
欧州特許庁のデータベースに収録されている90を超える各国特許庁からのデータについて、これらの情報をすぐに
正確に把握することは容易ではありません。データは最新のものなのか︖ タイムラグはあるのか︖ 特定の国か
ら、正確にはどういうデータが配信されているのかー書誌情報のみなのか、それとも要約も入手できるのか︖ 
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欧州特許庁のデータベースには何が入っ

ているのか？ 

データベースの収録範囲を把握す
ることは、適切な検索のために不可欠
です。 例えば、1970 年まで遡ってデ
ータを検索しているつもりでも、データ
ベースには 1980 年までのデータしか
ない場合、あるいは 1990 年から
1995年の間が欠落している場合はど
うなるでしょうか︖もし出願人名で検
索をし、ヒット件数が少なかった場合、
それは出願人の出願件数が少ないと
いうことを意味するでしょうか、それとも
データが欠落しているということを意味
するでしょうか︖ 

 
皆さまが、データベースの収録範囲

について生じる多くの質問に対する答

えを得られるように、欧州特許庁はいくつ
かの方法を提供しています。 

Espacenetの書誌事項および 
文字コード化されたフルテキスト 
Espacenet のデータ収録範囲を調

べるには、epo.org/espacenet にアク
セ ス し 、 "Further information" 
（詳細情報）タブをクリックします。そこ
に 2 つのリンクがあります︓ 
- 最新の書誌データ収録範囲 
- 最新のフルテキストデータ収録範囲 

 
これらのページは毎日更新され、各国

の最初と最後の公報および種別コード
の種類が表示されます。 全文データ収
録範囲ページには、利用可能なすべて

の、文字コード化された全文テキストの
国別コレクションと、使用可能な言語が
表示されています。データ収録範囲ペー
ジの毎日の変更は緑色で表示され、フィ
ルタリングすることができます。 
 
リーガルステータスデータ（法的状

況データ） 
リーガルステータスデータのユーザのた

めに、欧州特許庁のワールドワイド・リー
ガルステータスデータベースのデータを、国
別、リーガルイベント別に示す包括的な
リソースもあります。epo.org/useful-
tables にアクセスしてください。 
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ESPACENET  

Espacenet のSmart searchにおける全文検索のための新しいフィールド識別

 Espacenet Smart search の新
機能では、extftxt フィールド識別子を
用いて、特許文献の全文（発明の名
称、要約、明細書および請求項）を
キーワード検索することができます。 こ
れは、明細書と請求項のキーワードを
同時に検索するための既存の ftxt フィ
ールド識別子に加え、descと claimフ
ィールド識別子をそれぞれ用いて、明
細書と請求項を別々に検索するため
のものです。 
 

Smart search を使用して全文
検索を行う方法 
はじめに 1 つ以上のキーワードを使

用し通常どおりの検索を行います。 こ
れはタイトルと抄録のみを検索します。 

 
その後、「Refine search（絞り込

み検索）」をクリックしスマート検索画
面に戻ります。そうすると、フルテキスト
データベースを選択するためのドロップダ
ウンメニューが表示されます。 フルテキス
トデータベースを選択したら、表に示す
フィールド識別子を利用し検索を行うこ
とができます。 
 

Espacenet の全文検索の結果リ
ストに表示される項目は、特許出願も
しくは登録特許公報かもしれません。 
Espacenet が登録特許の全文を持
っている場合は、HTML 形式で利用
できます。 つまり、Patent Translate
を利用し、他の言語に翻訳することが
できます。 
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対話を継続することの大切さ 

この Patent Information News
2018 年 1 号でもお伝えしているよう
に、我々は今週 SACEPO / PDI 分
科委員会と会合を行う予定です。 “S
ACEPO”は「EPO 常任諮問委員会」
を意味し、”PDI”は「特許文献および
情報」を意味します。 SACEPO / PD
I は、ユーザが特許情報製品について
議論する唯一の公式団体であり、私
は Patent Information Newsの読
者の皆様がこの委員会のメンバーと連
絡を取り合うことをお勧めします 1。 

 
もちろん、対話が常に正式あるいは

公式のものである必要はありません。 

あなたの意見を伝えることができる多く
の非公式的な機会があります。 PI-N
EWS の本号にも掲載されているよう
に、「EPO特許情報会議 2018（EP
O Patent Information Conferen
ce 2018）」が 11月 12 日から 14
日にかけてブリュッセルで開催される予
定であり、できるだけ多くのユーザが参
加されることを期待しています。 また、
世界中の多くの特許展示会において
も EPO のブースを開く予定です 2。 

 
私は、EPO のこういった活動が、

人々に大変肯定的に受け入れられて
いることにいつも驚かされます。 私たち

は、「ここに EPO があり、EPO のサービ
スについて話す機会があるということは
とても素晴らしい」といった声をよく耳に
しています。 

 
したがいまして、SACEPO / PDI の

メンバーと連絡を取り合い、会議に出
席し、今年開催される多くの見本市や
展示会で EPO のブースを訪れてくださ
い。 私たちは皆様とお会いできることを
楽しみにしています。 
 
 

 1）SACEPO/PDIの メンバーリストは本号7ペ
ージ、あるいはwww.epo.org/about-us/service
s-and-activities/Consultingourusers/sacepo/me
mbers/pdiをご覧ください。 

 2）EPOが今年開催する予定のイベントリスト

については、www.epo.org/learning-events/eve
nts/fairsをご覧ください。 

Richard Flammer 

特許情報および欧州特許アカデミー 
主席部長 
 

ESPACENET  

Espacenet を利用し、諸国に所在
している、あなたのビジネスに興味を持
っているパートナーを見つけることができ
ます。 アドバンスドサーチの「Inventor
(s) or Applicant(s)」フィールドに、
角括弧（[CC]）で囲んだ国コードを

入力します。 スマート検索では、次の
クエリを使用します。in = [CC]または
pa = [CC]。 
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論説 

 

EPOの特徴は、常にユーザの意見を聞くことに大変重点を置いていることです。  
これは特許情報の分野において特に当てはまります。 

Espacenetで特定の国の発明者または出願人を検索す

 

 Espacenet内の特許文献の約４０％
に発明者および出願人の在住国の索引
が付いています。 収録範囲は国毎に異
なります。 

 



IPC  

世 界 知 的 所 有 権 機 関
（WIPO）は、2018 年 1 月 1 日
に 発 効 さ れ た 国 際 特許 分類
（IPC）体系の改定を発表しまし
た。分類記号の変更についての全詳
細 は 、WIPO の ウ ェ ブ サ イ ト: 
wipo.int/classifications/ipc/ip
cpub でご確認できます。 
 
このプ ラ ッ ト フ ォ ームには 、旧

IPC2017.01 とそれ以前の全てのバ
ージョンが含まれております。ドロップダ
ウンのバージョンメニューを開くには、
“2018.01”をクリックしてください。 
 

IPCの2018年バージョンのページ
に 入 っ た ら 、”Compilation（編
集）”タブをクリックしてください。フラン
ス語バージョンは左側の列で選択で
きます。“Compilation（編集）“タ
ブでは、下記のコードを使って、変更
点が表形式で表示されます。 
 
D – 削除 
C – 範囲の変更を伴う（すなわち、
再分類を伴う）変更 
M – 範囲の変更がない（すなわ
ち、再分類を伴わない）変更 
N – 新設 
U – この言語バージョンでの変更はな
いが、他の言語バージョンで変更があ
るもの 
 
この表では、実質的な変更が行わ

れた IPC サブクラス/メイングループが
表示されます。表にないいくつかの追
加の変更は、”M”カテゴリに分類さ
れ、項目のタイトルの説明のみ含んで
います。 
 

2018年 1月 1日以来、EPO で
は、IPC の新バージョンの下分類付与
された文献が公開されています。これ
らの変更により影響を受けるバックファ
イルの文献に対しては、段階的な再
分類が実施される予定です。ユーザ
は、以前のバージョンの分類記号を使
って、IPC 検索を補完することが望ま
れます。USPTO とともに、EPO では
2018 年の前半に、共通特許分類
（CPC）体系を新しい IPCに合わせ
るよう努める予定です。 
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世界知的所有権機関（WIPO）は、2018年1月1日に発効された国際特許分類
（IPC）スキームの改訂を発表しました。. 

2018年1月1日からのIPCの変更 
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CPC  

共通特許分類（CPC）システム
のユーザであれば、自らの技術分野
の分類体系の改訂について知りたい
と思うでしょう。 
 

2018 年、EPO と USPTO は、
2018 共通特許分類（CPC）体
系および対応する製品の更新につい
て、次の公表スケジュールに合意しま
した。 
 - 2018.01（1月） 
 - 2018.02（2月） 
 - 2018.05（5月） 
 - 2018.08（8月） 

CPCのウェブサイトには、分類体系
の改訂版が掲載されているセクション
があります。ナビゲーションタイトル
「Pre-release（プレリリース）」の下
には、「分類体系」、「変更の通知」
および「concordance（調和）」な
どの資料が、正式発効の約 1 ヶ月前
に一般に公開されます。例えば、
2018.05 リリースに関する情報は、
2018年 4月 3日火曜日に公開さ
れます。すでに発生した変更は、「変
更の通知」オプションの下に表示され
ています。 
 
詳細については、 
cooperativepatentclassificatio
n.org をご参照ください。 
 

 
  

EP Bulletin検索ツールを利用する
と、欧州特許公報の高度で詳細なオ
ンライン検索が可能です。例えば、最
初の調査報告書が発送された場合
や、EPO によって最初の特許付与意
思が伝達された場合、欧州特許出願
を容易に監視することができます。 
 
詳細については下記サイトをご覧く

ださい︓epo.org/bulletin 
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   検索ツールとリソース 

CPC改訂の最新情報を把握する 

EP Bulletin検索が現在無料で利用できます 
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パテントファミリーとは︖ 
「パテントファミリー」という用語にはい

くつもの定義があります。この記事にお
いては、EPO がデータベースを維持管
理する目的において、パテントファミリー
をどのように定義しているかを説明しま
す。この文脈において、パテントファミリ
ーとは、同一または類似の発明に関連
する特許出願の集合です。パテントファ
ミリーを構築するとき、優先権はファミリ
ーを相互に維持するための接着剤で
す。優先権とは何であって、どこから発
生したものでしょうか︖ EPO はパテン
トファミリーを構築するためにどのように
優先権を使っているのでしょうか︖ 
 
優先権とは︖ 
発明に対する特許出願を申請する

ことが、優先権のトリガーとなります。優
先権は、出願人に、12 カ月間の間、
発明についての同一の日を保持したま
ま（すなわち優先日）、海外の特許
庁への出願をすることができる権利を
与えます。 
 

1883 年に採択された工業所有権
の保護に関するパリ条約は 170 を超
える「パリ連合」の加盟国の優先権を
保護しています。 
 
優先権はさらに TRIPS 協定（知

的財産権の貿易関連の側面に関する
協定)で支えられています。優先権は、
特許、実用新案、意匠、商標で使用
できます。特許と実用新案について
は、パリ条約が 12 カ月の優先期間を
定めています。 
 
出願人は、特許出願の申請の際

に、優先権主張をしなければなりませ
ん。通常は前の出願申請に関連づけ
られていることを示す証拠を提示して
行います。 
 
出願人は、しばしば「複合優先」、

あるいは「部分優先」を主張します。 

目的は、同一あるいは関連のある発
明として記述し、同一あるいは同様の
技術的内容をカバーするすべての公
報を含むことです。 
 
このことは、分割出願およびアメリカ

の継続出願が考慮に入れられることを
意味しています。Espacenet が、特
許出願または登録特許の書誌情報
を表示する場合、先行出願に関連す
るすべての特許文献が「優先権」とし
て示されます。アメリカの一部継続出
願は拡大パテントファミリーの一部とな
りますが、それは最初の出願（そして
新しい単一のパテントファミリーの開
始）ともみなされます。なぜならば新し
い技術的内容が付加されるからです。 
 
優先権全体像の管理 
正確なパテントファミリー構築を保

証するために、EPO は優先権の全体
像を「管理」しなければならず、優先
権が「生きている」か、「死んでいる」か
確認します。「生きている」優先権とは
単一のパテントファミリーを構築すると
きに実際に考慮すべき唯一の優先権
であり、一方「死んでいる」優先権は、
参照文献には重要ですが、単一のパ
テントファミリーの構築にはあまり影響し
ません。EPO は優先権図の管理を行
うために複雑な業務ルールを発展さ
せ、何年にもわたって微調整を行って
きました。 
 
出願人は、もし12カ月の期限を超

えていたとき、もしくは他の理由で、優
先権を主張しないこともあります。これ
らの場合、特許庁の自動的なプロセ
スでは、優先権を共有していないとい
う理由で、該当出願を検出しません。 
 
それにもかかわらず、もし審査官が、

出願が相互に関連していると決めたな
らば、特許庁は相互に関連している
（「テクニカルファミリー」）として取り扱
います。技術的な結合に対する基準
は、公報が、同一の記述や図面を有
しているかどうかによります。 
 

 
部分優先 
部分優先は主題についてのみ請求

されます。これは、後の出願の主題の
一部分のみが先の出願に公開されて
いる場合に発生します。その他の部分
は優先権によって保護されません。 
 
複合優先 
２以上の先の出願に対する優先

権が、後の出願において主張されま
す。特許庁は、後の出願のそれぞれの
請求に対して、それぞれの主題が開
示されている特定の先の出願の優先
日を、優先日として取り扱います。複
合優先は、もしいくつかの主題が包含
されていれば、いずれかの請求項に対
して請求してもよいです。 
 

EPO はどのように優先権を利用し
ているか 

EPO はパテントファミリーを構築する
ときに、一つの出願を他の出願と結び
つけるために、優先権の情報を活用し
ています。 
 
単一のパテントファミリー 
単一のパテントファミリーは、通常、

共通の優先権で関連付けられた特
許公報の集合です。ここでの目的は、
同一の技術的主題をカバーしている
特許出願と登録特許を一緒に結び
付けることです。単一のパテントファミリ
ーにおいては、ファミリー公報同士は、
まったく同じ優先権を共有します。ファ

ミリーを構成するプロセスには、常に、
最初の出願が含まれます。 

 
このことが、Espacenet において、

特許公報それ自身には示されていな
いにもかかわらず、最初の出願でも優
先権を持つ（最初の出願の出願番
号と同一）ものとして示されている理
由です。分割出願も、また単一のパ
テントファミリーの一部です。これらは
新しい技術内容を開示するものでは
ないからです。 
 
複合優先の場合に、EPO のデータ

ベースは、単一のパテントファミリー群
を（「Espacenet で「同時に公開さ
れたもの」あるいは「同等のもの」とし
て）、最初の出願または最初のもの
と同等の出願であるすべての優先権
を特定することにより、分類します。出
願は、その出願に優先権の請求がな
い時は、常に最初の出願と見做され
ます。 
 
拡大パテントファミリー 
INPADOC 拡大パテントファミリー

は、関連する特許出願の集合であ
り、優先権により何らかの意味におい
て可能な方法、もしくはその他の方
法、例えば特許公報の最初のページ
でそれ以前の出願に言及している
（同様のことは PCT出願が国あるい
は地域に移行するときも同じ）、によ
って結びつけられたものです。ここでの
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EPOのデータベース上のパテントファミリー 
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  特許データの理解 

  

EPOにおける優先権とパテントファミリー 
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SACEPOは、Standing Advisor
y Committee before the Europ
ean Patent Office（欧州特許庁
常任諮問委員会）の略字で、PDI
は、特許文献及び情報課題を研究す
ることを委任された特別分科委員会で
す。2018年の会合は、ウィーンで3月
22日に行われる予定です。 

 
 

  SACEPO/PDI 分科委員会メンバ
ーの 3分の 2 は、ヨーロッパ中のさまざ
まな組織によって推薦され、残りの 3
分の1は、EPOの長官によって推薦さ
れます。左端の表は、2020年末に任
期満了を迎える現在のメンバーを示し
ています。 
 

EPOは、SACEPO/PDIのメンバー
に、彼らが代表する組織の意見を詳し
く調べること、そして戦略的課題に対
するそれぞれの組織の立場に焦点を
当てるためにこの会議を利用することを
推奨しています。 
 
したがいまして、特許情報について

伝えたいと思われる意見がございました
ら、どうぞ遠慮なく SACEPO/PDI のメ
ンバーまでご連絡ください。 
 
epo.org/about-us/office/sace
po/members/pdi.html 
 

Susan Helliwell 
SACEPO/PDI メンバー1995-2018 

2018 年 3 月 2 日に Susan 
Helliwell 氏の訃報を編集者が受け
たことは、大きな悲しみでした。Susan
は、1995 年以来 SACEPO/PDI の
メンバーで、2020 年まで委員を務め
るよう推薦されたばかりでした。重大か
つ専門性の高い彼女の委員会への
貢献を失い、とても寂しくなることでしょ
う。 
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SACEPO/PDI 分科委員会メンバー 2018-2020 

名前 国名 所属機関 推薦機関 
Gassner, Birgitta AT epi epi 
Langenskiöld, Tord FI epi epi 
Mercer, Chris GB epi epi 
Provvisionato, Paolo IT epi epi 
Kallas, Peter DE PDG PDG 
Gerber, Torsten DE PDG PDG 
de Jong, Bettina NL PDG PDG 
Adams, Stephen GB PATMG CEPIUG 
Bodart, Philippe BE CFIB CEPIUG 
Gundertofte, Klaus DK CEPIUG CEPIUG 
Moradei, Guido IT CEPIUG CEPIUG 
Schreiber, Henrik DE PING CEPIUG 
Sørensen, Katja DK PIF CEPIUG 
Thulin, Marjolaine SE SIPIG CEPIUG 
van de Kuilen, Aalt NL WON CEPIUG 
Andersen, Hans Geelback DK 個人  

Frers, Gerold DE 個人  
Kereszty, Marcell HU 個人  

Luoto, Kristian FI 個人  
Aguilar, José Riccardo PT 個人  

Krüger, Arne DE 個人  
Miebach, Valérie FR 個人  

SACEPO (欧州特許庁常任諮問委員会) および その分科委員会 
 

SACEPO 
 
 
 

   
 

  
    

対話 

 

 
訃報 

SACEPO/PDI  

分科委員会 

e-Patent プロセス
作業部会 

ガイドライン 

作業部会 
品質作業部会 規則作業部会 

SACEPO/PDI: ユーザコミュニティの公式的な声 
SACEPO/PDI分科委員会年次会合は、欧州の特許情報をリードするユーザが 
EPOに自分たちの意見を示す機会です。 
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キメラ抗原受容体T細胞免疫療法
は、いくつかの種類の癌治療において
新たに出現した技術です。T 細胞は感
染と戦い、人体の免疫機構の一部で
す。しかし、T 細胞の表面の受容体化
学物質は、たとえば、癌細胞を認識し
ないので、T 細胞はすべての種類の病
気と戦うことができません。しかし、T 細
胞は、患者の血から抽出可能であり、
癌細胞を認識できる新しい種類の受
容体分子であるキメラ抗原受容体分
子を生み出すために遺伝子的に改変
可能です。キメラ抗原受容体を用いて
改変された T 細胞は、体内に再び導
入され、体内で、改変された T 細胞が
増加し、T 細胞が認識する癌細胞を
破壊することができます。 
 

EPO の特許データの有用性を説明
するために、Björn Jürgens氏（CIT
PIA PATLIB Centre Andalusia: 
Centro de Información Tecnoló
gica y Propiedad Industrial de 
Andalucía）および Nigel Clarke
氏（EPO ウィーン）は、特許取得活
動の観点から CAR T 細胞免疫療法
の技術革新を調査しました。EPOの審
査官 Fredrik Åslund氏、Peter Bu
mb 氏、および Dominique Manu
氏は、CPC 分類の選択について助言
しました。 

-現在最も多くの発明をしている
発明者を特定する、 
-CAR T細胞の世界において誰
と誰が提携しているかを特定す
る、 
-引例分析を利用して最も大き
な進歩を示す、 
-技術的調査において特許情報
を利用する方法を確立する。 
 
この調査は、それが生み出した

識見を深めることを促していま
す。複雑なデータを分かりやすい
形で伝えてくれる画像および視
覚化によってバックアップされてい
る良い分析を用いることで何が可
能であるかをこの調査は示してい
ます。 
 
調査の結果を利用し、CAR T

細胞技術に見込まれる傾向を
予測することが可能です。 
 

EPO は、将来、他の技術分
野においても同様の報告書を作
成するつもりです。適切な技術
分野についてどんな提案でも、編
集者まで書面でご連絡ください。 
  
 

図1: CAR T細胞技術における特許出願の増加 

図2: CAR T細胞の発明および技術革新の由来の地理的ロケーション 

 
図 1は、CAR T細胞における特

許出願の増加を示しています。図 2
は、CAR T 細胞の発明および技術
革新の由来の地理的位置を示して
います。 

 
また同調査は EPO の特許データ

を分析することによって、以下が可能
であることも明らかにしました。 
 
-CAR T細胞技術の出現を説明す
る、 
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最も生産性の高い国 
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CAR T 細胞の特許化の進展 
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 特許分析 

  

技術的分析にEPOの特許情報を利用する:  
CAR T細胞 
特許情報は、技術動向を明らかにできるとともに、技術がどのように発展しているか、かつ誰が中心的プレイヤーであるかを
我々が理解するのに役立ちます。これを説明するために、EPOは、CAR T-cells（Chimeric Antigen Receptor T-
cells: キメラ抗原受容体T細胞）分野における調査を委託されました。調査の結果は、以下の記事に述べられています。 
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会議は、知的財産権の重要性とメ
キシコならびに世界経済の革新を強
調したメキシコ経済相 Ildefonso 
Guajardo Villarreal 氏の基調演
説で始まりました。学術および公共機
関からの講演者らは、公共および民
間部門における意思決定をサポート
する上で、知的財産データや統計、
分析がどのように使用され得るかを議
論しました。 
 
欧州の取引－特許の影響 
Antoine Dechezleprêtre 氏と

共同著者ら 1は、ハイテク製造業に焦
点を置いて、欧州単一市場での取引
および外国直接投資（FDI）をサポ
ートする上での欧州特許制度の役割
を評価しました。EU 諸国においてハイ
テク製造業に流入してくる取引および
FDIは特許保護に敏感であり、バラバ
ラな欧州特許制度は、欧州の単一な
技術市場がその全潜在能力を発揮
することを妨げているという証拠を提供
しました。特許保護の既存の最高基
準に関し EU 諸国が協力する結果と
して、流入してくる高 IP 取引は 5%
拡大し、FDIの流れは29％拡大する
可能性があると、彼らは予測しまし
た。欧州単一特許の導入は、欧州内
部へならびに欧州内での技術移転を
強化することができ、EU 諸国の生産
性向上につながると、彼らは主張しま
した。 
 

訟料金とともに、高品質の審査および
費用のより高度な前倒し措置が、特
許の品質および経済的側面の改善
に最も重要な要因であることが彼の計
算によって示されました。 
 
特許および企業秘密 
Nathan Wajsman 氏 と

Francisco Garcia-Valero氏 4は、
EU 統計局によってまとめられた欧州
共同体イノベーション調査からの生デ
ータに基づいて、革新的な会社は自
社のイノベーションを保護するために、
一般に特許および企業秘密の両方を
使用することを見出しました。激しい
価格競争は、特許取得に悪影響を
与えますが、社内の知識維持には前
向きな効果があります。両方の手段と
も、市場全体にとって新しい発明に使
用されますが、企業秘密が好まれるの
は、その会社にとって新しい発明だけ
です。 
 
商標の喪失 
Barton Beebe氏および Jeanne 

C. Fromer氏 5は、商標の出願を分
析し、肯定的な意味合いを含み、発
音し得る言葉の大部分の請求権が
すでに主張されているという気になる
兆しを見つけました。これは、我々が
有効な商標を使い果たしているかどう
かという興味深い疑問を引き起こしま
す。 
 
データベース 
IP オーストラリアからの Benjamin 

Mitra-Kahn 氏は、1000 万以上の
商標登録を含む新しい世界的商標 
データベースである TM-リンクのβ版を

発表しました。6  Andy A. Toole 氏
は、USPTO の新しいデータ視覚化お
よび分析プ ラ ッ ト フ ォ ー ム である
PatentsView を発表しました。7 

 
PATSTATは、特許統計の世界的

な参照データベースであり続けていま
す。PATSTAT のユーザ・デイおよび経
済協力開発機構（OECD）の STI
スコアボード 20178 開始前イベント
は、会議参加者らに好評でした。 
 
詳細は、 
oecd.org/site/stipatents/でご覧
いただけます。 
 
IPSDM2018は、EUIPOの主催によ
りアリカンテで開催されます。 
 
 
 
 

EPC への加盟の効果 
Bronwyn H. Hall 氏 と 

Christian Helmers氏 2は、中低所
得諸国への広域特許制度導入の影
響を分析するために、2000 年から
2008 年まで欧州特許条約に加盟し
た国々を参考にしました。当該国居住
の出願人による国内特許庁への出願
には大きな変化はなく、加盟後のEPO
への特許出願はわずかに増加した一
方で、主に化学および医薬品分野に
おいて非居住の出願人が国内特許庁
から EPO へ大幅に移行したことを、彼
らは立証しました。 
 
低品質特許の影響および対策 
Mark Schankerman 氏 3 は、

R&D取引に悪影響を及ぼし、消費者
物価を上げることによって社会にコスト
を負わせる低品質特許を識別するの
に使用されるスクリーニングメカニズムに
注目しました。彼は、特許審査、特許
取得費用、および法廷の審理の共同
の役割の分析を可能にするフレームワ
ークを使用しました。手ごろな特許訴

   
1) Patents, trade and foreign direct investment 
in the European Union, Antoine Dechezleprêtre, 
Damien Dussaux, Keith Maskus, Yann Ménière, Ilja 
Rudyk, & Cristina Rujan 
2) The Impact of International Patent Systems: 
Evidence from Accession to the European Patent 
Convention, Bronwyn Hall & Christian Helmers 
3) Screening for Patent Quality: An Economic 
Framework for Policy Analysis, Mark Schankerman 
4) Protecting innovation through trade secrets and 
patents: Determinants for European Union firms, 
Nathan Wajsman & Francisco Garcia-Valero 
5) Are we running out of trademarks? An empirical 
study of trademark depletion and congestion, 
Barton Beebe & Jeanne C. Fromer 
6) www.ipaustralia.gov.au/about-us/ 
news-and-community/news/tm-link-new- 
database-linking-international-trade-mark-data 
7) www.patentsview.org 
8) www.oecd.org/sti/scoreboard.htm 
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イベント 

 

証拠に基づいた意思決定 
メキシコにおける「意思決定者のためのIP統計学会議」 
2017年度 IPSDM年次会議がメキシコシティで開催されました。会議は、経済協力開発機構（OECD）、 
カナダ知的財産局（CIPO）、メキシコ産業財産庁（IMPI）、および米国特許商標庁（USPTO）により 
組織化されました。 
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欧州において、政策立案者の
関わりおよびビジネスに関連する経
験的証拠の提示を目指す厳格な
研究プロジェクトに、EPO 学術研
究プログラムは資金援助をします。 
 

経済、知的財産管理、知的財
産法およびデータサイエンスを含む、
さまざまな専門分野にわたる７つの
テーマ領域で特定の問題を取り扱
う、限られた数の明確に定義された
プロジェクトに資金が提供されます。
また以下のような多分野にまたがる
プロジェクトについても検討されます。 

-技術に関する特許および欧州市場 
-特許サービスおよび新しい知的財産
ビジネス 
-知的財産戦略および知的財産管
理 
-欧州における中小企業および大学
による特許の使用 
-特許、人工知能、および第 4 次産
業革命 
-特許および気候変動緩和技術 

-PATSTAT の上級レベルの使用、特
許調査、および分析（たとえば、分
類、IP リンクトオープンンデータの可
能性） 

 
提出期限︓2018年 4月 30日 
 
epo.org/learning-
events/materials/academic-
research-programme 
 
   

EP オーソリティファイルには、補充
欧州調査報告書である A4 文書を
含む、公開された欧州特許文書すべ
ての完全なリストが含まれています。
補充欧州調査報告書は、国際特許
（PCT）出願と共に公開されます。
国際特許出願の欧州国内段階
（Euro-PCT 出願）への移行時
に、欧州特許庁は国際調査報告書
を作成しておりません。欧州特許出
願の半数以上は、国際 PCT 出願
で、現在、毎週約 1000 件の補充
欧州調査報告書が発行されていま
す。 
 
今まで、これらの文書のどれも公報

サーバでは入手できず、Espacenet
で一部だけ入手することができました。
それらを閲覧するための唯一確実な
方法は、欧州特許登録データベース
内でのファイル閲覧でした。しかし、そ
こでの PDF 文書はイメージであって、
機械可読構造化データではありませ
んでした。 
 

EP A4文書 
2012年半ば以降、A1 から A3文

書の場合の欧州調査報告書は、自動
的な分析および処理をより容易にする
機械可読 XML フォーマットで発行され
ていました。補充欧州調査報告書を
同じフォーマットで利用できるようにする
ための計画です。2017 年末に、生デ
ータ商品のユーザは、これらの A4文書
（2017年第 36週から第 48週まで
の発行）の最初の一式を利用できる
ようになりました。1994 年以降に発行
されたすべての補充調査報告書は、関
係者には ST.36/XML フォーマットおよ
びPDFで利用できるようになります。商
用の特許情報プラットフォームのユーザ
は、検索時に、新たにアップロードされ
た A4 文書を見つけることもあるでしょ
う。補充調査報告書は、欧州特許庁
の公報システムに段階的に導入されて
いくと我々は予測しています。報告書
は、発行されると同時に、Espacenet
および公報サーバでご覧いただけます。 

EP A4文書の例 

 
また、1979年まで遡った日付のコン

テンツを機械可読 XML フォーマットで
利用可能にするよう尽力がなされてい
ます。しかし、1994 年以前に発行さ
れた多くの調査報告書は、検索するこ
とができません。なぜなら、ファイル閲覧
用に登録データベースにアップロードさ
れておらず、問題の紙ファイルは破棄さ
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研究への資金援助    

 
データ 

学術研究プログラム 

XMLでの補充欧州調査報告書の公開 

Patent Information News 1 | 2018                                                                                                                      － 株式会社ワイゼル訳 －  

 



FEDERATED REGISTER  

2018年は良いニュースで始まりまし
た。ボスニア・ヘルツェゴビナ、ノルウェー
とスウェーデンが、Federated Regist
erサービスに加入しました。 
 

Federated Registerサービスは、
開始からちょうど３年で、すでに26の加
入国を数えています。オーストリア、ベル
ギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、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・旧ユーゴスラビア共和
国、ギリシャ、アイルランド、リトアニア、
ルクセンブルグ、モナコ、オランダ、ノルウ
ェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニ
ア、サン・マリノ共和国、セルビア、スロ
バキア、スロベニア、スペイン、スウェーデ
ン、スイス、およびトルコです。 
 

Federated Registerサービスは、
European Patent Register (ep
o.org/register)内で利用可能で、F
ederated Registerサービスにより、
付与後の欧州特許の、信頼できる最
新の書誌情報やリーガルステータス情
報が検索可能であり、付与後の欧州
特許がこれら26カ国で「国内移行段
階」に入ると、1つの表で同時に閲覧す
ることができます。 
 

Federated Registerに現在統合
されている、各国特許庁が提供するコ
ンテンツに関する情報は、EPOのWeb
サイトでご利用になれます。 

ボスニア・ヘルツェゴビナ︓ 
加入した最初の拡張国 
ボスニア・ヘルツェゴビナは、欧州特

許機構のメンバー国ではないため、な
ぜFederated Registerに参加して
いるのか説明することは重要です。その
理由は、欧州特許機構との「拡張協
定（extension agreement）」に
署名したからです。1993～2009年
の間、欧州特許機構は、複数の欧州
諸国とこの種の協定書に署名しまし
た。 
 
拡張協定は、出願人に、申し込み

をして期限内に拡張料金を支払うだ
けで、関係国で特許保護を得る方法
を提供します。そして原則的に、欧州
特許は、それぞれの国で国内の出願
および特許として同じ効力を持ち、国
内法の対象となり、EPOが加盟国に
対して付与する特許と本質的に同じ
保護を享受します。 
 
現在、次の国において欧州特許権

を拡張することができます。 
-ボスニア・ヘルツェゴビナ 
-モンテネグロ 
 
以前は、アルバニア、クロアチア、マ

ケドニア旧ユーゴスラビア共和国、ラト
ビア、リトアニア、ルーマニア、セルビア、
スロベニアが拡張国でしたが、これらの
国々は、現在、欧州特許機構の正
式メンバー国です。今年の２月から、
Federated Registerは、これらの
国々の拡張と正規の欧州特許の両
方を対象としています（2018年2月
以前は、正規の指定国であった欧州
特許のみが対象でした）。 
 

2010年以降、欧州特許機構
は、「認証協定(validation 
agreements)」として知られる更な
る協定を締結し、欧州特許条約の
非締約国においても欧州特許が有
効であるようにしました。これらの国
は、欧州諸国に限りません。 
 
現在、次の国において欧州特許

権を有効化することができます。 
- モロッコ 
- モルドバ 
- チュニジア 
 

ボスニア・ヘルツェゴビナは、現在、
Federated Registerで唯一の拡張
国または認証国です。Federated 
Registerの目的は、最終的には、拡
張国および認証国と同様、すべての指
定国において付与後の欧州特許のス
テータスへのアクセスを提供することで
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。 
 

1)      epo.org/searching-for-patents/legal/register/documentation/federated-register.html 
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インドの付与前異議申立制度 対 EPOの第三者情報提供制度： 

手続上の相違点および情報検索 

本記事は、アジア諸国の制度と欧
州の特許付与手続制度を比較する
PI ニュースの連載記事の第１回目で
す。また連載記事では、該当する特
許情報を入手する場所を紹介しま
す。第１回目の本記事では、インドの
付与前異議申立制度、第三者によ
る情報提供、および、それぞれの公式
な情報源での特許情報の検索につい
て取り上げます。 
 
手続上の相違点 
第三者が特許出願の運命に影響

を及ぼすことができる方法は、管轄区
域によって異なります。欧州の特許付
与手続制度においては、出願公開直
後に情報提供できます。この選択肢
は、EPO で係属中の手続において有
効に利用できます。匿名で行われた
情報提供も含め、第三者による情報
提供は、考慮されるにもかかわらず、
第三者は、その手続の当事者にはな
れません（一方的手続）。 
 
これは、インドの特許手続制度には

当てはまらず、第三者は、付与前異
議を申し立てれば当事者になれます
（当事者間手続）。付与前異議申
立は、インドでは「representation」
と呼ばれています。特許付与前であれ
ば、何人も「representation」を申
し立てることができます。インドの付与
前異議申立は、representation の
拒絶、出願書類の補正または特許
出願の全部拒絶に至る場合がありま
す。 
 
上記の表では、EPO の第三者情

報提供制度とインドの付与前異議申
立制度を比較しています。 

 
審査段階における第三者による情

報提供に関しては、「About this 
file」の「Examination procedure」
欄においても閲覧可能です（図 2 参
照）。 
 
第三者によって提出された文書の詳

細や第三者による情報提供に関する
公開されたやりとりに関しては、「All 
documents」において、オンラインで
包袋を閲覧ください。 
 
（注︓欧州特許登録データベースで
は、検索を第三者による情報提供が
提出された出願に限定することはでき
ません。） 
 
インドの特許出願に関しては、インド

特許庁は、その公式データベース InP
ASS において、さまざまな手続の詳細
情報へアクセスできるようにしています。
付与前異議が申立てられていること
は、Application Status セクション 1

において検索を実行すると、表示され
ます。 

 
情報源 
欧州特許登録データベースは、欧

州特許出願に関し、公開されている
手続情報の最も完全かつ最新の情
報源です。欧州特許登録データベー
スでは、第三者による情報提供に関
連する情報を含めた EPO の特許付
与手続の各段階の経過に従って、特
定の出願をたどることができます。第三
者が情報提供すると、その事項は、シ
ステムによって処理された日付ととも
に、「Event history」の「Observati
ons by third parties」において閲
覧できます（図 1参照）。 

図1：EP3165699に関する「Event history」を示す。欧州特許登録データ

ベースからの抜粋 

図2：EP3165699に関する「About this file」を示す。欧州特許登録データベースか
らの抜粋 
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ここで、「Order(s)/Decision(s)」リ
ンクをたどることができます（図 3 参
照）。 
 
付与前異議申立（「representa

tion」）に関連して提出された文書を
閲覧するためには、「View docume
nts」をクリックして、オンラインで利用可
能な包袋を閲覧ください。 
 
また、付与前異議申立を受けたイ

ンド出願を検索することも可能です。そ
のためには、Controllerʼs decision
データベース 2にアクセスし、Search C
riteria に「25(1)」（付与前異議申
立を規定しているインド特許法の条
項）と入力して検索を実行してくださ
い（図 5参照）。 
 
 
 

 
検索の結果、付与前異議申立を

受けたすべての事例を含む一覧が日
付の古い順に表示されます。 
 
出願番号をクリックすると、決定が

表示されます。 
 
この話題に関する詳細またはイン

ドの特許についてのご質問は、asiai
nfo@epo.org の EPO Asian Pat
ent Information Servicesまでご
連絡ください。 
 
 

図3：特許出願 445/KOLNP/2008に関するInPASSデータベースの

Application Statusセクションからの抜粋 

図4：InPASSの「View Documents」機能の例 

図5：インドにおいて付与前異議申立を受けた特許の検索 

図6 ：検索結果一覧の例。インド特許法第25条1項に基づき、理由を付して

提出された付与前異議申立を受けた事例を示す 

1) ipindiaservices.gov.in/PublicSearch/PublicationSearch/ApplicationStatus 
2) ipindiaservices.gov.in/patentdecisionsearch/patentsearch.aspx 
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欧州特許公報 
2018年1月～3月 

2018年の  2018年の   2017年から 
週平均     1月-3月の合計            の変化 

 

 

 

 

 

 

 
公報コーナー 

   
     
     
       
       
    
   

EP-A 公報                                                                                
EP-A1                              1,482              19,267            5.7%      
EP-A2                                   66                  862           -5.6%    
EP-A1 + A2の合計            1, 548              20,129             5.2%        
A1+A2の合計に占めるEP-A1の割合                 95.7%             0.5%                
EP-A3                                 183              12,099           -21.5%      
EP-B公報                                                                                    
EP-B1+B2                        2,018              26,229             -1.8% 
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「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。  

http://www.ipindiaservices.gov.in/PublicSearch/PublicationSearch/ApplicationStatus
http://www.ipindiaservices.gov.in/patentdecisionsearch/patentsearch.aspx


  

アジアからの特許ニュース 
 
台湾の特許期間延長情報が英語で入手可能に 
台湾特許庁（TIPO）は、最近、TWPAT データベースの英語のインタ

フェースを介し、特許期間延長情報を検索できるようにしました
（http://twpat2.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwekm）。台湾特
許法によると、特許が実施可能になる前に事前の政府認可が必要な場
合、TIPO は、医薬品または農薬品に関する特許権の権利期間の、最大
5 年間の延長を許可することができます。これらの延長は、特許公報の“ト
ランザクションデータ”セクションに記録されます。 
 

TWPAT データベースでは、“トランザクションデータ”への直接リンクが、最
近、英語の書誌情報に追加されました。期間延長が要求または記録され
た場合、ユーザは、上記のリンクをたどって、英語で書いてある関連する詳
細（機械翻訳ツールにより生成されている）にアクセスすることができます。
この“トランザクションデータ”は、1 カ月に 3回更新されます。 

 
新しいステップバイステップ ガイドは、EPO のアジア特許情報ウェブサイト

epo.org/asia に追加されています。 

SIPO の公式ウェブサイトのオンラインデータベースのための新しい入口 
2018 年の初めに、中国知的財産局（SIPO）のウ ェブサイト

sipo.gov.cn/zwfwpt/の中国語版において、新しい行政サービスプラットフ
ォームが開始されました。このプラットフォームは、国内ユーザ向けであり、電子
ファイルプラットフォーム、リーガルサービス、および特許情報検索用オンラインデ
ータベースなど、SIPO のさまざまなサービスへの統合入口です。ユーザは、この
プラットフォーム１カ所で、手続（国内、PCT、および PPH）に関する背景情
報と法律関連文書に加え、すべての関連書式および料金へのリンクを容易に
見つけることができます。代理人検索ツールを含む、特許代理人に関連する
情報も、このプラットフォームを介して入手可能です。 
 
中国の様々なオンラインデータベース（官報、特許検索システム、ファイル

閲覧）のインタフェースを利用する外国のユーザは、この統合プラットフォームに
おいて、それらのリンクを見つけることができます。個々の URLは変わっていませ
んので、ユーザは、これらのソースに直接アクセスするためのブックマークを作成
することができます。SIPO のオンラインデータベース検索について解説してくれ
る EPO のステップバイステップ ガイド（epo.org/asia）は、これらの変化を
反映するようアップデートされています。 
 
韓国特許法院で知的財産訴訟が完全に英語で聴講できるようになる 
裁判所組織法の最近の改正の下、韓国特許法院は、国際裁判部を新

設することになりました。そこでは、知的財産訴訟は、完全に英語またはその
他の外国語で聴講可能になるでしょう。新しい規則は、韓国人以外の当事
者らは、韓国語の翻訳を提供する必要なく、訴訟準備書類および書面なら
びに口頭による弁論を英語で提出してもよいと規定しています。 
 
韓国の特許法院は、拒絶査定、無効審判、異議申立手続、およびその

他の訴訟に対する審判請求に関して、韓国の特許審判院によって下された
審決に対する第二審裁判所です。また2016年以降、韓国の特許法院は、
5 つの拠点にある地方法院のうち、1 つで開始される特許侵害訴訟の第二
審裁判所でもあります。 
 
特許法院で扱うすべての訴訟のうち、約 40%には、少なくとも１つの外国

の当事者がいます。新しい規則は、外国の当事者の訴訟手続のしやすさを改
善するべきです。改正された法律は、2018 年の夏に施行されることが期待さ
れ て い ま す 。2018 年 2 月 7 日 に 出 さ れ た 公 式 発表 は 、
https://patent.scourt.go.kr（韓国語のみ）でご覧いただけます。 

 
インド特許庁の意匠データが現在 Designview で利用可能に 
2018 年 1 月 19 日の時点で、インド特許庁からの意匠データが

Designview データベースでの検索で利用可能になりました。Designview デ
ータベースは、2012 年に開始され、現在では、63 参加国からの意匠データを
含んでいます。最近のインドデータの統合は、EU-INDIA 知的財産協力
（IPC-EUI）プロジェクトによって進められたものです。 
 
より詳しい情報は、Designview ウェブサイト tmdn.org/tmdsview-

web/welcome の新しいセクションからご覧下さい。 
 
日本特許庁への出願人は公開前に調査報告書を入手可能に 
アジアの他の特許庁同様、日本においても、出願人が実体審査を請求しな 

い限り、特許出願についての調査はおこなわれません。しかし、現在では、より早
い段階で調査報告書を入手したい出願人のために代替手段があります。 
 
現在では、日本特許庁に代わって先行技術調査をおこなう 3 つの外部の特

定登録調査機関が、有料でこのような調査報告書を提供しています。これによ
り、日本特許庁が実体審査を開始する前に、出願人は調査報告書を依頼す
ることが可能です。 
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ウェブセミナ―スケジュール 2018 出願人に提供される調査報告書の品質は、日本特許庁の審査官が利用
する調査報告書の品質と同等です。日本特許庁に出願したけれども、実体審
査はまだ請求していないという条件で、出願人は、これらの調査報告書を依頼
することができます。 
 
これらの調査報告書に基づいて、出願人はその発明の審査を受けるか、また

は公開前に出願を取り下げることで発明を機密とするかを選択することができま
す。また出願人は、調査報告書に基づいて早期審査を請求することで、特許
権をより早く得ることができます。特定登録調査機関によって発行された調査
報告書を出願人が提出する場合、日本特許庁は審査費用を 20％引き下げ
ます。詳細は、 

 
jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/touroku_chousa_e.htm をご

覧ください。さらに多くのアジアのニュースに関しては、EPO のウェブサイト
epo.org/asia をご覧ください。 
 
 
 
 
 

  
 

EPOの特許情報ウェビセミナーは無料です。上の表は、2018年の残りのイベン
トリストです。 
epo.org/pi-training にアクセスして、登録してください。 
 
ウェブセミナーの記録 
興味のあるウェブセミナーを見逃しても、心配ご無用です。ウェブセミナーの大

部分は、開催後最大１か月間、録画したものを利用できます。お気軽に、
epo.org/pi-videos にアクセスしてください。 
 
上記の全イベントについての詳しい情報は、epo.org/pi-training をご覧く

ださい。 
 

中国、日本、韓国および新興市場からの特許情報の最新動向を監視
することと、欧米以外の言語で特許文献を解読することは、欧州特許庁が
主催するアジア特許情報に関するEast meets West年次フォーラムで取
り上げられる多くの議題の中のほんの2つです。 
 
２日間のイベントの間、参加者は、以下のようなホットな話題に関する最

新情報を得るでしょう。 
・人工知能 ― アジア特許情報調査における役割と影響 
・クラウドサーチ ― 経験、利点およびリスク︖ 
・中国の「一帯一路」における知的財産 

 
さまざまなインタラクティブセッションにより、参加者は、世界各地の産学

官、情報専門家、調査員、弁理士、データプロバイダからの代表者とつなが
りを持つようになるでしょう。一対一の議論をし、そしてアジアやアジアを超え
た所で各国特許庁の専門家と情報交換をする多くの機会があるでしょう。 
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2018年特許情報ウェブセミナ―  

日付 時間 セミナー名 
4月17日 
 

14.00 Federated Register(統合登録データベース)/Global Dossier 
 4月18日 

 
10.30 特許情報のビジネス利用 

 5月8日 
 

10.00 CATCH UP! – 特許情報ニュース&最新情報 
 5月9日 

 
10.30 

 
ラテンアメリカからの特許情報︓ 
1 メキシコ 
 5月16日 

 
10.30 INPADOC 上級 

 5月30日 
 

10.30 
 

ラテンアメリカからの特許情報︓ 
2 アルゼンチンとペルー 
 6月6日 

 
10.30 欧州特許公報検索 

 6月13日 
 

10.30 
 

ラテンアメリカからの特許情報︓ 
3 ブラジル 
 6月20日 

 
10.30 

 
欧州判例法識別子(ECLI)による欧州全域の特許に関
する判決にアクセス 
 6月27日 

 
10.30 

 
欧州判例法識別子(ECLI)による欧州全域の特許に関
する判決にアクセス 
  9月11日 

 
10.00 CATCH UP! – 特許情報ニュース&最新情報 

 9月12日 
 

10.30 IPScoreによる特許ポートフォリオ管理 
 9月18日 

 
14.00 パテントファミリー 

 9月19日 
 

10.30 EPOのツールによる特許の監視とアラート 
 10月10日 

 
14.00 INPADOC 

12月11日 
 

10.00 CATCH UP! –特許情報ニュース&最新情報 
  

  
 研修 

 
イベント 

アジア特許情報に関する 

East meets Westフォーラム 
2018年4月19、20日、ウィーン、オーストリア 

epo.org/emw でプログラムをご覧ください。
詳細は、asiainfo@epo.org までお問い合わ
せください。 
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予定を空けておいてください  

- EPO特許情報会議2018 
EPO特許情報会議は、今秋、仕

事で特許データを扱う人のための場

になるでしょう。 

 

2018年11月12～14日（11

月11日に研修コースがあります）、

ブリュッセルにて行われます。この会

議は、ベルギー特許庁と協力して計

画しています。 

 

会議の全プログラムと登録方法

についての情報は、2018年6月に

ご利用になれます。 

 
epo.org/pi-conference に

アクセスし、このイベントについての
Eメールアラートの登録をしてくださ
い。 

CEPIUG １０周年記念会議 
2018年9月9～11日 ミラノ、イタリア 

CEPIUG、Confederacy of E

uropean Patent Information 

User Groups（欧州特許情報ユ

ーザグループ連盟）は、１０周年

記念を祝して、この9月ミラノにて会

議を開催します。 
詳しい情報は、cepiug.org をご

覧ください。 

EPO Discussion forum 
ヘルプ、サポート、および他のユーザ

やEPO専門家とのアイデア交換のた

め、EPO Discussion forum は、豊

富な情報への簡単なアクセス、そして

EPO特許情報商品とサービス全てに

関するディスカッションを、皆さまに提供

いたします。 

 

簡単です。― 無料です！ 

epo.org/forums 
 

epo.org  
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