maes

6.

受賞者の発表

5.

推薦の発表

4.

審査員による
決定

センター (CSC)
csc@epo.org

労苦によるものであり、技術的

の長年の貢献を称える

pitraining@epo.org
販売/カスタマーサービス

す。選考方法は、ＥＰＯのエキ

た全ての発明家に対する

す。

1.

研修

一般メンバーのどなたでも欧州

寄稿者:n.-E. boukharouaa (OmPIC),
R. feinäugle, C. Kämmer,
S. Kaufmann, S. leplae, h. moohan

EPOカスタマーサービスは欧

East meets West フォーラム

I. Schellner, C. Soltmann

州特許に関するあらゆる問題

2015年4月23、24日、ウィーンにて

Patent Information

(月－金, 08:00-18:00, 中央ヨー

アジア特許情報に関するＥＰＯ
年次フォーラムEast meets West

第一理事会

のお問い合わせにご利用でき
ます。 Tel.: 00 800 80 20 20 20*
ロッパ時間)

www.epo.org/contact
**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

は、 2015年4月23、24日にウィー

ンにて開催されます。Pre-プレカ
ンファレンス・トレーニング講
座は、4月22日開催です。
www.epo.org/emw2015

号をご利用ください）

デザイン:Atelier 59
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