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EPOの無料機械翻訳サービスPatent Translateは、

機械翻訳の品質に新たな基準を設定 
Patent Translateは、2011年以来、言語の障壁を乗り越え、世界中の特許文書に容易にアクセス 

できるようにしてきました。そして、近年、「ニューラル機械翻訳」と呼ばれる技術によって、より一層改善さ 

れました。 
 EPO は、当初より、特許文献の機
械翻訳におけるパイオニアとして位置づ
けられており、Patent Translate は、
英語、フランス語またはドイツ語と、中
国語、日本語、韓国語、ロシア語およ
び EPO 加盟国のすべての公用語との
翻訳を提供しています。利用統計によ
ると、Patent Translate はグローバル
なサービスであることが分かります。
EPO 加盟国およびそれ以外の国々か
ら、毎日 15,000 件の翻訳リクエスト
が送信されています。その大半は、イン
ド、日本、ロシアおよび米国からのリクエ

ス ト で す 。 こ の 数 字 は 、 Patent 
Translate の開始当時に EPO が対
応していたニーズをはっきりと示すもので
す。Global patent data は、多数
の言語を使用しており、ユーザは、
Global patent data へのシームレス
アクセスおよび即時アクセスを必要とし
ています。Patent Translate によっ
て、明らかにその目標に近づいていま
す。 
 

中核となる EPO データ 
このような著しい成果は、一つには、

EPO が提供できるデータが膨大である
ことによります。優れた機械翻訳に必要
な条件は、当該二言語間の高品質な
マニュアル翻訳（人手翻訳）が存在
していることです。コンピュータは、これら
マニュアル翻訳を解析し、それらから学
習することができます。そのために、コン
ピュータは、大量の翻訳文を必要としま
す。EPO データベース内の特許文献が
この用途には最適です。EPO は、
Google にさまざまな言語の何十万も
の特許文献のテキストを提供することが
できました。EPO データベースにはパテ
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ントファミリーの文献が集められているた
め、さまざまな言語のテキストの相互の
対応関係を把握できます。EPO は、
機械翻訳に入力するために提供する
データに、厳しい条件を設定していま
す 。 EPO は 、 あ る 特 定 の 言 語 を
Patent Translate に提供することを
検討するに当たり、その特定言語によ
る何万ものマニュアル翻訳が入手可能
でなければならないと主張しています。 
 

外国語データへのアクセス 
機械翻訳は、単にマニュアル翻訳に

取って代わるものではなく、特許サーチ
ャーが従来アクセスできなかった大量の
データにアクセスできるようにするもので
す。たとえば、2013 年、EPO は、当
時入手可能な中国語の特許文書を
英語に翻訳するには、16,000 人／
年必要であると推定しました。Patent 
Translate は、そのすべての特許文書
と 2013 年以降に公開された文献を
即座に、英語、フランス語およびドイツ
語で、しかも、読者が発明の本質を理
解するために十分な品質で提供してい
ます。このような情報を翻訳者によって
翻訳することは不可能だったでしょう。 
 

ニューラル機械翻訳 
ニューラル機械翻訳（NMT）によ

り、機械翻訳はさらに一歩進み、EPO
と Google との連携は機械翻訳技術
の最先端に位置づけられています。
NMT は、すでに、Patent Translate
において、（英語のほかに）８言語、
すなわち、中国語、フランス語、ドイツ
語、日本語、韓国語、ポルトガル語、
スペイン語およびトルコ語で利用されて
います。NMT 技術がより優れた結果
を もた らすこと は 、これらの言語で
Patent Translate を利用する者にと
って明らかなことです。その品質は、単
なるエピソード的なものではありません
が、EPO と Google はさらに、科学的
な方法を利用して、機械翻訳の品質
を判断しています。特許翻訳の品質を
評価する基準は、２つあります。正確
さと流暢さです。これら両方の基準に
関し、新たな NMT 技術によって著しく
進歩しています。 

機械翻訳における Google の最新
の開発は、アテンションと呼ばれ、
Patent Translate の最近の進展の
背景には、このアテンションがあります。
アテンションを利用して、機械は、試行
錯誤を何度も繰り返して単語、フレー
ズの正しい翻訳を探し出し、人間の脳
の神経回路と酷似した人工的な神経
回路を構築します。神経回路の数が
増加するにつれ、ニューラルネットワーク
が形成されます。このようなことは、翻
訳された特許文献および特許関連文
書の言語ペアを介して生じるため、
Patent Translate は非常に高精度
です。Patent Translate は、文脈や
語法に基づいて文体を認識し、その結
果、文体の適切なニュアンスまで正確
に翻訳することができます。アテンション
は、プログラマが機械に、「入力した情
報の特定の部分に注目する仕方を理
解させる」機構であり、「どこに注目して
いるのか視認することができます」と、
Google のシニアソフトウェアエンジニア
の Ian Wetherbee 氏は述べていま
す。アテンション機構は、最も正確な翻
訳に近いことを示す数値フィードバック
を行います。アテンション機構が、好ま
しくない用語の選択をした場合、プログ
ラマは、機械が間違えた正確な場所を
特定し、修正することができます。 
 

アテンション機構は、データの用例か
ら構文に基づきパターンを認識するた
め、プログラマは、機械に何を探したら
良いかを伝えなくても済みます。このよ
うに、機械は、人間に依存することなく
選択することを学習します。アテンション
機構は、用語およびその定義、ならび
に文章構造を読み取り、その後、意味
を当てはめることによって、正確な翻訳
を選択することを学習します。 
 

ニューラルネットワークによって、今や
コンピュータはひとつの言語ペアから学
習したことを利用して他の言語ペアの
翻訳に活用することもできます。機械
は、膨大な量のデータを利用して、言
語がどのように構成されているか、単語
がどのように使われているのか、および
当該言語の文章を他の言語において
どのように構成したらよいのかについて、
以前認識した言語ペアの関係に基づ
いて予測するようになります。各ネットワ
ークは、グローバルモデルを学習し、そ
の内部的言語を選り分けることにより、
今まで習得したことのない言語ペアにも

対応できるようになります。「機械は、
言語を普遍的に表現することができる
ので、ひとつの言語データが十分にあれ
ば、普遍的モデルにおいて言語の表現
方法を学習することができ、あらゆる出
力言語の翻訳ができるようになります」
と Wetherbee 氏は述べています。 
 

Google は、NMT 技術と EPO デ
ータを活用して自動翻訳を新しい段階
に進めており、さらに数言語に導入予
定です。 
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Googleの新旧翻訳エンジンによる機械翻訳の例 
 
オリジナルテキスト 旧翻訳エンジン 新翻訳エンジン 
Die Erfindung bezieht sich auf ein 
Verfahren zum Konfektionieren 
eines Jumperschlauch-Kabels, 
welches aus einem flexiblen Schutz- 
schlauch und darin geführten 
Kabelleitern besteht, bei welchem 
zumindest ein Teil des Schutz- 
schlauches in seiner Längsrichtung 
zur Schaffung einer ausreichenden 
Leiterüberlänge gestaucht wird, 
sowie auf eine Vorrichtung zum 
Konfektionieren eines Jumper- 
schlauch-Kabels, welches aus einem 
flexiblen Schutzschlauch und darin 
geführten Kabelleitern besteht. 

The invention relates to a method 
of building a jumper tube cable 
which comprises a flexible protec- 
tive tube and guided therein cable 
conductors, wherein at least a 
portion of the protective tube is 
compressed in its longitudinal 
direction to provide sufficient head 
excess length, as well as to an 
apparatus for assembling a 
Jumperschlauch- cable that consists 
of a flexible protective tube and 
guided therein cable conductors. 

 

The invention relates to a method 
for assembling a jump tube cable 
consisting of a flexible protective 
hose and cable conductors guided 
therein, at least one part of the 
protective hose being compressed 
in its longitudinal direction in order 
to provide a sufficient conductor 
overhang, as well as a device for 
assembling a jump-Cable, which 
consists of a flexible protective 
hose and cable conductors. 

 

 
 



イノベーションをサポートする特許

情報、特許情報をサポートするイノ

ベーション 
イノベーター（革新者）の70%が、自らの仕事に特許情報を利用しています。それは少なくと
もEPOによって実施された最近の統計調査の結果です（下段の記事をご覧ください）。 

 この統計調査についての注目点
は、この調査が明らかにイノベーターを
ターゲットとし、IP の専門家をその調
査対象から外したことです。研究によ
り、EPO が特許情報の主要なプロバ
イダであることも確認されました。 

 
これらの結果は印象深いものであ

り、我々をもっと前向きにさせてくれま
す。我々はまず、この研究は単なるス
タートであること、そして特許情報がイ
ノベーション過程で果たす役割につい
ての理解を深めるためには、もっと研
究を行う必要があるということを認識し

なければなりません。次に、この調査の
結果は、イノベーターが特許情報の専
門家を活用できるようにすることの重要
性を強調しています。欧州の PATLIB
センターは、その目的を満たすためにそ
こに存在しています。この状況におい
て 、 先 月 ミ ュ ン ヘ ン で 開 催 さ れ た
PATLIB 会議がどの程度成功を収め
るかを見守るのは満足いくものでした
（5 頁をご参照ください）。PATLIB
センターが自ら提供するサービスおよび
機能を国際的なネットワークとしてより
効率的に強化できるようサポートするた
めに、EPO は多数の手段を取っていま

す。 
特許情報はイノベーションをサポート

しますが、その逆もまた然りです。イノベ
ーションは、特許情報をサポートしてい
ます。近年、技術がいかに情報検索を
より優れたものにしてきたかを今日我々
は目にすることができます。Patent 
Translate（1 頁をご参照ください）
の改善についての最新ニュースはその
証拠であり、我々は将来、より一層印
象的な進歩を期待することができま
す。特許情報の主要なプロバイダとし
て、EPO はこの進歩の先頭に立つつも
りです。 
 

Richard Flammer 

Richard Flammer 
特許情報および欧州特許アカデミー  
特許情報主席部長 
 

特許情報は欧州におけるイノベーションを 
サポートしているか？調査結果 
特許情報がイノベーション（革新）をサポートするということは、証明されたわけではありませんが、長年、多くの人々にとって事実
として受け入れられてきました。2015 年および 2016 年に、EPO はその主張を証明するため、ならびに特許情報がイノベーショ
ン過程において、情報源としてどのように位置付けられているか、すなわち、欧州において特許情報がイノベーションをサポートして
いるかどうかを知るために、定性１）および定量２）調査を実施しました。 

 イノベーション過程 
調査は（イノベーションの）４段

階（図をご参照ください）に基づく
モデルを使用して、特許情報がイノ
ベーション過程の各段階にどのように
寄与しているかを示すことを目指しま
した。 
 

調査方法 
2016 年 10 月から 11 月の間

の 6 週間にわたり、EPO はオンライ
ン調査を実施しました。調査目標の

ひとつは、イノベーターがイノベーション
過程の各段階において、自らの仕事
をする上でどの情報源を利用してい
るかを知ることでした。 
 

プロジェクトにおける課題の一つは、
調査に偏りが起こることを回避するた

めに、調査の回答者に特許情報の専
門家を入れないようにすることでした。
すなわち、特許情報を当然重要と見
なすであろう回答者を調査対象に含
めないことが重要でした。このため、調
査結果におけるあらゆる偏りを回避す
るために、この調査は「特許情報」調
査とは称しませんでした。さらに、調査
は EPO のウェブサイト上ではなく外部
コンサルタントによって行われました。つ
まり、調査は EPO ではなく欧州自由
貿易連合３）によって進められました。 
 

商業化 

イノベーション過程モデル 
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EPO に対する影響 
調査結果は非常に期待できるも

のであり、特許情報がまさにイノベー
ションをサポートしていることだけでな
く、EPO が特許情報のプロバイダと
して欧州全体にわたり主要な役割
を果たしていることを示しています 
 

欧州において、特に中小企業間
において、特許情報に対する認識お
よび理解を強化するための努力を
EPO が推進しなければならないのは
明らかです。これは単独では不可能
であり、PATLIB ネットワークのような
マルチプライヤーの使用が成功への
カギのひとつになると思われます。 
 

ビジネス向け特許情報への関心
が高まる中、EPO は、新しいユーザ
が特許情報によりアクセスしやすくな
るように、その特許情報ツールの開
発および強化も続けていきます。 
 
特許情報コミュニティーに対する影
響 

これらの結果は、ただ単なる EPO
調査の結果というだけではなく、特
許情報に携わるあらゆる人々に関
係します。これらの調査結果は、か
かる取り組み、特許情報コミュニティ
ーの結集した努力が欧州でのイノベ
ーションにおいて役目を果たしている
ことを示しています。調査結果によ
り、特許情報がイノベーションをサポ
ートしていると我々は自信をもって述
べることができます。 
 
調査結果の詳細は、
epo.org/searching-for-
patents/pi-innovationsurvey
にてご覧いただけます。 
 

主な調査結果 
－調査に参加したイノベーターの
70%が特許情報を情報源として利
用しています。 
 
－イノベーターの 72%が自らのイノ
ベーションワークに特許情報が重要
である、または非常に重要であると
評価しています。 
 
－EPO は、非常に好ましい特許情
報源であり、主要なプロバイダとして
その位置づけを確認しています。回
答者の 75%が Espacenet を含
む EPO の商品を利用しており、そ
れに続いて DPMA/DEPATISnet
が 30% 、 USPTO が 21% 、
WIPO/PATENTSCOPE が 17％
です。 
 
－イノベーション過程の 4 段階のう
ち、イノベーターは、特許情報を「応
用研究」および「開発／試作段階」
において最も利用し、「基礎研究段
階」での利用が最も少なくなっていま
す。 
 
－特許情報は、主に技術および法
律情報の情報源として利用されて
いますが、「商業化段階」ではビジネ
ス情報の情報源として最も多く利
用されています。 
 
－大企業は、中小企業よりも特許
情報を利用しています。 
 
－イノベーターが特許情報を利用す
ることを阻む３つの主な障壁は、 
 ・特許情報の利用の利点に対す
る認識不足 
 ・特許情報の入手先に関する知
識不足 
 ・特許情報は複雑だという認識 
です。 

特許情報の利用を技術、ビジネスまたは法律情報の情報源としての利用として見なした
場合、イノベーターの 70%は少なくともこれらの情報カテゴリーのひとつに特許情報を利用
している一方、30%は特許情報をまったく利用していません。 
 

1）2015年にEUによって実施された40回の定性インタビュー. 
2) 265人のイノベーターがMotivaction（オランダ）によって実施された定量調
査に参加しました。結果の分析は、市場調査コンサルタントのKatharina 
Egger氏（オーストリア）によって行われました。 
3) 国際サイエンスパーク・イノベーションエリア協会、欧州イノベーションネットワーク、欧
州物理学会、欧州研究技術組織協会、欧州製薬団体連合会、産学イノベーション
ネットワーク、ビジネスヨーロッパ、IPRヘルプデスク、欧州化学工業連盟、デジタルヨーロッ
パ 
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情報源としての特許情報の利用 

情報源として利用される特許情報に関し、回答者は特定の情報源を
挙げましたか？ 

 
 
 

いいえ 31% はい 69% 

 
 
 
 

回答者はどの情報源を挙げましたか？* 

EPO 75% 
DPMA 30% 
USPTO 21% 
WIPO 17% 
Google 15% 
Minesoft 14% 
Others 13% 
Questel 13% 
Thomson Innovation 9% 

∅ number of sources: 2.6 *results > 5% displayed 

       
 
  

  
  
  
  
 
 
  
 

情報源として特許情報を利用する人 対 利用しない人 

 
イノベーション過程で情報源として特許情報を利用していますか？ 

  
 
 

はい 70% いいえ 30% 
 

 
 



PATLIB2017 – 学習型イベント 

ミュンヘン、2017年5月3-4日 
1990年に設立されたPATLIBネットワーク（ヨーロッパの特許情報センターネットワーク）は、加盟国全体にわたる300以上の
場所で特許と知的財産の専門知識を提供しています。  PATLIB会議は、一緒に学び、経験を共有するために集まる年に一度
の機会です。 

PATLIB2017 はミュンヘンの EPO
において 5 月 3 日と 4 日に開催さ
れ、36 カ国から約 200 名が参加し
ました。 
 

EPO の Benoît Battistelli 長官
は参加者を歓迎し、中小企業の知的
財産問題をサポートする PATLIB ネ
ットワークの重要性と EPO がいかに
PATLIB ネットワークに貢献しているか
を強調しました。  また、「EPO は
PATLIB ネットワークと各国の特許庁
を欧州におけるイノベーションを支援す
るパートナーとして考えている」と述べま
した。「特に中小企業、研究者、個人
発明家などの特許システムユーザにと
っては現地語での幅広いサービスが不
可欠です。」 
 

二日間の学習型イベントは、広範
囲でありながら非常に具体的なプレゼ
ンテーションで溢れていました。講演者
は知識を共有し、参加者がクライアン
トのために成長することとサービスを向
上する方法について考えるよう努めま
し た 。 基 調 講 演 で Bettina de 
Jong 氏は長年にわたり業界で働い
た視点からコミュニケーションの重要性
を強調しました。専門家と非専門家
の間のコミュニケーションにおいては、言
語、視点または解釈などの違いにより
同じレベルで話ができないことが多いた
め、誤解が生じる可能性があります。
それを避けるためにはクライアント、クラ
イアントのニーズ、背景、知的財産に
関する知識および経験を理解すること
が重要だと Bettina de Jong 氏は
述べました。目的に合ったすぐに使える
アドバイスを与えることは専門家の役
目でした。「リスクを取ることを怖がらな
いでください。」Jong 氏は主張しまし
た。「免責事項の背後に隠れず、自

当てました。特許情報は、正しく分析
して正しく解釈すれば、企業の意思決
定を支援することができます。「正しい
情報を収集し、適切な統計手法を使
い、広範囲な情勢を考察することは、
サンゴの中のタツノオトシゴを探すような
ものです。入念に検討して動向を確認
する必要があります。」と Schaaf 氏は
述べました。正しく使用されないと、デ
ー タ 自 体 は 大 き な 価 値 は な い と
Schaaf 氏は指摘しました。統計によ
り新たな技術動向、競合他社により

PATLIB センターの目的はクライアン
トを助け、アドバイスし、そしてサポート
することであるので、 ターゲット指向の
知的財産トレーニングコースの設定方
法とその促進方法を学ぶことが重要で
す。 
 

EPO の Lisa McDonald-Maier
氏 は ド イ ツ 特 許 庁 の Roger 
Hildebrandt 氏と一緒に、特定のニ
ーズに合わせたトレーニングコースの準
備と実施方法に関する模範事例を発
表しました。トレーニングコースは効果
的な学習方法になりえますが、内容が
慎重に選ばれていない、特定のグルー
プを対象としていない、 高度すぎる、
基本的すぎるといった場合には参加者
は十分に学ぶことができません。 
 

PATLIB イベントは毎度、人脈を広
げられる優れた機会です。参加者はお
互いのことや仕事について知る機会が
得られ、結果として PATLIB ネットワー
クに対する提携の意識が強まりました。 
 

EPO の観点から PATLIB ネットワ
ークは、欧州の中小企業が必要とする
特許情報と知的財産関連のアドバイ
スにアクセスできるようにする上で重要
です。地元のセンターは、地元の言語
でユーザと話すことができます。 センタ
ーは地方のビジネス条件と文化を知っ
ており、それゆえ最良のアドバイスが受
けられる適切な窓口です。 
 

プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の ほ と ん ど は
epo.org/patlib で確認できます。 
 

EPO加盟国別PATLIB センターの数–  PATLIB directory (epo.org/patlib-
directory) 

分を売り込み、自身の価値を示し
てください。」 
 

ブ レー クアウ トセ ッシ ョ ンでは
EPO の専門家である Johannes 
Schaaf 氏が特許データの統計分
析とその結果の可視化に焦点を

保護されている新しい開発状況、手
付かずの市場、飽和した市場を特定
できます。 
 

統計はすべて基本的な検索からは
じまり、続いて統計分析そして最後に
結果の処理を行います。 
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EPO における分割出願 
「分割して統治せよ（Latin 語：”divide et impera”）」。 この言葉は紀元前 359~336 年、マケドニアを統治したフィリッ
プ大王の時代から政治的成功を収める方法として用いられてきました。多くの人々にとって、この言葉は否定的な含意を持ってい
ます。しかし特許の世界では、「分割」は通常のプロセスであり、そして「分割出願」は多くの特許出願人の出願戦略において重要
な要素になっています。特許サーチャーもまた、分割出願がどのように生じるか、どのようにパブリックドメインになるか、そして分割出
願をどのように検索すればいいかを理解しておく必要があります。 

分割出願で満たすべき要件は？ 
 分割出願には、親出願に存在しない事項を含めてはいけません６）。この要件
を満たしていないと EPO が判断した場合、この違反事項（親出願に記載され
ていない事項）を分割出願から削除する必要があり７）、そうでない場合は拒
絶の対象となります８）。 
 

EPO の分割出願は親出願がまだ係属中のときのみ出願できます９）。 
 
 「係属中（Pending）」とは、分割出願の出願日において、親出願が取り下
げ、拒絶、取り下げ処分（無効）のいずれも受けておらず、なおかつ特許登録
されていない状態を指します。また、親出願が一旦無効になっても（ある一定の
要件を満たせば無効の取り消しが可能な）その後の手続１０）または再審査請
求１１）を経て特許権が回復しているのであれば、この場合も分割出願が可能
です１２）。分割出願時に親出願が既に拒絶されているものの、その後不服審
判請求がなされた場合、係属中いつでも分割出願ができます１３）。さらに、
（不服）審判を請求しない場合でも、EPC 規則 108 条により、審判の請求
が可能な期間中はまだ分割出願が可能です。 
 

2010 年 4 月から 2014 年 4 月の間には、親出願の審査で送られた通知
日から計算して 24 ヶ月以内に分割出願を提出しなければならないという規定
もありました。この規定は、親出願の出願日にかかわらず、2014 年 4 月以降
に提出された分割出願には適用されません。 
 

EPO はどのように分割出願を公開するのか？ 
EPO では、「通常」の特許はその出願日または優先日から 18 ヶ月以内に公

開しています。分割出願は親出願より大分時間が経過した後に出願されること
が常であるため、公式の出願日は親出願の出願日と同じです。したがって、分割
出願が提出された時点で、18 カ月の公開の締め切り期限がすでに過ぎている
ことが多く、そのため EPO では可能な限り速やかに分割出願を公開しようとして
います。 
 

実際には、EPO の分割出願は通常、方式審査の完了後 3 ヶ月で公開され
ます。分割出願は独自の出願番号および公開番号を持っています。公開される
出願の先頭ページには、親出願ならびにすべての前世代の出願が一覧表示さ
れます。 
 

本記事は、2010 年の Patent Information News に掲載された EPO
審査官 Peter Watchorn 氏の記事に基づいています。 
 

分割出願とは？ 
分割出願とは、先の出願から派生した出願のことです。分割出願は、先の出

願から後（基本的には数年後）に出願されるものの、先の出願１）と同じ出願
日と優先日を保有しています。つまり、分割出願は、先の出願から分割出願が
なされるまでの間に公開されたいかなる文献にも、特許性の面で影響を受ける
ことはありません。大抵の場合、先の出願は「親（parent）」とよばれます。 
 
例えば： 
GB1 2010 年 3 月 26 日出願 
EP1   2011 年 3 月 25 日出願（GB1 による優先権を主張） 

2011 年 9 月 25 日公開 
EP2 2013 年 5 月 11 日出願（EP1 の分割出願） 
 

EP2 は、実際には 2013 年 5 月 11 日に出願されていますが、EP1 の分
割出願なので、その出願日は 2011 年 3 月 25 日、優先日は 2010 年 3
月 26 日となります。EP1 は EP2 の「親」にあたります。 
 

なぜ分割出願を行うのか？ 
親出願の単一性欠如を分割出願でフォローする場合がよくあります。つまり、

親出願に 2 つ以上の発明がクレームされていると EPO がみなした場合です
２）。この場合、出願人はクレームを 1 つの発明のみに減縮し、その他全ての請
求項を削除する必要があります。出願人はその後、1 つ以上の分割出願によ
り、削除した発明を特許請求できます３）。これが「強制的分割（mandatory 
division）」です。 
 

さらに、例えば出願人が調査対象から除外された独立請求項の削除を求め
られている場合など、出願人がその他の理由により親出願に関する事項を特許
請求できなくてもその保護を求めている場合に、分割出願を行うことができます
４）。これが「自発的分割（voluntary division）」です。 
 

分割出願は、親出願の詳細な説明には記載されているものの請求項には入
れることのできない発明について保護をもとめる方法でもあります５）。 
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特許手続 
 



複数世代の親出願がある場合の分割出願 
たとえば、EP3096484（2016 年 11 月公開）のように、欧州特許登録

データベースに複数の親世代の出願が記載されている例もあります。実際には、
1 つの出願は 1 つの親出願しか持てませんが、その親にまた親があって、その祖
父にも親があって・・・・という場合があります。以下の例は、元の出願は 2000
年に EPO で出願された EP1047219 で、少なくとも 6 世代の分割出願を生
み出しています。 
 

公開されている分割出願の例：親出願および親出願より以前の世代の出願 
 

欧州特許登録データベース上の分割出願 
欧州特許登録データベース上の分割出願は親出願に関する表示情報の一

部として掲載されています。下記例は親出願の EP2932653 に 2 つの分割出
願があることを示しています。 

EP1630994 は、元の出願 EP1047219 の第 3 世代目の分割出願にあ
たります。欧州特許登録データべースの出願情報には、EP1630994 の分割出
願のみならず、その親出願と祖父出願も記載されています。 親出願が係属中で
ある限り、分割出願を行うことが可能です。 分割出願の初期世代（訳者注：
親出願よりさらに上の世代）は係属中である必要はありません１４）。 
 

リンクをクリックすると、ユーザは Espacenet の関連する記録、または分割出
願自体の出願情報に移動します。 
 

分割出願の出願情報には、親出願があることを示す情報が含まれています。
この情報が、この出願が分割出願であることを示す目印になります。 

Espacenet 
Espacenet 上の分割出願は、書誌事項画面の “INPADOC patent 

family” のリンクをクリックすることで閲覧できます。 
 

1) Art. 76(1) EPC and Art. 4(G)(1)(2) Paris Convention 
2) Art. 82 EPC 
3) Art. 4(G)(1) Paris Convention 
4) Rule 62a EPC and EPO Examination Guidelines C-IX, 1.2 
5) Rule 137(5) EPC 
6) Art. 76(1) EPC 
7) Enlarged Board of Appeal decisions G1/05 and G1/06 
8) Art. 97(2) EPC 
9) Rule 36(1) EPC 
10) Art. 121 and Rule 135 EPC 
11) Art. 122 and Rule 136 EPC 
12) EPO Guidelines - A-IV, 1.1.1 
13) EPO Guidelines - A-IV, 1.1.1, see also Enlarged Board of Appeal referral G 1/09 (referred by J 

2/08) 
14) See Enlarged Board of Appeal decision G 1/05. 
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ブルガリアがFederated Register（統合欧州特許登録データベース） 

サービスに加わる 

Federated Register（統合欧
州特許登録データベース）サービス
（PINews1/2017 をご覧ください）
には既に 17 カ国が参加しており、5
月に本サービスに署名したブルガリアが
新たに加わりました。これにより、ブルガ
リアで有効となった欧州特許に関する、
信頼性のある最新の書誌情報とリーガ
ルステータス情報に容易にアクセスでき
るようになります。 
 

2015 年 4 月 に ス タ ー ト し た
Federated Register サービスは、オ
ーストリア、ブルガリア、クロアチア、チェコ
共和国、フィンランド、旧ユーゴスラビア
共和国のマケドニア、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、ポーランド、ルーマニア、セルビア、
スロベニア、スペイン、スイス、およびト
ルコの 18 か国にまで増えました。 
 

欧 州 特 許 登 録 デ ー タ ベ ー ス
（epo.org/register）内で利用
可能な Federated Register で
は、これら 18 カ国の国内移行段階
に入った欧州特許のステータスを調
べることができ、１つの表で同時に全
ての情報を閲覧することができます。 
 

Federated Register に現在加
入している各国の特許庁が提供して
いるコンテンツに関する情報は EPO
のウェブサイトにてご覧いただけます
１）。 

Federated Register の最終的
な目標は、欧州特許の全指定国、な
らびに拡張国・有効国において、付与
後の欧州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。PI ニュ
ースでは、さらに参加国が増えれば
その情報をお届けします。 
 
 
 
 

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

欧州特許登録データベースからブルガリア特許登録データベース

（Bulgarian register）への直接リンク 

多くの読者は、付与後の欧州特許
の記録から EPO 参加国の国内の登
録簿への直接リンクを提供している
European Patent Register の機
能になじみがあるでしょう。これらのリン
クでは、当該国において欧州特許の
状況がどうなっているかをすぐに見るこ
とができます。 
 

これらのディープリンクは現在、ブル

ガリアも含んでいます。 
 

リーガルステータス情報を含む
Bulgarian register は、"Legal 
status"（図１）と"Federated 
Register" タブ（図２）から利用
可能で、わずかワンクリックで、ブルガ
リアで有効となった欧州特許に関す
る、早く、簡単で、信頼性のある情
報を提供します。 
 

各参加特許庁では、国内登録デー
タベースにリンクする独自の方法を提供
しており、それら文書のうち、アクセスで
きるものはどれかを定義しています。参
加特許庁のリストと彼らが提供している
データの収録範囲は、下記ウェブサイト
でご覧になれます。 

図2 

epo.org/searching-for-
patents/legal/register/docum
entation/data-coverage.html 
 

図1 
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PCT出願の欧州段階移行 
2017 年の 20 週目現在、

INPADOC のワールドワイドリガルステ
ータスデータベースには、EPO または
PCT 出願における欧州段階移行へ
の申請日に関する情報が掲載されて
います。情報は毎月更新されます。 
 

PCT出願手続の国際段階が終了
する前に、PCT出願人は、出願を続
行するかどうかと、（移行する）指定
官庁を事前に決定する必要がありま
す。 
 

PCT 国際出願に基づいて欧州特
許の出願を進めるには、出願人は
EPO の書式 1200 を EPO に提出し
て手続を開始しなければなりません。
EPO は、その際、欧州段階への移行
申請を受理したことを WIPO に通知
します。 
 

この情報は、一般に、PCT 出願の
欧州段階への移行を示す最初の利
用可能な指標であり、欧州段階に移
行する前に届きます。 
 

欧州段階への移行は、対応する書
誌事項データ（EP 公開番号付き）
を EPO が公表し、原語が英語、フラ
ンス語、またはドイツ語でない場合は、  

EPO の公式言語のひとつで特許出願
書類の完全な翻訳を提出することによ
り確定します。 
 

初期のデータセットは、2016年中
頃までに遡ってデータを収録しており、 
およそ300,000件の記録が含まれて
いました。 データは、対応するPCT出
願にリンクされています。 
 
 
   

Global Patent Index (GPI)で誰が何を所有しているかを検索する 
定期的なモニタリング検索を行って

いるユーザは、おそらく、新しい出願、
新しい特許、および特許所有権の変
更を探すという難題に慣れていることで
しょう。これらの検索は、異なる検索条
件に依存しているため、時には別々に
検索を行う必要があります。EPO のグ
ローバルパテントインデックス（GPI）
の特徴は、この問題を回避できます。
GPI により、特定の出願人または権
利 者 の す べ て の 新 し い 特 許 文書
（GPI で初めて入手可能）と、所有
権の変更を示す新しいリーガルイベント
が記載されている特許文書を一度に
検索することができます（このシステム
は新しい出願人/権利者を探し出しま
す）。 
 

たとえば、以下の実施例 1 は、特許
文書を含む結果一覧を生成します： 
- 出 願 人 / 権 利 者 が BASF
（APP=BASF）で、2017 年の第
1 四 半 期 （ DFE 
[201701,201703]）に GPI で初
めて入手できるもの 
 
- または 2017 年の第 1 四半期
（EVD [201701,201703]）に
BASF に特許権が移転されたこと
（EVOW = BASF）を示す新しい
リーガルイベント。 
 

この場合、2017 年 1 月 18 日
に、特許権が BASF 社に移転したこ
とを示すリーガルステータスの変更が
ありました： 
公開特許に関する書誌事項 
 

それでもなお、上記クエリは非常に
単純なものであり、例えば BASF 社
の名称のバリエーションを追加すること
により、向上を図ることができます。こ
のことは、INPADOC における名称が
各国特許庁によって提供されるもの
であるため、すなわち、それ以上標準
化された名称がないため、EVOW 検
索条件にとっては特に重要です。 
 

DFE、APP、EVD および EVOW
検 索 条 件 と 、 AND 、 OR お よ び
WITH 演算子の詳細については、
GPO ユ ー ザ ー マ ニ ュ ア ル
（epo.org/gpi）をご参照してくだ
さい。 
 

リーガルステータス情報 

検索条件 APP は、各国の特許庁
によって提供される名称および EPO に
よって標準化された名称を蓄積してい
ます。それで、"APP = BASF"で検索
すると、出願人/権利者 が B.A.S.F. 
または  BASF AG、  または BASF 
Aktiengesellschaft 、  ま た は 
Badische  Anilin & Soda 
Fabrik、 ・・・である特許文書が検索
されます。 
 

こ の 結 果 一 覧 に は 、 た と え ば
2016 年 11 月 23 日に公開された
EP1987078B1 （ 権 利 者 Ciba 
Holding Inc）が含まれています。 
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Example 1 
(DFE [201701, 201703] and APP = 
BASF) OR (EVD [201701, 201703] with 
EVOW = BASF) 

 

WO 
 

121 
 

 EPOは  この出願が欧州特許を 指定したこと

をWIPOから通知されている. 
WO REEP 欧州段階への移行申請 
WO WWE (+EP) 国内(または欧州)段階への移行 
WO 
 

122 
 

PCT出願は欧州段階に 
移行しない 

 
 データニュース 

  GLOBAL PATENT INDEX 

特許     コード       分類 
機関 

PCT出願の欧州段階関連リーガルイベントコード 

 
 



グローバルドシエ-収録範囲に関するニュース 

２０１７年５月、ＥＰＯのグローバルドシエサービスでは、カナダ特許庁（ＣＩＰＯ）、日本特許庁（ＪＰＯ）、 

韓国特許庁（ＫＩＰＯ）そしてＷＩＰＯからのデータ収録期間が変更になりました。 

ＥＰＯグローバルドシエでは、カナダ、中国、日本、韓国、ＰＣＴ国際特許
出願、そして米国の特許出願における包袋情報を参照することができます。グロ
ーバルドシエは欧州特許登録データベースに組み込まれており、Ｅｓｐａｃｅ
ｎｅｔからも参照することができます。中国語、日本語又は韓国語の書面が
英語でリクエストされた場合は、機械翻訳により提供されます。 
 

欧州特許登録データベース内では、最初に欧州特許出願にアクセスし、その
後、ファミリー一覧中のグローバルドシエリンクを介して、ファミリーメンバーの出願
情報にアクセスすることができます。Ｅｓｐａｃｅｎｅｔにおけるグローバルド
シエはさらに進んで、ＩＮＰＡＤＯＣファミリーメンバーのリンクに加えて、書誌
情報表示画面からグローバルドシエにおける特許出願のオリジナルレコードに直
接リンクしています。Ｅｓｐａｃｅｎｔは欧州特許出願をパテントファミリーに
含むことを要件としないため、欧州特許出願をファミリーに持たない”単一の”特
許出願を検索することができます。 
 

欧州特許登録データベースでは、欧州特許出願に関連するファミリーメンバー
を表示するために、画面の左側にあるナビゲーションメニューのパテントファミリーリ
ンクをクリックする必要があります。図１でグローバルドシエリンクを含む典型的な
例（ＥＰ２３８８８４５のパテントファミリー）を示しています。 
 

Ｅｓｐａｃｅｎｔでは、書誌情報表示画面においてグローバルドシエアイ
コンを見つけることができます。図２は、図１でも示された韓国公報を表示して
います。 
 

図２：Ｅｓｐａｃｅｎｔにおけるグローバルドシエの例で、一出願、この場合は韓国
からの出願情報からのリンクを示す。 
 

機械翻訳はＥＰＯによるものではなく、提携特許庁より提供され
た情報をもとにしています。 
 

表で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。 

図１：欧州特許登録データベースにおけるグローバルドシエの例で、ＥＰＯ、中国、 
日本、そして韓国におけるパテントファミリーメンバーの包袋情報へのリンクを示す。 
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グローバルドシエサービスで現在利用可能な書類 
 
特許庁   グローバルドシエで利用可能な書類 
CIPO 
 

2015 年 8 月 1 日以降に公開されたサーチレポート付きの特許出願 
 

EPO 全ての公開されている出願 
JPO 2003年7月1日以降に出願された特許及び実用新案出願 
KIPO 1999年1月1日以降に出願された特許及び実用新案出願 
SIPO 2010年2月10日以降に出願された特許出願 
USPTO 2003年1月1日以降に出願された特許出願 
WIPO 全ての公開されている出願 

 

 

 グローバルドシエ 

 

 



グローバルドシエ －特許監視にRSSフィードが 

利用可能になりました 
グローバル・ドシエに RSS フィードが追加され、例えば新しいファイルがシステムに追加されたときに、ファイルの変更に関する
アラートを受け取ることができるようになりました。現在、EPO と SIPO の個々のファイルで RSS フィードを利用できます。 そ
の目的は、グローバルドシエの対象となるすべての特許庁のファイルと、参加国のすべての INPADOC ファミリーのファイルを
利用可能にすることです。 

 個々の RSS フィードアイコンは、EP ドシエの［All documents］画面および
その他の国の特許庁のグローバルドシエで確認できます。 RSS フィードアイコン
は、画面の上部近く、公報番号のとなりに掲載されています。ファミリーベースの
RSS フ ィ ー ド は 、 Espacenet の INPADOC パ テ ン ト フ ァ ミリ ー 画 面 と
European Patent Register のパテントファミリー画面を介してアクセスできま
す。関連する RSS リンクは、パテントファミリー一覧の公報番号のとなりに掲載さ
れています。 
 

現在、これらの単一およびファミリーベースの RSS アラートは、EPO および
SIPO のファイルで利用できます 
 

グローバル・ドシエサービスからの RSS アラートの例 
 

  

知的財産統計会合 

メキシコ市、2017 年 11 月 14
～15日 

予定を空けておいてください！意
思決定者のための知的財産統計
は、意思決定プロセスにおける知的
財産データの分析に関する議論の
場として、世界的にも有数のイベント
です。 今年は 11 月 14 日と 15
日にメキシコ市で開催される予定で
す。 
 

主なプログラムに加えて、欧州特
許庁は 2017 年 11 月 13 日に
PATSTAT ユーザーデーとワークショ
ップを開催する予定です。 
 
詳細は、 
www.ipsdm2017.com. をご覧
ください。 
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イベント 

 

http://www.ipsdm2017.com/


アジア特許情報におけるパラダイムシフト  

East meets West 2017(東西交流フォーラム 2017)：アジアの特許情報に関する今年のフォーラムでは、 
これまで紹介されていなかった国や地域から多くの新顔が参加し、新しい検索テクノロジーが注目を集めました。 

世界中から 100 人を超す特許情
報の専門家が、2017 年 4 月 6 日と
7 日にウィーンで開催された East 
meets West フォーラムに参加しまし
た。2002 年以来、このフォーラムで
は、アジア各国の特許庁、データ専門
家、その他のユーザからの専門家と直
接接触できる貴重な機会を提供して
います。 

 
今年のフォーラムでは、これまでのよ

う に 、 中 国 （ SIPO ） 、 イ ン ド
（ IPO ） 、 日 本 （ JPO ） 、 韓 国
（KIPO）の特許庁からの代表者
が、自国の最新の動向を報告しまし
た。中国知識産権局（SIPO）の Li 
Li 氏は、中国の検索ツールである
「cpquery」および「Patent search 
and analysis System」の新機能
の概要を説明し、Kawakami Kei
氏は JPO のデータベースで検索を実
行する際に個人ユーザのデータを保護
するために日本特許庁がとっている措
置を説明しました。 
 

これら専門家のプレゼンテーション
で、韓国特許庁（KIPO）のキム・キ
テ 氏 と イ ン ド 特 許 庁 （ IPO ） の
Sujoy Sarkar 氏は、韓国における
異議申立制度の再導入とインドにお
ける加速審査制度の施行など、それぞ
れ自国の特許法における最も大きな
変化について説明しました。 
 

しかしながら、長い間、主な問題は
言語障壁であり、言語問題はアジアの
特許情報を扱う上で克服できない障
壁とみなされていました。 しかし、翻訳
テクノロジーの進歩により、中国語、日
本語、韓国語の機械翻訳の品質が
常時向上しています。 
 

それゆえ、参加者間のディスカッショ
ンやワークショップ、無数の会話におい
て、機械翻訳が繰り返し登場したこと
は不思議ではありません。各国特許庁
の代表者、商用プロバイダおよび翻訳
者が機械翻訳の品質を評価したパネ
ルディスカッションには大きな関心が寄
せられました。 
 

新しい顔 
参加者たちの興味が主に新しい道

具やアルゴリズム、自動化ツールに集ま
ったとはいえ、個人的な交流と、アジア
各国の特許庁からの代表者との直接
的な接触が、また計り知れない価値を
持っていることを、参加者たちは熱心に
指摘していました。 20 社以上の商業
プロバイダが自社のサービスを紹介した
ポスターセッションと、ウィーンの中心に
ある美術館の夜間開場は、人脈を築
く上でいい機会を提供してくれました。
新世代の特許専門家が登場しつつあ
ることも、多くの活発な意見交換から
明らかに なりま した 。East meets 
West に出席した特許専門家の、少
なくとも 3 分の 1 が初めての出席者で
した。 
 

総会でのアジア各国特許庁の専門家 

東西間の議論 

新しいツール 
East meets West フォーラムの

総会の主なトピックの 1 つは、新しい
特許情報テクノロジーでした。 EPO、
WIPO、韓国特許庁および香港のサ
ービスプロバイダーからの専門家が、セ
マンティック検索、ニューラルネットワー
ク機械翻訳、近似文字列マッチング
アルゴリズムのようなツールが、今後ア
ジアの特許情報の使い方をいかに変
化させるか、あるいはすでにいかに変
化させたかを実証してみせました。 今

年の East meets West フォーラムで
議論されたトピックと、約 10 年前の第
1 回目の East meets West カンファ
レンスのプログラムを比較してみると、こ
の 10 年間でいかにパラダイムシフトが
起こったかがわかります：10 年前はア
ジアの特許データに対する一般的なア
クセスに焦点が当てられていましたが、
現在では、高度に発達した検索および
データ分析技術に焦点が当てられてい
ます。 
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初めての出席： イランからの特許専門家 ポスターセッション 

活発な意見交換 
今年の East meets West フォー

ラムでは、特許ツールやテクノロジー、そ
してアジアの特許情報分野における多
くのエキサイティングな展開に注目が集
まりました。Zentiva a Sanofi 社の
Jiří Slavik 氏はフォーラムの閉会で、 
「East meets West フォーラムは、
各国の特許庁、商用プロバイダ、業界
の代表者が集まり、何よりもその製品、
サービス、そして特許の世界ではあまり
知られていない国や地域の特許法に
関して学べる貴重なフォーラムです」と
まとめました。 
 

詳細は、epo.org/emw2017 を
ご覧ください。 
 

新しい国と地域 
参加者同士が自ら選択したテー

マについて討議をする円卓テーブル
では、徹底的な意見交換も行われ
ました。 そのテーマの範囲をみると、
地理的な観点においてパラダイムシ
フトが起こったことが分かります：過

Demonstrating the latest technologies 

去には、中国、日本および韓国の 3 カ
国が話題のほとんどを占めていました
が、現在ではアラブ諸国、ASEAN お
よび BRICS 諸国をテーマとした円卓
テーブルも複数あります。 またイランか
ら 2 人の専門家が East meets 
West フォーラムに初めて参加し、イラ
ンの特許制度に関する知識を円卓で
共有しました。 
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予定を空けておいてください： 
East meets west（東西交流フォーラム）を 
2018年 4月 19-20日に開催 
アジアの新しい特許ツール、データベース、特許システムについて知りたいとお思いです
か？ あるいはアジア各国の特許庁の代表者や他の多くの専門家と人脈を築けるチャン
スがほしいですか？ そうでしたら 2018 年 4 月 19 日と 20 日にウィーンで開催される
East meets West フォーラムにお越しください。 
 
詳細は追ってお知らせいたしますが、メールアラートに登録なされば、EPO のイベントウェ
ブサイトに新しい情報が掲載されるたびにメールにてお知らせいたします： 
forms.epo.org/learning-events/events/conferences/emw2017/alert-
form.html 
 

 



アジアからのニュース  

シンガポールの特許・意匠制度の今後の変更 
シンガポール法務省のプレスリリースによると、シンガポールは新しい特許（改

正）法案と登録意匠（改正）法案を準備中です。 
 

これらの改正の目的は、特許の質を高めるとともに、特許制度をユーザにとっ
てより使いやすくすることです。 今回の改正のポイントには、発明者による発明
の先行開示を含む猶予期間の拡大が含まれます。さらに、現在の「外国審査
ルート」は、2020 年 1 月 1 日以降終了する予定です。 この改正により、出
願人は、「ローカルルート」（シンガポール知的財産局 IPOS での検索と審査
を組み合わせたもの）か、「複合ルート」（外国特許庁のサーチレポートに基づ
く審査 ）のみ選択可能になります。 
 

意匠に関しては、登録可能な意匠の範囲が、あらゆる表面に投影可能で、
有用な特徴を有する非物理的製品の仮想意匠を含むように拡大されます。 
意匠機能としての色も含まれます。 猶予期間の規定には、創作者によるすべ
ての開示が含まれ、12 カ月に延長されます。 
 

これらの改正およびその他の改正予定の詳細は、IPOS ウェブサイトの法律
アップデートセクション： 
www.ipos.gov.sg/AboutIP/IPLegislation/2017LegislationUpdat
es.aspx）および法務省のプレスリリースセクション： 
www.mlaw.gov.sg/content/minlaw/en/news/press-
releases.html）からご覧いただけます。 
 

います：再審査のために 7 ヶ月、発明特許および実用新案の無効化のために
5 ヶ月、意匠の無効化のために 4 ヶ月。 
 

詳細は、SIPO ウェブサイトの専用セクション（中国語のみ）をご参照くださ
い：www.sipo.gov.cn/tz/201704/t20170407_1309354.html 
 

ロシアのサーチレポートがロシア特許庁のウェブサイトに掲載されました 
ロシアのサーチレポートが、ロシア特許庁のウェブサイトから利用できるようになり

ました。実用新案は情報サーチレポートセクションに掲載されています。 サーチレ
ポートには引用文献と IPC 分類に加え、参照データベースのリスト、発明の単一
性に関する情報および検索で使用された分類が記載されています。 
 

2014 年と 2015 年にロシア民法に導入された知的財産制度に関連する最
近の法律改正により、特許出願と共にサーチレポートの作成と公開に法的根拠
が与えられました。 
 

サーチレポートはロシア語でしか利用できませんが、英語版サイトの［Official 
Bulletin ］ を 経 由 し ア ク セ ス で き ま す ： 
www1.fips.ru/wps/portal/ofic_pub_en/#page=bulletin&type=I
ZPM 

 
ファミリー情報を表示する KIPRIS の新機能  
韓 国 特 許 庁 （ KIPO ） は KIPRIS デ ー タ ベ ー ス

（http://eng.kipris.or.kr）に、すべての特許ファミリーのグラフィカルな概要を
表示する新しい機能を追加しました。 [View Details]画面上の［Family 
Patent］タブをクリックすれば、出願日順で整列されたファミリーをリスト形式で表
示する既存の［View  Table］と、グラフィツクで視覚化して表示する新しい
［View Graph］を切り替えることができます。 この新しい表示オプションにより、
ユーザはすべての対応特許を一目で見ることができ、いつどの公報が提出された
のかを簡単に見つけることができます。 
 

アジアのデータベースを検索するためのガイドブックについては、epo.org/asia
をご覧ください。 
 

韓国語から英語への機械翻訳サービス K2E-PAT が終了 
韓国特許情報院（KIPI）は、2017 年 4 月 9 日、韓国公報の機械翻訳

サービスである K2E-PAT を終了しました。それに伴い、EPO のアジア特許情報
サービスも、対応する検索および配信サービスを終了しました（2007 年以来
KIPI と協力して同サービスを提供してきました）。 
 

韓国公報を英語またはドイツ語に人手翻訳する必要がある場合は、
asiainfo@epo.org までお問い合わせください。 
 
 

ア ジ ア か ら の 上 記 以 外 の ニ ュ ー ス は 、 EPO の ウ ェ ブ サ イ ト

（www.epo.org/asia）の［Updates］セクションをご覧ください。 
 

中国で検討中の特許優先審査管理規則 
中国国家知的財産局（SIPO）は先日、社会各界からの意見を公募する

ために、『特許優先審査管理規則（意見公募草案）のための行政措置』の
改正版を発行しました。2012 年に初めて導入されたこれらの管理規則は、特
定の技術分野（例えば、省エネルギー、環境保護、新材料または新エネルギー
車両）における特許出願の迅速な審査を可能にするためのものでした。 
 

現在、優先審査は発明特許出願に対してのみ利用可能です。 将来的に
は、優先審査が実用新案および意匠にも拡大されます。 さらに、特定の条件の
下で、迅速な再審査および無効化手続の請求が可能になる予定です。 
 

特許出願については、最初の審査報告書が 45 日以内に発行され、審査は
1 年以内に完了します。 実用新案および意匠は、2 ヶ月以内に登録が完了し
ます。 この草案は、加速審査の完了のために、さらに以下の時間枠を規定して
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  アジアからの特許情報 
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中国の新しいリーガルステータスコード 

 中国国家知識産権局(SIPO)は、

そのリーガルステータスコードを変更し、

4 月 1 日より効力を発します。よって、

EPO は、INPADOC ワールドワイドリ

ーガルステータスデータベースに新しいリ

ーガルステータスコードを取り入れまし

た。配信された新しい４桁のコードを

通じて、EPO は、SIPO からの特許お

よび実用新案のすべてのリーガルステ

ータスイベントを処理できるようになりま

す。 

 

EPO は、配信されるリーガルステー

タス情報を受け取るアプローチを拡大し

ようと考えており、EPO のユーザは将

来、この領域のさらなる発展を期待す

ることができます。このアプローチは、もし

かするとドイツおよびブラジルのリーガル

ステータス情報を皮切りに始まるかもし

れません。 
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Weekly  Total Change 
average 2017 Jan–June 2017 vs. 2016 

 
中国の新しいリーガルステータスコード一覧 

 
イベント   詳細 
 コード 
 EM01 特許ライセンス契約記録の変更 
GR01 特許付与 
GR02 審査された特許出願 
GR03 秘密特許権付与 
IP01 特許権の一部無効 
IW01 特許権の無効 
OR01 その他の関連事項 
PB01 公開 
PC01 登録特許の取消 
PD01 特許保全の取消 
PE01 特許ライセンス契約登録の発効 
PM01 特許ライセンス契約登録の変更 
PP01 特許権の保全 
RA01 特許権の回復 
RJ01 公開後の特許出願の却下 
RN01 特許期間の更新 
RP01 特許権の部分取消 
RR01 特許権の回復 
RW01 特許権の取消 
SE01 実体審査請求の発効 
TA01 特許出願権の移転 
TR01 特許権の移転 
WD01 公開後取り下げられたとみなされた特許出願 
WW01 公開後取り下げられた特許出願 

イベント   詳細 
 コード 
AD01 特許権を放棄したとみなされる 
AR01 二重特許防止ための特許権放棄 
AV01 自発的に放棄した特許権 
CB01 書誌事項の変更 
CB02 出願人情報の変更 
CB03 発明者または創作者情報の変更 
CB04 代理人情報の変更 
CE01 特許権の終了 
CF01 年金未払いによる特許権の失効 
CI01 特許公報の訂正 
CI02 特許出願の訂正 
CI03 特許の訂正 
CP01 特許権者氏名又は名称の変更 
CP02 特許権者の住所の変更 
CP03 氏名、名称又は住所の変更 
CU01 実用新案の訂正 
CU02 実用新案公報及び明細書の訂正 
CU03 実用新案公報の訂正 
CX01 特許存続期間満了 
DC01 秘密特許状態の解除 
DD01 公示送達 
DE01 特許出願実体審査に関する特許庁の決定 
EC01 特許ライセンス契約記録の解除 
EE01 特許ライセンス契約記録の発効 

データニュース 

   
      
     
       
       
   
  

公報コーナー 

EP-A 公報     
EP-A1                               1,422               36,979           9.4%      
EP-A2                                    74                 1,915        -16.3%    
EP-A1 + A2の合計             1, 496               38,894          7.8%        
A1+A2の合計に占めるEP-A1の割合                    95.1%           1.4%                
EP-A3                                  226                  5,879           0.5%      
EP-B公報                                                                                    
EP-B1+B2                         1,946                50 ,600          4.3% 

欧州特許公報 
2017年1月～6月  
 2017年の  2017年の    2016年から 

週平均 1月-6月の合計         の変化 
 

 

「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-A2: 調査報告書なしで公開された欧州特許出願 
■ EP-A3: 欧州調査報告書 
■ EP-B1: 欧州登録特許明細書   
■ EP-B2: 欧州登録特許明細書の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Euro－PCT出願です。  



他のニュース  

EPO特許情報会議2017 
プログラム公開、登録可能 

今年の EPO 特許情報会議は、

11 月 7 日～9 日、ブルガリア共和

国ソフィアの Sofia Balkan Hotel

にて開催されます。今年の EPO 特

許情報会議は、またしても欧州にお

ける特許情報専門家の最大の集まり

になるでしょう。本会議のプログラムに

は以下の内容が含まれます： 

－欧州特許情報の最新動向に焦点

を当てる 

－機械翻訳、特許分析、ＦＴＯ調

査およびその他のテーマに関するセッ

ション 

－特定の問題に関する深い議論 

－11 月 6 日および 9 日の ASEAN

諸国からの特許情報、特許分析およ

び Espacenent 等をテーマとした研

修 

－経験豊富なサーチャーからの実用

的なヒントが得られる通常のプレゼン

テーション 

 

EPO 特許情報会議は、特許サー

チャー、特許庁スタッフおよび商用特

許情報提供事業者が集まり、意見

や経験を交換するための何よりのイベ

ントであり、皆様の出会いの場になる

ことでしょう。 

 

詳細および本イベントへの登録は、

www.epo.org/pi-conference

にてお願いいたします。 
 

無料特許情報ウェブセミナー 
最新の EPO の特許情報を常に把

握しておくためには、EPO 主催の無料

のオンライン・ウェブセミナーのいずれか

に参加することが良い方法です。

2017 年の開催予定は下記のとおり

です。ご関心のあるテーマについて、

今すぐカレンダー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。 

 

EPO ウェブセミナーを見逃してしまった

場合は？ 

間もなく、EPO は、実際のウェブセ

ミナーのいくつかを、動画として EPO

ウェブサイトに一定期間公開する予

定です。もしご関心のあるウェブセミナ

ーを見逃して しま った 場合に は、

www.epo.org/pi-videos をご覧

ください。 
 

epo.org  
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6/26 16.00 特許情報 Newsflash および 仮想ヘルプデスク 
 7/18 10.30 Global Dossier/Federated Register   NEW! 
7/19 16.00 Espacenetでの特許サーチの基本   NEW! 
9/6 11.00 特許分類の特殊な側面 
9/25 11.00 特許情報 Newsflash 
9/27 14.00 特許ファミリー 
10/3 14.00 INPADOC 
10/4 14.00 BRICS諸国からの特許情報: ブラジル 
10/9 11.00 仮想ヘルプデスク    NEW! 
10/11 14.00 BRICS諸国からの特許情報: ロシア 
10/18 14.00 BRICS諸国からの特許情報: インド 
12/6 14.00 BRICS諸国からの特許情報: 中国 
12/13 14.00 BRICS諸国からの特許情報: 南アフリカ 
12/18 16.00 特許情報 Newsflash 
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epo.org/pi-conference 

 

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  
 
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  
 
*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）） 
 

 

 
 

2017年開催 無料特許情報ウェブセミナー 
 
日付    時間          ウェブセミナ名 
 6/20 16.00  Global Dossier/Federated Register  NEW! 
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