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グローバル・ドシエ － EPO、SIPO、JPO、
KIPO からの包袋をすべて１カ所に
2015 年 4 月 15 日に、EPO はその「グローバル・ドシエ」サービスを拡大し、日本特
許庁（JPO）及び韓国特許庁（KIPO）のデータを含めたと発表しました。ヨーロッパ
と中国の包袋記録を用いて 2014 年 6 月に開始された「グローバル・ドシエ」サービ
スには、2015 年の下半期までには USPTO のデータも含まれることになっています。
「グローバル・ドシエ」の情報は Espacenet 及び European Patent Register から無料で
利用できます。
読者の競争相手が読者のビジ
ネスに影響を与えうる特許出願を
おこなったことを知るのは、悪い
ニュースです。しかし、悪いニュ
ースこそ可能な限り早く知りたい
ので、その特許出願の登録に至
るまでの全ての経過を追いたいこ
とになるでしょう。
そうすれば、特許査定になった
とき、その保護が何であるかを正
確に把握することになり、可能な
最良かつ最新の情報を利用して
どのように対応すべきか決定する
ことができます。

－株式会社ワイゼル訳－

ここ数年の間、European Patent
Register のおかげで、このことが
ヨーロッパ特許出願に関しては簡
単な作業になっています。関心
のある特許出願を見つけたユー
ザは、その特許出願の手続に動
きがある度に自動的に通知を受
け取るように e-mail アラートを申
請できます。そしてその動きをより
詳細に知るために、出願人又は
代理人と、特許庁との間のやり取
り（このやり取りの書類のファイル
がしばしば「包袋」と呼ばれます）
をオンラインで閲覧することがで
きます。

もしあなたが英語しか話せないと
しても、グローバル・ドシエのおか
げで、中国、日本、韓国の特許
出願の包袋を閲覧することも現在
可能になりました。グローバル・ド
シエが 2014 年 6 月に開始された
とき、中国特許出願が最初に包
袋閲覧可能になり、日本と韓国が
今年の 4 月 15 日に「グローバル・
ドシエ」サービスに加わりました。
EPO のグローバル・ドシエにより、
European Patent Register あるい
は Espacenet からパートナー国で
ある５大特許庁（米国、ヨーロッ
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パ、日本、中国、韓国）の包袋に
アクセス可能となり、更に中国
語、日本語または韓国語の書類
が英語で申請されたときは英語
への自動翻訳文（機械翻訳）も作
成されます。
「グローバル・ドシエ」サービス
は、５大特許庁プログラムの一環
で、EPO、JPO、KIPO、SIPO（ 中
国国家知識産権局）及び USPTO
（米国特許商標庁）の間の協力
の結晶です。５大特許庁はそれ
ぞれの特許庁によって作成され
る、特許ファミリー（複数国の特許
庁に出願された同一発明に関す
る出願）の範囲内の情報にお互
いアクセスできるよう合意し、また
その情報を一般公衆も利用でき
るようにすることに合意しました。
European Patent Register がま
ずヨーロッパの特許出願にアクセ
スさ せ、次 に「 グロ ーバ ル・ドシ
エ」サービスを経由して、中国、
日本、韓国のそのファミリー特許
にアクセスさせることは、前期合
意の目標がそこにあるからです。
Espacenet の「グローバル・ドシ
エ」は、更に、特許ファミリー経由
のリンクを飛ばして、中国、日本
及び韓国のデータベース内のそ
れぞれの国の特許出願の原記録
にダイレクトにアクセスすることが
できます。
Espacenet はヨーロッパ特許出
願にパテントファミリーをリンクさ
せる必要性がないので、ヨーロッ
パのファミリー特許を持たない
JPO, KIPO 及び SIPO の「孤立」
特 許 出願 も索 す ること がで きま
す。このことは、例えば海外マー
ケットへの参入を考えているとき
に有用です。
European Patent Register を経
由してグローバル・ドシエにアク

メージのようになります。
「ORIGINAL」と示されている書
類へのリンクをクリックすると、そ
の国の特許庁が発行した関連書
類を閲覧することが可能です。続
けて「TRANSLATED document」
をクリックすると英語への高速自
動翻訳文（機械翻訳）が提供され
ます。

図 1．Ｅｓｐａｃｅｎｅｔのグローバル・ドシエの例：図１のケースにおけ
る韓国の特許出願へのリンクを例示

図 2．European Patent Register のグローバル・ドシエの、中国、
日本、韓国のパテントファマリーの審査情報へのリンクを例示

ファミリー特許を表示するために
は、画面左側のナビゲーションメ
ニューの中の“Patent family”リン
クをクリックする必要があります。

（bibliographic view）の中に「グロ
ーバル・ドシエ」のアイコンがあり
ます。図２は、図１と同じ韓国公
報を示しています。

図１はアジアの３大特許庁のフ
ァミリー特許への「グローバル・ド
シエ」リンクを含む代表的な例
（EP2388845 のパテントファミリー）
を示しています。

「グローバル・ドシエ」のアイコ
ンをクリックすると、ファイルの書
類リストの内容の一覧表が表示さ
れます。

Espacenet では書誌事項画面

これらの機械翻訳文は EPO で
はなく、当該パートナー国の特許
庁が現地で提供しています。
以下の一覧表は「グローバル・
ドシエ」サービスで現在利用可能
な書類を示しています。USPTO
は 2015 年の夏の間に参加を予
定しています。

どのパートナー国の特許庁か
らの一覧表も、例えば、以下のイ

セスした場合と、Espacenet を経
由してグローバル・ドシエにアク
セスした場合との違いを、図１と
図２の２枚のスクリーンショットに
表示しました。
European Patent Register では、
関心のあるヨーロッパ特許出願の
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論説

Federated Register（統合データベース）
我々の多くにとって、欧州統一は長年の夢です。4 月 30 日、EPO とその加盟国の
一部は一歩を踏み出しました。その結果、少なくとも特許という限られた我々の
世界ですが、欧州統一という目標に近づくことになりました。すなわち、我々の
「Federated Register（統合データベース）」 が船出を迎えたのです。
欧州特許が「国内段階」に移
行しているかどうかに関わらず、
その欧州特許に関する全ての情
報が一箇所で見つかると思うの
は当然です。しかし、EPO が最初
の特許を付与して以来、そのよう
なことはできておらず、付与され
た欧州特許の現在の状況を確認
するには、必ずそれぞれの加盟
国へ個別に行かなければなりま

せんでした。それが今変わってき
ています。ヨーロッパ人の真髄を
示すため、少なくとも特許情報に
ついては「ヨーロッパ統合」に向
けて加盟国は熱心に取り組んで
います。
既にカバーしている 3 ヶ国を対
象に、 Federated Register は現
在、公開概念実証の段階にあり

ます。これまでの反響は良好で、
このまま良い反響が続けば、他の
加盟国も次第に参加するようにな
ると考えています。
4 ページに Federated Register
に関する記事があります。お読み
いただき、ご意見をお送りくださ
い。

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

国際対話

「グローバル・ドシエ」－ヨーロッパの利用者に利益をもたらす５大特許庁の
プロジェクト
今年の 4 月に開かれた FICPI
の総会 にお いて、 EPO 長官 は
EPO の「グローバル・ドシエ」ツー
ル の次 のステ ップ を発 表 しまし
た。「グローバル・ドシエ」により、
現在、Espacenet 及び European
Patent Register の利用者たちは
EPO,KIPO,JPO 及び SIPO の包袋
をオンライン上で、英語で利用で
きます（カバー記事をご参照くだ
さい）。
EPO の「グローバル·ドシエ」サ
ービスは、産業界団体が初めて５
大特許庁長官会合に招待された
2012 年に開始された取り組みの
結果です。2012 年の会議におい
て、「グローバル・ドシエタスクフォ
ース（GDTF）」の設置の基礎が築
かれました。 ５大特許庁の国の
産業界の代表者たちや特許庁の
代表者たちで構成された GDTF
の役割は、特許庁と産業界との
間の対話を強化することでした。

－株式会社ワイゼル訳－

産業界の関与は 2003 年以降、既
に「3 極協力」の特徴であり、
GDTF の設立は５大特許庁長官
たちの間の合意、５大特許庁の
協力はより強くユーザのニーズに
焦点を当てるべきという合意に沿
ったものでした。
下記の表は GDTF を構成する組
織と団体を示すものです。

最初の GDTF 会合は、2013 年
ハーグの EPO で行われ、産業界
は野心的な二つのビジョンを呈
示しました。 第一は、５大特許
庁各国の特許庁が保有する特許
情報を単一のポータルから提供
すること、第二は、「クロス・ファイ
リング」、言い換えれば５大特許
庁特許庁間で特許審査のための
文書やデータをリアルタイムで伝
送することでした。目的は、５大特
許庁特許庁間の複数の後の出
願を簡素化することでした。
2013 年の会合では、EPO の欧
州「グローバル・ドシエ」ツールの
開発を促し、「グローバル・ドシ
エ」は 2014 年 6 月に EPO と SIPO
の包袋データでもって開始され、
2015 年 4 月には KIPO と JPO の
データもカバーできるよう拡張さ
れました。産業界はこのサービス
を提供するための５大特許庁の
努 力 を 賞 賛 し 、 2015 年 の会合
で、このことが彼らの第一のビジョ
ンの達成に向けた重要な一歩で
あると表明しました。

5 つの項目のうち、3 つ（アラー
ト、出願人名の標準化およびリー
ガル・ステータス）はヨーロッパの
業 界 団 体 （ BusinessEurope 、
PDG）とヨーロッパのユーザによっ
てたびたび提唱されてきました。
したがって、これらは特許情報コ
ミュニティに共鳴するもので、EPO
は今後数年間でこれらにおいて
大きな進歩を遂げることができる
ことを期待しています。このこと
は、登録アラートや INPADOC の
ようなサービスを強化し、５大特
許庁からのオンデマンド・データ
を用いてヨーロッパのグローバル·
ドシエの質を高めることでしょう。
最近の 5 月の５大特許庁長官
会合において、５大特許庁の長
官たちは GDTF によって提出され
た課題を受け入れ、5 つの優先
事項を含むビジョン・ステートメン
トを承認しました。現在、５大特許
庁のそれぞれの利益と整合する
コンセンサンス・アプローチを決
定する作業レベルまできていま
す。
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欧州特許

新製品：Federated European Patent Register
（統合欧州特許登録データベース）
4 月末に開始した Federated Register により、欧州特許を検索する人が直面している最
大の課題の 1 つ（「欧州特許についてその付与後に何が起こっているのか調べること」）
を解決できる可能性があります。
欧州特許が付与されると、その
特許は「国内段階」に移行し、
EPO 加盟国の各国の特許庁が自
国の領域におけるその特許に対
する管理責任を引き継ぎます。そ
の結果、EPO の設立以来、特許サ
ーチャーは、加盟国全ての欧州
特許の状況を確かめるためには、
各国の特許庁の特許登録データ
ベースをそれぞれ調べなければ
なりませんでした。
European Patent Register に組
み込まれると、数多くの特許庁の
データベースに分散されている情
報がこの新しいサービスにより一
緒に提供されるよう になります 。
European Patent Register はデー
タをライブで収集するので、指定
国における付与後国内段階にあ
る関心のある欧州特許に関する最
新の正式な書誌事項および権利
状況の情報を示すことになりま
す 。 情 報 は 、 European Patent
Register ではなく、各国の特許登
録データベースに管理され、
Federated Register は、European
Patent Register おいて情報を検
索し、表示したりするだけです。従
って、各国の権利状況データの正
確性、完全性、適時性に関する責
任は参加国の特許庁にあります。

図：Federated Register の代表的
な表示の例で、この例では、ルク
センブルクとセルビアとスロベニア
で特許が有効であることを示して
います。
提供される情報には以下のよう
なものがあります。
－国コード
－特許文献の状況
－出願番号
－公開番号
－特許権者
－失効日
－現在特許が有効であるかどう
か
－更新料が最後に納付された
日
－国内データベースが最後に
更新された日
他の加盟国にも登録されている
場合は、関連する国の特許登
録データベースに直接アクセス
できるリンクもあるので、国内段
階の特許についてより詳しく調
べることができます。

この最初の概念実証版に参加
している加盟国は、ルクセンブル 失効日
ク、セルビア、スロベニアです。さ
「失効日」とは、失効に関して
らに他の国も、国内の技術インフ 決定がなされた日付です。
ラが進展し構築されるにつれて参
加することになります。
失効日は以下のような状況のい
ずれかの日付になります。
EPO ホームページの左側のリンク －特許取り下げ
欄にある「Federated Register」ボタ －特許権無効
ンをクリックすると、このサービスを －更新年金納付期限の徒過
利用できます。
－特許の権利期間満了
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Federated Register に表示され
る日付は、該当国の特許庁によ
り提供された最新の日付です。
有効でなくなった日付
「有効でなくなった」日付と
は、該当国において、付与され
た特許権の効力がもはやないと
された日付です。
問題になっている状況および
該当国の特許付与手続きによっ
て、「有効でなくなった」日付と

「失効日」が異なることもあります。
注記：表示されるデータの正確性
や質（特定の目的に利用する情
報の完全性および適合性に限定
しないがこれも含む）に関する責
任は全てそのまま、関連する各国
の特許庁に残ります。完全に信頼
できる情報については、例えば該
当する国コードをクリックして、そ
れぞれの国の特許登録データベ
ースをご参照ください。

European Patent Register－最新リリース
European Patent Register の最新版が、2015 年 5 月にオンライン
化され、以下の点が改良されました。
－検索機能について
‐スマート検索で使用するフィールド識別子は大文字と小文字を
区別しなくて良くなりました。
‐検索クエリに、接頭文字 EP を含める必要がなくなりました。
（例えば、pn=1000000、ap=00101010）
－検索結果リストには、出願人と代理人の名前がそれぞれ 3 人まで
表示されるようになりました。
－ユーザは、Register Alert サービス による監視特許出願リストに
検索結果リストをワンクリックで追加でるようになり、同様にそれ
らを削除することもできるようになりました。
－Register Alert サービスによる監視特許出願リストには、出願人の
名前も含まれるようになりました。

最新リリースのさらなる情報については、www.epo.org/register の
サイトのリリース通知欄に逐次発表されます。

－株式会社ワイゼル訳－

商品

グローバル・パテント・インデッ
クス（GPI）は現在、利用者の検索
結果に関する特許統計を取るた
めのオプションを多数提供してい
ます。ランキング形式で、様々な
精度の 4 つの主な分類記号
（IPC、CPC、FI および F ターム）だ
けでなく、出願人、引用特許文
献の出願人／権利者、発明者お
よび公開国特許庁などの、8 つ
のパラメータのうちのどのパラメ
ータについても「上位 50」を検索
することができます。この新機能
により、利用者の検索項目に関
連する分類記号を極めて簡単に
探せるようになります。

GPI の 2 つ目の新機能は、欧
州、PCT 及び中国のそれぞれ
の特許データベースへのリンク
が、いずれも European Patent
Register
、
WIPO
PATENTSCOPE（特に文献検索
のセクション）、Global Dossier
に追加されたことです。これに
より、特許文献に関する最新の
正式な権利履歴や手続履歴
を、より簡単かつ迅速に入手で
きるようになります。
GPI に 関 す る さ ら な る 情 報
や、2 ヶ月間の無料トライアルに
登 録 す る 場 合 は 、
www.epo.org/gpi をご覧くださ
い。

1 つ目の例は、ソーラーポンプに関する欧州特許文献について
の、最も頻繁に使用されている CPC のサブグループをランキン
グ付きで示しています。
2 つ目の例は、放射性廃棄物処理に関する過去 50 年間の特許
文献数で上位の特許庁を示しています。

EPAB－全ての欧州特許文献の
無料全文検索
EPAB の検索サービスは、全文
検索などの強力なオンライン検索
機能を有しており、長い間、新しい
欧州特許文献を監視するために
役立つツールとして考えられてき
ました。
現在それがさらに改良され、デ
ータベースは EP0000001 まで遡っ
て拡張し、特許出願（文献 A）と付
与された特許明細書（文献 B）の
両方を扱うようになったので、欧州
特許文献の全てを検索するのに
利用できるようになりました。
EPAB は、高度な検索結果リスト
のスクロール・文献閲覧機能を含
む、広範に渡る検索機能を提供し
ます（以下のスクリーンショットを参
照）。

－株式会社ワイゼル訳－

この商品は、統計分析を行うための
ツールを含んでいるので（上記のグ
ローバル・パテント・インデックスが
提供するサービスと同様）、IPC 記
号を使って技術動向を確認したり、
主要な特許出願人を確認したりす
るのに役立ちます。
現在 EPAB で欧州特許文献の全資
料を扱っているので、ESPACE EP A
& B の DVD 商品は 2015 年末に廃
止されます。

出版

欧州特許登録データベースの
新機能
EPO は 23 年間、世界中の
20,000 もの登録者に PI ニュー
スの 3 月版と 9 月版を郵送して
きました。しかし、PI ニュースの
紙媒体版が届くのを待つので
はなく、電子版へのリンク付で
e メールアラートを受信できない
かという問い合わせがますます
増えています。

この傾向と紙媒体版のコストの
面から、EPO は 2016 年以降 PI
ニュースの紙媒体版の廃止を検
討しています。
PI ニュースが新たに発行される
たびに e メールアラートを受信す
るためのお申込みは、
www.epo.org/service-support/pu
blications.html をご覧ください。

EPAB に関する詳細な情報をご希
望のかた、あるいはご自身で試して
みたい方は、www.epo.org/epab を
ご覧ください。
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研修

データニュース

メキシコの新しいリーガルステ
ータスデータ
2015 年 3 月以降、EPO の
INPADOC のリーガルステータス
データベースには、メキシコ
（MX）のリーガルステータスデー
タが含まれてきました。
データは現在、2005 年まで遡っ
て拡張されており、毎月更新され
ています。EPO のウェブサイトに
あるリーガルステータスの変更履
歴リストには、英語（下表を参照）

と原語（スペイン語）の現在利用
可能な全ての MX コードの説明
があります。
メキシコのリーガルステータスデ
ータは、LATIPAT プロジェクトの
一環として、EPO とスペイン特許
庁と WIPO が IMPI（メキシコ）と
共同して努力した結果、取得で
きるようになりました。

ウェブセミナーおよび研修講座
EPO の特許情報ウェブセミナ
ーは無料で、事前にオンライン
登録するだけです。
6 月 25 日、9 月 24 日、11 月
26 日に開催予定の「特許情報
ニュースフラッシュ」に加え、ニ
ュースをお伝えするとともに、
EPO が提供する特許情報の商
品やサービスに関する豆知識
や秘訣をお知らせする無料の
ウェブセミナーが多数あります。
ウェブセミナーでは、例えば
共 通 引 用 文 献 （ Common
Citation Document）、アジアの
国々の特許情報、その他特化
されたテーマなど、特殊な短期

コースも扱っています。今年中の
ウェブセミナーはすでに登録受け
付け中で、他のウエブセミナーが
途中でさらに追加される予定で
す。
登録や最新情報の確認は、
www.epo.org/vc をご覧ください。
授業形式での研修をご希望の
場合は、ウィーンの EPO で今年開
催される下記の 2 つの重要なセミ
ナーを見逃さないようにしてくださ
い。
2015 年 9 月 21 日
特許情報のビジネスへの利用法
2015 年 10 月 5 日
特許検索セミナー

欧州特許文献：発明の名称が
大文字に
2015 年 4 月 1 日、EPO は、

さらなる情報については、

PCT 国際出願をする際の WIPO

EPO カスタマーサービスのサ

の慣例に合わせて、これから受

イト

理する全ての特許出願の発明の

www.epo.org/support からお

名称を大文字に変換することを

問い合わせください。

始めました。この変更は、EPO の
データベースおよび Espacenet
や European Patent Register など
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）

の特許検索ツールで 2015 年 10

月から 目に触れるようになりま
す。
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ユーザ座談会

SACEPO/PDI－EPO におけるユーザの正式な意見
ヨーロッパ特許庁のあらゆる公的な機関や委員会の中で、たった一つだけ、特許文献およ
び特許情報に関して長官に正式に諮問できる組織があります。それが SACEPO/PDI です。
PI ニュース 2014 年第 2 号で
お伝えした通り、様々な団体
から SACEPO/PDI のメンバー
が任命され、3 年間委任されま
す。新たな委任期間が今年の
1 月に始まり、新しい構成員で
の最初の SACEPO/PDI のミー
ティングが今年の 3 月 19 日に
開催されました。
統一特許
今年の SACEPO/PDI のミー
ティングでは、統一特許につ
いて、およびデータベースで
統一特許をどのように区別し
ていくかについて白熱した議
論 が 行 わ れ ま し た 。
SACEPO/PDI は、この件につ
いて下記の 3 つのオプションを
考慮しました。
－単純に、統一の効力を
European Patent Register に登
録する
－新しい種別コードで新たな
欧州特許文書を立ち上げる
－新しい国コード（例えば
「EU」）で新たな特許文書を立
ち上げる
メンバーが注目した重要な
点は、検索中にデータベース
で統一特許を見つけられるか
どうかでした。メンバーの多く
が懸念したのは、登録データ
ベースに単に入力しただけで
は、見つけられない統一特許
が統計分析などの目的には多
すぎるのではないかということ
でした。EPO はこの点を理解
し、新しい国コードを立ち上げ
る法的根拠はなさそうだが、新
しい種別コードについては可
能性があることを示し、オプシ
ョンについてさらに検討するこ
とを約束しました。

－株式会社ワイゼル訳－

2015 年 3 月 19 日の SACEPO/PDI
ミーティングの参加者
ISO 認証
EPO は 、 特 許 付 与 手 続 が
ISO9001 認証を受け、特許情
報サービスについては
ISO9001 認証取得に向けて現
在取り組んでいることを報告し
ました。
リーガルステータスデータ
2015 年のミーティングで最も議
論を引き起こしたのは、PCT 国
際出願を国内段階へ移行する
ものと移行しないものについて
のデータに関することでした。
多くの特許出願が PCT ルート
を通るので、メンバーは、これら
の出願がどうなっているのかを
知ることがいかに重要かを強調
しました。彼らの意見は、この
データを EPO の世界中のリー
ガルステータスデータベースと
一緒にすることが最優先である
べきだということであり、この分
野において引き続きこの取り組
みを続けてほしいと EPO に働
きかけました。
技術的内容も議題に
戦略的な意見を提供するこ
とが主要な目的ですが、メンバ
ーが必要であると考えれば、

SACEPO/PDI は技術的内容につ
いてコメントを控えるということは
これまでありませんでした。2015
年、この点に関するある重要項
目が EPO ウェブサイトの資料に
保存されました。それは、重要な
古い資料をウェブサイトから削除
するのではなく、保存するための
仕組みについて検討するよう、メ
ンバーが EPO に依頼したので
す。それと同時に、EPO は、ウェ
ブサイトの検索サービスで、古す
ぎる資料が検索対象に含まれて
いる時に頻繁に発生するノイズ
の除去の必要性を認めました。
EPO はまた、RSS フィードの改良
を 検 討 す るこ と に も 同 意 し ま し
た。

次回のミーティング
次回の SACEPO/PDI ミーティ
ングは、2016 年 3 月 17 日に開
催されます。上部に複写され
ているリストのメンバーにはオ
ンラインでも接続可能で、読者
はミーティングに先立ってそれ
ぞれの見解を直接伝えること
ができます。
SACEPO/PDI は 、 SACEPO
（EPO の常任諮問委員会）の
下部委員会で、ミーティングの
議論はここに報告されます。
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特許検索

特許監視中に文献を見逃していませんか？
毎週、各国の特許庁は、新しい特許出願および付与された特許を計
画的に公開しています。毎週、それらのデータは EPO に送られ、
Espacenet および EPO のデータベースに取り込まれています。世界中
の特許サーチャーは、このような公開の周期を知っています。例え
ば、EPO の新しい特許文献が利用可能になるのは、毎週水曜日の
14：00（中央ヨーロッパ時間）であることを彼らは知っており、新しい公
報が表示された瞬間にその週のウォッチング調査が可能な状態にあり
ます。少なくとも原則上は、すべて計画的に実行されています。

オーストリアの大規模な製鉄会社である voestalpine 社の Peter
Atzmüller 氏は、EPO の特許データベースの更新について調査を継
続してきており、これまで考えられていたほど単純ではないかもしれ
ないという結論に至りました。彼の意見は PI ニュースの編集者に伝え
られ、以下の記事にまとめられています。
Atzmüller 氏によると、例えば、Espacenet で「日付検索」機能を使用
する場合、特許庁の最新の公開日を入力し、「検索」をクリックして、
最新のデータを全て入手するのが理想的です。それから、例えば会
社名や分類コードを追加して、検索をさらに絞り込むことができます。
「私の分析によると、いくつかの国のデータは公開された週に必
ずしも全てを利用することはできず、その後数ヶ月をかけて次第
に表示されるようになります。従って、データが公表された日に
検索すると、本来はヒットすべき特許を見逃してしまう恐れがあ
ります。最初の検索を実施してから数ヶ月にわたって、同じ公開
日について同じ検索を定期的に繰り返すことをお勧めします。ヒ
ット件数が増えたら、データが追加されたということが分かりま
す。
」
voestalpine 社（オーストリア）上級特許専門家 Peter Atzmüller
しかし、出願人名および分類コードに関するデータがデータベー
スの中の一部の公報にしか含まれていない場合、そのようなデー
タが欠落している特許は検索できません。彼の分析によると、欠落
しているデータ内容のほとんどが出願人名でした。通常、IPC 分類
コードはすぐに入手できましたが、さらに絞り込まれた CPC はかな
り後になって表示されることが多かったです。
Atzmüller 氏からの情報に基づき、EPO は、2015 年 6 月 1 日に
Espacenet で入手可能な第１段階の公報（文献 A）の無作為抽出
チェックを行いました。その無作為抽出チェックの結果を表に示し
ます。チェックの結果は EPO のデータに肯定的な内容で、大量の

8

Patent Information News 2/2015

June 2015

－株式会社ワイゼル訳－

データは、Espacenet にアップロードされた時点で、完全であること
を示しています。CPC のデータ以外は、欠落しているデータに関す
る一貫したパターンはなさそうでした。特に分類する機関が公開す
る機関でない場合は、公開後数週間または数ヶ月後に、分類する
特許機関によって CPC の分類記号が付けられることが多いので、こ
の結果は予測できていました。基礎出願のデータがない場合、パテ
ントファミリーメンバーから抽出した情報を Espacenet が表示してい
ることが多いです（発明の名称および要約－英語、フランス語また
はドイツ語のものを利用できる場合－、ならびに CPC 記号）。
予想される通り、Espacenet の利用状況の統計は、毎週水曜の午後

に確かに急上昇を示し、最新の EPO 公報が表示されてすぐに検
索しようとする人がアクセスしていることを示しています。EPO のデ
ータエキスパートである Davide Lingua 氏は、「この利用方法にはリ
スクが伴い、週 1 回の検索では、検索漏れの可能性があります。各
国特許庁がデータを別々のバッチに分けて EPO に配信したり、
EPO の品質チェックによりあるバッチに問題が発見されて、その１
バッチ分全体のデータを拒絶することが頻繁に発生します。このよ
うなことによるアップロードの遅れは、システムには付き物です。最
初に検索をした後に届いた新しいデータをカバーするために、し
ばらく経ってから検索を繰り返すという Peter Atzmüller 氏の意見に
は同意せざるを得ません。」

日本

JPO の新しい特許情報プラットフォーム"J-PlatPat"を試されましたか?
JPO は、2015 年 3 月 23 日に、新しい特許情報プラットフォームを立ち上げました。"J-PlatPat"
と呼ばれ、ユーザが探しているものを、回り道をせず容易に見つけることができるように設
計されています。JPO の仲間は、"J-PlatPat は魅力的で格好良い”と言っています。
J-PlatPat は、新しく現代的に見える形で、使いやすいインターフ
ェイスを提供しております。ユーザは、英語と日本語のインターフェ
イスから選択できるので、ユーザが話す言語が何であれ、いずれも
使いやすく理解しやすくなっており、提供される情報のほとんどは
機械で解読可能な形式なので、ユーザが選択する機械翻訳ツー
ルにコピーすることが可能です。
この記事は J-PlatPat が提供するものについての概説です。

新機能：番号欄には、IP 文献で見かけるどんな種類の番号でも
入力可能です。
英語版検索結果
ユーザの検索結果リストから、人手翻訳された英語の要約
（Patent Abstracts of Japan）や、機械翻訳による全文（1993 年 1
月 1 日以降に公開されたすべての文献）、及び基本的な権利状
況情報に直接アクセスすることができます。

英語版検索インターフェイス
英語で表示された知的財産権の種類と可能な検索の種類の行
列表からなる英語のウェルカムページは、ユーザの目的に合った
機能を選択させてくれます。

－株式会社ワイゼル訳－
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日本語版検索インターフェイス
日本語版検索インターフェイスは、各種知的財産権データベー
スを介して、あるいは内容によっては審判及び権利状況データ
ベースを介して異なるデータベースへのアクセスをユーザに提供
しています。
これらのデータベースは、すべて、現在より良好な状態で相互リ
ンクされていて、異なる開始点（データベース）からの情報へのア
クセスをユーザに可能としています。
中国と韓国の特許・実用新案に対しては、JPO は、人手翻訳によ
る日本語の要約に基づく検索、原語の全文検索オプション、及
び新しい機械翻訳ツールを提供している。
日本語能力のないユーザにとって、テキスト検索は日本の知的
財産の世界を検索しモニタリングするための方法を多数提供す
る魅力的なツールです。また、日本の学術文献のオンラインデー
タベースである J-Global で検索するための手段を提供すること
で、一般文献の世界への入り口も提供しています。
キーワード検索は科学雑誌などに公開された記事の検索結果リ
ストを生成します。
ユーザーがこれらの記事の全文を検索するためには、このプレミ
アムのデータベースに登録して利用申込するだけです。

日本語版テキスト検索
ユーザは要約、請求の範囲、もしくは全文に基づきキーワード検索
ができ、または種々の分類や日付、日付範囲、番号を含む検索条件リ
ストから選択できます。
これらは、ユーザにとってほんの前菜にすぎません。「フルメニュー」
については、EPO ウェブサイトのアジア特許情報ページにあるアップロ
ードされた最新の検索ガイドをご覧ください。これらのおかげで、ユー
ザが受講しようと考えていた日本語コースが不要になるかもしれませ
ん。
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イベント

ウィーンで開催された East meets West ：アジアの特許情報への
アクセス改善
2015 年 4 月 23 日と 24 日にウィーンで開催された East meets West 年次フォーラムには、アジアお
よびヨーロッパの 25 ヶ国から 100 人を超える特許情報の専門家が出席しました。East meets West
は、10 年以上にわたり EPO の特許情報主席部長によって主催されてきており、特許情報界のお一人
が会議の感想で述べていたように、「年間カレンダーの重要なイベント」になっています。
East meets West にいつも参加し
ている人は、アジア各国の特許
庁が提供している検索ツールが
着実に改良されてきていることを
目の当たりにしており、ほぼ毎
年、このイベントでは新しいデー
タベースの開始や、既存の情報
源の拡張が取り上げられてきて
います。画期的な進展が EPO と
アジア各国の特許庁の両者で
みられ、数例を挙げると、中国語
⇔英語機械翻訳が利用可能に
なり、アジアの包袋が閲覧できる
ようになり（現地および Global
Dossier 経 由 の い ず れ で も 可
能）、さらにはアジアのリーガル
ステータスデータを英語で利用
できる範囲が広がりました。これ
らの改良点のほとんどは、わず
か数年前には想像できませんで
したが、今では当然のように考え
られています。これらの重要なス
テ ッ プ の 全 て に つ い て East
meets West で取り上げられ、ヨ
ーロッパのユーザと特許機関の
専門家との間で直接話し合いが
行われています。
今年の本会議のプレゼンテーシ
ョンでは、日本国特許庁（JPO）、
中国特許庁（SIPO）、韓国特許
庁（KIPO）の代表者らが、自国
の特許庁における最近の進展
状況について紹介しました。
Norihisa Kato 氏は、日本国特
許庁が最近開始した、新しい
J-PlatPat データベースの概要
（9～10 ページの記事参照）につ
いて発表しました。中国特許庁
の Jing Wang 氏は、欧米共同特
許分類（CPC）の中国への導入
について発表し、2016 年以降、
CPC を利用して全ての技術分野
において中国の発明特許文献

－株式会社ワイゼル訳－

た 。 こ の 言 葉 は East meets
West、特に円卓会議における極
めて対話的な雰囲気をうまく表
現しています。

の分類を確実に開始すると述べ
ました。産業界の代表者はこの
率先とした取組を歓迎しました
が、今後中国の実用新案も対象
に含むよう CPC の適用を拡張し
て欲しいという要望を表明しまし
た。韓国特許庁の Ara Cho 氏は、
リアルタイムで更新され、新たに
公開される全ての韓国特許出願
の電子ファイルへのアクセスを提
供する、One Portal Dossier の韓
国版を紹介しました。
この「三大国」に加えて、タイ特許
庁（DIP）の Verasak Maiwatana
氏は、タイの特許制度の概要に
ついて発表しました。参加者に
最も好評だったプレゼンテーショ
ンの一つであったこのプレゼンテ
ーションでは、近い将来に開始さ
れる予定の、タイの特許データに
アクセスするための英語サービス
の改良版も発表されました。
歓 迎 ス ピ ー チ の 中 で 、 EPO の
Richard Flammer 氏 は 、 「 East
meets West はインド抜きでは完
成しません」と述べていました。そ
れゆえ、コルカタの特許庁から代
表者が出席しており、最近の進

展に関する概要、特に新しいパ
ブリック検索プラットフォーム
InPASS の開始について発表し
ました。Gulf 地域の特許情報へ
の関心に応えるべく、湾岸協力
会議（GCC）とサウジアラビア特
許庁からの代表者らは、熱心に
討論を重ねてユーザと見識を分
かち合いました。
データが利用可能になったこと
に加え、アジアの特許データの
質についても引き続き注目され
ていることがプレゼンテーション
中に明らかになりました。EPO と
OHIM の講演者は、審査官がア
ジアの文献をより完全に検索し
て理解するのに役立つツールと
ともに、高品質のデータへのアク
セス方法の調和を目指したさま
ざまな共同構想があることを発
表しました。
プレゼンテーション、少人数グル
ープに分かれての討論、および
活発な交流が集中的におこなわ
れた 2 日間を通して、「参加者は
成果を感じているようで本当に
楽 し ん で い た 」 と Richard
Flammer 氏ははっきりと感じまし

Intellectual Property Publishing
House (IPPH ； 知 的 財 産 権 出
版社)の Haijing Liu 氏は、イベン
トの最後の個人的な総括におい
て、East meets West を「意見を
集める大事なルート」と呼び、各
機関は、特許情報サービスを開
発する際やデータの範囲を拡張
する際に、ユーザの意見を取り
入れていることがはっきりしてい
ると述べました。彼女はさらに、
「East meets West は、特許機関
とデータ提供者の双方が乗り越
えなければならない難題がある
にもかかわらず、精一杯努力す
るきっかけになります」と述べまし
た。
自由な議論の場である特許情
報界では、若い世代が明らかに
台頭しつつあり、彼らは優れた
言語能力および異文化交流ス
キルを有し、アジアの特許デー
タの質の継続的な改善に向けて
共通の目的を共有しています。
Richard Flammer 氏が散会のス
ピーチで述べた通り、「これらの
成果全てが品質の表れであり、
特許情報のファミリー内でお互
いに理解し合っています。」
プレゼンテーションと詳細な情
報
に
つ
い
て
は
www.epo.org/emw2015 か ら ご
覧いただけます。
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アジアからのニュース
アジアからの特許情報

中国特許法の改正案に関する最新情報
2015 年 4 月 1〜28 日、中華人民共和国国家知識産権局（SIPO）は、中
国特許法の改正案に関して意見公募を実施しました。
改正の狙いは、主に、侵害事件においてより大きい権限をローカル知
財局に与えることにより、また、さらに罰金や損害賠償を明確にすること
によって、とりわけ特許権の保護を強化することにあります。その改正案
は、インターネット侵害及び特許代理人に対する新たな規制も含んで
います。予定されているハーグ協定への中国の加盟の枠組みの中で、
意匠権の存続期間を１５年に延長することも企図されています。
予定された変更と現在の条項（２００９年１０月より施行）との比較表は、
SIPO の下記ウェブサイトにて利用可能です（中国語のみ）：
www.sipo.gov.cn/tz/gz/201504/t20150401_1095939.html.
日本国特許庁の改訂審査基準、発効に
２０１４年の特許法の改正後、特許及び実用新案用の対応する審査基
準の改正案は、２０１５年２月／３月に意見を求めて公開されました。

公共検索ツールに統合される２重出願の事例の参照
（訳注；reference には知財・特許用語として「引例」などの意味もあり
ますが、ここでは、下記のようにクロスレファレンスが話題になってい
るので、「参照」の意味を選択しました。）2015 年 3 月 5 日、台湾特許
庁(TIPO)は、その公共検索システムである TWPAT に、特許及び実
用新案の２重出願の事例の相互参照（クロスレファレンス）を追加し
ました。新台湾特許法（2013 年 1 月より施行）の下では、出願人は同
じ発明について同じ日に特許及び実用新案を出願することができま
す。そのような場合、現在、特許の書誌事項データは同時に出願さ
れた実用新案の出願番号を示し、実用新案のデータベース入力事
項は、特許への参照を示します。ダブルパテントは許可されていな
いとして、その実用新案は、付与された特許の公開日に失効する旨
の注記も示されます。
現在のところ、この機能は、中国語版でのみ使用可能です。
TWPAT を検索するには、ここをクリック twpat.tipo.gov.tw.

審査基準における現在確定した変更は、主に、パリ条約または国内優
先権に基づく優先権主張など、方式要件に関します。改訂審査基準
は、2015 年 4 月 1 日に発効しました。
英語版は日本国特許庁の下記ウェブサイトにて利用可能です。
www.jpo.go.jp/iken_e/patent_utilty_20150325.htm.
意匠用の新審査基準は、2015 年 3 月半ばに日本国特許庁によって公
布されました。これは下記にて仮英訳版を見つけることができます。
www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/design_es.htm.
カンボジアにおける知財保護の動向
カンボジアにおける特許保護は、現在、シンガポール知的財産局
（IPOS）を介して得ることができます。IPOS によるプレスリリースによると、
IPOS とカンボジア王国工業・手工芸省(MIH)との間の覚書に署名後２か
月足らずの 2015 年 3 月 4 日に、最初のシンガポール特許がカンボジア
で承認されました。（訳注：署名は１月２０日にあった模様）
その出願は IPOS による肯定的な報告に基づいており、カンボジア初の
特許付与を記録しました。
さらなる情報は下記にて以下のウエブサイトで閲覧可能です
www.epo.org/searching/asian/asia-updates/2015/20150317.html.
カンボジアは 2015 年 3 月 5 日に標章（商標）の国際登録に関するマドリ
ッド協定議定書に加盟しました。このマドリッド制度は、出願人が、その
制度の当事者である国／地域の国／地域知的財産庁にて１件の国際
出願をすることにより、１１０ケ国を越える国で商標を出願することを可能
にします。マドリッド協定議定書は、2015 年 6 月 5 日にカンボジアにつ
いて発効しました。
また、下記の WIPO のウェブサイトもご覧ください：
www.wipo.int/madrid/en/news/2015/news_0002.html.
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注意：同じ創作が、同じ日に実用新案番号 102216676 として出願さ
れました。この実用新案は、付与された特許の公告日に失効しま
す。
アジアからのより多くのニュースは、下記 EPO ウェブサイト上のアップ
デートの項目を参照してください。
www.epo.org/asia.
特許情報のプロフェッショナルのための認定
来たる数か月の間に、認定プロセスを管理し、ふさわしい特許サー
チャーに有資格特許情報プロフェッショナル（QPIP）の称号を付与
するために、国際認定機関が創設されます。
www.qpip.org の条項、規定及びスケジュールの項目にて利用可能
な、条項と規定の草案をレビューすることによって、QPIP になるため
に提案されたプロセスの詳細をご確認下さい。
ご質問、ご意見やご提案の投稿のしめきりは 2015 年 7 月 21 日（火曜
日）です。

－株式会社ワイゼル訳－

イベント

他のニュース

EPO の Raw Data Day 2015

US 9000 000

2015 年 3 月 18 日、ウィーンで
EPO の年次 Raw Data Day(デー
タ関連新商品発表の日)が開催さ
れ、商業的な特許情報のプロバ
イダーが EPO の専門家と対話
し、データ関連新商品及び既存
の商品の新たな機能に関する情
報を得、交流が少しでもできるよ
うに、フォーラムが再び提供され
ました。
今年の主な話題は、文献の書誌
データベース(DOCDB)における
アップデート、及び世界的規模の
リーガルステータス（権利状況）
データベースの近代化でした。こ
れらの二つの主な課題に関連す
るその他のプレゼンテーションに
は、各国特許庁からのデータ中
の数字、数字フォーマットおよび
フォーマット変更、「新規参入国」
か らの リ ー ガ ル ステ ー タス の更
新、EP データとそれにリンクされ
たデータの内容を取り扱うための
業務ルールの裏側を垣間見た実
情が含まれていました。
その日を締めくくるにあたり、参加
者が帰路に就く際に、思考の糧
を参加者に残す形で、ドイツ政府
部門での公開データにおける進
展について、ドイツ INIT からの来
賓講演者から代表者たちに説明
がありました。

EPO にとって、このイベントの重
要性は、商業的プロバイダーが
現実に必要としているものにつ
いて、彼らから直接情報を集め
ることと、詳しい技術的な討論の
ための機会を提供することで
す。
このイベントは、EPO が品質の
問題を真剣にとりあげ、可能な
限り最善のデータを配信すべく
努力をつぎ込んでいることを示
す機会を EPO にもたらします。
データは単に「クリーン」である
だけではなく、できる限り多く使
用され得る構造であるべきで
す。EPO の目標は、より豊富で
かつより柔軟なデータを届け、
データベース間のリンクをより容
易にすることです。SGML から
XML への変換は、この方向にむ
けて重要なステップです。

2015 年 4 月 7 日に、米国特許商
標庁は、特許番号 US 9 000 000
を発行しました。ご想像されると
思いますが、米国特許商標庁
は、この輝かしい番号を与える特
許を選考するにあたり、ある考え
が あ っ た よ う で す 。 "Windshield
washer condit ioner (フロントガラ
ス洗浄液用コンディショナ)"なる
名称のこの発明は、自動車のフ
ロントガラス洗浄装置を介して露
や雨水をリサイクルします。故に、
９００万件目というこの歴史的な特
許は、発明の内容が理解しやす
く、持続可能な技術に対する推
進剤です。そして、当然のことで
すが、発明者はアメリカ人です。
EPO も「きりの良い番号」の特許
公報を、一般大衆にとって興味
のある発明に使ってきており、ま

特許情報がこれまで以上に産
業に対する関連性を増すにつ
れて、高品質な EPO のデータを
含んでいる商業部門からの商品
に変えてきているエンドユーザ
が増えています。Raw Data Day
のような催しは、可能な限り最善
の範囲の製品とサービスについ
て、EPO とプロバイダーの共働
を確実にすることに役立ちます。

た 、 ず っと 地 域 身 び いきの まま
で、特許番号 EP1 000 000(1998
年 11 月、「生煉瓦」関連)や特許
番号 EP2 000 000(2006 年 6 月、
「微生物燃料電池」関連)はヨーロ
ッパの発明者に与えられました。
1)

PIUGwik に 掲 載 さ れ て い ま す
が、Ron Kaminecki 氏によれば、
US 10 000 000 は 2018 年 10 月頃
に世に出てきそうです。それまで
には、データベースの作成者は、
自分たちのシステムが 8 桁の US
特許番号を確実に扱えるようにし
ておく必要があります。
特許番号に関心をお持ちの方々
は、EP3 000 000 が 2016 年の 4
月に世に出ると予想されているこ
とを、ご自分のダイアリーにメモし
ておくべきです。US 9 000 000 に
は PCT 国際出願として WIPO によ
って公開されたパテントファミリー
メンバーがあります。それは、計
算上は 2016 年 4 月頃、欧州段階
に移行すると考えられます。従っ
て、憧れの番号 EP3 000 000 を享
受する候補になります。しかし、
US 9 000 000 の対応 PCT 国際出
願は取り下げられたと思われま
す。

1) http://wiki.piug.org/pages/viewpage.action?pageId=34442938
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。

2015年1月～12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

2015年の週
平均

2015年1～6
月の合計

2014年から
の変化

EP-A公報

■ EP-B1: 欧州登録特許明細書

EP-A1

1,177

30,612

11.1%

■ EP-B2: 欧州登録特許明細書の訂正公報

EP-A2

163

4,228

-42.8%

1,340

34,840

-0.3%

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。これらの Euro-PCT 出願が英語、フランス語およ EP-A1の割合
びドイツ語以外の言語でない限り、公開は WIPO によって行われ、EPO によ EP-A3
る公開は行われません。現在、全欧州特許出願の約 60% が Euro-PCT 出願で EP-B公報
す。
EP-B1+B2

－株式会社ワイゼル訳－

87.9%
326

8,465

-9.1%

1,256

32,656

0.1%
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その他のニュース
お問合せ

意思決定者のための IP 統計学会議

www.epo.org/forums

2015 年 11 月 3、4 日ウィーン
これらの日を確保しておいてくだ
さい！ 意思決定者のための IP
統計学は、意思決定プロセスに
おいて、知的財産分析に関する
主要な世界的イベントです。今年
の 11 月 3、4 日にウィーンで開催
され、11 月 3 日のイブニングパー
ティ（交流会）を含みます。

Espacenet
espacenet@epo.org

Europian Patent Register
support@epo.org
電子出版物相談
epal@epo.org

Patent data
patentdata@epo.org

このイベントが対象としているの
は、技術革新、無形資産、産学
連携、企業の原動力、そして科
学技術関連の課題を取り扱う、
意思決定者、学者、アナリスト、
弁護士及びその他の専門家で
す。
メインプログラムに加え、EPO は
PATSTAT ユーザの日及び講習
会を 2015 年 11 月 2 日に開催し
ます。より詳しい内容は追って発
表します。

参加登録はすでに始まっており、
発表用記事や論文も現在受付中
です。

PATSTAT and IPscore

www.epo.org/ipsdm

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)
*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)

EPO 特許情報会議 2015

発行情報

プログラムはネットで公開中
参加登録開始
今年の EPO 特許情報会議は、11
月 10～12 日の間、コペンハーゲ
ン中心部の DGI-byen 会議センタ
ー1 で開催予定で、またしても欧
州の特許情報の専門家たちの最
大の集会になりそうです。

して商業的な特許情報のプロバイ
ダーが一堂に会して、意見交換し、
経験を共有するイベント、会議の場
であります。

プログラムの内容は、
―欧州特許情報の最新の動向に
焦点を当て、「次は何か」を問う
―特許統計学と特許分析に関す
る主要分科会
―特定の問題についての徹底的
な意見交換のための討議ラウンド
―EPO の権利状況、アジアからの
ニュース、特許分析論、共通引用
文献及びパテントファミリー等のテ
ーマに関し、11 月 9、12 日に研修
―経験豊かなサーチャーからの
実用的なヒントがある通常のプレ
ゼンテーション

www.epo.org-pi-conference

とりわけ、EPO 特許情報会議は、
特許サーチャー、特許庁職員、そ

このイベントのより詳しい情報およ
び参加登録は、下記にアクセスして
ください。
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