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年次会議において概略説明された
特許情報ストラテジー

長官のBenoît Battistelli氏は、今年の11月8～10日にマドリッドで開催された
EPO特許情報会議の開会スピーチにおいて、欧州特許庁の特許情報施策の最重点
事項について説明しました。
「EPOは、特許情報のリーディン

か説明を受けました。長官は、特

Battistelli氏はまたスピーチを利用

ジェクトを取り上げ、そのプロ

る検索式をEPOが公表するという、

グプロバイダになることを目指し

にEPOのEspacenetの新しいプロ

全、有用、タイムリーかつ正確で

ジェクトにより、インターフェー

ています。それは、特許情報が完
あることを確かにすることによる
高品質の特許情報への固い決意を

意味します。」とBattistelli氏は会
議開会の挨拶をしました。

会議の出席者らは、EPOがデータ

の信頼性および正確性を確かにし
ながら、誰もがデータを効率的か
つ容易に検索できる使い易さに、
ますます重点的に取り組んでいる

スが再検討され、インターフェー
スはより使いやすくなるととも

に、新しい機能がもたらされ、能
力が拡張するでしょうと述べまし
した。Espacenetの利用は2015年
に12％増加し、75万人のユーザ

し、EPOの審査官によって使用され
現在行われているパイロットプロ
ジェクトに聴衆の関心を引き付け

ました。この情報は、2015年11月
以降に先行技術調査が行われた各
特許出願に関して、European

Patent Register（欧州特許登録

データベース）を介して入手可能

が毎月サービスにアクセスしまし

です。会議では、同じ話題につい

一時的に250万人にまで増加しま

常に有用なサービスであるという

た。利用が多い時には、ユーザは

ての意見交換も行われ、これは非

した。

結論になりました。

ページ２に続く>
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ページ１の続き

は、ICT（情報および通信技術）分

のみならず、各特許庁が特許を付与

ていることを述べながら状況を説

明確な根拠へのアクセスを指してい

参加者は、情報をコンピュータか

野の特許出願件数が劇的に増加し

び審査官が検索した分類記号への

明しました。あらゆるもののイン

ら読み取り可能とすること、およ
リンクも含めることを提言しまし

ターネット化およびビッグ・デー

た。参加者はまた、いつかEPOが

するまたは拒絶する際の各庁からの
ます。

タ等の他の発展と合わせて論じら

EPOの主席部長のGrant Philpott氏

することも希望しました。

ていました。Olmo氏は、特許制度

革命（インダストリ4.0）に目を向

全部で8つの意見交換会では、特許
情報におけるトピックスが参加者

の資金援助によるCIFRA（責任ある

調査報告書と一緒に検索式を公表

れるICTは、新たな挑戦を生み出し
における欠点を指摘している、EU

およびEPOの専門家らによって議論
されました。その結論を下記の表
に示します。

革新に向けたICT特許体制への挑

戦）というプロジェクトを紹介し

ました。個人的には、透明性の向
上に取り組むことを提案するだろ

コンピュータによって行われている

うとOlmo氏は述べました。 彼に

とって、これは、世界的なリーガ

特許調査の見通しは、以下の２つの

ルステータス情報、企業の特許

しました。スペインのTelefónica 社

ツールであり、かつ長期的には、

本題に続いて多くの議論を引き起こ
のLuis Ignacio Vicente del Olmo氏

ポートフォリオを見直すための
特許所有権者情報へのアクセス

は、さらに議論を進め、第4次産業
け、それが社会に劇的な影響を与え
るだろうと予測しました。「どんな
仕事も安定ではないでしょう」と

Philpott氏は述べ、「ルーチンワー

クであるなら、コンピュータが行う
に違いないでしょう」と述べまし

た。実生活での事件を扱った人間の
裁判官と驚くべきレベルで同調して
いることを立証した研究を引用し

て、Philpott氏は、コンピュータに

はすでに訴訟事件を分析可能である
と指摘しました。彼はまた、特許調

EPO特許情報会議2016の意見交換会の主な結論
意見交換会
検索式－EPOのパイロット
プロジェクトから何を
学んでいるか？

リーガルステータスコードの
統一化および簡素化

結論

1. サーチレポートをコンピュータ可読にする
2. 分類記号へのリンク

3. 調査報告書と一緒に公表する
1. 特許庁間におけるリーガルステータスコードの統一化が必要
2. より少なくより明確なコード

3. グループ化（階層）における明確さ

特許のオープンデータ－

1. データ精度および世界的基準が必要

における近年の動向
特許価値評価における

3. 非専門家を対象とするサービスが必要

欧州およびそれ以外の地域

特許指標の重要性とは？

特許データとビジネスデータ

との関連付け－なぜ行うのか、
そのハードルは何か？

データ保護問題は、われわれの
特許情報ヘのアクセスを
妨げているか？



2. 公平な利用規定が必須である

査が自動化されるのは単に時間の問
題であると締めくくりました。

彼は、非常に高度な検索および評価
に特許サーチャの将来性を見ていま
した。

この締めくくりは、弁理士Tobias

Wuttke氏およびSusanne Hantos氏
により、会議の終わりに行われた

リーガルステータスに関するプレゼ
ンテーションと十分に結びついてい
ました。これらの講演者はどちら

も、特許サーチャにとって、リーガ
ルステータス情報、それに、言うま
でもないが、その根底である特許法
を理解する必要性が高まっていると
暗示していました（6頁および7頁

1. 特許統計および特許分析の新しいユーザグループを作成する時である

目の別の記事をご覧ください）。

1. 特許譲受人および所有権の正確なデータが必須である

会議プログラムで取り上げられた、

3. 18ヶ月特許出願公開ルールにより、データの入手が遅れる

概念検索、特許モニタリング、なら

2. この分野に特化したトレーニングプログラムがユーザに必要である
2. アジアおよび中小企業からより多くのデータが必要である

1. 特許サーチャは、業務に影響を及ぼすことになるので、EUデータ
保護指令を周知していること

2. 非特許文献および著作権は、特許サーチャが有効な従来技術へアク
セスするのに影響を及ぼす

Freedom-to-operate：顧客は

1. 世界中からの、より良いOCRデータ、より良い機械翻訳、およびより
特許サーチャに何を期待するか？
多くの全文データが必要
2. アフリカ、中東、およびラテンアメリカからのリーガルステータス

そのほかの話題は、全文検索および
びに引用文献分析でした。プレゼン
テーションの多くは、EPO特許情報
会議のウェブサイト：

www.epo.org/pi-conferenceからご
覧いただけます。

情報の重要性が高まっている

3. 閲覧するのに、テキスト内で特徴をもっと強調すること、および
マルスクリーン表示は、サーチャ にとって役立つだろう
アジアの特許情報－以前の
ようにまだ問題があるか？

2

1. 中国の実用新案、ならびにインド、ロシア、アセアン諸国、および
インの特許に関する今日の問題
2. 英語によるサービスの定期的な改善
（機械翻訳、英語版ウェブサイ・インタフェース）が必須である
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論

説

25年目を迎えるにあたって
PIニュースは、本誌で第100号となります。年4回の発行により、本誌は、
欧州特許庁と、その特許情報商品およびサービスのユーザとの活発なコミュ
ニケーションの25年目を記念します。
ちょうど先月、EPOは、特許情報に

（Confederacy of European

した。マドリッドで開催されたその

Groups、欧州特許情報ユーザグ

関する第26回年次会議を開催しま

イベントについて、今月号で多数の
記事をお読みいただけます。

Patent Information Users

特許情報分野におけるEPOの業務
の品質は折り紙付きです。そし

ループ連合）等のユーザグループ

たすか否かにかかっています。

との会議を頻繁に開き、そし

て、EPC領域内各地特許情報セン

EPOは、極めて活発に、あらゆる面

ターから成る欧州のPATLIBネッ

て、この点において、世界をリード

す。EPOはまた、オンライン

で対話を進めています。特許庁とし
しています。本ニュースレターおよ
び年次会議に加え、EPOは、

PDG（Patent Document Group、

特許文献グループ）およびCEPIUG

トワークをサポートしていま

フォーラムを開催しており、いか

て、品質は、ユーザのニーズを満
ユーザの皆さまと交わす素晴らし
い対話により、それらのニーズを
理解することができます。その点
における読者の皆さまの役割に感
謝を申し上げます。

に熱心にユーザの皆さまがそれら
を利用されているかを目の当たり
にすることができて光栄です。

Richard Flammer

特許情報および欧州特許アカデミー
主席部長

Federated Register

スペインがFederated Registerサービスに加わる
今年9月に、さらに一か国がEPOの

Federated Registerに現在統合されて

Federated Register（統合欧州特許

いる各国の特許庁によって提供され

りました。スペインが加わり、参加

サイト1でご覧いただけます。

登録データベース）サービスに加わ

国は合計で15か国になりました。

た内容に関する情報は、EPOのウェブ

他の14か国は、オーストリア、ク

Federated Registerの最終的な目標

ンド、マケドニア・旧ユーゴスラビ

び有効化国における付与された欧州

ロアチア、チェコ共和国、フィンラ
ア共和国、ギリシャ、アイルラン

ド、リトアニア、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。

は、全指定国、ならびに拡張国およ
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。さらに参加

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。

2015年4月に開始され、このサービ

Federated Registerは、

化された欧州特許の確実かつ最新の

なEuropean Patent Registerの

スにより、ユーザは、参加国で有効
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。

www.epo.org/registerにて閲覧可能

一部です。

European Patent Register内

（www.epo.org/regisóter）で利用

可能ですが、付与された欧州特許

が、これら15か国の参加国で「国

内移行段階」に入ると、Federated

Register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つの表でまとめて見ること
ができます。

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

Espacenetの最新情報
本記事は、Espacenetの最も重要な最近の変更について概略を示します。

INPADOC特許ファミリーのタブをクリックすることにより、ユーザは

ほかのファミリーメンバーを検索するためにグローバル・ドシエにアク
セスすることができます。

検索結果リストの並び替え

Espacenetにおいて検索結果リストをアップロード日付順に並び替えるの

があまり役に立たなかったというユーザからの報告を受けて、現在では公
開日順に並び替え可能になっています。
グローバル・ドシエのサービス拡大

European Patent Register（11頁を参照）の場合のように、グローバル・
ドシエのサービスは拡大され、WIPO CASE構想に参加している特許庁も

含まれました。カナダ特許庁およびWIPOは、現在、その公開ドシエを閲

覧可能としており、その他の官庁も後に続くことが期待されます。

グローバル・ドシエへのアクセスとEuropean Patent Registerおよび各国

の登録データベースへのリンク

Espacenetインターフェースは、グローバル・ドシエのアイコンおよび各

官庁の特許登録データベースへのリンクを表示します。各リンクは、対応
する登録データベースを示す新しいウィンドウを開きます。登録データ
ベースに直接アクセスできない場合、リンクは表示されません。
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最新の全文データの蓄積範囲および最新の書誌データの蓄積範囲

どのデータがEspacenetのデータベースによって網羅されているかを知

りたい場合、毎日更新されるオンライン蓄積範囲一覧表を見ることで確

各国インターフェースの統一化における進歩

Espacenetの新しいプロジェクトの一環として、Espacenet サーバの各

国版の統一化およびEPOのインフラストラクチャへの移行が行われてい

認できます。最近、レイアウトが変更されましたのでご注意ください。

ます。25種類のインターフェースがすでに統合され、やがて、さらに

の詳細は、グリーンで示されます。行全体が新しい場合、すべての項目

して、統一された方法で、それぞれの国の言語による各国データの全文

色の付いた行は、前日と比べデータが変更されたことを示します。変更
がグリーンで表示されます。初回／最新の公開に変更がなく、データ蓄
積範囲において欠落していた情報だけが埋められた場合、文献の総数の
みグリーンで示されます。

多くが続いて統合されます。この変更は、各国のインターフェースを介
データ集が検索可能であることを意味します。現在、各国インター

フェースを使用し、オーストリア、アイルランド、ルクセンブルグ、ポ
ルトガル、およびスペインの全文データ集を検索いただけます。

リンク：

書誌データの蓄積範囲：

www.epo.org/searching-for-patents/technical/patent-additions.html
全文データの蓄積範囲：

www.epo.org/searching-for-patents/technical/full-text-additions.html

Espacenet - 人々が求めていること

Espacenetのユーザから、EPOの特許情報ユーザサポートチームに多くの異なるお問い合わせが
寄せられます。最近最も頻繁に寄せられたお問い合わせの２例をここに紹介します。
Espacenetで検索結果を閲覧する

際に、CPC記号の重要度をどう解
釈するべきでしょうか？

CPC記号が表示されるフォント

は、発明情報または追加情報を明
示します。発明情報は太字フォン
トで、追加情報は標準フォントで

発明情報

表示されます。

追加情報

最初の分類記号は、主分類記号で
すか？

Espacenetのユーザはまた、書誌

データに表示される最初のCPC記

号が主分類を示しているのかどう
かを知りたいと思っていました。
答えは、「いいえ」です。

アルファベット順の発明情報（太字）
アルファベット順の追加情報（標準フォント）

Espacenetに表示されるCPC記号の
順番に特に意味はありません。
CPC記号は、単にアルファベット

順で表示されます。発明情報は太
字で表示され、追加情報は標準

フォントで表示されるのが唯一の
違いです。
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リーガルステータスデータ調査

質問：特許サーチャは、特許法について何を
知っているべきでしょうか？
答え：時が経つにつれ、ますます多く知るべきです。

EPO特許情報会議での３件のプレゼンテーションから、特許サーチャに対する特許法より深い理解の要求が
増大していることが明らかになりました。そして、その要求は、今後さらにいっそう高まる見込みです。
将来に向けた準備行動を呼び掛け

Grant Philpott氏が、EPO特許情報
会議の初日に「特許調査がルーチ

る趣旨でした。

タが行うことになるでしょう」と

講演者の両氏は、特許のリーガル

しての特許調査の将来についてす

中して講演しました。また両氏

ンワークであるなら、コンピュー

それとなく述べたとき、専門職と
でに論争を引き起こしていまし

た。彼の予測は、特許サーチャの
将来は高度な非ルーチン分析にあ
るということでした。この点を踏

まえて、2日後のTobias Wuttke氏

およびSusanne Hantos氏によるプ
レゼンテーションは、そのような

ステータスを説明するデータに集
は、このデータの潜在的な重要性
および戦略的な意思決定との大き
な関連性を強調しました。

彼は、EPOでの異議申立手続にお

す。裁判官は、非常に高い損害賠

異議申立を多く行う企業もある一

野では、莫大な金額が絡んでいま
償を下す可能性もあり、管轄区域

によっては基準金利プラス8％の金
利を課す可能性もあります。合併

吸収（M&A）は、Wuttke氏がリー
ガルステータスの専門家から重要
な貢献がなされていることを認識
している別の分野であって、時間

リーガルステータスデータ

「リーガルステータス特許情報
は、あらゆるR&D（研究開

発）、M&A（合併吸収）、FTO
偽造防止印刷分野における異議申立
活動：図表は、行った異議申立件数
が多い順からの異議申立人（縦
軸）、および本技術分野において受
けた異議申立件数が多い順からの特
許所有者（横軸）を示します。これ
らの異議申立人・特許所有者にごと
に、異議申立事件の件数を縦横に、
色分けして明示しています。

Wuttke氏によると、特許侵害の分

検討プロセスおよびあらゆる特許
係争／交渉の中核となすもので

的制約が共通の問題として挙げら
れるが、潜在的な係争ではなく、
差し追っている係争のみに目を奪
われ、失権したIPの権利回復つま
り復活をよく無視しがちです。

す。それなくして、特許関連サー

リーガルステータスデータのより

Wuttke氏は述べました。

はまた、異議申立の分野において

ビスはあり得ません。」とTobias

伝統的な使い方に加え、Wuttke氏
統計分析が普及してきていること
に聴衆の関心を引き付けました。

ける多数の企業の動向を例示し、

方、異議申立を行わない企業もあ
ることをデータにより明らかにし
ました。異議申立は、多数の国々
を網羅する本丸だけを攻撃して特
許の有効性を争うための絶好の機
会になるので、欧州では特に重要
ですとWuttke氏は述べました。

異議申立期間終了後は、各国レベ
ルでしか特許の有効性を争うこと
ができません。

FTO （特許競合状況）

会議出席者らの投票でベストプレ
ゼンテーションに選ばれた講演

は、Susanne Hantos氏によるもの
ですが、その中で彼女はFTO調査

について理解を深めることを訴え
ました。しばしばFTO調査と特許

偽造防止印刷分野における異議申立活動
異議を申し立てられた特許の出願人トップ10
本技術分野に
おける異議申
立人トップ10

出願人 1

		

出願人 2

出願人 3

出願人 4

出願人 5

出願人 6

出願人 7

出願人 8

出願人 9

出願人 10

4									

113

5

3

1

1

1		

4

5

3

1

2

2

2

2

1

1					

3		
1

2

2		

1			

1

85

2

38
35

3									

30

									

5		
5		

4

3

2

2		

2		

29
1

											
1

4		

6

25
23

2

出願人に対する
異議申立の総件数

本技術分野におい
て異議申立人によ
って行われた異議
申立の総件数

27

19
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20
1		
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5

1
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－ 株式会社ワイゼル訳 －

無効調査をごちゃ混ぜにして、権

Tobias Wuttke氏と同じように、

利行使不可能な従来技術までも調

図1：保護範囲の決定

Susanne Hantos氏もまた、サー

た。IP権利の属性を考えると、規

保護範囲（EPC 69条＋ 議定書）

して、均等論を挙げました。

査していると彼女は述べまし

制当局の承認、基準要件または輸

均等論 = 技術的課題も解決する、特許
請求されていない明らかな代替手段

入規制等の他の障壁とは対照的

に、FTOは、企業がある一連の行

動を取る場合において、第三者の
IP権利を侵害リスクに専ら焦点を

文言侵害 =文言通りに実現される

当てなければなりません。侵害は

請求項の特徴

犠牲が大きいと考えられ、さらに
があるので、要は侵害回避である

第三者の特許を無効にさせる可能

特許サーチャは、より良い調査を

が、公開された請求項の範囲にお

を調べることです。無効調査

理解することで、法律的な面での

は、FTO調査後の継続調査と考え

るべきで、個人的な好みになりま
すが、「特許侵害リスク調査」と
考えるべきであると彼女は述べま
した。しかし、彼女は、FTO調査

の結果に依存することについて注
意を促し、「妨害特許の有効性に
ついて、皆さん、または皆さんの
弁護士が考えることと、その特許
の有効性について裁判所が決定す
ることはかなり異なる可能性があ

研

可能にするように特許法を明確に
確実性を向上させることができる

とHantos氏は述べました。ここで
重要なのは、特許請求の範囲は、
その特許が付与される前後で変わ
る可能性があることを認識してお
くことです。PCTは、出願の国際

段階の期間中に補正した請求項の
提出を出願人が提出することを認

れている特許の請求項と同一でない
場合でも、侵害が生じる可能性があ

に均等であるなら、侵害が発生する

求項ではないかもしれません。原

性のある従来技術があるかどうか

います。販売された製品が、侵害さ

品または方法が、特許請求項の範囲

ります」と警告しました。

一方、無効調査は、裁判所をして

均等論

均等論は侵害リスク査定に関係して

ることを均等論は示しています。製

機能的解釈

場合によっては倒産に至る可能性
と彼女は述べました。

チャが認識しておくべき重要概念と

には十分です。

出願の明細書に記載されている

図（図１）は、均等論に関する

いて請求されていない製品または

り、グラフ形式でその概念を説明し

方法は、審査中に後から請求する
ことができることを指摘して、

Wuttke氏のスライドの転載であ
ています。

「公開された特許出願の請求項の

間接侵害の可能性もあります。これ

リスクが見逃されるおそれがあり

を支援する、扇動する、または促す

みを調査した場合、潜在的な侵害
ます」と彼女は忠告しました。こ
のため、（可能であれば）全文検
索を行うべきです。

は、侵害製品の製造するように他社
ために侵害製品の構成部品が供給さ
れるときに生じます。

めているので、PCT手続では、た

とえば、公開された請求項は、調
査を行った時点における現在の請

修

無料の特許情報ウェビナ2017
EPOの無料オンラインウェビナの
ひとつに参加することは、最新

のEPO特許情報を取り入れ続ける
のに役立ちます。2017年の前半

のプログラムを表に示します。
関心をお持ちのトピックのため
に直ちに予定を空けておいてく

ださい。詳細は、www.epo.org/
pi-trainingをご覧ください。

特許情報無料ウェビナ2017
日付

時間

1月17日

11:00

1月16日
1月18日
2月14日
2月15日
2月22日

11:00

特許ポートフォリオ管理

11:00

パテントファミリー

14:00
11:00
11:00

3月27日

11:00

4月5日

4月10日
6月26日
7月10日

－ 株式会社ワイゼル訳 －

バーチャルヘルプデスク（セルフヘルプ）

3月1日
3月8日

ウェビナー名

16:00

11:00
11:00

INPADOC

日本および韓国における最新および今後の法改正
中国および香港における最新および
今後の法改正

インドにおける最新および今後の法改正
特許分類入門

特許情報速報

特許情報のビジネスへの利用

11:00

バーチャルヘルプデスク（セルフヘルプ）

16:00

バーチャルヘルプデスク（セルフヘルプ）

16:00

EPOの特許情報ウェビナの司会者
Iris DannerとMartin Noé

特許情報速報
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ユーザ・グループ

誰が特許情報のユーザを代表するのか？

肉職人、パン職人あるいはろうそく職人など、ほとんどすべての専門職人は、立法者や部品・原材料供給
業者との話し合いにおいて、専門職人の利益を代表する専門職人組合を介して結ばれています。特許情報
分野では、多彩なグループが欧州に存在し、ユーザを代表しています。
特許文献グループ
特許情報分野において最古の最も

よく知られているユーザ組織

これらの10団体のユーザグループは
一体となって、Confederacy of

European Patent Information User

CEPIUGに関するさらなる情報に

ついてはwww.cepiug.orgをご覧
ください。

は、1957年に設立された特許ド

Groups (CEPIUG)という名称の欧州

（PDG）です。PDGの会員は、個
人ではなく企業により構成され、

ています。

は、国内ユーザグループ設立の出

PDGの重点的な取り組みは､"特許

2008年に設立され、CEPIUGは特許

検索の経験と専門知識を欧州全体で

を推進することです1。この重点

共有するように推進していま

立することを最近決定しました。
さらなる情報については、

的な取り組みは、PDGの以下の5

す。CEPIUGは、また、特許検索の

esのメールアドレスにお問い合わ

つの作業部会の構成に反映されて

専門職への新規参入者に対する教育

います：

と研修において欧州を統括する取り

キュメンテーショングループ

情報の効果的かつ効率的な利用"

– ネットワーク及びオンライン検

索、WG ONLINE（1976年以降）

– 情報管理に対する特許法の影

響、WG IMPACT（1980年以降）

– 特許データベース提供事業

者、WG PDV（1992年以降）
– バイオテクノロジー検索（2001

年以降、WG ONLINEにリンクさ
れている）

全体を傘下に置く統括組織を構成し

多数のスペイン特許情報の専門職

発点としてメーリングリストを確

Marta Ballbè のmballbe@esteve.
せください。

SACEPO/PDI ‒EPOに対するユーザ

代表団体

PDG、CEPIUG、および欧州の国内
ユーザグループは、これらのグルー
プが選択する場合には、それぞれの

会員をSACEPO/PDIの下部委員会に推

薦することができます。SACEPOは、
欧州特許庁常任諮問委員会の略語で
あり、ユーザが自らの見解を欧州特
許庁に提出することができる唯一の
正式な団体です。常任諮問委員会

（SACEPO/PDI）の特許文献情報下部
委員会は、年一回ウィーンで委員会

組みを進めています。CEPIUGは、

を開催します。これらの委員会にお

さらに知的財産権及び情報検索の分

いて話し合われた内容は、EPOの意思

野における基礎研修に共通の場を提

決定者にとって極めて重要です。

供することも進めています。

表1：CEPIUG（欧州特許情報ユーザグループ連合）構成団体
名称

平均会員数

BPIP ‒ 英国特許情報
プロフェッショナル

英国

なし

50

PDGは、特許情報データ、ツール、

BEPIUG ‒ ベルギー特許情報
ユーザグループ

ベルギー

www.bepiug.org

65

を、将来の発展に向けたハイレベル

PIF ‒ 特許情報フォーラム

SIPIG ‒ スウェーデンIP情報グループ スウェーデン

デンマーク

piforum.mono.net

80

して名声を博しています。

WON ‒ オランダ特許情報協会

オランダ

www.won-nl.org

90

PDGに関するさらなる情報について

AGM ‒ 特許情報電子媒体作業部会

ドイツ

www.dgd.de/agm.aspx

未確認

特許情報ユーザグループの会員です

AIDB ‒ イタリア特許情報協会

イタリア

www.aidb.it

128

個人の特許サーチャーのために、個

CFIB ‒ フランス語圏特許情報
シンクタンク

フランス及びフランス www.lecfib.net
語圏（スイス、ベル
ギー、ルクセンブル
ク）

136

PATMG ‒ 特許商標グループ

英国

200

PING ‒ 特許情報ユーザグループ

ドイツ及びドイツ語圏 pontos.patent-inf.tu-ilmenau. 57
（スイス、オーストリ de/tiki-index.php#&panel1-1
ア）

– 分析及び可視化、WG A&V
（2006年以降）

及びサービスについての深い知識

な戦略的手法と組み合わせる団体と

はwww.p-d-g.orgをご覧ください。

か？

人会員資格を発行するユーザグルー
プが欧州全体に10団体あります。
これらのユーザグループのすべて

が、会員の専門的関心を深めるよう
に活動しています。表には、ユーザ
グループ名とそれらのウェブサイト
が列挙されています。これらのユー
ザグループは、いずれも加入に関心
をお持ちのあらゆる特許サーチャー

なし

60

www.cilip.org.uk/about/
special-interest-groups/
patent-and-trademark-group

に開かれています。
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分

PIUG

非常に多くの米国特許情報を取り
扱っている読者、または欧州の圏
外に定住の読者は、米国に拠点を
置く特許情報ユーザグループ

類

IPCに2017年1月1日以降に
加えられる変更

（PIUG）に関心をお持ちの可能性
があります。

WIPOは､2017年1月1日に発効する国際特許分類（IPC）体系の改正を発表しました。

PIUGのウェブサイトによれ

分類記号の変更に関する全詳細

ば、PIUGの使命は、「特許情報専
門職の成功を、リーダーシップ、
教育、広報、支援活動、および人
的ネットワーク形成を通してサ

は、WIPOのウェブサイト：
http://web2.wipo.int/

classifications/ipc/ipcpub7/?

実質的に修正される対象となった
IPCサブクラス／メイングループ
記号

変更による影響を受けると考えられる

VERSION=20170101 の新しい公開

A01K 61/00 ‒ 63/00

水産生物の養殖

A21D 13/00

仕上がったあるいは部分的に仕上がったベイカリー製品

らご覧いただけます。

A47B 88/00

ています。PIUGが基準を設定して

このプラットフォームは、さら

A61C 13/00

的ネットワーク形成活動にあり、

ポートし、支援し、改善し、推進

する」ことにあります2。PIUGの取

り組みは、従ってPDGおよび

CEPIUGの取り組みと極めて共通し

プラットフォーム（IPCPUB 7）か

に、以前のIPC2016.01バージョン

A61K 8/00

も含んでいます。

A61K 47/00

カッションフォーラムを、大勢の

これよりも前のIPCバージョン

B01J

種の討議の中で最良であると考え

ラットフォームIPCPUBに掲載され

いる分野は、PIUGのオンライン人
その活動の中でも、PIUGのディス
人が、特許情報分野におけるこの
ています。

PIUGは、米国の異なる都市で毎年
行なわれる年次会合と、常に

ニューイングランド地方で行われ
る年次バイオテクノロジーイベン
トを開催しています。

PIUGに関するさらなる情報につい
てはwww.piug.orgをご覧くださ
い。

覧ください。

B31

紙または板紙からなる物品の製造

旧プラットフォームの掲載がやめ

B60Q 3/00

IPCバージョンを、検索可能なPDF

B64F 5/00

ラットフォームに移動させること

B65D 88/00

大型容器

になります。

C01B 31/00 to 32/00

炭素化合物

おこなわれる改定に関する情報に

E05B 65/00

ンのページに進ん

G07T 7/00

られることになり、WIPOは、旧

ファイルとして、新しいIPCPUBプ

ついては、IPCの2017年バージョ

で、"Compilation"タブをクリック

H01L 27/00

左の欄のメニューからお選びいた

そこでは変更箇所が表形式で表示
されており、以下の記号を使用し
て識別されています。

航空機の設計，製作，組立，清掃，整備また
は修復に関するもの

ドライクリーニング、洗浄、または漂白
特殊用途の錠

制動装置、例：緩衝器

画像解析

１つの共通基板内または上に形成された複数
の半導体構成部品またはほかの固体構成部品
からなる装置

H04B 7/00

無線伝送方式

表には、実質的に修正される対象

ナンバー内の文献については、

グループが示されています。幾つ

す。ユーザは、希望すれば、前

となったIPCサブクラス／メイン

D－削除

かの追加変更（表に示されていな

C－範囲の変更を伴う修正、
つまり再分類を含む

れ、項目のタイトルがわかりやす

N－新規
U－この言語バージョンでの変更
はないが、IPCのほかの言語
バージョンでは変更有り

－ 株式会社ワイゼル訳 －

車両内部の照明装置の配置

D06L
E05F 5/00

M－範囲の変更を伴わない修正、
つまり再分類を含まない

1) 出典: p-d-g.org/portal/fep/en/dt.jsp
2) 出典: www.piug.org/who_is_PIUG

化学的プロセスまたは物理的プロセス

ています１。しかしながら、この

だけます）。

報についてはwww.qpip.org/をご

使用する不活性成分に特徴のある医薬品製剤

（2016.01より前）は現在でも旧プ

切な認定制度の創成を進めていま

この認定制度に関するさらなる情

歯科補綴

化粧品あるいは類似化粧品製剤

積層造形（たとえば、3次元印刷）；成形法

してください（フランス語版は、

す。

化歯の充填または被覆

B29C 64/00 to 67/00

PDG、CEPIUG、およびPIUGは、一
体となって、特許情報専門職の適

テーブル、キャビネット、または類似の家具の引出し

A61C 5/00

い）は、"M"カテゴリに分類さ
くなっているだけです。

2017年1月1日より、EPOは、IPC

の新しいバージョンで分類された
文献の公開を開始します。これら

徐々に再分類をおこなう予定で
バージョンの記号を用いた追加検
索で、IPC検索を補うことが可能
です。EPOは米国特許庁と共

に、2017年の最初の数ヵ月のう

ちに、CPC体系を新しいIPCに一

致させるための努力もしてまいり
ます。

の変更による影響を受けるバック
1) web2.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub
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特

許

分

析

ホワイトスポット分析

フラウンホーファーIAO研究所のYvonne Wich氏は、課題と解決方法について特許からより詳細な
情報を抽出して、特許ランドスケープの中の"ホワイトスポット"として知られている興味をそそら
れるデータ空白部を特定することができるツールの研究をおこなってきています。
Wich氏は、ホワイトスポット分析

問題は、この情報をいかにして

きます。

クトリ」（Luxid Annotation

すかであり、次に、いずれのホ

幾つかの市販ツールは、さらに進

ファーIAO研究所は、任意の特許

高いかについていかにして確認

ばイノベーション支援ソフトウェ

についてEPO特許情報会議でプレゼ

膨大なデータベースから抜き出

たが、旅行を直前になってキャン

ワイトスポットが経済的魅力が

ンテーションをおこなう計画でし
セルせざるを得なくなりました。
この論文は、実現しなかった

Yvonne Wich氏による講演の主要

な知見をざっとまとめてみたもの
です。

特許データは、テクノロジー戦略
を策定して実施するよで頻繁に使
用されますが、Wich氏は、特許

データがテクノロジー計画の立案
過程における着想の源として体系
的に機能することができるかどう
かについて解明したいと考えてい
ました。

イノベーションを欧州において育

成するというEPOの使命と軌を一に
するこの取り組みは、特許情報が
単に豊富なアイデア源だけではな
いという前提に立ってスタートし
ています。実際、特定の分野で

んでいます。Wich氏は、たとえ

分野において最も重要な出願人
的内容をさらに詳細に記述した分

研究所は、課題と解決方法を抽出

ました。フラウンホーファーIAO

し、両者の関係について豊富なメ
タデータを生成しています。ユー
ザは、自動的に抽出された解決方
法が所定の課題に合うかどうかを

ンセプトを提示することができま

確実におこなうためには十分であ

す。実例として、Wich氏は、彼

るとは言えません。この場合、最

後で判断することができます。フ

女のプレゼンテーションの中で、

新のテキストマイニングツール

ラウンホーファー研究所によるホ

備えられている知識ベースがどの

は、特許の技術的内容を従来通り

ワイトスポット分析は、どのよう

ようにして既知の解決方法に結び

に構造分析する際の制限を少なく

にして既存の課題を最先端技術で

付くかを示し、一例としてオイル

とも部分的に解消することができ

解決するかについて、さらに重要

添加剤を腐食防止剤として使用す

ます。これらのツールは、文献間

なことになるが、どのホワイトス

ることを挙げています。

の類似性を強調し、扱われている
テーマを分析してラベル付けし、

ポットを将来の発明のために特定
することができるかについて示す

Wich氏が検討した別の商品は、

類似文献をグループにまとめたパ

課題－解決方法マトリクスに上記

「ルクシードアノテーションファ

テントマップを生成することがで

いると思われ、言い換えれば、ホ

ツールは、特許文献中の「何が何

し、次にツールが精通しているコ

は普通、ホワイトスポット分析を

ど注目されていないことを示して

社と共同で改変・適合させ
て"Patent Skill Cartridge"を開発し

object, SAO)」という論理を分析

しています。しかしながら、これ

とは、関連する技術分野がほとん

発した"セマンティックレンズ"を

をどうする(Subject-Action-

類コードを見つけ出す方法を提供

データがこのように欠けているこ

するために、このツールをTemis

詳しく調べています。これらの

を見つけ出すだけでなく、技術

示していることにもなります。

特許データセットを分析して強化

ゴールドファイヤーを利用して開

ンライン検索ツールは、所定の

有意義なものがあるということを

データセットにタグ付けを行い、

アであるインベンションマシン

するかということです。無料オ

データが欠けていることは、何か

Factory）です。フラウンホー

情報をまとめます。

フラウンホーファーIAO研究所によるホワイトスポット分析
特許検索

技術的

コンテンツ抽出
（テキスト
マイニング）

検索＆
選択

市場ベース

会社関連

ホワイトスポットの評価

アイデア生成

ホワイトスポット
のランキング

評価およびランキング

ワイトスポット、すなわち新たな
チャンスを秘めた分野であること

ホワイトスポットマップの分析

を示すことができます。

解決方法
S1
課題

課題および
解決方法
の抽出

S2

*

S3

*

特許 E

特許 C, D

＊課題および解決方法の新規（特許されていない）
組み合わせ → ホワイトスポットか？

1) http://wiki.iao.fraunhofer.de/index.php/IT-gest%C3%BCtzte_White-Spot-Analyse
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European Patent Register

2016年におけるEuropean Patent Register
（欧州特許登録データベース）のより一層の改善
European Patent Registerは、常に改善されており、ユーザに向けた新た

な機能の追加および強化が定期的におこなわれています。これについて
は、たとえばスペインがFederated Register（統合欧州特許登録データ

ベース）サービスに加入することを知らせる3ページの記事をご覧くださ

い。ディープリンクサービスは、新規メンバー：マケドニア旧ユーゴス
ラビア共和国にさらに拡張されています。

2016年11月に発行されたEuropean Patent Registerの新リリース版は、
以下の改善点を含んでいます：
Global Dossierサービスの拡張

IP5特許庁（中国、日本、韓国、米国、およびEPO）のほかに、Global

Dossier（グローバルドシエ）サービスは現在、WIPOが提供する出願審査

現在入手可能な審査経過履歴

Search and Examination）イニシアチブに参加する特許庁当局を徐々に

査経過履歴を"About this file"の閲覧画面に表示します；"Show history

情報（ドシエ情報）共有ネットワーク（CASE: Centralised Access to

特許出願の現在の状況のほかに、European Patent Registerは、現在、審

取り込んでおり、WIPO CASEイニシアチブはカナダ知的財産局（CIPO）

button"をクリックするだけで閲覧できます。審査経過履歴は、2016年

およびWIPOへの特許出願を対象にスタートしています。このサービス

は、システムの各特許出願に関する特許包袋（「ファイルラッパー」と
しても知られています）の全公開部分への直接「オンザフライ（中間
ファイルの出力を要さない）」アクセスをユーザに提供します。

11月28日以降の新たな変更事項に関してのみ入手可能です。
相当責任が審査部門に渡る日

"Programme for accelerated prosecution of European patent

applications（欧州特許出願の早期審査プログラム）" (PACE)の枠組み内
では、出願に対する責任を審査部門に渡す日は今後European Patent

Registerを利用して通知されることになります。これは、早期審査を請

求する場合にユーザの手助けとなります1。ユーザは、European Patent

Registerの"EP About this file"の閲覧画面－"Examination

Procedure"（審査手続）欄－および"EP Event history"（欧州特許出願の
審査履歴）閲覧画面からこの情報を見つけ出すことができます。

この新規リリース版に含まれる改善点に関するさらなる詳細は、リリー

スノートから入手することができます2。

1) See Rule 10 EPC and Guidelines for Examination in the EPO, C-II, 1.
2) www.epo.org/searching-for-patents/legal/register/archive/release-notes-november-2016.html

公報コーナー
「公報コーナー」はEPO 公報についての最新統計を提供します。
■ EP-A1:

調査報告書付きで公開された欧州特許出願

■ EP-A3:

欧州調査報告書

■ EP-A2:
■ EP-B1:
■ EP-B2:

欧州特許公報

2016年1月～12月

調査報告書なしで公開された欧州特許出願
欧州登録特許明細書

欧州登録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欧州特許出願（Euro－PCT

出願）の統計は含まれません。これらのEuro－PCT出願が英語、フラン

EP-A 公報

2016年
2016年の
週平均 1月~12月の合計

EP-A1

1 300

Total EP-A1 + A2

1 388

EP-A2

88

67 603
4 575

72 178

2015年から
の変化
9.5%

–36.6%
4.7%

ス語、ドイツ語以外の言語でない限り、公開はWIPOによって行わ

A1+A2の合計に占めるEP-A1の割合
225
EP-A3

11 689

–25.3%

Euro－PCT出願です。

EP-B1+B2

1 866

97 046

42.7%

れ、EPOによる公開は行われません。現在、全欧州特許出願の約60％が

－ 株式会社ワイゼル訳 －

EP-B 公報
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刊

行

物

「特許情報ニュース」100号発行達成
25年間にわたり、特許情報ニュースは、EPOおよび全世界の特許データおよび特許検索ツールの進展
についてお知らせしてきました。特許情報ニュースの最新号は100号です。
特許情報ニュースは、欧州特許情
報の画期的なイベントをすべてお

知らせしてきました。Espacenet、

IPCの改正, 共通特許分類の制定、特

許翻訳、中国、日本および韓国の
リーガルステータスデータ、グ

ローバルドシエ－これらの進展を
読者の多くが初めて知ったのは特
許情報ニュースからです。

主要なニュースのほかに、本刊行
物は、EPOのデータベースに追加
された新規データ、商品リリー

ス、ならびにアジア、欧州および
ほかの地域における諸々の進展に
ついて最新情報を特許サーチャに
届けてきました。多くの場合にお
いて、特許情報の専門家にとって
非常に不可欠なこの種の背景情報
を扱っていたのは本刊行物だけ
だったのです。

編集者Daniel Shalloe氏は、「特許
情報ニュースは常にEPOの特許情

1998

特許情報ニュースは、扱っている

す。読者の約50％が英語版

に類を見ないと考えています。」

フランス語版を好んで利用してい

題材、および編集様式の点でほか
と述べています。

を、35％がドイツ語版を、15％が
ます。

Issue

4 | 2015

Patent Information News
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2 Search for patents on your mobile
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イトルを"Patent Information

News"に変更しました。最初は英
語版のみでしたが、1998年に3種
類の言語に切り替わりました。1
種類ではなく3種類ものバージョ

ンを用意するということは、編集
チームおよび翻訳者にとって作業
量が極めて多くなることを意味し
ますが、3種類のバージョンを用

最新の技術トレンドに合わせ

て、EPOは、特許情報ニュースの
印刷版を2015年末に中止しまし

た。特許情報ニュースは現在オン
ラインでPDFファイルとして入手
できます。特許情報ニュースの
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Figure 1: Graph visualising filing behaviour over time of top applicants in the nano-biotechnology/nano-medicine sector,
1995-2012. The graph was produced using PATSTAT Online’s built-in charts.

PATSTAT Online: a new member
of the patent information services
for experts family
PATSTAT Online is a new, web-based interface that enables you to run
queries in PATSTAT, the EPO's statistical database for patents, and perform
statistical analyses. You can use PATSTAT Online to create visualisations of your
analysis results (see Figure 1) and download result sets for offline use.
PATSTAT Online is the latest

they allow you to query biblio-

addition to the patent information

graphic and legal status databases,

products. Developed over the last

data.

services for experts family of

few years, the patent information

download result sets and visualise

services for experts are a suite of

Tools currently available under the

bibliographical and legal status

applications and specifications,

searches and patent intelligence.

Patent Index (see Table 1).

web-based tools that give access to
patent data for advanced patent

You can use these tools via a central
entry portal at www.epo.org/pise.

される日に、最新号へのリンク付

2000

Date of priority

9 The power of IP statistics

10 Over 20 million citations added

通知を、特許情報ニュースが発表
きで受信します。

henkel immunomedics -

With their common look and feel,

PISE label include European patent

European Patent Bulletin and Global

Unlike the PATSTAT product line in
raw data format, PATSTAT Online
allows you to access the PATSTAT
databases without having first to

upload the data to a local database
management system and then
manage it.

A unique source of data for

sophisticated patent statistics, the
databases of the PATSTAT product

line have become a standard in the

field of patent intelligence and statistics. They provide value-added

bibliographic patent data of nearly

100 million patent documents from
more than 90 patent authorities
worldwide. They also cover legal

continued on page 2 >
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1

2015

意することにそれだけの価値があ
ることは統計的に示されていま

報商品やサービスを推進するため

最新号が配信されるときの

の重要なチャンネルとなってきま

電子メール通知を申し込む方法

したが、決してそれに留っている

– EPO刊行物ページ

わけではありません。ほとんどの

www.epo.org/publicationsに進

商品ニュースレターよりも広い範

んでください。

囲をカバーし、深く掘り下げて、

– 特許情報ニュースを閲覧

特許サーチャの仕事に影響を及ぼ

できるまで下にスクロールして

す可能性のあるニュースを特許界

ください。

全体から提供したり、特定のテー

– 申込フォームをクリックして画
面の指示に従ってください。

マについて深く掘り下げた見解を
提供することを目指しています。

12

2006

Applicant (EEE-PPAT)

特許情報ニュース編集チーム：
Katharina MaesおよびDaniel Shalloe

1991
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アジアの特許情報

アジアのニュース
中国：SIPOは特許検索および分析プラットフォームを再スタートしました

ユーザは、PIPCのK-PEGサービス（韓国特許評価等級付けサービス）を

の新バージョンを投入し、1985年以降の中国における知的財産権の検索

スは韓国語でしか利用できませんので、EPOのアジア情報サービスは、

SIPOは、特許検索および分析プラットフォームの中国語インターフェース

を可能にしています。主として国内ユーザを対象に、SIPOは、世界中のさ
まざまなほかの法域からの特許文献を取り込んでいます。中国語全文およ

び原本（PDF版）、引用文献およびファミリー文献の表示およびダウン

ロードを含むほとんどの機能を利用するには、無料で登録してログインす

介してこのツールに無料でアクセスすることができます。K-PEGサービ

韓国語の知識なしでこのサービスを利用する方法を説明する新しい検索
ガイドを作成しました。この検索ガイドは、"Searching in databases Korea"欄で見ることができます4。

2016年11月17日から
12月1日の期間に失効
した、IPCセクションC
のすべての特許のリス
ト。このリストをエク
セルにエクスポートで
きます。

ることが必要になります。

カスタマイズ可能な検索インターフェース、被引用文献への直接リンク、
さまざまな言語間の言語間検索オプションのようなさまざまな機能が追加
されたり、改善されています。ユーザは、公開番号を用いてリーガルス

テータス情報を検索することができます。旧バージョンでは、この検索は
出願番号からのみ可能となっていました。さらに、プラットフォームは、
医学特許、さまざまな辞書、および分析ツールに関して別の検索インター
フェースを提供します。英語およびほかの言語のインターフェースも改訂
されています。変更には主として、システムの更新、よりユーザフレンド
リーなインターフェースが含まれますが、重要な新規機能は含まれませ
ん。

これらの最新の変更を反映させるために、EPOのアジア情報サービス
は、"Searching in databeses

-

China"欄のステップバイステップ検索

ガイドを更新して、このデータベースの中国語インターフェースおよび英
語インターフェースを使用するための説明を含めました1。

インド：新規ウェブサイトの運用開始

2016年9月に、インド特許庁は新規ウェブサイトを立ち上げました。そ
の結果、InPASS ‒ the official patent database of the Indian Patent

Office （インド特許庁の公式特許データベース）‒には、CAPTCHAコー

日本：特許情報ポリシーに関する白書

ドを検索実行前に入力する必要がある新しい検索マスクを備えられてい

の研究は、日本特許情報ユーザについて包括的な調査をおこなった結果に

の状況のみが表示されます。

JPOは、特許情報ポリシーに関する白書（日本語版）を発行しました。こ

基づいています。出願件数の増加に伴って特許データが著しく増えている
ことを考えると、特にSME（中小企業）および研究機関にとって正しい

データを確実に入手できることが一層重要になってきたと白書は結論づけ
ています。サービスは、的確で高品質の迅速な検索結果を提供する必要が
あります。重要度が高まっている別の問題はデータ保護であり、一例とし
て、出願人所在地の公開をどのように扱うかという問題があります。
日本：JPOのFOPISERプラットフォームから
入手可能なベトナムおよびタイのデータ

2016年5月10日以降、JPOは、ベトナムおよびタイからのデータを

FOPISER（Foreign Patent Information Service）データプラットフォーム
上で提供してきています。これらの国からの書誌データは、IPC分類およ

び英語キーワードで日本語インターフェースを介して検索することができ
ます。商標は、出願番号または登録番号を利用する番号検索により検索す
ることができます。

ます。検索結果リストには、出願番号および日付、タイトルおよび現在

タイ：商標法の大幅な改正

タイは、商標登録制度を国際基準に合わせるために、2016年7 月28日に

商標法の改正を実施しました。最も重要な改正点のうちの幾つかは次の
通りです：

– 音声マーク、3次元マーク、および形状マークの導入。

– 商標を複数の分類区分に登録することができる（これまでは、分類区
分毎にしか出願することができませんでした）。
– 登録料の納付期間の延長（30日から60日に）。

– 登録更新猶予期間の導入：登録更新は、満了日から6か月以内に20％
の課徴金を支払うと申請することができる。
さらに多くのアジアニュースに関しては、EPOウェブサイト
www.epo.org/asiaの更新欄をご覧ください。

韓国：失効韓国特許および存続期間満了韓国特許を監視するツール

特許情報推進センター（PIPC）は、韓国特許および実用新案の失効を監視

するツールを導入しました。このツールにより、ユーザは調査期間範囲お
よびIPCセクションを指定することができ、選択した期間および技術分野

で失効したすべての特許および実用新案のリストが提供されます。ツール

は、年金の未払いによる失効、および特許権／実用新案権の存続期間満了
による失効を対象にしています。

－ 株式会社ワイゼル訳 －

1) www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/asian/china/search.html
2) www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/jouhou_fukyu_160520_katsuyou.htm
3) www.foreignsearch.jpo.go.jp/
4) www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/asian/korea/search.html
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韓

国

2017年始めの韓国特許法の全面的改正：
付与後異議申立制度の復活
韓国特許法の最新の改正は、韓国の特許手続に対する多くの重要な変更が含まれているので特別な注
目に値します。
改正韓国特許法は、2017 年3月1

日付けで発効し、以下の条項を含
んでいます：

– 審査請求書の提出期間が出願日よ
り5年から3年に短縮されます。

– "職権再審査制度"の導入：審査官

が特許付与決定後でも拒絶理由を
見つけた場合、出願人が第1回年

金をまだ納付していない限り、審
査官自身による元の特許付与決定
を取消し、当該出願に対し職権に
よる再審査を開始することができ
ます。

– 冒認出願に関する新たな規定：特

許が正当な権限を有する者ではな
い特許譲受人に対して付与された
場合、所有権を主張する当事者

は、登録された特許譲受人の所有
権移転請求を行うだけで済みます
（現在では、当事者は、無効審判
を請求し、新たに出願を行う必要
があります）。

どのような理由から韓国は異議申

韓国特許庁（KIPO）の公表によれ

この新しい異議申立制度により、

ではなくなってきています。特許審

に別の道が第三者に与えられるこ

拒絶理由通知までわずか10か月と非

立制度を再導入したのか？

弱い特許の無効を争うためにさら
とになります。出願または特許付
与後の権利に対処するために、韓

国特許法は現在次の2種類の手続を
規定しています：

– 係属中の出願に対する第三者によ
る情報提供：これらの情報提供
は、出願公開から特許付与決定ま
でいずれの時点でも行うことがで
きます。

– 無効審判請求：いかなる者も、特
許付与の公告日から3か月以内に無
効審判請求書を提出することがで
きます。利害関係者はいずれの時
点でも提出することができます。

違い

査待ち期間が審査請求から1回目の

無効審判手続に代わることにはな

常に短いので、すべての特許のうち

40％以上が、出願公開前に特許付与
になります。このような場合、第三
当事者が出願の存在について初めて
気付くのはすでに特許付与されてし
まった後であり、審査手続の間に第
三者による情報提供を行って審査に
加わる機会がまったくありません。

この新しい付与後異議申立制度が
りません。日本の場合と同じよう
に、両方の制度が共存することに
なります。しかしながら、利害関
係者だけが、無効審判を請求する
ことが許可されることになりま

す。表からわかるように、これら
2種類の手続には多くの違いがあ
ります2。

さらに、無効審判手続は、比較的費
用が嵩み、複雑であり、第三者が無
効審判手続をもっと頻繁に利用しよ
うとする意気込みをくじいてしまう
可能性があります1。

韓国における異議申立手続と無効審判手続の違い

しかしながら、最も注目すべき変
更は、付与後異議申立制度の再導
入です。この異議申立手続は、過
去に、すなわち2007 年に廃止さ

れる前はありました。この改正に

付与後異議申立

無効審判

誰でも可能

利害関係のある者
いずれの時点でも可能

手続

査定系手続 （KIPOと特許譲受人との
間のみで進められる；異議申立書を
提出した後、異議申立人は手続に影
響を及ぼすことはできません）

当事者系手続（申立人は特許
譲受人と論争を行う）

申立／請求理由

新規性または進歩性の欠如のみ

あらゆる無効理由（たとえ
ば、新規性／進歩性の欠如；
明細書／特許請求の範囲の記
載不備；出願時開示範囲を超
える補正）

審理方法
訂正提出の機会

書面審理

口頭審理が原則
回数に制限なし

費用

低い（特許弁護士費用および特
許庁費用ともに）

申立／請求権限者
申立／請求期間

より、韓国は、日本と同道を辿っ
ています（日本では、付与後異議
申立制度が2003年に廃止さ

れ、2015年4月に再導入されまし

韓国特許庁の知的財産審判院
特許付与の公告日から6か月
以内

た）。韓国において、この新しい
異議申立制度が、2017 年3月1日

以降に付与されるすべての特許お

よび実用新案に適用されます。

特許裁判所（第二審裁判所）へ
の上訴の機会

14

新しい異議申立手続と無効審判の

ば、これら2種類の手続はもう十分
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1回のみ
異議申立人に機会はない

韓国特許庁の知的財産審判院

双方の当事者に許可される
高い（特許弁護士費用およ
び特許庁費用ともに）

－ 株式会社ワイゼル訳 －

異議申立事件に関する情報の検索

係属中の手続のすべてに関して、

最近の刊行物によれば、KIPOは、

リストは、審判番号、手続事項の

になると考えています。従って、競

審判、拒絶査定に対する不服申立

異議申立が年に500～1000件の範囲

合他社の特許を監視する場合、特許
付与後、特に上述の6か月の異議申

立期間中の手続事項を注意深く見守
ることが一層重要になります。

ユーザは、韓国の異議申立手続に関
するリーガルステータスデータ

を、Espacenetおよび KIPRIS検索シ

ステムの両方で検索できます。異議
申立データは、グローバルドシエか
らは入手することができないことに
留意してください、というのは、こ
のサービスが、特許付与または拒絶
査定に至るまでの情報しか含んでい
ないからです。

表示（審判の種類、たとえば無効
などを指しています）、および請
求日（審判請求をした日付け）の
みを含んでいます。

審判がすでに行われている場

合、リストは、請求日だけでなく

いKIPRIS提供情報の英語翻訳版も

日付けも含んでいます。さらに、

ドは、EPOウェブサイト

審判日、すなわち審決が下された
審判番号がそのまま第1欄に太字で
現われ、審判に関する詳細情報、
審決および手続に関するすべての
重要事項の年代順の一覧を示す別
のウィンドウにリンク指定されま
す（スクリーンショット参照）。
韓国の異議申立データを検索する

KIPRISでは、ほとんどのリーガルス

際に役立つ情報

ます。この情報を入手するために

チームは、さまざまなツールおよ

テータスデータが毎日更新されてい
は、結果リストの中から特許文献を
１件選択します。次に、選択した特
許に関する詳細情報を示す一覧に進
みます。ここで、この特許に関連す
るすべての審判手続のリストに対応
する"Judgement"タブをクリックし

ウィーンのEPOアジア特許情報

びサービスを提供して、韓国特許
情報を利用する日々の作業に役立
つようにしています。

チームは、審判手続に関する情報

を含む、関心のあるデータを検索

ます（スクリーンショット参照）。

する手順をステップバイステップ

降の付与後異議申立も含まれること

成しています。検索ガイドはさら

この一覧に、さらに、2017年3月以
になります。

無効審判の例：審判リスト（左側のスクリーンショット）では、手続事項の
表示欄の韓国語の入力事項を機械翻訳ツールにコピーペーストして審判の種
類（この場合は無効審判）に関するヒントを得ることができます。審判に関
する詳細情報（“Details”）および年代順の手続事項（“Trial History”）を閲覧
するには審判番号をクリックします。

で説明する一連の検索ガイドを作
に、現在韓国語でしか入手できな

韓国および日本特許法の改正に関す

含んでいます。これらの検索ガイ

る無料オンラインセミナー

の"Searching in databases ‒

遷の詳細を一覧される場合、2017

Korea"欄で見つけ出すことができ
ます4。

付与された特許を監視する場合、
リーガルステータスを異議申立期
間中定期的にチェックすることが
肝要です。これらの定期的な検索
を自身で行いたくない場合、EPO

に依頼して、リーガルステータス

韓国および日本における特許法の変
年2月14日の中央欧州標準時間13：
30～15：00に開催される無料オン

ラインセミナーに参加することがで
きます。さらなる情報については、
www.epo.org/learning-events/
events/search/details.html?

id=13422のサイトを訪問して調べ
ることができます。

確認を当人に代わっておこなうこ
とができます。そうした場合、

リーガルステータスに関する更新
情報を、選択した頻度（毎月／四
半期／半年ごとになど）で受け取
ることになります。このサービス
に関するさらなる情報は、EPO
ウェブサイトの

"Searching Asian documents"で見
つけ出すことができます5。

1) Korean Intellectual Property Office (KIPO): "특허법, 실용신안법 일부개정법률 설명자료"
(特許法および実用新案法の一部改正に関する課題を説明しています)、www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?
a=user.ip_info.adv_law.BoardApp&board_id=adv_law&catmenu=m04_01_03から入手できる2016
年2月の記事のpp. 3～8を参照
2) Ibid, p. 23
3) ibid, p. 4
4) http://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/asian/korea/search.html
5) http://www.epo.org/searching-for-patents/technical/asian-search-monitoring.html

－ 株式会社ワイゼル訳 －
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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

予定を空けて
おいてください!

2017年の重要な特許情報イベント
1月31日

ウィーン、
オーストリア

今年も押し迫り、特許情報分野で
2017 年に開催予定の幾つかの重要な
イベント用に空けておく日にちをカ
レンダーに書き込むときがやってき
ました。これについては、表をご覧
ください。

ラテンアメリカの特許情報
www.epo.org/latin-america-day
Search Matters（EPO主催の特許検索技術
セミナー www.epo.org/search-matters
East meets West（EPO主催のアジア特許
情報会議） www.epo.org/emw
PATLIB2017 （特許等の調査サービス）
招待者のみ
EPO特許情報会議
www.epo.org/pi-conference

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欧州

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
中央欧州標準時)
www.epo.org/contact

新企画！
特許検索オンラインコース

情

報

発行者: Richard Flammer

スとして受講することができます。

報分野への新規参入者が仕事を始

セッションとして放送され、教官お

L. McDonald-Maier, J. Mühl,

てきました。2017 年3月以降、セ

設けられています。

I. Schellner, D. Shalloe

るEPO主催のセミナーは、特許情

めるための重要な道しるべとなっ
ミナーをオンラインで受講できる

各モジュールは、90分間のライブ

よびほかの受講生と対話する機会が

ようになります。

この新企画コースの第1回目は、

れない国からはこちらの番号を

現在に至るまで、セミナー

れます。

ご利用ください）

行

12年にわたって、特許検索に関す

*あるいは+49 89 23994500

（上記フリーダイヤルに掛けら

発

は、EPOにおける4日間コースの

形態をとってきました。新規オン
ラインバージョンにより、さらに
多くの人達が、居ながらにして参

2017年3月21日～31日の間に開催さ

さらなる情報については、

www.epo.org/spsをご覧ください。
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