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フルテキスト検索と分類検索 ：
どちらがベターか？
Patent Information News 1/2016でEspacenetへのフルテキスト検索の導入に
ついて報告しました。しかし、できるだけ多くの特許にCPC分類を付けるため
にしている高度な努力を考えると、そもそもフルテキスト検索は本当に必要な
のでしょうか？ここでは、状況によってはいかにしてフルテキスト検索が分類
検索よりも良い結果を生み出すかを説明します。
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フルテキスト検索の利点
特許分類体系によって特許文献の技
術的内容を見つけるプロセスをより
効率的にできます。 長年にわたり特
許分類は特許サーチャーにとって不
可欠なツールとなってきました1。

そのような分類体系の成功にも関わ
らず、フルテキストデータのキー
ワード検索は依然としてとても有用
です。 これにはたくさんの理由が
あります:

–  発明の全ての技術的特徴に対し
て特許分類が常に利用できるわ
けではなく、より具体的なクエ
リに対しては分類の定義が広す
ぎたりすることがあります。

– 世界中のほとんどの特許文献に
は特許分類が付けれてまたにも
関わらず、特定の分類が特定の
国の特許には利用できないな
ど、特許調査には通用範囲が十
分ではないかもしれません。 

–  特許分類は特許文献内のすべて
の技術内容を常にカバーしている
わけではなく、発明に関連する点
しかカバーしていません。

– 特許出願や登録特許の特定の項
目、例えば、侵害調査で特許請求
の範囲や実施形態に焦点を当て
て、特許分類だけを使用して行う
調査は、限られた範囲でのみ可能
です。 

1) ページ８，９の記事を参照してください

－ 株式会社ワイゼル訳 －

1  フルテキスト検索と分類検索 ：
    どちらがベターか？
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Espacenetでのフルテキスト検索
以下例は、Espacenetでのフルテキスト検索の利点を示しています。 
2004年に、ヨーロッパ特許出願EP1498948 は下記の要素からなる集合体
をクレームしていました。

‒  基板

 ‒  前記基板に機械的かつ電気的に接続された回路装置
‒前記回路装置と前記基板とが互いに組み合わせ可能になるように大きさ
と形状が定められている、前記回路装置および前記基板上の突起

このような集合体はこの当時既に周知であったので、エレクトロニクス
分野から本発明の新規性を阻害するたくさんの文献がクレームされた発
明に引用されました。

しかしこのような集合体の初期の例は一見して関連のなさそうな分野で
見られます。GB1139315は 部分部分が独特の係合によって機械的かつ電
気的に連結可能な基板上の積み木構造を開示しています。この特許文献
は、IPC分類A63H33/04（他の玩具：ブロックもしくは細板状の積木、ま
たは類似の積木部品）と G09B23/18（科学，医学または数学用模型、例
えば、デモンストレーション用、物理学用、電気学または磁気学用の原
寸大の装置）に分類されています。

もしも回路装置集合体に関連するIPC分類H01Lを使っていたらこのGB文
献を見つけることができないでしょうし、このGB文献に付けれたIPC分
類を回路装置集合体の検索で使用することを検討しなかったかもしれま
せん。

しかし1970年より前のような古い文献を対象にしたフルテキスト検索で
はこのGB特許を見つけることができるでしょう。 
EspacenetはAdvanced searchとSmart searchをオプションとして提供し
ています。

Advanced search機能を使用したフルテキスト検索 
Advanced searchで検索するには 、初めに所望の言語のworldwide 
collectionを選択しなければなりません。下記のcollectionはフルテキス
ト検索（明細書および請求の範囲）に利用可能です。

– Worldwide EN ‒ 英文公開公報集
– Worldwide FR ‒ 仏語公報集
– Worldwide DE ‒ 独語公報集 

次に、名称（title）、アブストラクト（abstract）およびフルテキスト
（full text）のボックスに所望のキーワードを入力します。

2) www.epo.org/searching-for-patents/technical/espacenet/release-notes/release-notes-march-2016.html

Espacenetはタイトル、アブストラクト、クレームおよび明細
書のフィールドで入力されたキーワードを検索します。

Smart search 機能を使用したフルテキスト検索
Smart searchでは所望のデータベースを選択する前に所望のキーワード
を一語またはそれ以上入力して Searchボタンをクリックしなければなり
ません。次にSmart searchフィールドに所望のキーワードを入力し、
フィールド識別子ftxtを使用して明細書とクレームをフルテキスト検索
します。

クレームと明細書のフィールド識別子も使用できます（表を参照して
ください）。

EspacenetのSmart searchメニューにおけるフルテキスト検索
のための新しいコマンド

コマンド
ftxt = 

                  例意味
文献のフルテキストを対象とする

の検索　　    
ftxt = tetracyclin 

desc = 明細書を対象とする検索語の検索 desc = laser
claims = クレームを対象とする検索語の検索 claims = volcanic

より詳細な情報やその他の実例はPatent Information News 1/2016やリ

リースノート2を参照してください。

－ 株式会社ワイゼル訳 －
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２５年にわたる欧州の主要な
 特許情報イベント
1991年9月に、ヨーロッパ特許庁は、最初の特許情報会議を開催しました。
ミュンヘンで開催され、会議には、特許情報分野における当時の一流の名だ
たる面々が皆参集しました。以後２５年間、会議は毎年秋に開催されてお
り、今でもなお、ヨーロッパにおいてその種の最大イベントです。

論　　説

EPO特許情報会議には、特許情報
部門のあらゆる活動の分野から参
加者が参集します。各分野からの
代表者一覧には、製造業、情報検
索代行業者、特許情報コンサルタ
ント、弁理士、検索ツールのプロ
バイダ、データベース作成業者お
よび多数の異なる特許の代表者で
あるユーザが含まれます。この会
議は、卓越した交流環境であり、
皆さんの特許情報のニーズについ
てディスカッションするのにふさ
わしい人々に出会うことが保証さ
れています。

なお且つ、この会議は、単なる出
会いの場所及びイベントを超えた
ものです。この会議は、毎年のカ
レンダーの重要な一時であり、新
しい展開が巡る枢軸です。会議が
開催される頃に合わせて新商品の
立ち上げ期日を計画する人もいれ
ば、イベント時に発表したい事又
は聞きたい事に応じて、準備する
とともに、決定事項を公表する人
もいます。

その上、EPO特許情報会議
は、EPOの開示性及び透明性の象
徴となってきました。

EPOは、特許情報の世界の主要な
プロバイダであり続けていま
す。EPOが提供する商品及びサー
ビスの点で、特許庁の中でもEPO
はユニークです。EPO特許情報会
議を含め、多数の方法で、ユーザ
との対話を促進しようとする決意
においても、EPOは非常にユニー
クです。

2016年に、EPO特許情報会議は、
マドリッドで、11月8～10日に開
催されます。では、会議でお会い
しましょう。

イベント

「今年の会議のプログラムに関し
て気付いたことは」、EPOの部長
Heiko Wongel氏いわく、「すべて
はより良い調査のためにありま
す。過去の幾つかのイベントと比
べると、データの解釈やツールの
使用方法、さらに効率的な方法で
適切な結果を生み出すことに関し
て余り焦点が置かれていませ
ん」。

今年のEPO特許情報会議1のプログ
ラムにさっと目を通すと、確か
に、このことが裏付けられます。
イベントは、新しい特許公報の数
が増え続ける中、それらの新しい
特許公報のモニタリングへの挑戦
等のトピックを取り上げます。ス
ピルオーバー分析（波及効果分
析）の最先端実務を含めるため
に、トピックを拡大して、特許調
査ための引用文献の使用について
再度取り上げます。

「すべてはより良い調査のために......」 
2016年11月8～10日にマドリッドで開催のEPO特許情報会議

文献数やデータ量が増え続けてい
ますが、幸運にも、処理能力が増
強され、処理速度が高速化された
ことによって、その問題は軽減さ
れてきました。これらの発展の直
接的な成果の一つが、近年のフル
テキスト検索の増加です。

会議の全期間は、フルテキスト検
索、及びフルテキスト検索がセマ
ンティック検索とより綿密な分析
への扉を開く可能性に当てられま
す。

特に、FTO解析（特許競合状況解
析）に関連するリーガルステータ
ス調査は、過去に参加者らの関心
を集めた話題となっていました。
そのため、メインプログラムとイ
ベント初日の午前中に開催される
討論会の両方において、そして今
年も、その話題に重点が置かれる
のも驚くことではありません。

EPO特許情報会議の主催者は、特
許情報分野の業務に従事している
専門職を明確にそのプログラムの
対象としてきました。特許調査
は、小規模の専門的職業かもしれ
ませんが、革新に、また、産業や
それ以外の分野での意思決定に不
可欠の貢献をしています。EPO
は、その業務がサービスの品質を
基本としている組織として、ヨー
ロッパにおける特許情報専門職の
強くて健全な組織を支えること
と、Heiko Wongel氏の言葉を借り
ると、「より良い調査」に向けて
確実に邁進することに関心を持っ
ています。この会議は、その姿勢
の証拠です。

EPO 
Patent Information 
Conference
8 – 10 November 2016
Madrid, Spain

Information and registration:
www.epo.org/pi-conference

EPA_PatentInformationConference-2016.indd   1 30.05.16   15:37
1) www.epo.org/pi-conference

Richard Flammer

特許情報及びヨーロッパ
特許アカデミー主席部長

－ 株式会社ワイゼル訳 －
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リーガル・ステータス・データ

ブラジル  国内段階移行請求

ヨーロッパ特許庁(EPO)は、ブラジル国立産業財産権院(INPI)から書誌デー
タおよびリーガル・ステータス・データの両方の提供を受けています。原
則として毎週１回更新され、PCT国内段階移行情報を含むリーガル・ス
レータス・データは、「Revista de Propriedade Industrial (RPI、産業財産 
公権 報)」から直接検索されます。RPIはまた、実際の国内段階移行より早い
時期、ときには、一年以上前に行われる国内段階移行請求についても掲載
しています。この情報には、現在、データベースでリーガル・ステータ
ス・コードBR B01Aが付けられています。

まだ、国内段階に移行していない出願を含めるために、2012年から現在
までの未処理分も収録されています。

BR B01A コードの説明
英語： 
 PCT PUBLICATION  REQUEST FOR ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE 
（PCT国際公開－国内段階移行の請求）

原語（ポルトガル語）:
COMUNICACAO DA PUBLICACAO INTERNACIONAL PCT. APRESENTACAO 
DE PETICAO DE REQUERIMENTO DE ENTRADA NA FASE NACIONAL

ギリシャからのリーガル・ステータス・データ
INPADOCは現在、ギリシアのリーガル・ステータス・イベントを含みま
す。これまでに、100,000件を越えるイベントがデータベースに追加され
ています。ヨーロッパ特許庁は、ギリシャにおいて有効化されるヨーロッ
パ特許、特許登録、満了、取り消し、失効についてリーガル・ステータ
ス・データの提供を受けています。

コード（参考）
GR EP  ギリシャにおいて有効化されたヨーロッパ特許
GR MA  権利の存続期間満了
GR MF  権利取消し（取消し）
GR MFE  異議申し立てに伴う特許取消し
GR MH  放棄
GR ML  料金不払いによる失効
GR MP  主たる特許に変更された追加特許
GR NF  失効した権利の回復
GR PG  特許付与
GR PP  ヨーロッパ特許出願の仮保護
GR UG  実用新案付与

INPADOC全世界リーガル・ステータス・
データベースからのお知らせ

米国 ‒ 特許期間の延長
1984年、米国はハッチ・ワックスマン法を制定し、米国における医薬品
に対する特許権の存続期間延長（PTE）の基礎を敷きました。

特許権の存続期間延長は、特許により保護されている製品または有効成分
について申請することができます。延長期間の計算には、行政審査期間の
長さが考慮されます。存続期間延長申請に関する、USPTOとＦＤＡとの
間の往復文書はグローバル・ドシエで確認できます。一時中断しました
が、ヨーロッパ特許庁は米国のPTEに関するデータの提供を現在定期的に
受けています。

出願、特許付与または拒絶を示す3種類の新しいリーガル・ステータス・
コードを導入しました。INPADOCも製品名、特許権利満了日、そして、
期間延長の日付または仮延長に関する情報（可能な限り）を提供します。
後者は、パテントデータサービスチームのマニュアル作業の介入を必要と
します。

コード
US PTEF 特許存続期間延長の申請
US PTEG 特許存続期間の延長の認可
US PTER 特許存続期間延長要請の不認可  

（例：不適格、却下、取下げ等）

この記事を書いている時点において、2016年に入ってから、41件の特許
存続期間延長が認可されています。画面の写真は、Espacenetでの一例
を示しています。 

再審査証明書、特許審判部証明書
INPADOCには、米国における特許審判部の決定に関連する2種類の新し
いコードが現在含まれています。特許付与後レビューと当事者レビュー
は、特許付与後の異議申立手続です。いずれの手続も、2012年9月に実
施されました。

－ 株式会社ワイゼル訳 －
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数十年もの間、INPADOCリーガルステータス情報はEPOから加入者に
SGML形式で配信されてきました。既に多くのデータプロバイダーが最
新のXML形式でリーガルステータス情報を提供しており、EPOとしても
この流れに対応することとなりました。

INPADOCは多数の外部ユーザーに向けた、EPOのマスターデータベース
から抽出したリーガルステータス情報を提供する〟生データ〟商品です。
ユーザーは保存されている形式と全く同じ形式でEPOからデータを取得
します。つまり、それは"生(未加工)"であり、この分野の専門家による
追加加工なしにエンドユーザーがそのまま使用できるようになっていま
せん。これらの専門家は世界で最も著名な商用プロバイダーや多くの特
許発行官庁の中から見つけられるはずです。

XML形式のINPADOCでは、以下を含めて、現行商品を超える多くの改
善点を提供します。

–  SGML番号タグはXMLの自然言語タグに変換されており、マニュアルを
参照することなく内容の理解を容易にします。

– 互いに密接に関連しているデータ項目（例えば料金支払いに関連するも
の）は透過的データ構造にグループ化されています。

INPADOCワールドワイドリーガルステータス情報をXMLで利用可能

1) www.epo.org/searchingforpatents/helpfulresources/rawdata/data/tables/weekly.html

再審査の決定および特許審判部の決定は、USPTOウェブサイトでは
毎週１回掲載され、INPADOCリーガル・ステータス・データベース
でも掲載されます。

US PGRC 

US IPRC 

 審判部： 
特許付与後レビュー
審判部
当事者レビュー

データは、特許権利者の名称、相手側の名称、証明書の種別、審判
番号と日付を示します。

SGML形式からXML形式への移行は、多くの興味深い新たな機能を導入
する、素晴らしい機会をINPADOCチームに与えました。

– 新商品は出願の〟ライフ〟を完全にカバーしています。旧商品では、デー
タの交換は特定の週に追加または更新されたイベントに限定されていま
した。新商品では、所望の特許出願のデータベースに記録された、最初
から最新までのあらゆる個々のイベントについてユーザーに提供するこ
とができます。

– 新商品では、INPADOCリーガルステータス情報とそれに対応する書誌情
報をリンクするユニークで安定した識別子をサポートしています。書誌
情報は、EPOのワールドワイド書誌情報のマスターデータベースである
DOCDBで収録されているものです。これにより、加入者の仕様遂に、
加入者の特定のニーズに応える、書誌情報とリーガルステータス情報の
組合せが可能となります。

– 新商品は特許出願の全ての発行段階を含みます。各段階におけるユニー
クで安定した識別子を有しており、ユーザーがDOCDBから対応する書
誌情報を取得することを可能にしています。

以下を含む将来的な拡張に応える新商品の定義が作られています。

– カテゴリー別にイベントコードをグループ化する"イベントクラ
ス"の概念を導入します。

– 補充的保護証明書と権利者の詳細情報に関する商品情報は、リッチ
データ構造で示されます。 

新商品は、今年の初めから現行商品と合わせて使用可能になっていま
す。もし、すべてが計画通りに進めば、2017年には単一フォーマット
で提供される予定です。

リーガル・ステータス・コード説明テーブルの強化
リーガル・ステータス・コードとそれらの英語による説明と原語は、3
種類のテーブルの代わりに現在１種類のテーブルから得られます1。
コードごとに、データベースへの追加日、コードとそれらの説明の最終
修正日をテーブルは示しています。

－ 株式会社ワイゼル訳 －
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データ

この夏の間、EPOは、そのマスター書誌データベース（DOCDB）に「付
加情報付き引用文献」の読み込みを完了しました。調査対象の特許出願な
どのクレームに引用文献が関連しているかを示す付加情報が含まれている
ため、これらの引用文献は情報が豊富なのです。関連する箇所が被引用文
献のどこにあるかも示しています。この情報は、以前は、Espacenetの
Common Citation Document機能を介してのみ利用可能でした。

付加情報付き引用文献によって、調査のためにいくつかの新しいオプショ
ンも利用できるようになりました。初期の作業により、2015年の第一期
から付加情報付き引用文献が新たに読み込まれた文献として加えられまし
た。現在では、470万件の文献とそれらに対する引用文献がデータベース
に収録されていますので、付加情報付き引用文献は1994年から2015年ま
での期間をカバーしています。それらは、ほとんどEPO公報とPCT公報で
すが、EPOが調査報告書を作成した、EPC加盟国からの国内公報も含まれ
ます。該当する国は、ベルギー、キプロス、フランス、ギリシャ、イタリ
ア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、サンマリノ、トル
コです。中国とスイスの国内公報からの調査報告書に関する付加情報付き
引用文献は、2015年以降分について、DOCDBで利用可能です。

2015年以前については、EPO公報とPCT公報の引用文献の状況は、それら
が引用された手続段階や、それらが記載されている公報の種類にかかわら
ず、データベース内の利用可能な最初の公開レベルにすべて一貫して「添
付」されました。これにより、特に、「A2」公報（調査報告書なし出願
の公開）の記録に、調査報告書からの引用文献を含むすべての引用文献が
加えられてしまう変則状態につながる可能性があります。EP1094144 
A2（スクリーンショットを参照）はこの一例です。

付加情報付き引用文献
基礎データが大幅に変更されたおかげで、Espacenet、Global Patent IndexまたはOpen 
Patent Serviceを利用する場合、EPO調査報告書やPCT調査報告書から詳細情報にアクセス
することがユーザにとってより簡単になりました。

DOCDBマスター書誌データベースに付加情報付き引用文献を読み込み手
順により、この状況を変更する機会がもたらされました。Espacenetで引
用文献を見てみると、引用文献はその出典に応じて、最初に印刷された
公開段階に添付されていることがわかります。

–  種別コードA1またはA3の公報は、調査報告書からの引用が含まれてい
ます。

–  種別コードB1の公報は、実体審査段階の間に最初に引用された引用文献
を含んでいます。

–  種別コードB2の公報は、（異議申立が修正特許明細書の補正につながっ
た場合）異議段階で最初に引用された引用文献を含んでいます。

–  

しかし、特定の公開段階で記載されない引用文献は、利用可能な最初の公
開段階、すなわちA1またはA2公開公報に依然として加えられることになり
ます。これには、出願人によって挙げられた引用文献や第三者による情報
提供として挙げられた引用文献が該当します。

PCT出願に由来するEPA公開公報の場合には、Espacenetは、対応するPCT
公開公報から調査報告書の引用文献を検索します。例えば、EP2135337 
A1公開公報は、対応するPCT公開公報WO2008122424 A1が、すでにドイ
ツ語で入手可能ですので、実際には存在しません（EPC第153（3）条に
は、このような場合にはEPOはPCT出願を再公表しないと規定されていま
す）。したがいまして、対応する調査報告書の引用文献は、PCT公開公報
の記録の一部としてのみデータベースに収録されます。しかし、完全を期
すために、Espacenetは、PCT出願からの引用文献を検索し、加えて、EP
公開公報の「被引用文献」の項目にもそれらの引用文献を一覧表示しま
す。Open Patent Services (OPS) およびEPOのデータベースへの直接アクセ
スを提供しているその他のサービスはデータベースに収録されているデー
タを提供ので、この機能を備えていません。

－ 株式会社ワイゼル訳 －
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特　許　分　析

ステータス識別子を用いた「指紋」的解析
PIニュースの過去の記事において、
ヨーロッパへの特許出願と
European Patent Register中の付与
された特許に関連して表示されてい
るステータス識別子が各特許文献の
成り立ちにおける最新イベントをど
のようにして一目で示しているかを
説明しました。

この記事は、それらのステータス識
別子が技術分野の統計学的な解析や
特許ポートフォリオの評価を実施す
るためにもどのようにして使用可能
であるかという点に視線を向けてい
ます。

ある状況において、この分析は、出
願人が特定の技術分野でどの程度に
有力であるかを知るために、また出
願人の特許及び特許出願の状況を確
認するために、その技術分野におけ
る出願人の特許ポートフォリオを解
析することは役立つと考えられま
す。ステータス識別子を用いて、こ
れらの特許ポートフォリオについて
一種の「指紋」を作成することが可
能です。

右図は、PATSTATデータベースを
用いて見い出された、太陽光発電の
分野における特許出願人３社のヨー
ロッパ特許出願と付与された特許を
示しています。この図には、ステー
タス識別子によって示されている最
新の手続きの状況も含まれていま
す。文献はグループごとに分かられ
て数えられ、その結果がグラフとし
て示されています。この図は、選択
された３社の指紋的パターンを、最
先の出願年（縦軸）とステータス識
別子（横軸）の相関関係として示し
ています。所定の年に関して所定の
最新手続き状況にある文献の割合を
示すためにカラーコーディングが用
いられています。

3社の出願人の間には、明確な差異
があります。

A社は1997年以来太陽光発電の分
野において出願を行ってきてお
り、最近の10年に至るまで継続し
て十分活発です。今までのとこ
ろ、出願のほぼ半分に特許付与が
なされ、付与された特許の一部は
異議申立に遭遇しています。

初期の１～２件の出願を除くと、B
社は、太陽光発電の分野において
2000年代半ばまでヨーロッパ特許
出願を開始しませんでした。特許

付与がなされたB社の出願の割合は
ほぼ6%と非常に低いものでした。B
社も最近の10年ではかなり活動的
になっています。

C社は著しく異なる出願パターンを
示しています。その特許活動は
1990年代初めから2000年代半ばに
かけて継続し、その平均の特許付与
は５０％を超えていました。他の2
社の出願人とは対照的に、C社はそ
のヨーロッパ特許出願の３件目位か
ら顕著に出願放棄しています。

これら3社の出願人の指紋的パ
ターンは、ステータス識別子が三
通りの異なる方法を利用できるこ
とを示しています。書誌データと
その他のリーガルステータス情報
を、なおさらなる情報を提供する
ために付け加えることができま
す。熟練した特許情報ユーザーに
より実施された場合、このような
解析は、特許情報をビジネス成功
のために用いることや、IP管理全
般に多大な貢献をなすことができ
ます。
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ESPACENET

なぜ、分類を使って検索するのか？
Espacenetの文献の多く（特に古いもの）は、分類は付与されている一方、
タイトルや要約は検索可能な状態ではないので、分類による検索が文献を
見つける唯一の手段です。

分類は言語とは独立しているので、文献が書かれている言語に関係なく、文
献を探すときに役立ちます。

時々、キーワード検索がうまくいかないことがあります。このような状況の
ときに、技術分野もよりますが、分類による検索が良い代替え手段となり得
ます。

Espacenetにはどんな分類があるか？
Espacenetでは、検索する用に２種類の分類大系を提供しております。

– 国際特許分類大系通常IPCと呼ばれているもの
– 共通特許分類（CPC）大系で、ヨーロッパ特許庁とUSPTO主導で策定さ

れたもので、IPCより細かいレベルの分類を提供しております 

分類記号を用いたEspacenetでの検索 
分類はおそらく、今日において特許サーチャーが利用できる最も強力なツールです。分類は、技術分野
の専門家である特許審査官によって、それぞれの特許文献に割り当てられ、ユーザーに役立つよう
Espacenet上に表示されます。

Espacenetで利用できる分類大系

国際特許分類（IPC）
1970年以降のすべての文献に体系的
に付与されている

全世界的に使用されている

技術は約160,000種類の分類記号に
分けられている

特許文献のフロントページに記載
されている

毎年改訂されている
www.wipo.int/classifications

共通特許分類（CPC）
IPCに基づいているが、より詳細
で、非常に古い文献も含まれている
日本以外のすべての主要特許庁を
カバーしている
技術は約250,000種類の分
類記号に分けられている

いくつかの国に関しては、公開後
（2，3か月後）ヨーロッパ特許庁
によって分類が付与される
頻繁に改訂されている
www.epo.org/espacenet ‒  
click Classification Search

検索に合った分類記号を探す３つの方法

方法１：Espacenetの分類検索ツール
始めるための最も簡単な方法は、Espacenetの分類検索ツールを試すこ
とで、左側のメニューから選択できます。探している次いで、技術を表
す何らかの文字を単に入力して、〝Search〟（検索ボタン）をクリックし
ます。

Espacenetでは、潜在的に関連する可能性のある高いレベルの分類を多数
表示します。次に、より詳細な分類記号を確認するために、関連すると思
われる技術分野の左側の下矢印をクリックします。所望の分類を選択する
には、それぞれのチェックボックスをチェックします。最後に、〝Find 
patents〟（〝特許を検索する〟ボタン）をクリックして検索を開始します。

－ 株式会社ワイゼル訳 －
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方法２：キーワード検索と分類の入念な検討
経験豊富な特許サーチャーの多くは、タイトルと要約に対してのキーワー
ド検索を行うことで、調査のための特許分類記号を見つけることを好んで
行っています。Espacenetでは、スマート検索フィールドにキーワードを
入力することで、これを実現できます。

以下の例では、B64C配下のIPCクラスが結果の多数を占めているのが見て
取れます。それによってその後、分類検索に切り替えることがで
き、〝B64C〟とタイプしてその配下のすべてのクラスを検討し、関心のク
ラスを選択できます。

方法３：もし、適切な関連する文献を把握している場合は、それらが分
類されている場所を探す
しばしば、検索をするとき、探しているものに非常に近い技術について
記載している特許文献の存在をすでに認識しているかもしれません。こ
のようなケースの場合は、それらの文献に付与されている分類記号を確
認し、それらを検索が始める起点とすることに意味があります。

もし、検索を始める際に、近い技術をまったく知らない場合は、一旦関
連文献を何件か見つけた検索の後の段階において、この手法を採用する
ことができます。

調査報告書に引用されている文献の関連性とそれらの分類記号確認する
こともできます。

覚えておくべきこと
ごく最近の文献にはCPC分類は付与されていないかもしれません。重要
な検索の場合には、最新の公開公報を確実に漏らさないようにするため
に、2，3か月後にその検索を必ず再実行してください。

CPCは、20世紀初頭に㴑った収録範囲とIPCよりもはるかに細かいレベル
の分類を提供しており、これは、調査において高精度を求める場合やよ
り古い文献が関連している可能性のある技術を探すときに使用すべき分
類大系です。一方、IPCはCPCよりも収録範囲が地理的に広いです。

検索においては、例えば、G04B47/04のような完全指定の分類記号を使
うことができますし、そのカテゴリ内のすべての分類が含まれるよう
に、〝/〟の前で分類指定を止めることで、ヒット件数を増やすことができ
ます。

AND演算子を使って２つの分類記号を組み合わせて検索することで、2
種類の技術的な特徴を組み合わせることができます。（以下の例を参照
ください）

G04B47   ➞　　他の装置と組み合わされた時計

 F21V33   ➞　　他の装置と組み合わされた照明

G04B47　AND　F21V33による検索では、時計が内蔵されたランプも
しくはランプが内蔵された時計が見つけることになります。

－ 株式会社ワイゼル訳 －
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インド

規則

2: 定義

6: 書類の提出及び送達

7: 手数料

13: 明細書

14: 明細書の補正

24B: 出願の審査

24C: 出願の早期審査

28: 先行刊行物による
　  新規性欠如の場合の手続

55: 特許に対する異議申立  

71: インド国外で特許出願を
   行うための許可

108: 特許代理人登録原簿に
          含まれる明細
135: 代理人  

インド: 特許(改正)規則２０１６
２０１５年後半のパブリックコンサルテーション及びその後の適応に
続き、２０１６年５月１６日インド特許(改正)規則２０１６が施行さ
れました。

インド特許(改正)規則２０１６による主な改正点の概要

改正点内容
–  審査請求の定義に早期審査を含むこと。
–  出願人の新なカテゴリ：スタートアップ企業。
–  スタートアップ企業の定義：設立５年以内、年間の売上高が約４００万ドル以下であって、技術革新に取

り組んでいること。
–  スタートアップ企業の資格を有しない：既存事業体からの分割または再建により形成された企業。 

–  電子的手段のみで書類の提出は代理人の義務となる。
–  許容される遅延の定義(戦争、ストライキ等)。
–  遅延状況後の提出時間制限の解決。
–  提出当事者の立証責任。 
– 手数料が適切な特許庁に支払われることを明示的な規定。
– 所有権はスタートアップ企業から他の法人に移転する場合、手数料の差分を支払わなければならな

い。
– 重複出願または手数料を２回納付する場合の払い戻す。
– 最初の審査報告書が発行される前に、出願人が出願を取下した場合、審査料金の払い戻す。 

– 請求項において図面に参照番号を含む。
– 要約書には、従来技術に比した発明の技術進歩と、主たる用途の記載（推測の用途を除く）
– 早期公開を請求する際に、生物寄託に関する言及が遅くとも申請日に提出しなければならない。 

‒  明細書補正提出手続きをより正確的な定義。

– 分割出願は審査請求から１か月以内に公開。
– 出願を特許付与とする期間を12ケ月から6ケ月に短縮(３ケ月の延長は可能)。 

– 早期審査の請求書類は様式１８Ａが用いられる(電子的な様式での請求でなければならない)
– 早期審査することができるのは、インドが国際調査機関（ISA）及び国際予備審査期間（IPEA）として指定さ

れ、または、出願人がスタートアップ企業である。
– 通常から早期審査に変更することは可能(例外の場合、例えば、早期公開請求と併せて行う場合)。
– 審査報告書が、審査管理官から書類を受け取ってから２か月以内に審査官により用意される。
– 審査管理官は、審査報告書の準備ができた時点で、送付するまで１ケ月を有する(異議告知書送付の場合、さら

に１５日付与)。
– 最初の審査報告書の準備及び送付手続きは３ケ月半を超えないようにする。
– 出願人は出願を特許付与とする期間が6ケ月を有する(３ケ月延長は可能)。 

– 先行刊行物による新規性欠如の場合のヒアリングは、ビデオや音声会議により行う
ことが可能である。

– 聴聞の関連書類を、聴聞日から１５日以内に提出する。 

–  異議申立人が異議申立請求の一式を出願人に送付しなければならない。
– 出願人が異議申立通知日からの３ケ月以内に陳述及び証拠の一式を異議申立人に提出する。
– 審査管理官の異議申立に対する決定は、出願人、異議申立人及び他の当事者からの陳述に基づくものである。 

‒  国防または原子力に関する発明の場合、中央政府の承認を受領した日から、審査管理官はインド国外で特許出願許可
の請求を処理する期間は２１日を有する。

‒  特許代理人の登録原簿には現在、更新登録の詳細及び審査管理人と関連する他の情報が含まれる。

‒  代理人に委任する場合、様式２６に代わるものとして、委任状は出願日より3ケ月以内に提出可能である。

インド特許(改正)規則２０１６は、特許規則２００３の補正となり、重要
な改正点が多数紹介されており、ここで、いくつかの改正点を簡単な説
明とともに下記の表に示します。

－ 株式会社ワイゼル訳 －
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アジアニュース

アジアからのニュース
韓国：法人情報がKIPRISplusで利用可能になりました
韓国特許庁は法人出願人に関する情報をKIPRISplusで利用可能にし、ユー
ザが法人を特定し、類似した名称の法人を互いに区別することを容易に
しました。

KIPRISplusは、バルクデータ検索、オープンAPIまたはリンクド・オープ
ン・データ(LOD)を介して、韓国特許データにリアルタイムアクセスを提
供する特許情報ウェブサービスです。

このサービスは、既に出願人名称と出願人コードのデータを含み、 2016
年４月以来、各法人の法人登録番号や営業許可番号も利用可能です。こ
の追加情報は、技術動向を分析する目的や関連産業の情報に特許データ
をリンクする目的に便利です。

中国：二重出願ケースの情報が検索可能になりました
中国特許法の下では、同じ日に特許と実用新案を二重出願することが可
能です。しかし、中国のデータベースには特許出願とそれに対応する実
用新案出願の間にリンクがなかったので、今まで二重出願のケースに関
する情報を検索することが難しかったです。

中国語版の特許番号検索オプションを使用すると、この情報をCNIPRデー
タベースで検索可能になりました。特許出願番号を用いて検索すると、
対応する実用新案出願が書誌情報中表示されるようになりました。二重
出願に対するより高度な検索やフィルタリングオプションも利用可能で
すが、CNIPRへの有料加入が条件になります。

この情報の検索に関する段階を追った案内文を、EPOのAsian patent 
information(アジア特許情報)におけるVirtual helpdesk(オンライン・セル
フヘルプ１) "ChinaSearching in databases"「中国―データベースで検
索」に見つけることができます。

クウェートが正式にPCTに加盟しました
2016年6月9日に、クウェートは加盟書をPCTに寄託しました。そして
2016年9月9日に、PCT条約は正式にクウェートで施行されました。2016
年9月20日以後に提出された国際出願は、クウェートの指定を自動的に含
むことになります。出典： WIPO2

インド：CGPDTMは年次報告書(2014～2015)を発行しました
インド特許意匠商標局(CGPDTM)長官室は年次報告書(2014～2015)を最近
発行しました。この報告書はネットで閲覧可能であり、特許、商標、意
匠及び地理的表示の統計や簡単な分析が含まれています。特許出願総件
数は、2013～2014年の42,951件から2014～2015年の42,763件にわずか
に減少しました。特許出願の大半は依然として外国出願人によるもので
すが、国内出願人による出願件数は、前年に比べて10％増加しました。

また、意匠・商標の出願件数はそれぞれ約9％と5％の大幅な増加になり
ましたが、地理的表示の出願件数が47件しかなく、37％の減少となりま
した。

審査部門における集中的な募集のおかけで、今期中に付与された特許件
数は5,978件になり、前期と比べて1,751件の増加となりました。特許審
査の滞貨についてそのように重点的に取り組んだことによって、他の知
的財産権の付与率に負の副作用があったようで、いずれも今期は減少し
ました。

シンガポール：特許付与後の補正に対するより厳格な基準
2016年6月30日に、シンガポール知的財産庁(IPOS)は特許付与後の補正に
対して新たな規則を公告しました。

これまでは、付与された特許に追加の主題事項を導入したりまたはその
請求の範囲を拡大しない限り、特許付与後の補正は許されました。

新たな規則によると、補正は次の要件も満たす必要があります：

– 補正案に関するすべての関連事項を十分に開示されなければなりま
せん。すなわち、特許権者は補正の理由を十分に説明しなければな
りません。

– 補正を求める特許権者の側には不当な遅延があってはなりません。
すなわち、特許権者は、特許の有効性に影響を与える可能性がある
新たな先行技術に気づいたとき、すぐに修正書を提出する必要があ
ります。

– 特許権者は、補正を遅らせることによって不当な利益を得てはなり
ません。 

アジアに関する上記以降のニュースについては、EPOウェ
ブサイトwww.epo.org/asiaの更新情報を参照ください。

1) www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/asian/china/search.html
2) www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?country_id=96C

対応する実用新案出願の引
用を含む、CNIPRにおける
中国特許の書誌情報です。
「詳細を見る」のリンクを
クリックすると、特許と実
用新案出願の両方の書誌
データとが表示されます。

－ 株式会社ワイゼル訳 －



国別フォーカス

連邦産業財産機関（FIPS）
最初はソ連閣僚会議の発明および発見に関する委員会として1955年に設
立されましたが、1960年に、後に連邦産業財産機関（FIPS）1となる全ソ
ビエト連邦国家特許審査科学研究所に組織変更されました。

現在、FIPSはロシア特許庁（ロスパテント）の一部門です。FIPSはロシア
特許庁の公式出版物を発行および配布するとともに、その特許情報への
アクセスを提供します。FIPSはさまざまな手続業務も担当しています。

特許付与手続
ロシア連邦における特許付与官庁は、ロスパテント2です。特許付与願書
はロシア語で提出しなければなりませんが、特許出願はどの言語でも行
うことができます。どの書類もロシア語に翻訳したものを出願日から3ヶ
月以内に提出しなければなりません。

ロシアでは、情報開示について6ヶ月の猶予期間を設けられており、これ
は、出願日よりも前の最長6ヶ月間までの出願人による発明の開示は、新
規性喪失下人にはなり得ないことを意味します。

1931年に㴑る法律は、ソ連当局による明確な許可無しでは、出願人に外
国での出願を禁止していたものでした。今日でさえ、ロシア内で成され
た全ての発明に関し、出願人は、外国への出願するためにはロスパテン
トへの出願から6ヶ月待たなくではなりません。もしくは、6ヶ月待つこ
となく外国出願するには、書面による許可を得なければなりません。ロ
スパテントが受理官庁であるPCT出願の場合、外国出願の許可は必要とさ
れません。

審査は、実態審査請求の提出義務が出願日または優先日から3年の遅延審
査制度です。早期審査は設けられていませんが、早期新規性調査を請求
することは可能です。出願人は、出願を特許から実用新案に変更、又は
その逆の変更も行うことができます。使用要件は、特許付与日から4年を
超える期間ロシアで実施されていない発明について許可する強制実施権
を認めています。ロスパテントに全ての実施権を登録することが義務付
けられています。ロシアでは異議申立を利用できませんが、付与後どの
時点でも、完全または一部無効請求の提出は可能です。年金の不納は後
の特許権の回復請求は、年金の最終納付年終了時から最大3年間のどの時
点でも提出することができます。
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ロシアから特許情報へのアクセス
－第２部：ロスパテント
PIニュース2016第2号のユーラシア特許庁の特許情報源の分析に引き続き、２部シリーズのう
ち、この第２部では、ロシア国内特許法および連邦産業財産機関（FIPS）から入手可能な無料
の情報源に注目します。

2014年および2015年には、出願人が自らの出願を複数回の補正する可能
性が制限されたこと、（準備できていれば）サーチレポートと一緒に出願
を公開、および第三者による情報提供の導入など、いくつか重要な変更が
見られました。十分な開示は、別の特許性要件となり、医薬特許の存続期
間を延長するため特許期間延長制度が導入され、原特許番号で延長を登録
する代わりに、新しい補足特許が付与されます。また、実用新案出願は、
実態審査を受けなければならなくなりました。そして、10年の実用新案
期間に加えて3年延長を選択する制度は、廃止されました。

正確な情報
2015年、ロスパテントは、約45,500件の特許出願を受理しました。その
うち、およそ16,000件は、外国の出願人によるものでした。実用新案出
願11,906件のほぼ全件が、国内出願でした。現在、実用新案は実体審査
を受けるようになったので、2014年の14,000件近い実用新案出願件数か
らの減少が予測されました。技術分野別に見て最も件数が多い特許出願
は、化学および冶金で、それに人の生活必需品および運輸が続きます。

文書種別コードおよびナンバリングシステム
ロシアの出願は、種別コードAを付けて、優先日（または出願日）から
18ヶ月で公開されます。種別コードC1は、A公報が前もって発行されこと
のない、付与された特許の公報に付されます。C2は、出願の公開公報が
前もって発行された、付与された特許に使用されます。

出願番号は出願率に対する4桁の数字と、それに加えて、6桁の連続番号
とからなっています。同じ番号に、種別コードが追加されて公開／公告さ
れます。付与された特許の番号は7桁の連続番号のみです。

出願番号 = 公開番号 + 種別コードA

－ 株式会社ワイゼル訳 －



 Patent Information News   3 | 2016       September 2016       13

FIPS特許情報源
EPOのデータベース内のロスパテントデータ蓄積範囲に関する情報
は、EPOのウェブサイトのuseful tables section3からご覧いただけます。
この記事は、公報、オープンレジスタ（特許番号または特許出願番号順に
並べ替えられた、特許文献オープンデータ）および情報検索システム（検
索分野の調整が可能で、アプリサポート論理検索機能を備えた、より高度
で順応性のあるサーチツール）等、FIPSのウェブサイトで利用可能なロス
パテント情報の公的提供源を取り上げています。

「発明、実用新案公報」に加えて、FIPSは、工業意匠、商標、およびコン
ピュータプログラム4の公報も発行します。各公報は、発行頻度が異なり
ます。発明の公報は、毎月10日、20日、および27日に発行されます。そ
れには、公示および告示、ならびに共産主義時代からの、これまで未公開
の発明者証および特許が含まれています。通知の中には、権利濫用のケー
スにおける名義変更、譲渡、出願人請求による取り下げ、および裁判所の
決定等が含まれています。

2016年の初めに、FIPSは、その情報検索システム6の新しいバージョンの
運用を開始しました。ユーザは、そのサービスに無料でアクセスするの
に、パスワード入力の必要がなくなりました。検索マスクおよびデータ
ベースの選択が英語で利用可能です。改良されたユーザインターフェー
スにより、1994年からのロシア特許と実用新案の要約の検索、さらに、
この3年間の公報からのロシア出願ならびに登録済み特許および実用新
案の全文での検索がいずれも可能です。情報検索システムは、ロシア商
標、工業意匠、およびコンピュータプログラムも含んでいます。ロシア
語で詳細なデータ蓄積範囲については、FIPSのウェブサイト上の情報検
索システムのページでご覧いただけます。この情報検索システムによ
り、ユーザは、語幹処理、切り捨ておよび数学演算子と共に、ブール演
算子を使用して検索可能です。ロシア語によるフリーテキストクエリ
（入力したフレーズ中の用語や語順にとらわれず、内容的に近い文献も
検索する方法）により、入力されたキーワードの同義語も検索されま
す。

1) www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_en/en/about_fips/
2) www.rupto.ru/rupto/portal/start?lang=en
3) www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/raw-data/data/tables.html
4) www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_en/en/ofic_publication/
5) www1.fips.ru/wps/portal/Registers/
6) www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_en/en/inform_resources/inform_retrieval_system/

この記事で取り上げられているトピックに関する詳しい情報は、EPOのア
ジア特許情報サービス、asiainfo@epo.orgまでご連絡ください。

情報検索システム－英語で
の検索マスク

以前に出願が未公開

以前に未公開の
著作権証明書

年金の最終納付（2004年12月29日－
2005年12月28日の期間に対する）

直近の状況（例えば、
取り消し／失効）

黒のバー = 既に無効
グリーンのバー = 有効

リーガルステータスイベントは、図面の
後のページの一番下に表示されている。

発明の出願および登録済み特許を含むすべてのIP活動に関するオープンレ
ジスタ5により、ユーザはロシア内のリーガルステータス情報に自由にア
クセスすることが可能になります。この情報は、種別コードがなくても、
公報番号で検索可能です。以下のスクリーンショットには、黒色の太線に
よって示されているように、既に失効している特許の例が示されていま
す。グリーン色の太線は、特許が有効であることを示しています。太線に
は、その特許の最新のリーガルステータスおよび最後に納付された年金の
対象期間が含まれています。リーガルステータスイベントは、要約、明細
書、請求項および図面の後のページの一番下に示されています。

－ 株式会社ワイゼル訳 －
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ヨーロッパ特許登録簿

1) www.epo.org/searching-for-patents/legal/register/documentation/federated-register.html

IP5

EPOは、2016年6月にウィーンオ
フィスで、IP5（五大特許庁）統計
作業部会の第5回会議を主催しま
した。

ウィーンオフィスにおいて、特許
データの専門知識を最大に活用し
つつ、その会議は、IP5統計学作業
部会の成果とPATSTAT商品ライン
に関わっているEPOの専門家らの
特許統計構想との結合および相乗
効果を探る機会を提供しました。

2012年以来、IP5からの統計専門
家らは、毎年会合を開き、予測方
法および結果に関して意見を交換
し、特許庁間での統計データ交換
の改善を議論し、年次IP5統計報告
の編集に関して協力してきまし
た。

IP5統計作業部会と PATSTATとの出合い

JPO
276 156 

(282 359)

SIPO
291 960 

(228 456)

KIPO 
131 461 

(126 988)

EPC states
117 916

(132 568)

USPTO
227 907 

(213 093)

59	814
(56 920)

30	670
(30 645)

42	669
(42 305)

63	405
(57 598)

20	099
(19 896)

20	085
(17 234)

9	186
(7 822)

5	747
(5 103)

1	370
(1 168)

5	082
(4 341)6	818

(5 865)

2	570
(2 293)

46	483
(37 920)

18	579
(16 664)

44	156
(40 128)

29	743
(26 772)

16	661
(17 390)

28	896
(27 109)

11	179
(10 153)

9	833
(9 845)

IP5統計作業部会およびIP5特許庁間
での統計データの交換の主な目的
は、各特許庁でのより確かな情報
に基づく作業負荷の計画立案を可
能にすることです。２種類の主要
な年次刊行物（毎年春に刊行され
る「鍵となるIP5統計指標」および
毎年末に発行される「IP5統計報
告」）を通じ、IP5特許庁は、外部
の基本計画立案者に、より一貫し
た見解も提供します。

次回のIP5統計作業部会会議は、韓
国特許庁の主催
で、2017年に韓国で開かれます。

詳細について
は、www.fiveipoffices.org/
statistics.htmlをご覧ください。

クロアチア、リトアニア、およびスペインがFederated Registerサービスに加わる
今年の夏、さらに3か国がEPOの
Federated Register（統合ヨーロッパ
特許登録データベースサービス）に加
わりました。クロアチア、リトアニ
ア、およびスペインが加わり、参加国
は合計で15か国になります。他の12
か国は、オーストラリア、チェコ共和
国、フィンランド、マケドニア・旧
ユーゴスラビア共和国、ギリシャ、ア
イルランド、ルクセンブルグ、オラン
ダ、ルーマニア、セルビア、スロベニ
ア、およびスイスです。

2015年4月に開始され、このサービス
により、ユーザは、参加国で有効化さ
れたヨーロッパ特許の確実かつ最新の
書誌情報およびリーガルステータス情
報に容易にアクセスできます。

Federated Register（www.epo.
org/regis¬ter）内で利用可能な
Federated Registerサービスは、28か
国の国内特許登録原簿データに対し利
用可能なディープリンクを構築しま
す。付与されたヨーロッパ特許は、こ

れら15か国の参加国で「国内段階」
に入ると、Federated Registerサー
ビスにより、その特許の状況を検索
することができ、全15か国での状況
を1つのテーブルでまとめてに見る
ことができます。

Federated Registerサービスに現在
統合されている各国の特許庁によっ
て提供される内容に関する情報
は、EPOのウェブサイト1でご覧い
ただけます。Federated Register
サービスの最終的な目標は、全指定
国、ならびに拡張国および有効化国
における付与されたヨーロッパ特許
の状況にユーザがアクセスできるよ
うにすることです。さらに加盟国が
増えるごとに、PIニュースはその情
報をお届けします。

Federated Registerサービス
は、www.epo.org/registerにて閲覧
可能なEuropean Patent 
Register（ヨーロッパ特許登録デー
タベース）の一部です。

IP5特許庁間出願件数、最先の出願：2010年（後に他のFP5特許庁に出願）
（括弧内は2009年の統計）、情報源：fireipoffices.org

－ 株式会社ワイゼル訳 －
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EPOデータベース

1

2

 
 

リーガルステータス収録範囲    
書誌事項収録範囲

マップ中の色の説明
n 最新データは6か月前より新しい。 
n 最新データは6か月以前のものである
が、2年前より新しい。
n データは利用可能であるが、不完全で
あるか、または最新のものではない。

1

2

EPOのワールドワイド特許データ
ベースを利用する際に、地図にグ
レー色で示されている国からの記録
がばらばらになっているのを目にす
ることがあると思われます。このよ
うな場合、それらの記録に含まれて
いる特許は、調査報告書中で引用さ
れたか、あるいは何らかの他の理由
でデータベースに含まれていると考
えられ、信頼できるデータが定期的
にEPOへ提供されることは（未だ）
ありません。

これまでの数年間における大きな改
善点は、データソースにおいてデー
タの量が増え、質が改善したことに
主として関わりますが、マップには
反映されていません。

EPOデータベースの収録範囲の詳細
はオンラインで　www.epo.org/
searchingforpatents/helpful
resources/rawdata/data/tables/
weekly.htmlにて入手可能です。

データベース収録範囲を示すマップ 
EPOのワールドワイド特許データベースにおいて現在利用可能なデータの全体
的な状況を以下のマップから迅速に把握できます。これらのマップは2016年7
月30日に撮影したデータベースのスナップショットに基づいています。

公報コーナー

ヨーロッパ特許公報 
2016年1月～9月 

EP-A 公報
EP-A1
EP-A2

EP-A1 + A2の合計
A1+A2の合計に占めるEPA1の割合
EP-A3
EP-B 公報
EP-B1+B2

2016年の
週平均

1 299
92

1 391

227

1 820

2016年1～9月の
合計 

51 961
3 674

36 781
93.4%
9 067

72 787

2015年から
の変化

9.5%
–33.8%

6.7%

–24.7%

39.1%

「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。
n EPA1:  調査報告書付きで公開された欧州特許出願
n EPA2: 調査報告書なしで公開された欧州特許出願
n EPA3: ヨーロッパ調査報告書
n EPB1: ヨーロッパ特許明細書
n EPB2: ヨーロッパ特許明細書の訂正公報 

注記：表には、PCT ルート経由で出願されたヨーロッパ特許出願
（EuroPCT 出願）の統計は含まれていません。これらのEuroPCT出願
が英語、フランス語およ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による公開は行われません。現在、全ヨー
ロッパ特許出願の約60%がEuroPCT 出願です。

－ 株式会社ワイゼル訳 －
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Espacenet と INPADOC は 
登録商標です。 
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発明者は彼らの新しいアイデアで
常に私たちを感動させてくれ、私
たちの日常生活を改善し、社会に
対して繁栄、仕事、価値をもたら
してくれます。誰のイノベーショ
ンが最も印象深かったですか。
少々時間をとって、2017年ヨー
ロッパ発明者賞にふさわしい発明
者名を挙げてください。この2017
年ヨーロッパ発明者賞は、発明者
に、彼らが受けるに足る感謝の意
を表するものです。

EPOの無料オンラインウェビナー
（ウエブセミナー）の一つに参加
することは、EPO特許情報に関す
る最新のニュースに遅れないよう
にする良い方法です。

2017年ヨーロッパ発明者賞に
お気に入りの発明者を
ノミネートしてください

2017年無料特許情報
ウェビナー

毎年、独立した国際審査員団
が、数百名にも上る推薦を受け
た者の中から最も卓越した科学
者および技術者を15名選びま
す。

オンラインノミネーション手続
は10月12日まで可能で
す。www.epo.org/european
inventorを開け、2017年の受賞
候補者をすぐにノミネートして
ください。

2017年前半のプログラムは以下
の通りです。さあ、ご関心のある
テーマ用にカレンダーを空けてお
きましょう。詳細な情報について
は、www.epo.org/pitrainingを
ご覧ください。

East meets 
West Forum
2017年4月6日～7日、ウィーン

アジア特許情報に関するEPOの年次
フォーラム、East meets West
が、2016年４月6日～7日にウィー
ンで開催されます。

今年のイベントの講演誌及び追加
情報はwww.epo.org/emw2016に
て入手可能です。

発　行　情　 報

Helen Lee--大衆賞受賞者
(ヨーロッパ発明者賞2016)

2017年無料特許情報ウェビナー

日付 時間 ウェビナー名
16 Jan 16.00 バーチャルヘルプデスク（セルフヘルプ）
17 Jan 11.00 INPADOC
18 Jan 11.00 特許ポートフォリオ管理
14 Feb 14.00 日本および韓国における最新および今後の法改正
15 Feb 11.00 パテントファミリー
22 Feb 11.00 中国および香港における最新および

今後の法改正
1 March 11.00 インドにおける最新および今後の法改正
8 March 11.00 特許分類入門
27 March 11.00 特許情報速報
5 April 11.00 特許情報のビジネスへの利用
10 April 11.00 バーチャルヘルプデスク（セルフヘルプ）
26 June 16.00 特許情報速報
10 July 16.00 バーチャルヘルプデスク（セルフヘルプ）

お問合せ

www.epo.org/forums

特許情報ヘルプデスク 
patentinformation@epo.org

アジア特許情報 
asiainfo@epo.org 

研修
pitraining@epo.org 

販売＆配信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ヨー
ロッパ特許に関するあらゆる事
項のお問合せにご利用できます: 
Tel.: 00 800 80 20 20 20*
(月～金,　08:0018:00 
中央ヨーロッパ標準時) 
www.epo.org/contact

*あるいは+49 89 23994500 
（上記フリーダイヤルに掛けら
れない国からはこちらの番号を
ご利用ください）

－ 株式会社ワイゼル訳 －
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