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新Espacenetの到来－ 
設問調査を実施中 
Espacenetの全面的な再設計に関する取り組みが進展しています。2018年に開始予定の新しいインタ
ーフェースは、オンライン調査における最新の傾向を反映し、改善されたガイダンスをサーチャに提供するでし
ょう。デザインは、まだ完全には仕上っていませんが、この目的を達成するために、現在、既存の
Espacenetに対しユーザが高く評価している機能と今後期待している機能に関する調査を行っています。 

検索の改善 
新 Espacenet のランディングページ

は、シンプルな検索ボックスを特徴とす
るでしょう。検索タームがその意図した
結果をもたらすかどうかをサーチャが速
やかに確認できるようにするための、現
行のスマート検索の改良版です。つま
り、ユーザは、検索フィールド、近接演
算子などの指定に役立つクエリ・ビルダ
ーを用いて自らの検索を絞り込むことが
可能となります。新しい視覚化機能

は、ユーザが自分の検索式とマッチす
る複雑なブールクエリを構築したり、理
解したりするのに役立つでしょう。 
 
結果を重視 
論理的に、データベース内の文献

数が増加するにつれ、検索結果にお
ける文献数も増加します。場合によっ
ては、すべての「ノイズ」の中から重要
な検索結果を識別するのが難しくなる
可能性があります。したがって、新しい

Espacenetの開発のポイントのひとつ
は、検索結果の提示の仕方です。 

 
検索結果をフィルタリングし、より簡

単に詳細情報にアクセスするためのオ
プションがより多く用意されるでしょう。
検索結果のリスト自体が、要約や画
像からの抜粋など、個々の検索結果
についてより多くの情報を提供するとと
もに、いっそうの柔軟性とエクスポート
機能を提供するでしょう。 
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長期︓化学およびセマンティック検
索 

Espacenetの開発チームは、長期
的には、テキスト解析を利用し関連す
る文献を検索するセマンティック検索
同様に、espacenet で化学構造式
の検索も可能にすることを望んでいま
す。 
 
全てはユーザのインプットに基づく 
新Espacenetは、世に出れば、無

料検索ツールにおいて最新の技術をも
たらすでしょう。そして、それは、ユーザと
の包括的な一連の協議の結果となる
でしょう。協議の場は、2016 年に 20
回設けられ、さらにオンライン調査によ
って補足されました。その最新のセッシ
ョンは今も進行中です（下記のテキス
トボックスをご参照ください）。 
 

レスポンシブデザイン 
表示される情報のサイズおよび量を

自動的にユーザのデバイスの画面サイ
ズに適合させるレスポンシブデザインを
取り入れ、全体的な表示も改善され
るでしょう。これにより、大画面、ラップ
トップ、タブレットまたはスマートフォンの
使用に関係なく、最高水準のユーザビ
リティを獲得することができるでしょう。 
 
全文検索 
前号の PI ニュースでお伝えしたよう

に、Espacenet はすでに、英語、フラ
ンス語およびドイツ語での全文検索を
提供しています。元の各国のインター
フェースとして、より多くの言語が追加
されることになっており、それらのデータ
は、メインの Espacenet プラットフォー
ムと統合されるでしょう。これにより、利
用可能な全文データの量も増加しま
す。 
英語への一括機械翻訳は、英語

のキーワードに基づく検索を介して、す
べての非英語文献の入手を可能にす
るでしょう。 

 

上記のピラ ミ ッ ドは 、ユーザが
Espacenet に最も望んでいると思わ
れる機能を示しています。頂点には、
より多くのより良い検索オプションが言
及されており、その直下に翻訳機能が

言及されています。Espacenet のユ
ーザはまた、より幅広い範囲を有する
データを望み、かつ自分の検索が安
全であること、即ち、検索中に誰から
もスパイされないことを望んでいます。 
 

  

EPO史上初の品質報告書を発行 

 2017 年 7 月 5 日、EPO は、史
上初の品質報告書－EPO がその商
品およびサービスのすべてにおいて、
EPO の品質方針をどのように実施して
いるかに関する新しい年次評価を発
行しました。品質指標に関する一連の
詳細をまとめたこの包括的な報告書
は、その方針の効果に関する透明性
を高めることを目的とする一方、EPO
が品質保証に関連するその手段を体
系的にモニタリングし、改善するための
追加的な手段としての役割も果たして
います。 
 
「知的財産権に対する認識および

使用が高まりつつあることを背景に、IP
関連の商品およびサービスの品質は、

企業、発明者、および一般の人々に
とって決定的な要素となっています」と
EPO長官 Benoît Battistelli氏は
述べました。「法的に強固な特許だ

けが、企業がその発明の保護を求める
際に必要とする確実性を提供します。
それらは、ヨーロッパの特許制度が、革
新を進めるための効率的かつ信頼性
のある足場であることを保証します。こ
の特化した報告書の発行は、特許品
質の絶え間ない向上に対する EPO の
管理者およびスタッフの献身ぶりを物
語っています」と長官は述べました。 
 

2016年の報告書は、EPOの設立
の原則に根差し、2011年に導入され
た品質および効率戦略を通じて強化
された品質文化を背景とした方針を
提示しています。報告書は、ユーザと
関わり合うことと、かつ特許庁のサービ
スおよび手続の改善のための主な情

報源のひとつであるユーザの意見を収
集することを目的としている、EPOのイ
ニシアチブも提示しています。この報告
書の発行は、ユーザとの対話に対する
EPO のコミットメントのさらなる例示と
なります。 
 

報告書は、EPO のウェブサイトから
ダウンロードしていただけます︓ 
epo.org/service-
support/publications.html?pu
bid=133 
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Espacenet ユーザ調査 
皆さまのご意見を是非お寄せください。 
https://www.research.net/r/GLDG5FG 
2017年 10月２日まで実施 
 

 
 

 

 

Espacenet ユーザ調査－これまでの結果 
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未来は今日始まる 
本号の特集記事は、来年のうちに完全に新しいEspacenetを皆さまにお届けするために、我々が
おこなっているエキサイティングな取り組みついて紹介しています。我々は、できるだけ多くのユーザおよ
び関係者から意見を収集しながら、過去1年半にわたって目立つことなく、黙々と我々の宿題に取り
組んできました。そして、今日のEspacenetがどのように使用されているか、およびEPOはどのように
Espacenetを改善できるかについて的確なイメージが浮かび上がってきていると我々は確信していま
す。 

 
 
意見収集の最終的な取り組みの

ひとつは、皆さまが Espacenet を使
用する際に画面に現れるオンライン調
査という形で現在進められています。
オンライン調査の全項目にご記入くだ
さい。皆さんが Espacenet のユーザ
であり、だからこそ皆さんの意見が重
要です。 

PI ニュースの前号で、我々は、
Patent Translate の改善について
紹介し、ニューラル機械翻訳がいかに
飛躍的に品質を改善しているかにつ
いて説明しました。ここ数か月で、
我々が、Patent Translate内のす
べての言語についてニューラル機械翻
訳に切り替えることができたことを嬉し
く思います。是非お試しください。その

ツールを通じて、皆さまは翻訳に質に
関するご自分の意見を残すことがで
きます。 
 
これらの開発のおかげで、特許情

報のみならず無料特許情報ツール
の世界をリードするプロバイダとして、
EPO がそのポジション維持しているも
のと私は確信しています。 
 

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 
 

ESPACENET  

Espacenetの文献数が1億件を突破 
 今年の夏の間に、Espacenet 内
の検索可能な文献数が、1 億件を突
破しました。Espacenet が 1998 年
に開始された時、提供していた文献の
数はたったの 2000 万件でした。その
件数は、20 年も経たないうちに 5 倍
に増加しました。 
 
この著しい増加は、世界中の特許

および特許出願の件数がどれほど急
速に増加しているかということ、かつこれ
らのデータが利用可能になり次第、
Espacenet にすべてのデータを収集
する、ロジスティクスにおける EPO の活
動を示しています。 
 
しかし、注意しておきたいことがひと

つあります。Espacenet 内の文献の
数を数字で示すのは容易な作業では
ありません。これは、データ量が常に変
わっているからだけではなく、「文献」と
いう言葉は、この文脈では明確な定
義がないからです。特許文献のファクシ
ミリ文書（即ち、PDF 文書としての多
数のページの画像）の数は、例えば、
およそ 1 億 1 千万件です。この数字
は、データベースがオリジナルの特許出

願と付与された特許の両方とも、また
は同一発明における複数の種類の公
報を含む場合のように、同じ発明を
対象とする複数の文献を含んでいま
す。補正公報（例えば、EPO の
A8、A9、B8およびB9公報）をカウ
ントする人もいれば、それらを総数に
含めるべきではないと言う人もいます。 
 
ファクシミリ文書は検索することがで

きません。したがって、「検索可能な文
献」という言葉についてさらに説明が
必要です。ファクシミリ文書に加え、デ
ータベースは、公報のタイトルおよび要
約、分類記号、発明者および出願
人の、およびさまざま日付と数字など
の検索可能なデータを含みます。検
索可能な明細書および検索可能な
請求項もしばしば利用可能です。デ
ータは、さまざまな方法で EPO に届き
ますが、特に古い特許ほど、必ずしも
完全というわけではありません。EPO
で、ある記録が「検索可能」と見なさ
れるためには、その記録は少なくとも
公開番号、出願番号、および必要に
応じて優先権主張番号を有している
必要があります。 

また、Espacenet では、英語、フラ
ンス語またはドイツ語の特許文献を文
字コード化した全文テキストを検索す
ることができます。全文検索を実行す
るには、”Advanced search”の下の
ドロップダウンメニューから、”Worldwid
e EN”、”Worldwide FR”または”W
orldwide DE”を選択してください。 

 
上記の表には、2017年 8月時点

での Espacenet 内のさまざまな種類
のデータの量を示しています。 

EPOは、Espacenet内の検索
可能な文献数が1億件を突破した
ことを祝していますが、その節目は少
し前に過ぎたと言う人もいれば、まだ
節目に達していないと言う人もいる
でしょう。皆さまの「文献」の定義が
何であれ、かつ文献のカウント方法
がどのようであれ、Espacenetは、
世界で最も包括的な無料特許検
索ツールであり続け、毎日増え続け
る膨大な量のデータを収容していま
す。 
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現在Espacenetで利用可能なさまざまな種類のデータ量 

データの種類 記録数 
検索可能な書誌記録 
 

1億100万件 
特許出願 
 

8,000万件 
英語のタイトルを含む特許出願 
 

5,800万件 
英語の要約を含む特許出願 
 

4,000万件 
IPC分類記号を含む特許出願 
 

7,500万件 
CPC分類記号を含む特許出願 
 

4,700万件 
特許文献のファクシミリ文書（PDF） 
 

1億1000万件 
文字をコード化した全文（全言語） 
 

7,500万件 
文字のコード化により検索可能になった英語全文 
 

2,300万件 
文字のコード化により検索可能になったフランス語全文 
 

400万件 
文字のコード化により検索可能になったドイツ語全文 
 

900万件 

 
論説 

 

 



  

Patent Translate‐32 カ国語におけるニューラル

機械翻訳 
最近、EPOの Patent Translateツールに劇的な改善がされました。Patent Translateツールは Espacent と Publication 
Server でアクセスできます。 

 Patent Information News 
2017 第 2 号の主要記事において、
「ニューラル機械翻訳」（NMT）と呼
ばれる技術がどのようにして自動翻訳
の精度を改善するか掲載しました。６
月に NMTは英語に加えて、中国語、
フランス語、ドイツ語、日本語、韓国
語、ホルトガル語、スペイン語およびト
ルコ語の 8 か国語が実装されました。
現在、特許翻訳は、システム内のすべ
ての 32言語で NMT が使用されてい
ます。 
 

く似た人工的な神経回路を確立しま
す。したがって、Patent Translateは
非常に正確であり、文脈に基づいて文
章のスタイルを認識し、それに応じて正
確な翻訳を行うことができます。システ
ムがデータ内の事例からパターンを見つ
け、人とは独立して選択を行うため、プ
ログラマーはマシンに対して何を探すべ
きか伝える必要がなくなりました。ニュー
ラルネットワークは、コンピュータがある言
語のペアから学んだことを使用して、別
の言語のペアの翻訳を改善できるよう
にすることさえも意味します。膨大な量
のデータを使用して、機械は、以前に
参照した言語ペアの関係に基づいて、
言語がどのように構造化されているか、
単語がどのように使用されているか、他
の言語で文章がどのように作成されて
いるかを予測し始めます。 
 

Patent Translateの使用方法 
ユーザがPatent Translateにアク

セスする方法に変更はありません。過
去と同じように、Espacenetまたは
Publication Serverに表示される赤
い「Patent Translate」ボタンをクリッ
クして翻訳を要求し、選択言語でポッ
プアップ表示されます。そして、どの言語
であっても、以前の翻訳と比較して品
質の向上をみることができます。翻訳の
改善はNMTが学習をする中で継続さ
れるように設定されています。 
 

   
  

 ニューラルネットワーク 
過去の記事で説明したように、

NMTは機械翻訳をさらに進化させ、
機械翻訳の技術の最先端において、
EPOとGoogleの協力関係をのもと進
められています。これらの開発の背景に
は、Googleが使用するAttentionと
呼ばれるシステムがあります。
Attentionでは、機械が試行錯誤と
繰り返し作業により、単語やフレーズの
正しい翻訳を見つけ出し、人の脳によ

特許代理人、裁判官および各国の
特許庁のスタッフのための会議 
2017年11月23日、EPOミュンヘ
ン 
 

プログラムには、審判部における模
擬裁判手続も含まれています。 
 
対象グループ 
特許代理人（弁理士、法律上の

代理人、弁護士）、裁判官および
各国の特許庁のスタッフ 
 

epo.org/learning-
events/events/conferences/b
oa2017/registration.html 
 

今年で 7 年目になる「審判部およ
び重要な決定(“Bords of Appeal 
and Key decision”)」会議は、EPO
の訴訟の法律実務に関する独特な識
見を提供しています。 
 
審判部の新しい最高責任者、多

数の議長および法的ならびに技術的
に資格のあるメンバーを起用している
今年の会議では、聴聞を受ける権
利、手続ならびに重要事項における
新しい展開、および優先権などのテー
マに重点が置かれる予定です。 
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機械翻訳 

 
イベント 

審判部および重要な決定2017（Bords  

of Appeal and Key decision 2017） 

 



PATLIB  

欧州諸国のユーザのためのさらに向上した 

IPサポートサービス 
欧州の特許情報センター（”PATLIB”センター）は、25年以上にわたりヨーロッパ全域で知的財産に関す
るアドバイスおよびサポートを提供してきました。 EPOの新しいプロジェクトは、PATLIBセンターのこれらのサー
ビスをさらに拡大し強化することを目指しています。 

PATLIB センターは、欧州の特許情
報インフラにおいて不可欠な部分を形
成しています。各国の特許庁とともに、
特許システムのエンドユーザ、特に中小
企業、民間発明者および学術分野で
働く人々の最初の接点となることがよく
あります。PATLIB センターは、規模、
サービスの特性、センターが請求する料
金の点などで違いがあり、多様性があり
ます。センターは、各国の特許庁が提
供するサービスを補完するサービスを頻
繁に提供することによって、経験の浅い
ユーザに大きな付加価値を提供してい
ます。PATLIB センターが提供するサー
ビスには、技術情報の検索、特許デー
タの統計分析、競合他社の分析、IP
戦略の開発および発明の商品化の支
援などが含まれます。センターは通常、
あらゆる種類の産業財産権向けのサ
ービスを提供しています。 
 

EPO の新しいプロジェクトは、高品
質のユーザ指向の特許情報サービスの
可用性を、地域レベル、かつ現地の言
葉で向上させることに他なりません 
 
各々が欧州のPATLIBセンターのス

タッフである１７名の参加者は、高品
質の特許情報サービスの数を増やし、
欧州全域において、これらのサービスを
よりバランスよく地域的に分布させるた
めに、1年間、EPOと連携しています。 

プロジェクトの重要な要素は次の
とおりです。 
－より優れた、より幅広いサービスを
提供する目的で、参加している
PATLIBセンターが「エクセレンシー
(excellency)」イニシアチブの一部
になること 
－PATLIBセンターが、国内外にお
いて、互いに、かつ他のイノベーション
支援ネットワークとより緊密に協力す
るように奨励すること 
－イノベーションコミュニティ内の
PATLIBセンターの知名度を向上さ
せること 

参加者は、特許分析に基づいたサー
ビスの開発および提供に特化した通
信教育課程で終わる研修プログラム
に従っています。. 

PATLIBのネットワークを推進する観
点からも重要です。 
 

EPOの役割 
このプロジェクトの中心的な原動力

として、EPOは以下のことをおこないま
す。 
－研修プログラムの調整および資金調
達 
－PATLIBセンターのみを対象にしたフ
ォーラムの開催 
－ウェブサイトおよび他のチャンネルを
介したPATLIBネットワークの促進 
 

PATLIB センターの役割 
プロジェクトに参加している PATLIB

センターは、プロジェクトを最後までやり
遂げることを確約しました。 この冒険的
企画の成功は、最終的にはこの確約
次第です。 PATLIB センターがプロジ
ェクトに加わると、当該センターはサービ
スポートフォリオの改善および拡張に取
り組むことに事実上、同意したことにな
ります。 これは、PATLIB センターがそ
の目標を達成するためのモチベーション
を備える適切なインフラおよびスタッフが
必要になることを意味する、注目に値
する試みです。 
 

EPOは、すべての参加者が最高の
成功を収めるために、最善を尽くす必
要があることを認識しています。その努
力が報われ、2018年中頃までに相当
数のPATLIBセンターがその顧客に新
しい価値の高いサービスを提供できるよ
うになることを確信しています 
 
PATLIBディレクトリ︓
epo.org/patlib-directoryを使用し
て、最寄りのPATLIBセンターを見つけ
ることができます。 

 
各国の特許庁の役割 
このプロジェクトには、EPO および

PATLIBセンターだけでなく、EPO加
盟国の各国の特許庁も参加する予定
です。 各国特許庁の役割は、当該国
固有の関連資料、ツールおよび研修
を、国レベルで連携し提供することで
す。各国特許庁の支援は、国レベルで
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PATLIB再教育プロジェクト - 参加しているセンター 

センター名 都市名 国名 
Austrian Patent Office – IP Academy 
(being established; formerly Library) 

Vienna 
 

Austria 
 

OCBC Sint-Stevens-Woluwe Belgium 
Intellectual Property Service 
of IVACE 

Valencia 
 

Spain 
 

Finnish Patent and Registration 
Office, Patent Library 

Helsinki 
 

Finland 
 

Information Centre for 
Intellectual Property 

Zagreb 
 

Croatia 
 

Ufficio Patlib Trieste Italy 
PATLIB Sicilia Caltanissetta Italy 
State Patent Bureau of the 
Republic of Lithuania 

Vilnius 
 

Lithuania 
 

PATLIB centre at National Innovation 
and Entrepreneurship Centre (NIEC) 

Kaunas 
 

Lithuania 
 

PATLIB centre Patent and 
Technology Library 

Riga 
 

Latvia 
 

Norwegian Industrial Property Office Oslo Norway 
Cluj-Napoca PATLIB Centre Cluj-Napoca Romania 
Intellectual Property Protection Centre Kielce Poland 
PATLIB centre GAPI-AIMMAP Porto Portugal 
Swedish Patent and Registration Office Stockholm Sweden 
Hacettepe Teknology Transfer Center Beytepe Turkey 
Selcuk University-Selcuk TTO Patent 
Information and Documentation Unit 

Selcuklu/ Konya 
 

Turkey 
 

 

 
 

 



  

欧州特許文献の入手先 

 ユーザに欧州特許に関する情報を提供する多くの製品があります。 しかし、
厳密には細かな点でそれらが提供する文献にアクセスする方法が異なります。
たとえば、Espacenet はより限定された種類の文献に対し一連の機械可読テ
キストを有しているのに対し、Publication Serverは、すべての種類の文献に

対し、XML 形式の完全な機械可読テキストを有しています。 多くの場
合、これらの違いは、そのサービスの目的の違いによるものです。 
 
下記の表は、欧州特許庁（EPO）が提供する主要な特許情報製品

およびそれらを介して入手可能な文献の概要を示しています。 
 

■       利用可能       
■       利用不可 
CCT= 文字コード化されたテキスト 
CC-PDF= 文字コード化された PDF 
WO= 対応する国際公開番号で入手
可能 
Lim.#= 再公開された PCT 出版物に
限る 
(*) 対応するWO公開より 
(**)A4文献は EPO公式の公報ではな
い 
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文献コードの説明 

A1 サーチレポート付きで公開された欧州特許出願 
A2 サーチレポートなしで公開された欧州特許出願 

（公開日時点で使用不能なサーチレポート） 
A3 欧州サーチレポートの別途公開された刊行物 
Euro-PCT (**) EPOにて国内移行されたPCT国際出願 
A4 (***) 補足サーチレポート 
A8 A文献すなわちA1またはA2文献の訂正されたタイトルページ 
A9 A文献すなわちA1、A2またはA3文献の完全複製 
B1 欧州特許明細書（付与後特許） 
B2 新規欧州特許明細書（補正明細書） 
B3 欧州特許明細書（限定手続後） 
B8 B文献すなわちB1またはB2文献の修正されたタイトルページ 
B9 B文献すなわちB1またはB2文献の完全複製 

 

 
Espacenet OPS European Patent European EP full-text Global Patent Raw data 

Register/ Publication Server search Index (GPI) 

 
 
 
 
文献種類 

人間のユーザが先
行技術に容易にア
クセスできる、最初
の公開公報に主要
な焦点をおいた出
願ベースのサービス 

 

Espacenet にサ
ービスを提供するデ
ータベースからデー
タを配信する Web
サービス 
 

出願された全ての
公開情報（電子
出願閲覧 

全欧州特許文献
のための公式の公
報プラットフォーム 
 

高度な検索機能
を備えた、欧州特
許出願および付与
後特許をモニタリン
グするためのもの 
 

世界中の特許出
願および付与後特
許をモニタリングす
るためのもの 
 

完全なデータベース
として購入可能な生
データ 
（製品 14、12） 
 

 CCT PDF CCT PDF CCT PDF CCT CC-PDF CCT CC-PDF CCT CC-PDF CCT CC-PDF 
A1 ■ ■ 
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■ 
 

 ■  ■ 
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 ■ 
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 ■ 
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 ■  ■ 

 
 ■  ■ 
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■ 
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 ■ 
 

  ■ 
 

  ■ 
 

 
Euro-PCT (*) 

 
■ 
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■ 
WO/im.# 

 
 

■  ■ 
 

 

Link 
WIPO/ 

to 
lim.# 

Lin 
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k to 
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im.# 

lim.# 
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■ 
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  特許データサービス 

 

 



  

PATSTAT－新しい価格および 

新しい構造 

 

EUROPEAN PATENT REGISTER  

サンマリノ、モナコおよびポルト

ガルが統合欧州特許登録データベ

ースサービスに加わり21か国に 

 

PATSTAT は、EPO の統計分析
専用の特許データベースです。2 年
前、 EPOは、ユーザが自分のコンピュ
ータに全データをインストールしなくても
PATSTAT へのアクセスを可能にする
PATSTAT オンラインを開始しました。
PATSTAT の開始以降得られた経験
とともに、EPO は、その PATSTAT 商
品の構造および価格を見直してきまし
た。 
 

2018年 1月 1日から、下記表の
商品および価格が適用される予定で
す。 

PATSTAT Global は、以前の
PATSTAT Biblio データベースおよ
びPATSTATリーガルステータスデー
タベースを組み合わせた新しい商品
です。 
 

PATSTAT オンラインの新しい価
格は、より幅広い顧客層にその商
品を広げるために、以前の価格に
比べ、大幅な値下げをしています。 
 
詳細は epo.org/patstat をご

覧ください。 
 

サンマリノ、モナコおよびポルトガルの
加入により、EPO の統合欧州特許登
録データベース（Federated Regist
er）サービスは、現在 21 か国を網羅
しています。 
 
他の 18 か国は、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、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
です。 
 
統合欧州特許登録データベース
（Federated Register）サービス
は 、European Patent Register 
(epo.org/register)内で利用可能
で、統合欧州特許登録データベース

サービスにより、付与後のヨーロッパ特許
で、これら 21 か国の「国内移行段階」
に入ったヨーロッパ特許のステータスを検
索することができ、1 つの表で同時にす
べての情報を閲覧することができます。 
 
統合欧州特許登録データベースサー
ビスに現在統合されている各国特許庁
提供のコンテンツに関する情報は、EPO
のウェブサイト 1からご覧いただけます。 
 
統合欧州特許登録データベースサー
ビスの最終的な目標は、全指定国、拡
張国ならびに有効国において付与後の
ヨーロッパ特許のステータスにユーザがア
クセスできるようにすることです。さらに加
入国が増えれば、PI ニュースはその情
報をお届けします。 
 

2018年 1月 1日以降の PATSTAT商品および価格 
 

1) 購読は 1月 1日および７月 1日開始で 6 か月間有効 
2) 購読は 1月 1日、4月 1日、７月 1日、および 10月 1日開始で 3 か月間有効 
 

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

－ 株式会社ワイゼル訳 －                                          Patent Information News 3 | 2017 September 2017 7 

生データ：2018年からの新しい価格 
EPO 生データ商品の新しい価格表は、2018 年 1 月から効力を生じま
す。大半の価格が下がり、顧客当たり 150 ユーロの新しい年間サービス料
が導入されます。 
詳細は、www.epo.org/pricelist-2018 の価格表をご覧ください。 

 

商品名      内容 価格 
PATSTAT 
Global 
 

CSV フォーマットで年 2回公開される EPO の 
ワ-ルドワイド書誌データベースおよび 
ワ-ルドワイドリーガルステータスデータベース 
  年間購読料 € 1 430 

 1回限定購入 €  960 
PATSTAT EP 
Register 

CSV フォーマットで年 2回公開公表される 
European Patent Registerデータのスナップショット 
  年間購読料 € 1 430 

 1回限定購入 € 1 390 

上記に加え、データ顧客は、購入する商品数に関係なく、年間サービス料 
150ユーロのお支払の必要がございますのでご了承ください。 

PATSTAT 
Online 

PATSTATデータベースへのウェブベースアクセス 
年間購読料 € 740 

 半年購読料1 €  490 
 ３か月購読料2 € 250 

  
 新しい価格    

 

 

 



IP5  

ユーザと公共のためのよりよいサービス： 
10年間のIP5協力 
2017年でIP5協力は10周年目を迎えます。 過去10年間を振り返ってみると、この協力が多くの重要な成果を  

もたらしたことは明らかです。最も注目すべきは、共通引用文献とグローバルドシエです。 

 
2007 年に世界の 5 大特許庁

（EPO、JPO、KIPO、SIPO、USPT
O）は、相互協力のためのフォーラムを
創設することを決定しました。世界の 1
50 万件以上の特許出願の約 70％
が 5大特許庁へ出願されていたので、
協力の焦点は、特許権の安定性を確
保しつつ、不要な業務の重複を排除
し、特許審査の質と効率を向上させる
ことにありました。 
 
約10年後、世界の特許出願件数

は 260万件（2016年）に急増し、
IP5 特許庁の協力がこれまで以上に
重要になっていることは明らかです。 
IP5 のパートナーと一緒に、EPO は、
IP5 協力の成果と IP Industry との
協力の成果を記述した特別な出版物 
を作製しました。IP5 ユーザコミュニティ
（"IP5 Industry"）は、2012年に
フランスの Porticcio で EPO 主催で
開催された第 5 回 IP5 長官会合で
IP5 協力に関与するようになりました。
業界からのインプットは、IP5 において
重要な要素であり IP5 がユーザのニー
ズに焦点を当てたプロジェクトを維持す
るのを支援してきました。 
 

IP5協力の過去10年間の主な取り組
みと主要な成果は以下の通りです︓ 
－Global Dossier︓IP5特許庁の
包袋にオンラインで1つのポータルを介
して無料でアクセスできる出願人のた
めのゲートウェイ 
－共通引用文献︓IP5特許庁が管
理する特許ファミリーに関する引用デー
タの編集物。33カ国をカバーし、2億
6,000万件以上の引用文献と2850
万件の被引用文献（サーチレポー
ト）を含み、オンラインで無料で利用
可能 
－IP5 特許審査ハイウェイ
（PPH）︓出願人の出願手続きを
加速し、IP5特許庁が利用可能な作
業結果を再利用できるようにするスキ
ーム 
－IP5特許情報政策︓IP5地域にお
ける特許情報の交換と普及の枠組み 
－IP5統計レポート︓特許統計を照
合して独創的な活動と技術の流れを
把握し、特許庁全体の手順を比較す
る包括的な年次報告書 

「ユーザと公共のためのより良いサービス」 - 
IP5協力の10周年を記念して、EPOは、日
本、韓国、中国、米国のパートナーと共に、
主要な活動と成果を記録したした冊子を発
行し、重要な統計やIP5特許庁とのやり取り
に関する業界代表者の意見を提供していま
す。冊子のダウンロードは、
fiveipoffices.org/material/2017broch
ure.htmlをご参照ください。 
 

件数の増加および進化するユーザニ
ーズを受けたグローバル特許制度の
変化に対応するものです。 
 
5 大特許庁は、複数の管轄区域
において並行して出願する発明者
の費用および作業負担を軽減する
観点から、より調和のとれた特許制
度を提供するようエネルギーを注い
でいく予定です。 そして品質管理の
最適化に集中することにより特許製
品とサービスの品質向上を目指し、
PCT の下での国際的な検索のため
の協調的アプローチである「協調的
な検索と審査」というコンセプトのテ
ストを含む、ワークシェアリングのプラッ
トフォームとしての PCT の強化を目
指していく予定です。 
 
2017 年のマルタ会議で、IP5 の
長官は、今後の IP5 の取り組みに
おけるユーザの関与の重要性を再
確認し、グローバルドシエの発展を
確実にするために意見の募集を継
続する必要性を強調しました。そし
て他の IP5 プロジェクトは引き続き、
ユーザコミュニティの要望に緊密に焦
点を当てていきます。 
 

2017年 6月 1日にマルタのバレッタ
で開催された EPO 主催の第 10 回
IP5長官会合で、5大特許庁は過去
10 年間の成果を蓄積し、以下のよう
に定義された新しい IP5 ビジョンに合
意しました。 
 
"効率的で費用効果が高くそしてユー
ザーフレンドリーな国際特許ランドスケ
ープを促進するための、１．特許制度
の調和、２．強化されたワークシェアリ
ング、３．高品質でタイムリーな検索
と審査結果、そして４．特許情報へ
のシームレ スなア ク セ スの提供" 
 
今後 10年間、IP5の焦点は、調和 
と国際特許ランドスケープの強化にお
かれます。 これは、新しい技術の登
場、IP5 特許庁を横断する特許出願

年次 IP5統計レポートは IP5 の定期
的な刊行物となりました 
 – fiveipoffices.org/statistics.html. 
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データベースの収録範囲 
ここでご覧いただく地図は、PIニュース2016年第3号に掲載されたもので、現在は更新されています。
地図は、EPOのワールドワイド書誌データベースおよびリーガルステータスデータベースの収録範囲を示し
ています。また、どれだけ最新であるかを色で示しています。 

 画像は、2017 年 7 月末に撮影さ
れたデータベースのスナップショットに基
づいています。EPOおよびWIPO等の
地域機関は、地図に示されていませ
ん。すでに存在しない機関は表示され
ていません。 
 
データベースの利用者は、地図にグ

レー色で示されている国からの断片的
な記録をデータベースで目にすることが
あると思います。これらのケースは、関
連特許がサーチレポートで引用されて
いるか、もしくはその他の理由により、
断片的な記録がデータベース内に存
在している可能性があります。信頼で
きるデータの定期的な提供はまだあり
ません。他のケースでは、データが一時
的にマニュアル処理されたり、データベ
ースに入力するための電子配信が配
備されていなかったりすることがありま
す。これらの要因により、地図に表示
できない断片化した収録範囲がもたら
されます。 
 
地図で、利用可能なデータを世界

的規模で直ぐに見ることができます。
EPO のデータベースに関するより包括
的な収録範囲の情報は、EPO のウェ
ブサイト 1からご覧いただけます。 
 

リーガルステータス収録範囲 
書誌データ収録範囲 
 地図上の色分け 

■ 最新のデータが6か月以内のもの 
■ 最新のデータが6か月から2年のもの 
■ データは利用可能だが完全または最

新ではないもの 
 

1)     epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/data/tables/weekly.html 
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アジアからのニュース 
中国国家知識産権局（SIPO）の公開日の変更 
中国国家知識産権局（SIPO）の公式発表によると、中国国家知識産

権局（SIPO）は特許、実用新案、意匠の公開の頻度と時期を変更しまし
た。2017年 6月 6日から、公開特許、特許権が付与された特許、 登録さ
れた実用新案および意匠が、毎週火曜日と金曜日に、週 2 回公開されてい
ます。 現在は、リーガルステータス情報も火曜日と金曜日に公開されていま
す。 以前は、週 1回、毎週の水曜日に公開されていました。 
 
公報の発行番号には以前と同様の番号が付けられていますが、対応する週

の火曜日または金曜日を示すためにそれぞれ「01」または「02」が追加されてい
ます。 SIPOの公報は、個々の PDF ファイルをダウンロードするか、SIPO の中
国語ウェブサイト上のデータベースから検索することができます。 epo.org/asia
のアジアの特許情報に関する仮想ヘルプデスクで、この情報のアクセス方法を
説明するステップ・バイ・ステップ検索ガイドを提供しています。 
 

KIPRIS の新機能︓後方引用および類似の文書 
韓国特許庁（KIPO）は最近、KIPRIS データベース（http://eng.kip

ris.or.kr/enghome/main.jsp）に新しい機能を追加し、引用情報に、引
用文献（前方引用）だけでなく、被引用文献（後方引用）も含まれるよう
に拡張しました。引用情報は、KIPRIS の英語のインターフェースから“Detail
s” をクリックし、その後“Citation”をクリックすることでアクセスできます。引用文
献のセクションでは韓国および外国文献の両方の引用情報が提供されます
が、新しく追加された被引用文献のセクションでは、韓国の国内文献のみ提供
されます。 
 
さらに、KIPRIS では検索の実行後、その検索結果リストに載っている文献

と内容的に最も類似する韓国の上位 10 の特許および実用新案にアクセスす
ることができます。これらの類似文献は、その参照文献との類似度に応じてソー
トされた別個のリストの形で提示されます。さらに、類似の特許と実用新案の、
より詳細なリストを生成する類似特許用の別個の検索オプション（センテンス
サーチ）もあります。数字またはテキスト（例えば、基礎文献の独立請求権の
テキスト）を入力することにより、「センテンスサーチ」の基礎となる文献を検索
することができます。 
 
類似文献の検索は現在、KIPRIS の韓国語インターフェースを介してのみ

利用可能です。しかし、EPO では epo.org/asia で、韓国語のスキルを使わ
ずにこれらの機能を使用する方法に関する、詳細なステップバイステップガイドを
提供しています。 
 
シンガポール知的財産庁がオンラインファイル検査ツールを開始 
シンガポール知的財産庁（IPOS）の公式発表（ipos.gov.sg/media-

events/ happenings / ViewDetails / launch-of-patents-open-
dossier /）によると、 シンガポール知的財産庁は 2017年 7月 24日から
“Patent Open Dossier” (POD)と呼ばれるオンラインサービスを開始しまし
た。この新しいオンラインサービスにより、ユーザは 2014年 2月 14日以降公
開された特許出願の IPOS のサーチレポート、補正、オフィスアクション、意見
書に対する応答にアクセスすることができます。ユーザは興味のある出願を表示
させ、それを監視することもできます。 PODは IPOSの eサービスポータルであ

る IP2SG（ip2.sg）を介して一般の人も利用できます。 
PODを介して特許情報を取得する方法の詳細な説明を含むより多くの情報は、

IPOS のウェブサイトに掲載の第 2017/5号をご覧ください︓ 
ips.gov.sg/docs/default-source/resources-
library/patents/circulars/(2017)-circular-no-5---launch-of-open-
dossier-and-patents-formalities-manual.pdf?sfvrsn=0 
 
台湾特許法の最近の改正 
台湾經濟部智慧財產局（TIPO）の公式発表（tipo.gov.tw/ct.asp?xIt

em=618069&ct-Node=6687&mp=2）によると、新規性・進歩性の喪失
例外の猶予期間に関する台湾特許法の改正が、2017年 1月 18日に公布され
ました。改正は、2017年 5月 1日以降の出願に対し適用されます。主な改正内
容は次のとおりです。 
－国内の出願日の前の、発明及び実用新案出願の新規性・進歩性喪失例外の
猶予期間が従来の 6ヶ月から 12 ヶ月に延長されました。 意匠の猶予期間は従来
通り 6 ヶ月間です。 
－猶予期間の適用対象となる公開に、自発的な公開と非自発的公開の両方が
含まれるようになりました︔ 公開の態様に対する制限がなくなりました。 
－出願時に猶予期間を請求しなければならないという要件が削除されました。 
 
すべての変更点の詳細なチャートは、下記サイトで公開されています︓ 

tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=619390&ctNode=7452&mp=1（中国語
版のみ） 
 
ラテンアメリカの PPH協定が発効 
ラテンアメリカにおける新しい特許審査ハイウェイ試験版プログラムが 2017 年 7

月から、産業財産権の調和を目指す PROSUR イニシアチブのメンバー国であるア
ルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、エクアドル、パラグアイ、ペルーおよ
びウルグアイにおいて実施されています。PPH-PROSUR として知られるこの試験版

プログラムにより、出願人は、パリ条約または特許協力条約に基づいて提出され
た特許および実用新案の迅速な処理を要求することができます。 試験版プログ
ラムは 2018年 7月 31日まで続けられる予定です。 

 
PPH-PROSUR を含むすべての PPH 協定に関する詳細は、WIPO のウェブ

サイト（wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html）に掲載されています。 
 
更に多くのアジアニュースをご覧になりたい方は、EPO のウェブサイト、

epo.org/asia の Updates セクションをご覧ください。 
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   アジアからの特許ニュース 

 



  

ロシア特許庁の公報で現在公開されている   

ロシア特許出願に対するサーチレポート 
 2017年第 2四半期現在、ロシア
連邦知的財産権庁（ロシア特許
庁）は、まだ発明の特許出願（種
別コード A3）のみですが、サーチレポ
ートが閲覧可能となっています。このレ
ポートは、“情報サーチレポート”セクシ
ョンの発明と実用新案の抄録公報内
で見ることができます。抄録公報は毎
月の 10 日、20 日、27 日に公開さ
れます。 
 
引用文献と IPC 分類に加えて、サ

ーチレポートには、審査官が使用した
データベースのリストと発明の単一性
に関する情報が含まれています。
2014年と 2015年の、知的財産権
制度に関連するロシア民法の改正に
より、特許出願とともにサーチレポート
の作成と公開に法的根拠が与えられ

ました。抄録公報は英語のインターフ
ェースを介して検索・ナビゲートするこ
とができますが、サーチレポートについ
ては、現在はロシア語でのみ利用可

能となっております。 
 
 
英語注記付きのサーチレポートの

例を以下に提示します 

公報番号、種別コード、 
公開日 
 

出願番号、出願日 
財産権の有効日       
(例えば、優先日、出願日) 

発明の名称 
 出願人 

IPC 分類 

調査範囲 

使用デー
タバース 

引用文献名、必要に応じて

関連個所の表示 

関連請求
項の番号. 

カテゴリー 

引用文献のカ

テゴリー 

調査完了日 

審査官名 

1) www1.fips.ru/wps/portal/ofic_pub_en/ 
#page=bulletin&type=IZPM 
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 特許の単一性  
 
請求項（例えば、全ての、特定
の、または修正された請求項） 
 

 
ロシア 

 

 
 公報コーナー 

   
      
     
       
       
    
   

欧州特許公報 
2017年1月～9月  
 2017年の  2017年の    2016年から 

週平均 1月-9月の合計         の変化 
 

EP-A 公報                                                                                
EP-A1                               1,400               54,612           7.7%      
EP-A2                                    72                 2,818        -17.9%    
EP-A1 + A2の合計             1, 473               57,430          6.1%        
A1+A2の合計に占めるEP-A1の割合                    95.1%           1.4%                
EP-A3                                  222                  8,654           -1.4%      
EP-B公報                                                                                    
EP-B1+B2                         2,033                79,273            8.9% 

 

「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。  



  

EPO特許情報会議2017 
 2017年10月9日に登録締切 

本年のEPO特許情報会議の登録

は10月9日が締め切りになります。 

 

11月7日～9日、ブルガリアのソフィ

アの中心にあるSofia Balkan Hotel

にて開催されます。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。 

本年のハイライトには、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

Espacenet等をテーマとした研修 

－経験豊富なサーチャから実用的なヒン

トが得られる通常のプレゼンテーション 

 

今すぐご登録を！ 

epo.org/pi-conference 
    

 

East meets West 2018 
 アジア特許情報に関するフォーラム 

2018年4月19日～20日 

 

“East meets West”はEPOのア

ジア特許情報に関する年次フォーラ

ムです。世界中の特許情報ユーザが

アジア特許情報のニーズを話し合う

ための定期的な討論の場となります。 

 

更なる情報は2017年後半に発

表される予定です。詳細は、

asiainfo@epo.org.のEPOアジア

特許情報サービスまでにお問い合わ

せください。 
 

意思決定者のためのＩＰ統計学会議 
  

メインプログラムに加えて、EPOは、

PATSTATユーザの日とワークショップ

を11月13日に予定しています。 

 

www.ipsdm2017.com 
 

メキシコシティ、2017年11月14

日～15日 

 

予定を空けておいてください！ 

意思決定者のためのＩＰ統計

学は、意思決定プロセスにおけるIP

データ分析では、世界的に主要なイ

ベントです。今年は、11月14日～

15日にメキシコシティで催されます。 

epo.org  
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