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40周年、30周年、20周年、10周年 
今回は、特許情報（PI）ニュース特集号をお届けいたします。2018 年は、欧州特許情報
の 40周年、30周年、20周年、10周年を記念する年に当たります。本特集号では、これら
記念イベントについて取り上げます。これら記念イベントは、EPO が長年、特許情報の世界最
大のプロバイダとして権力を保持してきたことの証です。 

 40年前 
1978年︓INPADOC リーガルステー
タス誕生 
ホ イ リ ゲ で集会が行われた時、
INPADOC(International Patent 
Documentation Center)は設立
して 6 年でしたが、他ではできない特
許文書のコピーを入手できるものとし
て、すでに定評を得ていました。
INPADOC の Patent Family 
System（PFS）は画期的なもので
あり、世界中の発明の地理的保護範
囲を示すユニークなサービスでした。し
かし、ユーザはそれ以上のサービスを望
んでいました。ユーザは、個々の特許

本特集号のストーリは、1978 年ウィ
ーンに始まります。ウィーンには、ホイリ
ゲ（Heuriger）という場所がありま
す。ホイリゲは、市の郊外にある有名
な居酒屋の一つであり、地元の
人々、観光客、ビジネスマンなどあらゆ
る階層が集まり、冷たいグリューナーフ
ェルトリーナーワインを飲みながら話を
楽しんでいます。1978 年のある晩、
INPADOCユーザの年次会議に出席
する参加者のための夕食会場がホイリ
ゲでした。 
 

が有効か無効かを知りたがっていまし
た。2003 年から 2008 年にかけて
EPO のウ ィーン支局長を務めた
Wolfgang Pilch氏は、「主な懸念事
項は、完璧で誤りのないサービスを提
供することは不可能ではないかというこ
とです。特に懸念していることは、特許
が無効であると示したが、それが復活し
たことが判明した場合の責任問題につ
いてです」と述べていました。 
INPADOCはまた、それに必要な投資

図1 初期のINPADOCのロゴ 
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20年前 
1998年︓Espacenet開始 
ESPACE CD-ROM はその後姿を消
してしまいましたが、重要な財産を残し
ました。ESPACE CD-ROM は、低コ
ストで特許検索ツールを提供するパイ
オニアとして EPO を確立した製品であ
り、1998年に EPOが ESPACE-net
（現 Espacenet）を立ち上げるため
の政治的プラットフォームを提供しまし
た。 
 
最初の無料オンライン特許検索サービ
スである IBM Patent Serverの成功
を受け、EPO は、商業的利益を持た
ない団体から公共サービスとして提供
される無料のインターネットベースツール
の必要性を見出しました。また、新しい
ツールは、ヨーロッパにホームを有し、ヨ
ーロッパのユーザのニーズをその中心に
置くものでなければなりませんでした。 
 
EPO は、INPADOC が EPO に統合
されたときに取得したデータと EPO 独
自のデータベースとを統合したため、既
に世界最大の特許データコレクションを
保有していました。また EPO は、欧州
特許機構の全加盟国と交流があるた
め、ヨーロッパ大陸の多様性を考慮し
たサービスを提供するには絶好の立場
にありました。 
 
今日、Espacenet は、100 の特許
当局の 1 億件以上の収録件数を有
し、1 日に 25,000 人のユーザを抱え
ています。Espacenet は、世界中の
特許情報の利用の仕方を、他のどのツ
ールよりも大きく変えました。 
 

10年前 
2008年︓統合欧州特許登録デー
タベースのアイデア 
Patent Information Newsの本
特集号で記念すべき最後のイベント
は、リーガルステータスデータ、ここで
は、欧州特許に関するリーガルステー
タスデータを取り上げます。2008年、
スウェーデンのAWAPATENT AB(現
AWA Sweden AB)のMarjolaine 
Thulin氏は、EPO特許情報会議
で、EPOにより付与された特許のステ
ータスを理解しやすくするための対策を
要請しました。 
 
EPO は彼女の主張を聞いて理解し、
解決策を見出すための活動に早急に
取り組みました。PI ニュース 2/2018
号で、統合欧州特許登録サービスに
イギリスが加盟したことを取り上げまし
た（同号はドイツの加盟についても取
り上げています）。統合欧州特許登
録サービスは、現在 29 か国からデー
タを収集しており、一つの欧州特許に
ついて全 29 か国でのステータスを画
面上に表形式で提供しています。 
 
40年間、特許情報の発展を主導 
特許情報は、ヨーロッパにおける技術
的専門知識の蓄積だけでなく、将来
の研究開発プログラムの評価や経済
イニシアチブの発揮においても重要な
役割を果たします。過去40年間、欧
州特許庁、そして、それよりも前に、
INPADOC は、世界中の特許データ
を収集、入手する上で新しいベンチマ
ークを着実に設定してきました。このよ
うな背景の下、EPO は、今後も特許
情報の世界有数のプロバイダとしての
地位を維持することにコミットしていま
す。 
 
 

の決定は、今日も欧州特許情報の基
礎となっています。 
 
同年に、管理理事会は、EPO 長官に
INPADOC の欧州特許機構への統
合を交渉するよう指示しました。交渉
は成功し、1990年 7月 2日に欧州
特許機構とオーストリア共和国との協
定が調印されました。1991年 1月 1
日、EPO のウィーン支局が開設されま
した。 
 
また、1988年、後の特許情報主席
部長Gérard Giroud氏は、三極の
パートナーとの議論のため日本に滞在

のための資金がありませんでした。しか
し、この点については、ホイリゲでの夕
食会がブレイクスルーを生み出しまし
た。Voest（オーストリアの製鉄会
社）の出席者が、産業界が必要な投
資を提供できることを示唆しました。
Siemens、BASF、CIBA-Geigy の
代表者たちがこの考えを支持し、
Wolfgang Pilch 氏は急いでウィーン
支局に戻って徹夜で働き、翌日に向け
て提案書を作成しました。1 年も経た
ないうちに、INPADOC は、特許登録
サービス（PRS）を開始しました。
PRS は、今日、INPADOC の世界の
リーガルステータスデータとして知られて
います。当初は投資を提供した企業に
のみ公開され、オーストリア、フランス、
ドイツ、イギリスのデータが含まれていま
した。今日、INPADOC データは誰で
も利用可能です。INPADOC データ
は、45 以上の特許発行機関をカバー
しており、その数は依然として増え続け
ています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3：EPOウィーン支局 

中、日本特許情報機構（Japio）
が特許文書を保管するためのCD-
ROMという新しいアイデアに取り組ん
でいることに注目しました。数か月後、
日本からの来訪者がミュンヘンにある
EPOでCD-ROMのワークステーション
のデモを実施しました。EPOは素早く
対応しました。最初のESPACE CD-
ROMディスクは1989年9月に販売さ
れました。ほぼ一夜にして特許情報
は、どんな小さな企業でも利用でき、
処理しやすいものになりました。 

図2：INPADOCリーガルステータス

のマイクロフィルムの例 

30年前 
1988 年︓欧州特許情報政策の策
定 
一方、EPO は、特許検索にはコンピュ
ータが有益であることを見出していまし
た。まもなく、開発中のデータベースセッ
トが産業や一般の人々にとって有用と
なり得ることが明らかになりました。
1980 年代半ばまでに、特許情報に
対する人々の実需があり、欧州では特
許情報の枠組みが必要であることが明
確になりました。その後、1988 年、
EPO の管理理事会は、EPO 長官
Paul Braendli 氏の提案に従い、
EPO がデータ利用の普及および欧州
での特許情報の普及を調和させるため
の対策を講じることを決定しました。こ
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2018年 特許情報の記念イベント 

年 イベント 

1978 
 

最初の欧州特許出願公開； 

INPADOCリーガルステータスサービスに関する活動開始 

1988 
 

欧州特許機構が特許情報政策を策定 

1998 Espacenet開始 

2008 統合欧州特許データベースのアイデア誕生 
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論説  

過去ではなく未来にフォーカスを 
誰もが記念日を祝うことを好み、４つの記念イベントが揃ったとき特別な祝いを
することは確かに価値があることです。しかし、この特集号で称賛していること
は、それ以上のものです。欧州特許情報（European patent information）と呼
ばれるものが目覚しい成功を収めたことを祝っています。 

特集号で紹介するストーリに登場す
るすべてのプレイヤのビジョンやコミッ
トメントは、今日の私たちのあるべき
場所に私たちをもたらしめました。
EPOで働いていた者、産業界の
人々などあらゆる人たちが業績に貢
献しました。 
 

が開始されることは、誰もが待っている
瞬間です。エキサイティングな瞬間がこ
の先に待ち構えています。 

今年初め、私たちはリンクトオープンデ
ータの最初の製品を公開開始しまし
た。来月には、新しいINPADOCのリー
ガルイベントカテゴリが登場することにな
るでしょう。その後、新しいEspacenet

Richard Flammer 

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

40年前  

1978年12月20日、EP 0 000 001 
40年前のクリスマスの直前、EPOは最初の特許出願を公開しました。 
欧州特許登録データベースによると、最初のバッチでは112件の文献がありました。 
EPOは特許情報の世界規模の収集に初めて貢献しました。 

 

その日、112 件の特許出願が公開さ
れました。発明の名称には、「A lifting
 device（リフト装置）」（EP8）、
「コンビネーションロック（Combinatio
n lock）」（EP3）および「アミノ－ホ
ルムアルデヒド樹脂の製造方法(Meth
od for the manufacture of amin
o-formaldehyde resins)｣(EP96)
などがありました。ルクセンブルク、スウェ
ーデン、イギリス、アメリカ、日本などに
拠点を置く出願人からのものでした。つ
まり、特許公開週間でした。 
 

当時、待ち望まれた公開番号
EP0000001 で何が発明されている
かについての多くの期待があったことで
しょう。Euratom（欧州原子力共
同体）は、発明として「熱ヒートポン
プ」を主張しました。1981年 1月 7
日、Euratom は、ついに特許を取
得しました。欧州特許登録データベ
ースによると、少なくともスウェーデンで
は 1986 年の中頃まで有効であった
ことが分かります。 
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成功がどんなものであっても、常に次の
成功のための出発点にすぎません。そ
して、次の成功とは、常に私たちの関
心事であるはずです。 
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40年前  

EPOのリーガルイベントデータ―伝統と進取 
1978年秋、INPADOC ユーザの年次会議が開催されました。会議の出席者たちは、特許のリーガルステータスに 
関するデータの収集を開始すること、そして、産業界がデータにアクセスできるようにすることを決定しました。 
このような決議は、今日の世界中のリーガルイベントデータの重要な情報源である INPADOC の 
リーガルステータスデータベースの基礎となりました。 

 
やデータの詳細な資料を提供しまし
た。 
 
しかし、INPADOC が品質において定
評を維持することを可能にしたのは、ス
タッフでした。今も昔も、スタッフの能力
は、高い定着率、知識と情報の継続
的な交換とともに、必須条件です。 
 
その後数年間、INPADOC のサービス
は成長を続けました。1980 年代末ま
でには、50 か国以上の書誌データ
（世界中の全特許文書の 95％を網
羅していたと推定されます）と数多くの
特許当局のリーガルイベントデータを提
供しました。 
 
EPO への統合 
その頃も、EPO は、特許情報が幅広
いターゲットグループに入手可能である
ことがいかに重要であるかを認識し、
INPADOC のデータおよびサービスの
質の高さを認めていました。したがって、
INPADOC を EPO に統合することは
理にかなったステップでした。契約は締
結され、1991 年 1 月にウィーン支局
が開設されました。 

1978 年のユーザ年次会議の直後、I
NPADOC（国際特許情報センタ
ー）は、世界で初めての特許リーガル
イベントサービス「Patent-Rechtssta
nds-Service」（Patent Register 
Service）を本格的に開始しました。
新しいサービスは、特許またはファミリー
の番号（Patent Family Servic
e）、出願人または発明者名（Pate
nt Applicant Service, Patent In
ventor Service）、あるいは IPC コ
ード（Patent Classification Serv
ice）に基づいており、当時の INPAD
OC の既存のサービスを補完したもの
でした。 
 

当初、INPADOC は、技術的要求を
満たすための最新のデータ機器を借り
ていました。その後 1980 年には、膨
大な情報量を処理するために高性能
の独自のデータセンターを開設しまし
た。 
 
カスタマは、電子的に電話またはテレッ
クスを使用して申し込みやバルク形式
のデータの受け取りを行うことによって、
INPADOC のサービスを利用すること
ができました。監視サービスに加入する
カスタマが多く、特許文書やファミリーを
監視することができました。このサービス
は今でも真新しいサービスです。 
 
INPADOC は、ウィーンのユーザと定
期的にコンタクトをとっていることから明
らかなように、ユーザに身近なものでし
た。INPADOC は、トレーニングコース

画像 1：パンチカード、ロールフィルム、磁気バンドのいずれであっても、

最初から、すべてがINPADOCの特許データの処理を中心に展開していまし

た。  
EPO が INPADOC の Patent 
Family Serviceをワールドワイド書
誌 検 索 マ ス タ デ ー タ ベ ー ス
（DOCDB）に組み込み、特に出
願人氏名の一致という点において
INPADOCのデータとノウハウを追加
するまでにはそれほど時間がかかりま
せんでした。 

一方、INPADOCの Patent Regist
er Service は、独立したサービスのま
までした。今日、EPO の世界的なリー
ガルステータスデータベース（INPADO
C）として知られており、現在、50 以
上の特許当局の約 5,000 万件の特
許出願に関するリーガルイベントデータ
を網羅しています。このデータベースは、
2 億 5000 万の収録件数を有し、年
間成長率約 10％に達成し、リーガル
イベントデータの分野では「ゴールドスタ
ンダード」であり（グラフ 1 参照）、世
界中の広範囲のリーガルイベントデータ
を集めた唯一の情報源です。INPAD
OCのリーガルイベントデータは、Espac
enet の European Patent Regist
er および各種民間の特許サービスで
入手できます。 
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「リーガルステータス」と「リーガルイベント」：違い

は？ 

リーガルイベントデータ 
リーガルイベントデータとは、特許付与手続中および特許付与後における手続段階に
関するデータです。例えば、「”application filed”(出願済)」、「”office action  
sent”（拒絶理由通知送付済」）、および「”maintenance fee paid”（”特許 
維持年金支払済）」などです。 
 
リーガルステータスデータ 
リーガルステータスデータは、出願または知的財産権のステータスに関するステートメント
または状態などのデータです。例えば、「application is active（出願は有効）」、
「patent is terminated（特許の満了）」などです。 
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INPADOC データベースのリーガルイベ
ントデータの処理 
グラフ2は、EPOが各国特許庁から取
得したソースデータをどのように処理して
いるかを示しています。EPO は、日常
的にデータの分析、検証、正規化を自
動的に行います。新しいデータ型であ
るときは必ず、データベースに追加する
前にスタッフがそれを検証し、それを処
理するための新しい手順を作成してい
ます。 
 
EPO の品質基準を確実に満たすため
に、データを追加する前に訂正が必要
な場合があります。EPOは、このための
手続きを確立しています。また、品質を
維持し向上するためにユーザからのフィ
ードバックも頼りにしています。 
 
EPOは、データベース対象国の拡大に
向けて絶え間なく努力し、データが可
能な限り完全、正確、最新であること
を確実にするためにデータ提供者と協
調して取り組んでいます。 
 
将来の計画︓INPADOC分類スキー
ム 
データの品質は、リーガルイベントデータ
を有用にするための 1 つの前提条件に
すぎません。統一化と標準化の世界
的なトレンドにより、特許に精通してい
ない利用者を含め、利便性の向上が
求め ら れてい ま す 。 こ の こ と は 、
INPADOC のリーガルステータスデータ
ベースに影響を及ぼしています。40 年
の成長の後、データベースには現在、
数多くの特許当局からの驚くほど多様
なデータが含まれています。これほどに
データが豊富であることは、たまに利用
するユーザには利用し難く、障壁となる
場合があります。 
 

このスキームの詳細な構造レベルによ
り、粒度が高まり、特許情報の専門家
の検索と分析の効率が向上します。
EPO は現在、原語と英語のリーガルイ
ベントの記述を改訂し、詳細な構造を
展開しており、これについて各国特許
庁やユーザグループと協議する予定で
す。今後の PI ニュースでは、このトピッ
クに関する記事も予定しています。 
 
40年の伝統と品質 
EPO が INPADOC リーガルイベントデ
ータの品質と利便性に対してコミットす
ることによって、データベースが特許団
体の需要と期待の高まりに遅れずに対
応し続けることができます。過去 40年
間 も 同 様 で し た 。 そ の 中 で 、
INPADOCチームは、1970年代に欧
州特許情報の基礎を築いたすべての
人々のビジョンに応えるために最善を
尽くしています。 
 

その障壁を取り除き、可能な限り幅広
い範囲のユーザにデータを理解してもら
うために、EPO はデータベース内のリー
ガ ル イ ベ ン ト デ ー タ を 「 分 類
（categorising）」するスキームを作
成しました。また、INPADOC のリーガ
ルイベントデータの種類をより簡単に分
析し、特許検索を効率化し、リーガル
イベントデータの統計的分析の可能性
を広げることを目的として、INPADOC
の 大 規 模 な 「 分 類
（classification）」スキームを作成
しました。 
 

INPADOC分類スキームは、2つのレ
ベルを持つ階層的なスキームです。 
- カテゴリレベル 
- 詳細な構造レベル 
 
スキームの最上位レベルを構成し、
2017年に完了したカテゴリレベルは、
WIPO 標準 ST.27 のカテゴリレベル
をモデルにしています（PI ニュース
4/2017 号の記事を参照）。EPO
は、1997 年以来使用されている
2,800 のコードのそれぞれをカテゴリー
に割り当て、2018 年 6 月、当該デ
ータを利用可能にし、その後も定期
的に更新しています。 
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グラフ2: INPADOCリーガルステータスデータベースのデータ処理 
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グラフ1: INPADOCリーガルステータスデータベースの収録件数 
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30年前  

存在意義１︓Nemo censetur 
ignorare legem（法律の不知は
これを許さず）。これは、侵害の可能
性を回避するために、特許付与機関
が、概して知的財産権、特に特許権
について一般の人々に知らせなけれ
ばならないことを意味しています。
（故に、特許を公開する義務）。 
 
存在意義２︓第２の意義は、上記
の結果として、公開は一般の人々が
特許によって与えられた独占権の付
与に反論するための法的手段を可能
にするための前提条件であるという事
実です。 
 
存在意義３︓第３の意義は、発明
の内容の公開が社会にとってプラスの
刺激であるというコンセンサスに結びつ
いています。それは、特許の専門家が
言うように、さまざまな方法、または、

特許情報の背景にある考えとは︖ 
特許文書は、発明の本質および詳
細を一般に開示し、付与されるまた
はすでに付与された保護範囲を定め
ています。これは当然のように思われ
ますが、なぜそうなのでしょうか︖ 
 
この基本的な考え方は、今日も通
用しますが、1883 年のパリ条約の
締結に遡ります。この考え方は、特
許情報の３つの主な存在意義に基
づいており、130 年前と同じように今
日もなお該当します。 
 

 
特許情報の基本的な存在意義は
何年も定着しています。しかしなが
ら、特許情報が存続しなければなら
ない状況は、限りない変化を遂げて
います。 
 

より多くの国、より多くのデータ、そして
より多くの協力が必要︕ 
EPO は設立以来、データコレクタとデ
ータアグリゲータとして中心的な役割
を果たしています。主に、最先端技
術の徹底的かつ広範な調査により質
の高い特許を付与するという自らの
使命を果たすことを目的としていま
す。 

 
欧州特許機構管理理事会は、20年
にわたる「オープンガバメント」の傾向を
先取りし、1988 年に CA/D 12/88
の決定を採択しました。この文書に
は、EPO で利用可能な特許データに
可能な限り広くアクセスできるようにす
るという、欧州特許機構の特許情報
政策について規定されています。 
 

さまざまな課題―解決アプローチを使
用して技術的問題を解決するように
他の人を奨励することによって、革新
を刺激します。この第３の意義は、さ
まざまな、また、相反する理由で反対
する人もいましたし、今もまだいます。
しかしそれは別問題です。 

6 Patent Information News 3 | 2018 September 2018 

"各同盟国は、工業所有権に関する特別の部局並びに 
特許・・・を知らせるための中央資料館を設置することを 
約束する" 

1883年3月20日パリ条約第12条（1） 

 
  

特許情報政策：2018年もまだ必要か？ 

歴史を振り返ると、なぜ意思決定が行われたのか、その結果はどうだったのかを把握することができます。

EPOの特許情報政策の策定30周年は、これを行う絶好の機会です。 
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管理理事会はなぜこれを採択したの
でしょうか︖第一に、特許データは元
来公開データであるためです。第二
に、特許データは１つのゲートウェイ
（EPO）を介して一元的にそしてパー
トナーと共有して利用可能であるため
です。第三に、外国特許出願の質を
高めるという特許制度の利益のためで
あり、出願人が特許出願書類を作成
するために必要な情報を収集するため
の手段を提供します。この重要なステ
ップは、特許団体の中でかなりの議論
を引き起こしましたが、各国特許庁、
商業プロバイダ、特許情報ユーザコミュ
ニティのすべての利害関係者との間で

まだ不足を補う必要があるかもしれま
せんが、特許情報データの完全性は
1988 年にはほとんど考えられなかった
レベルにまで達しています。今日の課
題は、現在および将来のユーザがこの
膨大なデータからますます多くの利益を
引き出すことを可能にすることです。
EPO は、公共サービス機関として、ユ
ーザが期待する最先端の技術を使用
して、公開特許データを提供しつづけ
ます。これは、例えば、データ間のリンク
を向上し、情報の共有を容易にし、言
語の壁を乗り越え、データに意義をもた
らすことを意味します。経済および社会
全体に最大限の貢献をするためには、
特許情報は単に簡単にアクセスできる
だけではなく簡単に利用できる必要が
あります。 
 
EPOはまた、知識基盤社会におけるイ
ノベーションを支援するために、すべての
公共および民間のプレイヤとの協力を
強化していきます。 
 
したがって、この記事のタイトルにある質
問の答えは、はい、です。活発かつダイ
ナミックな特許情報政策はこれまで以
上に必要とされています。 
 
 
 
 
 

図1：特許情報には、最新の技術が必要です。EPOのウィーン支局のGiorgos 
Savorgiannakis氏、Pierre Avédikian氏、Esther Ambros氏、Patrick Le Gonidec氏、

Philippe Aladenise氏が時代遅れのメディアを処分しています。 

の間、データセットの完全性の向上を
目指すことが優先事項でした。これを
達成するために、EPO は、各国の知
的財産当局との良好な関係を確立、
維持することに取り組み、定期的かつ
定時にデータ配信を行ってコレクション
を増やし続けることにより、特許情報ユ
ーザに利益をもたらしています。 
 
今後の展望︓アクセスしやすさから使
いやすさへ 
経済および社会全体と同様に、特許
および特許情報は、変動性、不確実
性、複雑性、曖昧性 
の世の中（「VUCA」ワールド）におい
て機能する必要があります。 
 
過去 30 年間で、EPO の特許情報
は、マイクロフィッシュから紙、紙から
CD-ROM、CD-ROM か ら DVD、
DVD からインターネットベースのサービ
スへと進化しています。 
 

非常に強固な関係を確立することによ
って克服しました。 
 
この政策は、明確な役割分担を定め
ています。EPO は個々の出願人また
は企業に直接カスタマイズサービスを
提供しないようにします。カスタマイズサ
ービスは、代わりに、欧州特許機構の
各国特許当局ならびに特許弁護士
および特許調査の専門家などの民間
部門によって提供されます。 
 

Espacenet、European Publicati
on Server、欧州特許登録データベ
ース、Global Patent Indexおよび P
ATSTAT はすべて、特許情報を一般
の人々に配信するサービスです。しか
し、EPO や多くの人々が特許情報の
「王冠の宝石」と考えるものは、データ
そのものです。主なデータベースである
DOCDB と INPADOC は、民間部門
が非常に有利な条件で利用できるた
め、世界中の何十万ものユーザに付
加価値と最適なサービスを提供するこ
とが可能です。これに関連して、何年も
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「ヨーロッパの特許情報へのアクセスを向上」 

「EPOは、データベース確立およびデータ蓄積に専念し、 

・・・データベースを利用可能にするものとする・・・」 
1988年6月10日 CA/D 12/88の決定から抜粋 
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20年前  
 

 
1995 年～1996 年︓USPTO は、
インターネット上でのデータベース特許
文書の公開を先駆けて行います。
JPO と IBM がその後に続きます。欧
州の特許情報コミュニティは、それに対
応しなければならないが、どのように対
応すればよいだろうか︖EPOは、欧州
委 員 会 の 働 き か け に よ っ て
Distributed Internet Patent 
System（DIPS）プロジェクトを開
始します。 
 

esp@cenet に向けて―
1997年～1998年 
 
日本やアメリカのソリューションとは異な
り、EPO のコンセプトには最初から分
散ネットワークが含まれています。 
 
1997 年︓管理理事会は、各加盟
国およびEPOに設置された相互接続
サーバーのネットワークである DIPS
（Distributed Internet Patent 
System）の実施を決定します。各
サーバーは他のすべてのサーバーからア
クセス可能です。DIPS はエンドユーザ
を対象とし、無料であり、一般の人々
をターゲットにしています。 
 
DIPS を使用すると、エンドユーザは自
国語のインタフェイスを介して自国語で
コレクションを検索できるだけでなく、自
国語の「ホーム」インタフェイスから離れ
ることなく言語の壁を超えて他のコレク
ションを検索することができます。 
 
1998年にプロジェクト名がDIPSから
Esp@cenet に変更されます。 

World Wide Web は、1950 年代
に始まりました。その頃、電子計算機
や、複数の個別のコンピュータラボ間の
パケット交換ネットワークが開発されま
した。これらの個別のネットワークは、通
信するための通信プロトコルまたは相
互接続ネットワークを必要としていたた
め、1970 年代にインターネットプロトコ
ルスイート（TCP/IP）が作成されま
した。当時、初期のインターネットは、
政府機関や学界の（ほとんど独占的
な）領域でした。1980 年代後半に
なって、商用インターネットサービスプロ
バイダが出現し始めました。商用トラフ
ィックを運ぶためのインターネットの使用
に関する最大の制限が 1995 年に取
り除かれたことにより、Espacenet の
到来の道が開かれました。 
 
初代 Esp@cenetなどのサービスの決
定的な要素となったものは、World 
Wide Web と呼ばれる、巨大なネット
ワークにおいてハイパーテキスト文書を
リンクするというアイデアでした。 
 
インターネット上の特許情報 
90 年代半ば突如として、インターネッ
トを利用して誰もが特許情報を無料
で利用できるようになり、画期的であ
り、混乱が生じました。これにより、検
索ごとの支払い、文書ごとの支払い、
ダイヤルアップ接続料金、公開するが
流通させないなどの古い方式は打ち砕
かれました。 

運用開始後間もなくのesp@cenetランディングページ 

 
1998 年︓10 月 19 日、EPO 長
官 Ingo Kober氏が Esp@cenet
を公表します。パリで正式に開始さ
れ、特許情報の新しい時代が到来
します。ワンクリックで約 3,000万件
の特許文書にアクセスできます。
Esp@cenet の名前（大文字で
始まりイタリック体。「a」の代わりに
「@」が付いている）とロゴは、図形
マークおよびワードマークとして登録さ
れています。Esp@cenet には、「ヨ
ーロッパの特許データベースネットワ
ー ク （Europeʼs network of 
patent databases）」というタグラ
インが付いています。国内特許庁の
コレクションだけでなく、EPO の世界
中のコレクション、EP および WO
（PCT）、および日本のコレクション
での検索も可能です。「Core」検索
機能には、発明の名称および／また
は要約、公開番号、出願番号およ
び優先権番号、公開日および出願
日、出願人および発明者氏名、お
よび IPC 分類のキーワードが含まれ
ています。 
 

1999 年︓2 月、データ蓄積範囲が
拡大します。ユーザは、1920 年以降
の 63 の国および組織の特許文書を
検 索 で き る よ う に な り ま す 。
Esp@cenetの新しいバージョンでは、
IPC および EC分類記号の分類検索
が可能となります。esp@cenet はま
た、別の商標として申請されています。 
 
2000 年︓esp@cenet は、複数の
公開レベルの欧州特許出願へのアク
セスを可能にし、Euro-PCT 出願の
WO 公開番号へのリンクを提供しま
す。 
 
2001 年︓トランケーション機能が利
用可能となります。データベースには
US1 から始まるすべてのアメリカ特許
文献が含まれています。この年に韓国
の特許公報の英語要約を初めて公開
しています。 
 
2002 年︓esp@cenet は、引用文
献へのリンクおよび関連する分類記号
のキーワード検索を提供します。
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Espacenet：特許情報へのアクセスに革命を 

もたらした製品 
前史 
古代から1990年代半ばまで、ダイヤルアップ接続や「光ディスク」を介して、羊皮紙、紙、マイクロフィッシュによって
次々と特許文書を入手していました。当初は、余裕のある人々、すなわち、定期的に行われる「公開」のために国
内の特許庁に時間と労力を要して訪れる時間のある人々に限られていました。しかし、このような事情は、World 
Wide Webの誕生により変化しました。 
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なります。Espacenet は、Excel への
エクスポート（export-to-Excel）
機能と RSS フィードを提供し、監視と
警告を行います。新しいオプションは、
クエリ履歴の保存、ハイライト表示と分
類ポップアップです。 
 
2012 年︓特許の機械翻訳の新しい
時代が始まります。Espacenet でア
クセス可能な Patent Translate ツ
ールは、フランス語、ドイツ語、スペイ
ン語、イタリア語、ポルトガル語、スウ

利用可能です。Espacenet は、モバ
イル版を提供し、モバイル版は、同じデ
ータを持ちながらも、活動的な特許サ
ーチャに適した機能とディスプレイを備え
ています。現在、データベースには
9,000 万件を超える文書が含まれて
います。 
 
2016 年︓英語、フランス語、ドイツ語
の全文検索により、検索能力は大幅
に向上します。カナダの IPO および
WIPO 国際事務局の包袋内容は、
Global Dossier の適用範囲を拡大
します。本格的なスペシャリスト用に、
CPC コンビネーションセットが検索可能
です。https︓//のセキュアアクセスプロ
トコルが導入されました。 
 
2017 年︓Patent Translate は現
在、ニューラル機械翻訳技術を利用し
ています。Worldwide データベース
は、6 月に 9,500 万件の文書が含ま
れておりましたが、8 月には 1 億件以
上の文書にまで拡大します。 
 
2018 年︓スマート検索（Smart 
search） で 全 文 検 索 （extftxt 
=）が可能となります。出願人および
発明者の居住国が角括弧[CC]で正
式に検索可能になります。EPO および
各国特許庁のすべての Espacenet
検索インタフェイスが整合されました。 
 

現在と未来 
EPO は、常にユーザの要求を考慮し、
それに応じてサービスを開発するよう
に、Espacenet に取り組んできまし
た。その結果、Espacenet は特許情
報の普及と民主化を図りました。中立
的な評論家の言葉を借りれば、
Espacenetは、海外の特許情報への
アクセスに革命を起こし、紙という縛り
から特許データを開放し、特許の普
及、整理、調査、検索の仕方を絶え
ず変えてきました。 
 
次世代の新しい Espacenet はこのよ
うな取り組みを継続し、ユーザの期待
を上回ることでしょう。 
 

2003年のesp@cenetランディングページ 

esp@cenet ファミリーは増え続け、新
しく７か国が欧州特許機構に加わりま
す。 
 

2003年～2010年 
2003 年︓esp@cenet の新しいバ
ージョンがリリースされます。新しいロゴと
新しいタグライン「アイデアのデータベー
ス（the database of ideas）」とな
ります。 
 
2003 年︓esp@cenet version3
は、新しいインタフェイスを有し、エルゴ
ノミクスを向上させ、ナビゲーションを改
善し、INPADOCファミリーおよびリーガ
ルステータスデータへのデータの拡張、
ユーザフォーラム、およびさまざまな支
援サイトなどの改善が見られます。 
 
2004 年︓ユーザは非特許文献
（NPL）の引用文献番号を入手で
きるようになります。ユーザサポートは、
オンライン esp@cenet アシスタント、
バーチャルクラスルーム（Vertial 
Classroom）セッション、ロードショー
プログラムによって強化されています。 
 
2005 年︓全文書の印刷とダウンロー
ドが可能になります。esp@cenet
は、最良のオンライン公共情報サービ
スとしてオンライン情報コミュニティに推
薦されています。 
 
2006 年︓esp@cenet データの英
語、フランス語、ドイツ語、スペイン語へ
の自動翻訳が導入され、特許文書の
理解が容易になります。 

今日のEspacenetランディングページ 

 
2008年︓ 
esp@cenetは 
10 周年を迎えます。esp@cenet サ
ーバーは、30 の EPC 加盟国またはそ
の代理人によって運営されます。
esp@cenet のコンセプトは世界中の
さまざまな特許当局によって採用され
ており、esp@cenet ネットワークは世
界26か国語に及んでいます。61か国
の国内データを esp@cenet サーバー
で直接検索できます。81の IP機関が
esp@cenet の世界的なデータベース
に貢献しています。 
 

2011年～今日 
2011 年︓別のルック・アンド・フィール
が表示されます。「＠」は少し面倒にな
っていました。ワードプロセッサでは
「esp@cenet」をメールアドレスとみな
してしまいます。また、名前をイタリック
体にしなければならないのは面倒で
す。名前は新しく、Espacenet とな
り、タグラインは「特許検索（Patent 
search）」に変わります。ランディング
ページは、EPO の新しいコーポレート・
ルック・アンド・フィールに合わせたものに

ェーデン語と英語との翻訳を行いま
す。ECLA のツールチップにより、分類
検索が強化され、デジタルオブジェクト
識別子により、非特許文献の全文を
検索することが可能となります。 

 
2013 年︓1 月、ECLA は CPC
（USPTO と協力して開発された）に
置き換えられます。新しい CPC ブラウ
ザが登場します。また、INPADOC ファ
ミ リ ー デ ー タ か ら共通引用文献
（CCD）への直接リンクもあり、特許
翻訳にはさらに多くの言語が追加さ
れ、EPO 加盟国の 28 の公用語、日
本語、中国語、韓国語、ロシア語とな
ります。すべて Espacenet を使って無
料で可能です。 
 
2014 年︓グローバルドシエ（Global 
Dossier）サービスが開始され、中国
特 許庁 の 包 袋 が 含 ま れ ま す 。
Espacenet データベースには、現在、
8,000 万件以上の文書が含まれま
す。 
 
2015 年 ︓ 現 在 、JPO、KIPO、
USPTO の包袋が、グローバルドシエで
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10年前  

 

これに対処するため、EPO は統合欧
州特許登録データベースを開発しまし
た。重要なポイントは、1 つのデータベ
ース内のデータを収集するのではなく、
ソース、すなわち各国特許庁の特許
登録データベースからリアルタイムでリク
エストすることでした。このようなサービス
のモデルとなったのは、複数の国の商標
情報を 1 つのリストに表示した OHIM
（現 EUIPO）が提供する TMview
サービスでした。 
 

ある程度の準備の後、プロジェクトは
2011 年に開始されました。当初は対
応する各国登録データベースへのディ
ープリンクのみを表示していました。次
のステップは、各国特許庁からのリーガ
ルステータスデータを一つの一覧表に
表示することでした。そのためには、各
国特許庁は、いわゆるウェブサービスを
構築する必要がありました。これによっ
て、EPO システムが各国登録データベ
ースにアクセスできるようになります。
2015年の初めまでには、少数国の特
許庁がWeb サービスを提供しており、
そこから必要な情報を抽出して一覧
表を作成することができました。 
 

統合登録データベースを使用すること
により、各国の国内特許登録データ
ベースでそれぞれ検索を行うのに比べ
て、ユーザの所要時間が大幅に短縮
されます。 
 
国内で有効な欧州特許のリーガルス
テータスを調査するというタスク、つま
り、数年前にベテランの特許弁護士
ができなかったテストを、今では、ほん
の数秒で専門家でなくても行うことが
できるようになりました。 
 
たとえ EPO の 38 の加盟国すべてを
揃えるという目標が達成されていない
としても、Marjolaine氏の夢が実現
したと言えます。 
 
 

当時、ユーザは、各国特許庁からの情
報の配信が一様でないことにより生じ
る、国内段階における欧州特許のリー
ガルステータスの確実性の欠如に気づ
きました。これは、ユーザコミュニティにと
って、FTO 調査を行う際など確実性が
不可欠である場合に重大な欠点であ
ると見なされていました。リーガルステー
タスの不確実性から生じる間違いは、
膨大なコストがかかる場合があります。 
 
実験として、研修セミナーに参加した経
験豊富な欧州特許弁護士のグループ
に、相当数の EPC 加盟国で有効とな
った欧州登録特許について、加盟国の
うち５つの有効国のリーガルステータス
を 15 分間の間で確認してもらいまし
た。誰もそのタスクを完了することはでき
ませんでした。このちょっとした実験によ
り、各国のリーガルステータスデータにす
ばやく簡単にアクセスできるシステムの
必要性が明らかになりました。 
 

国１ 
国２ 
国３ 
国４ 

各国特許庁は、各国で効力を生ずる欧州
特許の記録を保持しているため、ユーザは各
国の特許登録データベースを個別にチェックす
る必要があります。 
 

テスト 

－50人の欧州特許弁護士 
－1つの欧州特許(EP1011326) 
－各参加者は、リーガルステータスを 

検索する 

－5つの指定国 

－15分 

2008 

国１５ 

国ｎ 

今日 
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Marjolaine Thulin氏には夢がありました ... 

2008年、EPO特許情報会議がストックホルムで開催され、AWABATENT AB（現AWA Sweden 
AB）のMarjolaine Thulin氏がプレゼンテーションを行い、彼女には夢があると述べました。彼女の夢と
は、特許が有効であったか、またはもはや有効ではなくなったかどうかを国ごとに示すことによって、国内段階の
欧州特許のリーガルステータスを示す特許登録データベースのことでした。 
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英国のすぐ後に続いて（PI ニュース
2018 年第 2 号参照）、今年の８
月、ドイツが Federated Register
（統合欧州特許登録データベース）
サービスに加入しました。欧州特許の
国内有効化数が最も多い 2 つの国の
加入は、ユーザにとって重要なステップ
と見なされるでしょう。 
 
Federated Register サービスの、現
在の参加 29 か国は、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、ドイツ、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/リヒテンシュタイン、ト
ルコおよび英国です。 
 

Federated Registerサービスは、Eu
ropean Patent Register (epo.or
g/register)内で利用可能で、Fede
rated 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
が参加国で「国内移行段階」に入る
と、1 つの表で、ひとまとめにして見るこ
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のウェブサ
イトでご利用になれます。1 
 
最終的には、Federated Register
の目標は、全指定国、そして拡張国お
よび認証国において付与後の欧州特
許のステータスに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た場合
には、PI ニュースでお知らせいたしま
す。 
 

1)       epo.org/searching-for-patents/legal/register/documentation/federated-register.html 
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ドイツがFederated Registerサービスに加入 

公報コーナー 

EP-A 公報                                                                                  
EP-A1                                1,513              59,005            7.9%      
EP-A2                                     61                2,381          -13.1%    
EP-A1 + A2の合計               1, 574             61,386             6.9%          
A1+A2の合計に占めるEP-A1の割合                   96.1%             0.9%                
EP-A3                                    115               4,485          -50.6%      
EP-B公報                                                                                    
EP-B1+B2                           2,355             91,846           14.7% 

欧州特許公報 
2018年1月～9月 

2018年の  2018年の   2017年から 
週平均     1月-9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。  

－株式会社ワイゼル訳－ 
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画像は、2018 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
域機関や、すでに存在しない機関は、
地図に表示されていません。 
 
利用者は、データベースで地図にグレ
ー色で示されている国からの断片的な
記録を目にすることがあるかもしれませ
ん。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
がありますが、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、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いことがありま
す。このため、地図に表示できない断
片化した収録範囲が発生します。 
 
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epo.org/searching-for-patent
s/data/coverage/weekly.html
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カ月以内のもの 
■ 最新のデータが６カ月から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 
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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 2017 年第 3 号に掲載された地図を、更新したものです。
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。 

データーニュース 
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最近、メディアで話題になっているビット
コインやイーサリアムなどのクリプトカレン
シー（仮想通貨）についてのニュース
を見逃した読者はほとんどいないでしょ
う。しかし、基礎となる技術であるブロッ
クチェーンについては、おそらくそれほどよ
く知られていません。また、ブロックチェー
ンに基づいた出願が、より広い範囲
で、急速に出現してきています。そのた
め、EPO は、ブロックチェーンの特許化
の増加を分析するため特許データに基
づく調査を依頼しました。この調査は
CAR-T 細胞免疫療法の調査で始ま
ったシリーズの第2回めです（PIニュー
ス 2018年第１号参照）。 
 
この調査で、Björn Jürgens 氏（グ
ラナダ大学）は、さまざまな EPO の専
門家の支援を受けて、特許活動の観
点からブロックチェーンに基づく発明の
進展を検討しました。 
 
図 1 は、時間経過に伴うブロックチェー
ンの発明の増加を示しています。
2015 年の急速な増加は、ブロックチェ
ーンに基づくクリプトカレンシーの出現に
関連しています。 
 
図 2 は、国内優先権出願の地理的
位置、すなわちブロックチェーン特許が
最初に出願された国を示しています。
チャートには、EPまたはPCT出願は含
まれていません。 
 
図 3 は、2008 年から 2018 年の間
に公開されたブロックチェーン関連の特
許出願の上位 15 の出願人を示して
います。 
 

図１：全世界の特許出願件数を分析

することにより、テクノロジーが出

現、増加、失速、または衰退してい

るかどうかを判断できます。ブロッ

クチェーンの場合、2015年に特許

公報が急速に増加し始めました。 

この調査では、以下も確定されまし
た。 
－ 最も多くの発明者 
－ 最上位の発明（引用分析により
確定） 
－ コラボレーション・ノード（複数の出
願人を含む共同出願により確定） 
－ 研究開発投資（発明者の数によ
り確定） 
 
これらの結果は、調査が実施された時
点での状況のスナップショットと見なさ
れるべきです（2018 年５月／６
月）。この分野は非常に活発でダイナ
ミックです。 
 
それでも、この種の調査は、それが生
み出せる洞察の奥深さにおいて、励み
となっています。このアプローチは、審査
官の専門知識、CPC 分類とファミリー
および引用データを利用するという点
で EPO 特有のものです。EPO は、現
在の方法論、データソースと検索、分
析と視覚化ツールに基づいて、将来類
似の研究をする予定です。 
 
さらなる研究のための提案を歓迎しま
す。皆さまのアイデアを編集者にお寄
せください。 
 

図２: ブロックチェーン出願の

ための国内優先権出願 

図３：ブロックチェーンの     

特許出願人 上位15社  

図３は、2008年から2018年のブロック

チェーン特許出願の上位15社を示して

います。ブロックチェーンの特許出願

は民間企業が上位を占めています。上

位15社の中に、行政、研究機関、大学

はありません。韓国企業のコインプラ

グ社は、IBMとバンク・オブ・アメリ

カを抜いてトップに立っています。新

規参入のnChain社（前身はEITC）はわ

ずか数年で驚異的なポートフォリオを

構築しました。欧州特許第3257191号
「分散ハッシュテーブルとブロックチ

ェーンを使用したコンピュータソフト

ウェアを保護するための方法とシステ

ム」が付与されたのは、最近のことで

す。 

図２：特許が最初に出願される国

（優先権出願）は、通常、発明がな

された国です。特許の出願件数に関

しては、米国と中国が明らかにブロ

ックチェーン発明をリードしている

ことが示されています。この表には

EPまたはPCT出願は含まれていませ

ん。 

Patent Information News 3 | 2018 September 2018 13 

COINPLUG (KR) 72 
IBM (US) 54 
BANK OF AMERICA 
(US) 

44 
 

ALIBABA CORP. (CN) 42 
MASTERCARD (US) 41 
NCHAIN (GB) 40 
VISA (US) 34 
INTEL (US) 39 
CHINA UNICOM 24 
STATE GRID 
COPORATION (CN) 

23 
 

YUNPHANT 
BLOCKCHAIN (CN) 

23 
 

BUBI TECHNOLOGY 
(CN) 

20 
 

FUZAMEI 
TECHNOLOGY (CN) 

20 
 

SAMSUNG 
ELECTRONICS (KR) 

20 
 

BANK OF CHINA (CN) 18 

国                出願件数 

China 1 274 
USA 1 067 
Korea 206 
UK 98 
Australia 54 
Germany 38 
France 26 
India 21 
Japan 21 
Russia 16 
Canada 14 
Ukraine 4 
Brazil 3 
Czech Republic 3 
Philippines 3 
Sweden 2 
Singapore 2 
Netherlands 2 
Italy 2 
Spain 2 
Finland 1 
South Africa 1 
Belgium 1 
Egypt 1 
Hungary 1 
Nigeria 1 

図１: ブロックチェーンに基づく発明に関する公開特許の増加   

2008年～2017年 
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特許分析 

技術分析のためにEPO特許情報を使用する：ブロックチェーン 

企業                出願件数 
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新規︓ロシア連邦（EPO の仮想ヘルプデスクのウェブページ上） 
アジアその他の国からの特許情報に関する EPO の仮想ヘルプデスクには、現
在、ロシア連邦に関するセクションが含まれています。ロシアの特許制度、ロシア
特許庁の公式データベースの詳細な段階的な検索ガイド、数値書式に関する
情報やファクト&フィギュア（facts and figures）についての FAQ が設けられ
ており、EPO の仮想ヘルプデスクは、ロシアの文献を扱う特許サーチャーにとって
重要な情報源です。ウェブサイトで提供される情報に加えて、EPO のロシア専
門家は、ロシアのリーガルステータス情報、データベース検索、あるいは特許シス
テムに関する問い合わせに対応することで、ユーザの援助ができます。 
 
EPO ウェブサイト上の「仮想ヘルプデスク―アジアその他」のセクションは、定期
的に更新され、公式情報源のオンライン・インターフェースの変更、法律の改
正、および特許統計など、最新の動向に更新した状態を提供しています。EPO
は、例えば、皆様が追加を望んでいる管轄区、このサービスがカバーするべき
（更なる）IP権利、あるいは公式の情報源として必要とされる段階的なガイド
ラインについてなど、フィードバックやご提案をお待ちしております。 
 
詳細は、epo.org/asia をご覧ください。または、asiainfo@epo.orgの EPO
アジア特許情報サービスにご連絡ください。 
 

TIPOは専利法改正案を公表 
台湾知的財産局（TIPO）は最近、専利法の改正案を発表し、公聴会を
行いました。主な特徴は、以下の通りです。 
－ 優先権の回復︓特許、実用新案および意匠の 12 ヶ月の優先期間は、
出願人が故意によらず逃した場合は 2 ヶ月延長することができます（第 28
条、第 120条および第 142条）。 
 
－ 分割出願︓分割出願を申請する期間は、30日から 3 ヶ月に延長されま
す（第 34 条）。分割出願を申請するため、特許、実用新案および意匠に
対して、同様の規定および期限です（第 107条、第 130条）。 
 
－ 審査請求の取り下げ︓特許出願の実体審査を請求するための 3年の期
限は、出願人が最終期限を故意によらず逃した場合であれば、2 ヶ月延長す
ることができます（第 38条）。 
 
－ 意匠―期間の延長︓登録された意匠の保護期間は、12 年から 15 年
に延長されます（第 135条）。 
 
さらなる変更には、無効手続、実用新案の付与後補正、公開データへのアク
セスおよびファイルの保存が含まれます。予定されている改正の詳細すべては、
TIPOのウェブサイト（中国語版のみ）に掲載されています。2現行の専利法
の英語版は、「法律および規定(Laws & Regulations)」のセクションにあり
ます。3 
 
SIPO が CNIPA に改称︔リリースされた知的財産権に関する統計の結合 
最近の機構改革に続き、中国の旧国家知的財産局（SIPO）は2018年
8月28日に中国国家知的財産局（CNIPA）に改称されました。公式ウェ
ブサイトは、現在、www.cnipa.gov.cn（中国語版）と
english.cnipa.gov.cn（英語版）です。移行期間中、これまでのURLに
引き続きアクセスできますが、ユーザの皆様は新しいURLに切り替えるよう、お
すすめします。 
 
CNIPA は、2018 年 7 月 10 日の記者会見で、特許、実用新案、意匠、
商標、地理的表示に関する統計をリリースしました。これは、CNIPA が公式
統計に商標と地理的表示を含ませた、初めてのものです。 
 
2018 年 3 月に開催された中国人民代表大会の機構改革計画の承認に
続き、CNIPA は、現在商標（以前は国家商務省、SAIC によって管理され
ていた）と地理的表示（以前は品質管理監督管理局、AQSIQが取り扱っ
ていた）を取り扱っています。 
 
2018 年の上半期、中国では、751,000 件の特許出願、3,586,000 件
の商標出願、および地理的表示の保護のための10件の新規出願がありまし
た。 

ラオス︓改訂 IP法 
ラオスでは、知的財産権法第 38 条に関する新しい法律が、2011 年からの旧
知的財産権法に代わって、2018年6月9日に発効されました。主な変更は、
特許、小特許、意匠および商標の異議申立手続きの導入に見られます。新し
い法律によれば、現在、第三者は、90日（特許/小特許）、60日（意匠）
および 30 日（商標）の公開日以降の期間内に異議申立を行うことができま
す。 
 
さらに、商標の 10 年間の保護期間の開始は、現在、出願日（以前は登録
日）から計算されるようになりました。また、現在、3D 画像やアニメーション画像
も商標として登録できるようになりました。ラオスの 2018 年の改訂 IP 法および
その他の法的文書は、WIPOのWIPOLex データベースにあります。1 
 

1) www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=18024 
2) www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=669103&ctNode=7452&mp=1 
3) www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=6817&CtUnit=3316&BaseDSD=7&mp=2 
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アジアからの特許情報 

アジアからのニュース 
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 詳細は、www.chinaipr.gov.cn/article/centralgovernment/201807
/1923737.html（英語）のプレスリリースでご覧いただけます。 
 
完全な統計は、CNIPA のウェブサイトで入手可能です（現在は中国語の
み）。4  
 
JPOは IoT関連の特許出願件数の増加に対応 
2016年 11月、初めて、日本特許庁（JPO）がモノのインターネット（IoT）
に関連する発明の特別な分類を導入しました。3文字のコード「ZIT」を備えたこ
のいわゆる「広義の切り口（broad facet）」を使用して、すべての技術で発明
を分類することができます。この分野での出願件数が増加したため、「広義の切り
口」ZITは数カ月後にさらに 12 のサブカテゴリに細分化されました。詳細な英語
でのリストは、J-PlatPat データベースの Patent Map Guidance（PMGS）
セクションを参照してください。5 
 
同時に、JPO は、2017 年 3 月に IoT 関連の特許出願のための特別審査ガ
イドラインを導入し、2018 年 7 月には、それを更新しました。35 ページ以降、
ガイドラインでは、新規性と進歩性の評価の詳細な例を説明しています。JPO の
ウェブサイトでは、より多くの情報が英語で掲載されています。6 
 
アジアの最新ニュースについては、epo.org/asia の Updates セクションを参照
してください。 
 
 
 

登録は、簡単です。epo.org/pi-training にアクセスして、興味のあるウェ
ブセミナーを選択してください。 
 ウェブセミナーの記録 
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。 
 

  
4) www.cnipa.gov.cn/zscqgz/1126122.htm 
5) www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage 
6) www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/pdf/iot_examination_e/01.pdf 

上記の研修全体についての詳しい情報は、epo.org/pi-training をご覧くだ
さい。 
 

  

 
欧州発明者賞 2019 への推薦を、現在受付中です。－今日、発明者たちが推
薦に値するという認識を得るのを助けることができます。 
 
発明者たちは、私たちが日ごろから利益を受けている技術の背後にある優れた知
性です。―自動車や環境技術の改善から救命薬、そして次世代通信技術ま
で、私たちの生活をより容易に、より安全に、より効率的にしてくれています。 
 

これらの注目すべき個人およびチームは、私たちの利益のため、多くの場面の背
後で働いているのですが、まだほとんど脚光を浴びていません。欧州発明者賞は、
発明者を表舞台に出すこと、そして彼らの働きにふさわしい表彰を与えることを目
指しています。 
 
2019年の欧州発明者賞への推薦は、2018年 9月 28日まで受け付けてい
ます。推薦のし方については、epo.org/nominate をご覧ください。 
 

2018年の2人の受賞者： 
Jane ní Dhulchaointigh氏 (中小企業

部門、アイルランド)と、 
Agnès Poulbot氏(産業部門、フラン

ス) 
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特許情報ウェブセミナー 2018年9～12月 

 日付 時間 セミナー名 

10月10日 14.00 INPADOC 
11月7日 

 
11.00 

 
リーガルステータスの情報源としての

Federated Registerサービス 

11月28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 
12月11日 10.00 Catch up! – 特許情報ニュース&最新情報 

 

  
 

 

研修 

表彰 

ウェブセミナースケジュール2018秋 
EPOの特許情報ウェブセミナーは、無料です。下の表は、2018年の
残り全ての研修リストです。 

 

欧州発明者賞 2019 – 推薦をしてください！ 
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EPO特許情報会議 2018 
登録締切︓10月8日 
  

プログラムは、以下の通りです。 
- ま もな く開始予定の新しい
Espacenet を含め、欧州特許情
報における最近の進展 
- 人工知能と意味検索、リーガルス
テータス検索と非特許文献について
の会議 
- 特定の問題について徹底的に話
し合うためのディスカッション 
- 分類ベースの検索、特許期間の
延長、特許分析、そしてリーガルス
テータス検索などのテーマについての
研修（11月11日および14日） 
 
詳細および本イベントへのご登録
は、epo.org/pi-conference に
てお願いいたします。 
 

今年の EPO 特許情報会議の登
録締切日、10 月 8 日をお見逃し
のないように。11月12日～14日
まで、クラウン プラザ ブリュッセル ル 
パレスホテルにて行われます。 

データユーザのためのフォーラム 
最新データの変更について興味があり
ましたら、EPOの Data News foru
m（https://forums.epo.org/d
ata-news-100）に、ご参加くださ
い。 
 
EPO フォーラムのログイン ID（もしお
持ちでしたら）を使うか、新しいユー
ザとして登録するかになります。ページ
下部にある[Subscribe to this for
um(このフォーラムに登録する)]のボ
ックスをオンにすると、新しい投稿があ
るたびに通知を受け取ります。 
 

フォーラムは現在、書誌的および法
的なイベントデータを扱っています。近
い将来、拡張され、全文と画像が含
まれるようになります。情報のレベル

は、一般に EPO データベースを扱う
特許情報ユーザを対象としていま
す。 
 

epo.org  
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EPOの IPscore特許評価ツールは、
現在 64ビットバージョンのMicrosoft 
Access と互換性があります。 
 
IPscoreについての詳細は、
epo.org/ipscore をご覧ください。 
 

 

 

 

 
 

その他のニュース 

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, 08:00-18:00  
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） 
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