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PATLIBサミットが欧州特許情報

センターネットワークをさらに

後押しする 
5 月初めにポルトガルのポルトで開催された PATLIB サミットにおいて、欧州各地から集まった
特許情報センター（PATLIB）の代表者たちは、PATLIB ネットワークに対する欧州特許庁の
支援を強化させることと、各企業、研究者および発明者に対するサービスをさらに向上させること
を目的とした一連の提言を採択しました。  

 欧州特許庁長官のAntónio Campi
nos氏は開会演説の中で、PATLIB
センターが30年以上にわたり、特に中
小企業や大学に対して特許やその他
の知的財産権に関するアドバイスを提
供し続けてきたことを述べ、欧州のイノ
ベーションにおけるPATLIBセンターの
貢献を強調しました。 「我々はPATLI
Bセンターの初創期には提供できなか
った特許情報サービスを、今や提供で
きるようになりました」と長官は付け加
えました。 

また長官は、今回の戦略サミットを、今
後の欧州特許情報センターネットワー
クをより強固にできるかどうかを見極め
る手段として歓迎していました。
Campinos 長官は、「今回のサミット
は、PATLIB センターが知的財産権の
商業化や技術移転において、さらに大
きな役割を果たすことができる道を探
り、欧州の企業や研究者が自らの知
的財産権が有する商業的価値を、す
べて活用できるように手助けする機会
でもあります」と述べました。 

“Porto Paper”の中に、今回の 2 日
間の集中的な会議から導き出された
提言が示されています。提言では、
PATLIB ネットワークのための構造的
なフレームワークを提供し、各 PATLIB
センターに、より多くの裁量権を与え、
そのサービスの品質と範囲をさらに拡大
すべきと強調しています。 

ブレークアウトセッション；左から
右に:  
フィンランド特許登録庁の Olli 
Ilmarinen氏（議長）； 
フランスＩＮＰＩの Jean-Philippe 
Muller氏; 
スイス連邦知的財産庁の Alban 
Fischer氏; 
ラトビア特許庁の Santa Lozd氏; 
クロアチア国家知的所有権庁の Igor 
Bosnjakovic氏 
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PATLIBサミットの参加者たち 

提言には次のような措置が含まれま
す： 
－PATLIB センター間のレベルの違い
を明確に示し、各センターが同等のレ
ベルに達するよう促す。 
－包括的な一連の教育手段を用意
する。 
－PATLIB センターが知的財産権の
商業化の諮問センターとして発展でき
るような手段を提供し、技術移転セン
ター等の他のネットワークとも協力し合
える手段を提供する。 
ーPATLIB センター内の専門家が、ネ
ットワークの他のメンバーとも知識の共
有ができるように奨励する。 
 
欧州特許条約の加盟国には 300 を
超える PATLIB センターが存在しま
す。 これらのセンターは、知財専門家
の汎欧州ネットワークを形成し、中小
企業、大学、研究機関のイノベーター
や個別の研究者に対し、知財に関す
る諮問とサービスを提供しています。ネ
ットワークは 30 年以上前に形成さ
れ、今回のサミットはそのネットワークの
概念の核心に迫った初めてのイベント
でした。サミットでは、PATLIB ネットワ
ークの機能に関する主な改定を行った
PATLIB 2.0 についても考察しまし
た。 
 
今回のサ ミ ッ トには、約 100 の
PATLIB センター、欧州特許機構加
盟国の各特許庁、そして知的財産、
技術移転、イノベーションに携わる欧州
および国際機関を含む幅広い範囲の
イノベーションサポートの専門家たちが
集まりました。 
 
彼らは一緒に PATLIB センターの現
状とユーザーニーズを分析しました。 外

ブレークアウトセッションでの生討論 

部の専門家は異なる視点を提供し、
PATLIB センターが従来の活動領域を
超え、例えばビジネスの場における技術
移転や知的財産のような領域につい
て、より綿密に検討するよう促しまし
た。出席者の一人であるベルギー
Centexbel 研究センターの Sander 
De Vrieze 氏は、次のように述べてい
ます。「今回のサミットは、PATLIB ネッ
トワークの進化に対する期待に満ちた、
エネルギッシュなサミットでした」。欧州
特許庁の副長官である Christoph 
Ernst 氏はサミットを締めくくり、次のよ
うに述べました：「欧州特許庁は、すべ
ての PATLIB センターとそのユーザに、
真の利益をもたらすことができる意味あ
る方法で、今回のサミットで出された提
言の意味と、それを実行に移すために
はどのような選択肢があるかを分析する
つもりです。」 
 

詳細は下記のリンク先をご覧ください。 
– PATLIB サミット  (Porto, Portugal, 2019 年 5 月 6-7 日 ): 
epo.org/patlib 
– PATLIB ネットワーク : epo.org/searching-for-patents/helpful-
resources/patlib 
–ポルトでの欧州特許庁長官のスピーチ: 
epo.org/news-issues/news/2019/20190515.html 
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「二日間の会議後にテーブ

ルの上には、この先我々の

仕事に影響を及ぼすであろ

う、さらには我々の仕事を

変えてしまうであろう研究

報告書が残されていました

…」Steffi Jann, WTSH, ドイツ 

PORTO PAPER 
2019年 5月 7日 
PATLIB サミット（2019年 5月 6-7日）の結論の記載 
 
全文 
以下のことを認識する： 
－欧州の 300 を超える特許情報センターのネットワーク（PATLIB ネットワー
ク）は、欧州のイノベーション支援において重要な貢献をしているということ。 
－PATLIB センターは各国の特許庁と制度的につながっており、以下の点にお
いて重要な役割を果たしているということ： 
・地域レベルでの特許制度に対する意識高揚のための各国の取り組みを支援
する 
・特許制度に対する理解及び利用度の向上に貢献する 
・利用者が特許取得および他の知的財産戦略について、情報に基づいた決
定ができるよう特許情報サービスを提供する。 
－PATLIB ネットワークは、技術移転関連組織、欧州の企業ネットワーク、
ASTP（欧州科学技術移転専門家団体）、欧州委員会などの他の関連機
関や団体と建設的に共存しなければならないという複雑な環境の下で運用さ
れているということ。 
－個々の特許情報センターは、大学、商工会議所、技術基盤センターなどの
さまざまな組織が主管しており、提供するサービスの範囲と性質が異なり、さま
ざまなリソースを自由に使いながら、多様なイノベーション生態系の中で活動し
ているということ。 
－PATLIB ネットワークは、将来、革新に適応し、より多くのサポートを提供で
きる可能性を有しているということ。 
 
2019 年 5 月にポルトで開催された PATLIB サミットに参加した代表者たち
は、以下のことを実行することに同意する。 
－各特許情報センターがその地域において、知的財産の真の卓越した拠点と
なることを目指し、PATLIB ネットワークを強化する。 
－欧州のイノベーションと技術移転を支援する PATLIB 特許情報センターと、
その他の関連機関・組織・関係者との間で緊密な協力関係を構築する。 
ー特許制度に関する経験の浅いユーザのニーズに合わせたサービスを強化す
る。 
－ビジネスとの関連性および特許情報の活用に対するユーザの理解を深め、
向上させる。 
－特許を事業資産に変える目的での特許関連知財サポートサービスの設計
と提供を改善する。 
－PATLIBネットワークとその構成メンバーの可視性を向上させる。 
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戦略計画2023における 

特許情報 

EPO(欧州特許庁)に対する提言 

EPOが最近、戦略計画2023の原案を公表し、それについての意
見を求めるために関係者を招待したという記事を、読者の皆さまの
多くは目にしたことがあるでしょう１。 

これを執筆している今、欧州特許機
構管理理事会との会合を 6 月
26、27 日に控えています。その際
に、この計画が採択される予定で
す。今後 4 年間のはっきりとした道
筋が見え始め、EPO にとってエキサイ
ティングな時となります。 
 
この計画をまだご存じない方々には、
特に、この計画の 4 番目の目標をご
覧になることをお勧めします。この計
画の最初の重要な取り組みは、特
許情報へのアクセスを強化することで
す。これは、EPO が特許情報を重
視していることを明らかにしたもので
す。この分野で長年にわたって、どれ
ほどのことが達成されてきたか、そして
より多く達成するべき、大きな可能性
があるかを、欧州特許情報の正規ユ
ーザである皆さまは、ご存じでしょう。 
 
この戦略計画によって、続けて私たち
の成功の上に築き上げられること、そ
して世界をリードする特許情報提供
者としての EPO の地位を維持するこ
とに、ゴーサインが出されました。 
 

1.特定レベル PATLIB センターに認定されるためのサービスポートフォリオの
定義 
PATLIB サミットは、欧州全域のユーザに対し特許関連イノベーション支援
サービスの品質を保証するために、スタッフが基本教育プログラムを修了した
段階の PATLIB センターには「一般 PATLIB センター」として認定されるため
のミニマムサービスポートフォリオを導入し、ミニマムサービスポートフォリオを超え
るサービスを提供する PATLIB センターには、「上級」および「優秀」サービス
ポートフォリオを導入することを推奨する。 
 
2.PATLIB 特許情報センターおよびそのスタッフの学習と継続的な発展のた
めのパッケージの提供 
PATLIB サミットは、PATLIB センターの設立および発展をサポートするため
に、以下のパッケージを作成することを推奨する。 
 －新しい PATLIB センターの紹介パッケージ 
 －既存のセンターに対する継続的な支援と実践的な訓練 
 －年次 PATLIB カンファレンス 
 －有用な資料と知識の中心プール 
 －PATLIB のネットワーク内および PATLIB センターと他の関連機関・関
係者との間の国際交流プログラム。 
 
３．技術移転および革新の商業化のさらなる促進 
PATLIB サミットは、例えば、PATLIB センターがイノベーション分野におい
て、ほかの技術移転組織や企業などとパートナー関係に発展できるよう、セ
ンターのサービスポートフォリオの技術移転および事業関連の側面を強化する
ことを目的とする具体的な措置を定めることを推奨する。  
 
４．ネットワークを横断する交流 
PATLIB サミットは、PATLIB ネットワークが EEN やWIPO TISCなどの他
のネットワークと集中的に接触するよう促進し、協力可能性のある潜在的な
分野を特定し、知識の共有をさらに発展させるよう推奨する。 
 
5. PATLIB委員会 
PATLIB サミットは、既存の PATLIB 委員会の任務を拡大して、PATLIB
ネットワークに影響を与えるさまざまな事案について、PATLIB 委員会が
EPO の顧問の役割を行うよう推奨する。 
 
６．専門家ネットワークの確立 
PATLIB サミットは、EPO によって調整され、他の PATLIB センターおよびエ
ンドユーザー対象の活動に関する教育とコンサルティングを提供できる特定分
野の専門家のネットワークを構築することによって、PATLIB センターの既存
の優れた専門知識を活用するよう推奨する。 
 
７．最新技術の活用 
PATLIB サミットは、可能な限り最も効率的な方法で上記の推奨事項を実
行するために、最新の技術を最大限に活用することを推奨する。 

 

Richard Flammer 

ユーザと緊密に連絡を保つことも、常
に私たちの戦略の重要な要素です。
それを念頭に置き、ブカレストで開催
される今年の特許情報会議のプログ
ラムをご覧になることをお勧めします。
そして多くの皆さまにお会いできるのを
楽しみにしています２。 
 

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

1) epo.org/news-issues/news/2019/20190418.html 
2) epo.org/pi-conference 
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EUROPEAN  PATENT REGISTER  

新しい機能やサービスの導入後に実
施されたこの調査では、前回調査
以降のユーザプロフィールの変更、そ
の時点で記録された高い満足度が
維持されているかどうか、および将来
のユーザのニーズや要望を特定しま
した。 
 
Kantar TNS Info Research A
ustria が、EPO に代わってこの調
査を実施しました。 
 
合計 314 のオンラインアンケートが
完了し、そしてすべての回答が慎重
に分析されました。 主な調査結果
は次のとおりです： 
 
－弁理士やその他法律実務者が 4
9％で、再び最大のユーザグループを
構成しています。 
 
－全体的なユーザ満足度は非常に
高く、93％です。 
 
－近年新しいサービスとして導入さ
れた Federated Register（統合
欧州特許登録データベース）に対
するユーザの満足度は 88％です。 
Global Dossier とともに、Federa
ted Registerは、European Pat
ent Register で最も使用されてい
る機能の 1 つです。 
 
 

Fig.1：93％のユーザがEuropean Patent Registerに満足している、または非常に満足しています。これは非常に良い

結果です。 頻度の低いユーザ（月に1回またはそれより少ない頻度で使用するユーザ）だけが、やや満足度が低いで

す。  
   

Fig. 2: Federated Registerを知っている人の88％が満足している、または非常に満足しています。 

Fig.3：Register Alertサービスに対する全体的な満足度は依然として高いレベルにあり、80％以上が少なくとも満足

しています。 2013年と比較してスコアは数値的に低くなっていますが、その差は統計的に有意ではありません。 

－Register Alert service の平
均使用時間が増加し、3 つ以上の
アカウントを持つユーザ数が 3 倍に
なりました。全体的な満足度は
81％で、非常に高いままです。 
 

－前回の調査よりも少ない要望が寄
せられました。受け取った情報のほとん
どは、特定の情報の表示方法の改
善 、 検 索 オ プ シ ョ ン の 追 加 、
Federated Register お よ び
Global Dossier サービスに追加され
た国をもっと見たいという要望に関連
していました。 
 

この調査では、その他多くの興味深い
情報が得られました。これらの情報は
すべて EPO がサービスの向上を継続
するのに役立ちます。事務局は、調査
に参加したすべての人に感謝します。 
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2018年末に、EPOはEuropean Patent Registerユーザを対象に 
満足度を確かめるために調査を実施しました 

欧州特許登録データベース「European Patent 

Register」は調査によると93％の満足度 
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EUROPEAN  PATENT REGISTER  

European Patent Registerは、
ユーザからのフィードバックに基づいて
常に改善されています。新しいバージ
ョンが 5 月にリリースされました。以下
の新機能が含まれています: 
 
－ European Patent Register
への URL は、EP 出願番号または
EP 公報番号のいずれかに基づくこと
ができます。以前は、EP 出願番号
のみ使用可能でした。 

－オンラインヘルプは、追加のトピック
（リーガルステータスや RSS フィードな
ど）を含み、改訂された展開/折りた
たみ可能なインデックスにより改善され
ました。 
 
－PCT 出願については、欧州段階の
前に出願人/発明者に変更があったこ
とを示す新しいイベントが追加されまし
た（イベント名："Change – 

今年初めに、European Patent 
Register はマルタおよびモロッコの登
録原簿への直接リンクを提供し始め、
Federated Register に参加してい
る国の総数は 37 になりました。詳細
については、Patent Information 
News 1/2019 を参照してください。 
 

ESPACENET  

Espacenet で検索可能な書誌デー
タは、EPO の内部マスター書誌データ
ベースである DOCDB に基づいていま
す。 DOCDB には長い歴史があり、
長年にわたってアクセント、ウムラウト、
セディーユなどの発音区別符号の取り
扱いが変わってきました。 たとえば、
1990 年代には、発音区別符号付き
の名前は含まれていなかったバージョン
に変換されました。 このようにドイツ語
の名前 「Müller」は 「Mueller」として
再現されました。 後のデータベースで
は、発音区別符号を扱うことができる
よ う に な り ま し た 。 そ れ 以 降 、 
「Müller」はデータベースの中にそのよ
うに格納されることがよくありました。 

現在、Espacenet が使用しているデ
ータベースは、Unicode 文字セット
（UTF-8）でデータを格納していま
す。 発音区別符号付きの文字やロー
マ字以外の文字をサポートしていま
す。 しかし、発音区別符号が過去に
は常にサポートされていなかったことを
考えると、それらは必ずしも正しく表現
されていない可能性があります。 
 
さらに、DOCDB は 90 を超える特許
庁からデータを受け取ります。 例え
ば、ある特許庁によっては、名前を正
しく表示する EPO の機能に関係な
く、「Müller」という発明者を「Muller」
と記録することも考えられます。 

スマート検索では、in = "muller" 
or “mueller"という表現で、EPOの
データベース内で変形可能なすべ
て、「Müller」、 「Muller」、および 
「Mueller」が検索されます。 
 
発明者の名前の具体的なケースで
は、EPO は名前全体の大文字化の
中止を検討しています。 代わりに小
文字を使用することを計画していま
す。これにより、発音区別符号を保
持できます。 
 

 
名前を検索するときは、発音区別符
号付きのローマ字を入力できますが、
Espacenet はデータベースに存在し
ていても、あたかもそれらが存在しない
かのようにそれらを検索することに注意
してください。 
 したがって、発音区別符号付きの名
前（Müller）を検索する場合は、
発音区別符号を付けない名前
「Muller」で検索することをお勧めしま
す。また、名前が特定の方法で変換
さ れ た 可能性 が あ る 場 合 は 、 
「Mueller」も検索します。 
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欧州特許公報  
2019年1月～6月 

 

 
   

 
 

 
 公報コーナー 

   
      
     
       
       
    
   

EP-A 公報                                                                                  
EP-A1                                1,687              43,857           10.7%      
EP-A2                                    65                1,700             9.0%    
EP-A1 + A2の合計              1, 752              45,557           10.6%          
A1+A2の合計に占めるEP-A1の割合                   96.3%            0.1%                
EP-A3                                    55                1,429           -45.6%      
EP-B公報                                                                                    
EP-B1+B2                          2,642              68,703            6.7% 

2019年の     2019年の   2018年から 
週平均     1月-6月の合計            の変化 

 

新しいリリースでEuropean Patent Registerに
さらなる改善がもたらされます 

 applicant or inventor" （変更 
- 出願人又は発明者））。 
  
－Register Alert サービスで、監視
対象出願の説明フィールドの最大文
字数が 50 から 100 に増えました。 
 

Espacenetで 「Müller」を探す方法について疑問に思ったことは  

ありますか？  発音区別符号付きの名前の検索 

 

－株式会社ワイゼル訳－ 

「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。  



ESPACENET  

新しいEspacenetによる高度な検索 
新しいEspacenetには、いくつかの新機能が含まれています。 この記事ではそれらのいくつかについて説明します。 

新しい Espacenet のスマート検索ボ
ックスでは、検索語を入力するだけで
す。 事前の検索に関する知識は必要
ありません。 しかし、検索条件を正確
に（かつ複雑に）組み合わせて検索
を絞り込む必要がある場合もありま
す。 この記事ではそのためのヒントをい
くつか紹介します。 
 
これまで、Espacenet の高度な検索
画面でさまざまなフィールドに条件を入
力すると、それらの条件は自動的に
AND 演算子と組み合わされていまし
た。 新しい Espacenetでは、高度な
検索がより柔軟になり、利用可能なす
べてのフィールドと利用可能なすべての
演算子を組み合わせることができま
す。 

 
1 つのフィールドに複数の単語を入力
する場合は、そのフィールドに次の演
算子を使用できます： 
 
- Any：ボックス内の単語の少なくと
も 1 つを含むすべての文書を検索し
ます（これは従来の OR 演算子に
相当します）。 
 
- All：ボックス内のすべての単語を
含む文書を検索します（これは従来
の AND演算子に相当します）。 
 
- =：入力した正確な語句を含む
文書のみを検索します。 
 
近接演算子を使用すると、検索語
間の距離、それらの順序、およびそれ
らが同じ文または段落のどちらに出現
するかを指定できます。 

 
必要な数のボックスを追加して、正しい
フィールドカテゴリ（「名前」など）を選
択するだけです。 カテゴリヘッダーの横
にある下向き矢印をクリックして、2 番
目のドロップダウンメニューを開き、特定
の検索フィールド（「発明者」など）を
選択することもできます（図 3 参
照）。 

を含む検索が、「accumulator」
という用語を同義語・類義語とし
て追加することによって検索範囲
が広げられます。 
 
グループ化は、クエリ部分をネスト
するために単一行検索で大括弧
を挿入するのと同じことであり、複
雑なクエリを作成することを可能に
します。 視覚的表現は、概要お
よび部分的なエラーを発見するの
に役立ちます。 
 
高度な検索について見逃していま
せんか？ 
単一行検索ボックスをクリアにする
か、「Reset」をクリックしてくださ
い。 これにより、Espacenet の現
在の 「高度な検索」に対応する
一般的な高度な検索フィールドが
生成されます。 検索要求を実行
すると、検索フィールドが実際に使
用したものに絞り込まれます。 上
記のすべての柔軟性を使用して、
結果のクエリをいつでも編集および
改善できます。 
 
あなた自身のためにこれらの新機
能を試してみてください: 
epo.org/espacenet-beta 
 

図3 

検索後のグループ化 
選択した検索語に同義語・類義語を
追加する必要がある場合は、「→ 
Group」をクリックすると現在のフィー
ルドがいわゆるグループに変換され、2
番目の検索フィールドが開くので、たと
えば同義語を追加することができま
す。図 4 では、「battery」という用語

図 2 

 
図 2 のクエリは、単語「charger」
が単語「battery」から 3 ワード以
内に存在するすべての文書を取得
します。 
 
検索フィールド 
合計 22 のフィールドとそれらの組み
合わせを検索に使用できます。 デ
フォルト設定は「すべてのテキストフィ
ールドまたは名前」です。 これを選
択すると、テキストベースのフィールド
に検索語が含まれているすべての文
書が検索されます。  たとえば、
「Smith」と入力すると、発明者ま
たは出願人の名前が「Smith」であ
る文書、およびタイトル、要約または
全文に「Smith」という単語がある
文書が検索されます。 

演算子 
AND、OR、NOT を使用してフィー
ルドを組み合わせることができます
（図 1参照）。 

図 1 
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pd = "2012" AND ti = "battery" pd = "2012" AND (ti = "battery" OR 
= ti "accumulator") 

 
 
 
 
 
 
 
 
図4：その上に示されている単一行 

検索と同等の単語 「accumulator」
を同義語として追加することによ

り、 「battery」の検索範囲を広げ 

ます。 

 

Espacenetの新しい高度

な検索の利点は次のとお

りです : 
－画面上部のシングルライン検索と常に 
同期しています。 

 －利用可能なすべての検索フィールドと 
演算子を使用するのに役立ちます。 

 －あなたの質問のわかりやすい視覚的 
表現を表示します（フィールドは 
グループごとに 1色で表示されます）。 

－複雑な単語の検索（近接演算子 
など）のドロップダウンメニューがあり
ます 

 

 
 

 

－株式会社ワイゼル訳－ 



  

 色々な機構が、3年任期のSACEP
O/PDIメンバーを推薦するように求め
られます。現在の任期は、2018年1
月から始まり、2020年の終わりまで
続きます。現在の構成員での第2回S
ACEPO/PDI会議は、今年の3月21
日にウィーンのEPOで開催されまし
た。 
 
EPO戦略計画 
会議の議長は、欧州特許機構管理
理事会の 6 月の会議に戦略計画を
提出するという EPO長官の意向を説
明しました。行われているパブリック・コ
ンサルテーションを長官が重要視する
こ と を 、 議 長 は 述 べ ま し た 。
SACEPO/PDI 会議以降、戦略計
画は EPO のウェブサイトに公表されて
います。 

 
データ 
PCT 国際出願の国内段階へ移行す
るか、移行しないかに関するデータにつ
いては、これまでの数回の会議で多く
の議論が生み出されました。PCT 国
際出願が非常に多いため、その行く末
を知ることがいかに重要であるかを、メ
ンバーたちは強調しました。EPO は、
2019 年の会議でこの問題がほぼ解
決されており、ユーザが要求した殆どの
データが利用可能になったことを報告
しました。それは大きな進歩であり、高
く評価されていることを述べて、メンバ
ーたちは EPO に感謝しました。 

 
リーガルイベントデータに関する広範
な議論の中で、この会議では、意匠
に関するデータ、補充的保護証明
書、米国引用データ（特に「付与前
引用」）、イタリアからのデータと特許
に関する裁判所判決等の問題を解
決しました。 
 
新しい Espacenet 
Espacenet の新バージョンも議題に
なりました。SACEPO/PDI メンバー
が、新バージョンに慣れるのに十分な
時間を確保するため、新バージョンと
並行して現在のバージョンも利用可
能にするという保証を求めました。事
務局は新バージョンの Espacenet
に関する書類と研修を用意すること
を確認しました。 
 
ユーザは、EPO が Espacenet にお
ける化学構造式検索の実現を検討
することを求めました。 
 
統合データベース（Federated  
Register） 
SACEPO/PDI メンバーは、Europ
ean Patent Register の統合デー
タベース（Federated Register）
におけるリーガルステータスデータの表
示についての相談も受けました。そし
て、「フルビュー（full view）」 と 
「コンパクトビュー（compact vie
w）」から選択できるという考えが気
に入りました。さらに、SACEPO/PDI
メンバーは、国内レベルでの欧州特
許の補充的保護証明書に関するデ
ータの表示方法を検討するように事
務局に求め、事務局はそれに取り組
むことに同意しました。 
 

次回の会議 
次回の SACEPO/PDI 会議は
2020 年 3 月 19 日に開催される
予定です。読者の皆さまが会議の前
に直接意見を伝えることができるよう
に、オンラインで利用可能な小委員
会のメンバーのリストをこの記事に記
載します。 
 

1) SACEPO/PDI is a sub-committee of SACEPO (the 
Standing Advisory Committee before the EPO) – see 
epo.org/about-us/office/sacepo.html. 
2) epo.org/news-issues/news/2019/20190418.html 
3) epo.org/about-us/services-and-activities/ 
Consultingourusers/sacepo/members/pdi.html 
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SACEPO/PDI メンバーリスト 2018-2020 

氏名 国名コード 所属機構 推薦機構 
Gassner, Birgitta AT epi epi 
Leyder, Francis BE 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 BPIP 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  

 

  ユーザとの対話 

 

SACEPO/PDI – EPOにおけるユーザの公式の声 
EPOの全ての公的機構および委員会の中には、特許文献および特許情報に関して                  
長官に正式に助言する団体SACEPO/PDIがあります１。 

 

－株式会社ワイゼル訳－ 

http://www.epo.org/about-us/office/sacepo.html
http://www.epo.org/news-issues/news/2019/20190418.html
http://www.epo.org/about-us/services-and-activities/Consultingourusers/sacepo/members/pdi.html
http://www.epo.org/about-us/services-and-activities/Consultingourusers/sacepo/members/pdi.html


アジアからの特許情報  

アジアからのニュース 
5月 1日から新天皇の年 
5 月 1 日、徳仁天皇が即位されました。新元号「令和」（美しい調和）のも
と、新しい時代の幕が開きます。日本はキリスト教の西暦の代わりに和暦を使用
するため、これから日本語の書類の日付は、例えば、令和元年 5 月 1 日の場
合、2019 年 5 月 1 日を指します。日本特許庁（JPO）のデータベースには、
日本語検索インタフェースに「R01.05.01」と表示されます。 
 
新しい J-PlatPat：英語インタフェースのいくつかの新機能 
JPO は、2019 年 5 月に新しいバージョンの J-PlatPat 検索システムを開始し
ました。J-PlatPat は、日本の特許、実用新案及び他の知的財産権に関するデ
ータにアクセスするための主要な無料オンラインソースです。英語インタフェースには
いくつかの新しい機能があります。例えば、審判手続のためのより多様なリーガルイ
ベント、頻繁な更新(以前の 3 週間に 1 回から 1 日に 1 回)、およびニューラル
テクノロジに基づく機械翻訳サービスの向上です（9 ページの詳細記事をご覧くだ
さい）。 
 
ミャンマーが最初の専門特許法を可決 
ミャンマー連邦議会は、3 月 11 日に国の歴史で最初の専門特許法
(Pyidaungsu Hluttaw 法 No. 7/2019 と呼ばれる)を可決しました。この特
許法は、最近施行された商標法と同様に、大統領の通知を受けた後で発効さ
れます。 
 
特許法の最も顕著な特徴は下記の通りです。 
－特許と実用新案(「小特許」として知られる)の導入 
－特許出願日から 20 年間および小特許出願日から 10 年間の権利存続期
間 
－特許要件としての新規性、進歩性および産業上の利用可能性、小特許は進
歩性を有しなくてもよい 
－英語とビルマ語での出願は可能、登録官の要求に応じて必要とされる他の言
語の翻訳証明書 
－パリ条約に基づいて優先権を主張することができる 
－出願日/優先日から 18 ヵ月後の公開 
－出願後 36 ヵ月以内に出願人の実体審査の請求 
－医薬品の保護はない（2033 年 1 月 1 日までに後発開発途上国の適用
除外） 
 
更 な る 詳細 は 、 EU 東南 ア ジ ア IPR ヘ ル プ デ ス ク ウ ェ ブ サ イ ト 
(Tilleke&Gibbins による掲載記事)をご覧ください。 
 
マレーシア：新しいバージョンの IP オンライン 
マレーシア知的財産公社（MyIPO）は、最近新しいバージョンの IP オンライン
サービスを開始しました。IP オンラインサービスは、マレーシアの特許および実用新
案検索のための IP オンライン検索機能を含む IP マネジメントシステムです。 
 

「高度な検索」（Advanced search）画面には、30種類を超える検索フィー
ルドがあります。以前のバージョンと比較して、新しいIPオンラインは多数の機能が
追加されました。例えば、特定のリーガルステータス、特定の出願種類（国内出
願、PCT出願、実用新案等）、または更新手数料の次の支払日によって、検
索を絞り込むことができます。日付の場合、ユーザは単一の日付または日付の範
囲で検索することは可能です。検索インタフェースには、特定の検索フィールドに
対する多数のヘルプ機能も含まれます。例えば、IPCまたはCPCクラスの統合検
索ツールおよび特定の出願人の検索機能です。IPオンラインは無料ですが、一
部の検索機能へのアクセスには登録が必要になります。また、全文は、料金を支
払った場合のみご利用いただけます。 
 
IPオンライン検索ツールは、IPオンラインウェブサイトを通じて、アクセスすることがで
きます。 
 
シンガポール：AI関連出願の早期審査 
シンガポール知的財産局(IPOS)は、4月26日に人工知能（AI）に関連する
特許出願の早期審査を提供することを発表しました。他の技術分野の平均2年
間と比べて、AIに関連する特許出願の審査はわずか6ヵ月間になります。AI関
連技術分野の対象とされるのは、画像認識、音声認識、自然言語処理及び
自律システム等の技術です。IPOSは、2018年4月以来、フィンテックに対して
同様な早期審査を提供しています。 
 
さらなる情報については、IPOSのプレスリリースおよび2019年4月26日のザ・ス
トレーツ・タイムズ(The Straits Times)の記事をご参照ください。 
 
更なるアジアニュースは、epo.org/asia の最新セクション(Updates section)
をご覧ください。 
 
1) southeastasia-iprhelpdesk.eu/en/content/myanmar-passes-patent-law 
2) iponline2u.myipo.gov.my/myipo/www/ 
3) ipos.gov.sg/media-events/press-releases/Index/ 
4) straitstimes.com/business/economy/singapore-to-offer-worlds-fastest-patent-application-to-grant- for-

ai-inventions 
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%84%E3%83%BB%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%84%E3%83%BB%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%BA
http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/en/content/myanmar-passes-patent-law
http://www.iponline2u.myipo.gov.my/myipo/www/
http://www.ipos.gov.sg/media-events/press-releases/Index/
http://www.straitstimes.com/business/economy/singapore-to-offer-worlds-fastest-patent-application-to-grant-for-ai-inventions
http://www.straitstimes.com/business/economy/singapore-to-offer-worlds-fastest-patent-application-to-grant-for-ai-inventions


  

新しい J-PlatPat には、3 つの主な改
良点があります： 
－より使いやすく 
－タイムラグがほとんどない 
－すべて英語に 
 
より使いやすく 
他の多くのデータベースの設定例に従っ
て、J-PlatPat は現在ランディングペー
ジに "Simple Search"を提供してい
ます。 それはあなたが同時に数やキー
ワードを入力してそしてあらゆる種類の
知的財産権を横断検索することができ
ます。 日本の番号付けシステムでは、
自分が扱っている権利の種類を示すこ
とはできず、出願番号と発行番号に同
じ番号形式を使用しているため、これ
は非常に便利です。 
 
タイムラグがほとんどない 
出願のリーガルステータスを確立するこ
と（たとえば、FTO 調査の場合など）
は、ますます重要性を増しているため、
リーガルイベントデータの迅速な公開に
対する需要が高まっています。 日本特
許庁は、ほぼリアルタイムでリーガルイベ
ントデータを提供することで、この要求
に応えています。 今日起こるイベントは
明日までに J-PlatPat データベースに
表示されます。 
 
すべて英語に 
新しい J-PlatPat が発表されるまで
は、日本の出願の詳細なリーガルステ
ータス情報は日本語でしか入手できま
せんでした。 新しい機械翻訳ツールの
おかげで、同じ情報が英語でも提供さ
れるようになったため、新しい言語を習
得する必要がなくなりました。 日本語
と英語との間に発行の遅延はありませ
ん。 
 

図 1: J-PlatPatのシンプルサーチ: 種別コードの違いを知る必要がない 

これまでのところ、申請を許可または拒
否する決定までのファイル内の文書の
みが利用可能であり、日本語のみで
す。 ただし、新しい J-PlatPat では、さ
まざまな裁判手続きのためにファイル内
の文書を表示することもできます。 新
しい機械翻訳ツールのおかげで、すべて
の文書は英語でも入手可能です。 
 
新しい J-PlatPat の詳細 

新しいJ-PlatPatにはまだまだ多くの情
報があります。 自分なりの使い方を見
つける方法を説明しているガイドは、E
POのアジア特許情報Webページ 

（epo.org/asia）で利用可能で
す。 あるいは、Eメール（asiainfo@e
po.org）でEPOのアジアチームに意
見や質問を問い合わせることもできま
す。 

図  2: 最新のリーガルイベント情報：2019年 5月21日検索 

図 3: 機械翻訳されている裁判関連  

電子ファイルの検索が可能 

機械翻訳の中には、最初少し厄介に
思うものもあるかもしれません。 この新
しいツールはニューラルテクノロジをベー
スにしているため、時間の経過とともに
学習し、翻訳フィードバックボタンを使
用して学習することができます。 
 

日本の特許出願の電子ファイル閲
覧は、最初は国内特許庁の審査官
用として、その後 IPDL（J-PlatPat
の前システム）、そして旧 J-PlatPat
を介して一般にも公開されており、約
10年前から利用可能でした。 
 

1) j-platpat.inpit.go.jp 
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新しい J-PlatPat 
 5 月上旬、日本で新しい天皇の時代が始まりました。それは「令和」、美しい調和（beautiful harmony）を意味します。 
また、日本特許庁の公式データベースである新しい J-PlatPat の発表により、日本の特許データの検索者にとっても新しい 
時代の始まりとなりました。 
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ジュール・ヴェルヌの著名な小説の中
で、主人公のフィリアス・フォッグは８０
日間で世界を一周する壮大な旅に乗
り出し、世界中の「既知の国と未知の
国」を発見し、探検します。 
 
今年の East meets West フォーラ
ムは、この古典的な物語と多くの点で
類似していました。 かつては東アジア
だけが目的地だった同フォーラムは、今
や全世界の特許情報を網羅してお
り、アジアの特許情報における「既知」
と「未知」の目的地の両方を探究し発
見できる豊富な機会を提供していま
す。 しかし、フォッグが世界中を冒険す
るのに 80日を要したのに対し、それか
ら 1 世紀余り経った East meets 
West フォーラムでは、たった２日間で
それができました。 
 
新しい目的地、「ホワイトスポット」とデ
ィスカバリーゾーン 
ヴェルヌの小説のように、新しい土地を
探検し発見することが、今年の East 
meets West フォーラムのアジェンダ
の中で最も重要なことでした。 「ホワイ
トスポット」とニッチ市場を探して、意思
決定者はあまり知られていない特許
情報の目的地にますます関心を寄せ
ています。  今年のフォーラムでは、
ASEAN 地域にスポットライトを当てま
した。 
 
東南アジア諸国連合（ASEAN）
は、シンガポールからフィリピンまでの
10 カ国で構成されており、特許情報
を含め、ますます重要度が高まってい
ます。 90 分間のセッションで、ユーザ
と ASEAN各国特許庁の代表者たち
は、当該地域からの特許データについ
ての互いの経験と模範事例を交換し
ました。 
 

彼らはそれぞれ自国の特許システムと
検索ツールを紹介し、欧州特許の有
効化の手続きについての情報も提供
しました。 
 
湾岸協力理事会（GCC）の各国特
許庁からの代表者は、それぞれの管轄
地域におけるいくつかの新しい展開に
ついて紹介しました。 数年前、年に 2
回だった公報の発行頻度が、今は月
に 1 回に増加し、すべてのデータが英
語とアラビア語の両方で利用できるよう
になりました。 しかし、ユーザはまだリー
ガルステータスデータや審査報告書に
アクセスすることができません。 
 
検索ツール：新 J-PlatPat の初見 
East meets West は、常に新しい
検索ツールやデータベースを探求し発
見するフォーラムです。 今年のフォーラ
ムでは、多様な新しいオンライン情報
源に関する概要と詳細な説明がなさ
れました。マレーシア知的財産公社
(Intellectual Property 
Corporation of Malaysia）  の
Redzuan Bin Ali氏は、その情熱的
なプレゼンテーションの中で、2018 年
12 月に開始された新しい IP 管理シ
ステムを紹介しました。それにはマレー
シアの特許と実用新案を検索するため
の IP オンライン検索機能の新バージョ
ンが含まれています。 
 

日 本 特 許 庁 （ JPO ） か ら の
Yoshiyuki Osabe 氏は、5 月の正
式リリースの数週間前に、J-PlatPat
検索システムの新しいバージョンを少し
だけ披露してくれました。 新バージョン
の英語インターフェースには、裁判や控
訴手続きに関するより多様なリーガルイ
ベント、より頻繁な更新（従来のの 3
週間に 1 回から 1 日に 1 回）、およ
びニューラルテクノロジーに基づく改良さ
れた機械翻訳サービスのような、いくつ
かの新機能が追加されました。 
 
ロシア特許庁（ROSPATENT）が提
供するデータベースの、リーガルステータ
スデータに関するワークショップと、中国
の先行技術にアクセスするための検索
ツールの、最も効率的な使い方に関す
るセッションをもって同フォーラムのプログ
ラムは終了しました。 
 

特許情報と新技術 
これまでのフォーラムと同様に、第 4 次
産業革命に基づく技術が、フォーラムの
テーマとして再議論されました。 ロシア
特許庁の Olga Fedoseeva 氏と
Roman Korniets 氏は、知的財産
権の管理にブロックチェーン技術を導入
する構想および画像検索を可能にす
るために AI を導入する構想について
報告しました。 
 

ASEAN 各国特許庁の検索ツールを
介して、ほぼすべての ASEAN 諸国の
特許情報にアクセスすることが可能な
反面、そうすることで複数の課題が発
生しました。 ユーザがさまざまな検索イ
ンターフェースに精通していなければな
らないだけでなく、たとえば、外国語やさ
まざまなナンバーフォーマットも処理しな
ければなりませんでした。 フォーラムの
参加者たちは、各国のデータベースごと
にそれぞれ検索する必要を避けるため
に、すべての ASEAN 諸国特許庁から
のデータを有する単一の検索ツールが
好ましいと述べました。参加者たちは、
EPO に対し、Espacenet における
ASEAN 諸国の書誌データおよびリー
ガルイベントデータの収録範囲を拡大
するよう強く勧めました。 
 
ASEAN 諸国のほかにも、参加者たち
は特許情報のさらなる新興地域を探し
ました。 今回の East meets West
では、初めて EPO の認証国を対象と
したワークショップを開催し、４カ国すべ
てから（カンボジア、モルドバ、モロッコ、
チュニジア）代表者が出席しました。 
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アジアの特許情報に関するEast meets Westフォーラムが、2019年4月17-18日に開催されました。 

２日間で特許情報の世界を一周し・・・ウィーンに戻る 
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協力、信頼に基づく対話、そして大き
な成果のためのフォーラム 
BASF の Peter Kallas 氏は、2 日
間のフォーラムに対する個人的な見解
でこのイベントを締めくくりました。 同氏
は、PDG IMPACT ユーザグループの
議長として、2000年代初頭の初めか
ら East meets West フォーラムに貢
献してきました。 同氏は、リーガルステ
ータスデータの膨大な拡大、テキスト
検索可能な全文、高品質の機械翻
訳ツールなど、過去 20 年間の最も重
要な成果のいくつかを振り返りました。 
同氏は、近年の多くの成果に貢献して
きた専門家、参加者、そしてユーザー
コミュニティの間の協力のためのプラット
フォームとしての、East meets West
フォーラムの重要な役割を強調しまし
た。同氏は、 「East meets West フ
ォーラムは、建設的で開かれた、信頼
に基づく対話の力が、特許情報をさら
に進歩させてきた場所として私の記憶
に残るでしょう」と述べました。 
 
詳細は、 epo.org/emw をご覧くだ
さい。 
 

図 1: Linked open EP dataのホームページ 

2018 年 4 月から、欧州特許庁は、
欧州の特許公報、特許出願ならびに
その技術分類体系である Cooperati
ve Patent Classification（CPC）
に関する linked open data への無
料アクセスを、一般に提供し始めまし
た。これにより、データ科学者や Web
開発者、学者、企業に至るまで、誰で
も特許データを他の情報とより簡単に
組み合わせることができるようになりまし
た。 
 
昨年の利用統計をみると、欧州の特
許データにアクセスできるこの新しい方
法に大きな関心が寄せられていることが
分かります。 2018年 4月から 2019
年 3月の間に、EPO ウェブサイトの lin
ked open EP data ページには、約

26,000 回のアクセスがありました。こ
れには、固定 URI を介してデータを
取得するために使用されるアプリケー
ションプログラミングインターフェイス（A
PI）への約 8000回のアクセス、およ
び約 600 万回の個別の API 要求
が含まれます。 
サンプル SPARQL クエリおよびカバレ
ッジ情報も、最近、linked open EP
 data の Web ページに追加されまし
た。これらは epo.org/linked-data
からアクセスできます（図 1 を参
照）。ユーザーガイドもあります。 
 
他のユーザと EPO の linked open 
data について議論するためには、 
https：//forums.epo.org/linke
d-open-ep-data-102 にあるディス
カッションフォーラムにアクセスしてくださ
い。 
 

参加者たちはさらに、IOT 関連の発明
に対する JPO の分類（「ZIT コー
ド」）と、JPO の AI 関連技術に関す
る新しい事例（特許審査事例：JPO
のホームページに掲載）についても学
びました。 これらは、AI関連発明に適
用可能な説明と進歩性の要件を人々
が理解する上で役立つと思われます。 

  

PASTATオンラインの追加チャート 
PATSTAT Online に最近導入され
た初心者モードで、事前定義された統
計用の追加チャートが提供されるよう
になりました。 棒グラフは、特許庁、居
住国、出願人または発明者の標準化
された名称、および分類によるランク付
けを示します。 
 
最も早い出願日または公開日を使っ

たタイムラインも利用可能です。 これ
らの事前定義されたチャートを利用す
ると、ユーザは任意のドキュメントセット
を視覚化して作成することができるた
め、基礎となるデータを誤って解釈す
るリスクを最小限に抑えることができま
す。 
 
詳細は、epo.org/pastatをご覧くださ
い。 
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EPO特許情報カンファレンス2019 
登録受付中 
２０１９年 10 月 29 日から 31
日までルーマニアの首都、ブカレスト
の JW マリオットホテルで開催される
今年の EPO 特許情報会議は、
今年も欧州で最大の特許情報専
門家たちの集いになるでしょう。 
 
カンファレンスの各プログラムの内容
は以下の通りです： 
－新しい Espacenet や特許分
析のためのツールなど、欧州の特許
情報の最新動向に焦点を当てる。 

－データの開発、弁理士と特許サーチ
ャーとの関係、および分類システムに
関するセッション 
 
－特定の問題に関する深い意見交
換のためのディスカッションラウンド 
 
－特許期間の延長、特許分析、リー
ガルステータスの検索などをテーマとす
る 10月 28日および 31日の研修 
 

何よりも、EPO 特許情報会議は出
会いの場であり、特許サーチャー、各
国特許庁の職員、および商用特許
情報プロバイダーが意見や経験を交
換するために集まるイベントです。 
 
詳細およびカンファレンスの登録情報
は、epo.org / pi-conference を
ご覧ください。 
 

EPO年次報告2018-豊富な統計

情報 
EPO の 2018 年の年次報告書
が、EPO の Web サイトで公開中で
す。 年次報告書には、特許出願、
特許登録および異議申立に関する
データを含む、欧州特許庁のすべて
の主要な活動の概要が含まれていま
す。 
 

また 2018 年と過去 4 年間の比較
および欧州特許に関する主な品質
指標のいくつかが掲載されています。 
 
PDF や XLS 形式で大量のデータを
提供するダウンロードセンターもありま
す。 
 
詳細は以下のリンク先をご覧くださ
い ： www.epo.org/annual-
report2018 
 

epo.org  
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