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中国と韓国にスポットライトを当てた
「East meets West」フォーラム2008
予想通り、中国特許情報の問題が、この4月の「East meets West in Vienna」
フォーラムの議題のトップを飾りました。6年目の開催の今回が、EPO長官
によって開かれる東アジア特許情報フォーラムの初年度となりました。
2002年の開始時には、約50人の専

ユーザの要求に応じて、対象国の範

議長であるStephen Adams氏はフォー

門家の小さなグループがフォーラム

囲は今年さらに広げられて、インド

ラム終了後にグループの所見を示

に参加し、オーストリアの首都に集

やベトナムを含むようになりまし

し、中国公報を無視するわけにはい

まって日本の特許情報について議論

た。

かないことを参加者に指摘しまし
た。EPO長官のAlison Brimelow女史が

しました。長年にわたって、話題の
中心はシフトしており、急成長する

ヨーロッパと中国の専門家のワー

他の２つの経済国、中国と韓国がプ

クグループが今年のフォーラムの前

ログラムに取り入れられています。

に集まって、重大な問題である中国
特許データの利用可能性と完全性に

開会の辞で強く主張したように、中
国の発展に関する情報を提供し続
け、将来的に中国特許データへのよ
り完全なアクセスを得ることが重要
です。

ついて議論しました。
page 2へ続く >

June 2008

|

Patent Information News 2 2008

PAGE

2
今年のフォーラムの各議論のすべて
のプレゼンテーションや詳細報告を
含む全資料は、www.epo.org/aboutus/events/emw2008/programme.html.
に載っています。

「East meets West in Vienna」2008 の主要議題

中国の話題を続けると、中国特許
庁の代表者は、2008年4月26日の「世
界知的所有権の日（World IP Day）」

言語横断
特許検索

現在、東アジアの原語公報を検索するために英語の
キーワードを用いることが、特許情報化社会で話題に
上っています。この方法によって、サーチャーは
言葉の壁を克服することができるのでしょうか？
www.epo.org/about-us/events/emw2008/programme.html
をご参照ください。

K2E-PAT

韓国語－英語機械翻訳ツールK2E-PATおよびKIPRISでの
検索実行は、アジアの特許情報のサーチャーにとって
常に大きな関心事となっています。詳しくは、
http://eng.kipris.or.krおよびwww.epo.org/patents/patentinformation/east-asian/translation/K2E-PAT.htmlを
ご参照ください。

FI/Fターム

日本のFI/Fタームは、あらゆる日本の特許文献に
アクセスするための独自の検索ツールです。
無料のFターム検索は、
www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdlへどうぞ。

中国語－英語
機械翻訳

中国特許庁（SIPO）および中国特許情報センター
（CPIC）は、2つの新しい中国語－英語機械翻訳ツール
を開始しました。確認は、www.sipo.gov.cn/sipo_English/
およびhttp://english.cnipr.com/enpatでどうぞ。

新しい
中国特許法

中国特許法は現在改正中であり、予定されている改正の
多くはヨーロッパの出願人に影響を与えることに
なります。詳しくは、www.epo.org/aboutus/events/emw2008/programme.html、もしくは
Patent Information Newsの1/2008号をご参照ください。

に、中国での正式な開始に先立って2
つの最新の中国語－英語機械翻訳ツ
ールの実演を行ないました。参加者
はこれらのツールに大いに感激し、
このことはEPO副長官のCurt Edfjall氏
による閉会の辞で、中国における機
械翻訳の開発の「飛躍的進歩」だと
称されました。

今年のもう1つの大きな話題は機械
翻訳と言語横断特許検索であり、韓
国語－英語機械翻訳ツールK2E-PAT

2008年のフォーラムは、以前の議
論のフォローアップを行なったり、

とKIPRISでの検索実行に関するプレ
ゼンテーションがありました。

東アジアのリーガルステータス情報

今年の「East meets West」は、実

など、さまざまな地域における大き

り多く開放された環境の中で専門家

な変化や改正を紹介したりするだけ

とユーザ間の情報交換を目的とした

でなく、「特許マッピング」などの

フォーラムが用意されていて、また

新しい話題も取り入れました。日本

しても大盛況でありました。参加者

のFI/Fタームは、あらゆる日本の特許

も初めて、ポスターセッションのお

文献にアクセスするための独自の検

かげで商用の特許情報製品に関する

索ツールであり、その話題が常に議

情報を得るとともに、東アジアの専

題の中心であった一方、アメリカの

門家と最近の発展について話し合う

弁護士による、中国特許法に対する

機会を得ました。

計画的変革の影響の概説や直に得た
経験の話が特に聴取者に受けていま
した。

最後に大切なことですが、「East
meets West」では、20カ国以上の国
からの約150人の参加者および代表
者がウィーンを満喫し、共に楽しみ
ました。
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論説

質の高い検索ツールと
質の高い特許サーチャー

私は、今日までに講じた手段を強
化するつもりでいます。データがイ
ンターネット上にあるからといっ

離任した前任者から受け継いだものの1つに、「バリア

て、簡単なインターネット検索をす

フリー」の特許情報という新しい概念がありました。

ればよいという間違った考えを世界
の人々が持たないようにしなければ

この遺産を構築することが私の仕事です。

なりません。特許検索は高度な技術
を要する行動で、ヨーロッパには、
私は、できるだけ多くの特許出願人

膨大な量のデータをワールドワイド

が、特許が付与される可能性が高まる

ウェブ上に放出して、必要な人がそれ

ように特許出願手続きを行なうことを

を見つけるのを待つだけでは十分では

望んでいます。しかしながら、これ

ありません。EPOは、互いの研究が重

Richard Flammer

果を持続させることが私の目的で

は、出願人ができるだけ入念に先行技

複することのないように科学者や技術

た。世界中のデータを価格表に基づい

す。

術を知るために自由に使える手段を有

者を支援するとともに、強力な特許出

てインターネットサービスに取り入れ

している場合にしか起こり得ません。

願を申請するために利用できる手段の

ることは大胆な手段でしたし、今日で

EPOの進行中の戦略的再生プロセスで

実現を真剣に望むだけでなく、もっと

も、特許庁自身が作成するのよりも

は、特許情報が特許制度の根幹である

積極的にならなくてはなりません。

多くのデータを提供することは異例な

とともに、この分野に対する特許庁の

質の高い特許サーチャーが必要で
す。この点で既に終えた良い作業結

ことです。EPOは、特許検索が複雑で
EPOは、20年以上の間、特許情報の

積極性が根本的に必要であることを認
識しています。

最も質の高い特許検索ツールと最も

難しい専門分野であること、さらには

提供において世界的なリーダーでし

EPOが特許データの公共利用を最大限

た。その所蔵の全データを一般に提供

にする指導的役割を担うべきだという

Richard Flammer

することを決めたのは、数年前でし

ことを鑑みて、これを行いました。

特許情報主席部長

EPOイベント

Search Matters 2008
「 Search Matters 2008」
「Search Matters」セミナーはEPOが年

ワークショップは、非特許文献、検索の

一部の講演は録音されており、EPO

に1回検索および文献調査作業方法の専

終了時点、東アジア所蔵文献の検索や、

ウェブサイト上のeラーニングモジュール

門技術を披露する場であり、今年は2008

コンピュータ実行発明、生物工学および

として、欧州特許アカデミー（European

年4月7～8日にかけて、200人の特許調査

マーカッシュ形式の検索などの技術に特

Patent Academy）で6月から利用できる

のプロがハーグに集いました。

化した題目を対象としていました。

ようになります。このことは、より広範囲
にわたる聴取者がEPOの情報や専門知識を

2日間にわたって、聴取者はさまざま

DG1審査部の副長官Thomas Hammer氏

4%

は歓迎の辞で質に着目して、EPOの最大

方は、www.epo.org/patents/learning/e-

との「デスク（at-the-desk）」セッショ

の出願人の一部の代表者も含まれている

learning.htmlからアクセスすることが

ンを享受し、その一方で、EPO審査官や

聴取者に、EPOの作業結果は受け取る出

できます。

その他の専門家は民間の特許サーチャ

願の質によってある程度決まることを指

ーに会って、共通の関心事の問題点に

摘しました。EPOは、出願準備を目的と

ついて議論する機会を最大限に活用し

して特許を検索する際に最良の仕事を行

ました。

えるように出願人グループの助けになり

講演題目には、EPOの検索ツールで

な利点は、EPOの検索ツールとプラクテ

ある、インターネット先行技術無料デ

ィスの質の保証と、そこから学ぶ機会が

ータベースがありました。

出願人に与えられることです。

2% 2%

3%

8%

59%

得るための一助となるでしょう。ユーザの

な講演、ワークショップおよび審査官

たいと願っています。このセミナーの主

聴取者プロフィール

22%

■ 中小企業
■ 民間の特許実務者
■ 民間または商業情報サービス産業

聴取者はどこから来ていたのでしょう？

■ 公的調査部門

89%以上は、企業、民間の特許実務

■ 公的すなわち非営利情報サービス産業

または商業特許情報サービス産業から

■ 行政（例えば、PATLIB）

来ていました。

■ その他
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インタビュー

「1つの時代の終わりではなく…」

CE: はい、おそらくこの2つは決して交
わることはないでしょう。一般の人が
保護されているものを知る必要がある

30年以上も最高幹部の立場であったCurt Edfjäll氏は、6月末にEPOを去る予定で

のは明らかですが、我々は曖昧になら

あることを発表しました。以下に掲載したインタビューでは、特に特許情報分

できないのです。これは、専門家の役

ないよう出願人に決して強いることが

割です。EPOは、特許検索技術者の未

野における彼の業績を振り返るとともに、将来的に発展していく特許分野に対

来を保証する手助けをするという責任
を負っています。

する彼の考えを述べていただきました。
Patent Information News (PIN):

2つ目の点は、特許のグローバル化、

Edfjallさん、あなたは EPOが 1977年に

今日の膨大な数の特許出願件数、世界中

向けて、あなたが誇りに思うことは何で

ミュンヘンで開庁されて以来ずっと

でロードをいかに共有するかという未解

すか？

いらっしゃいましたね。それほど多

決の問題です。

PIN: 今日の EPOの特許情報活動に目を

CE: 良い特許情報ツールを作成するのに

くの時間を過ごされた後に離れられ
るお気持ちはいかがですか？ 1つの
時代の終わりなのでしょうか？

役立つ新技術を使用するという難題に立

3つ目の変化は共同体特許なのです

ち向かったこと、世界中のデータをまと

が、まだ実現していません。共同体特許

めてINPADOCの遺産を存続させること

の確立の失敗は、おそらく確立したであ

Curt Edfjäll (CE): EPOでの私の生活はわ

ができたことです。

ろう場合と同じくらい重要です。

が子の成長を見守るようなものでした。
私は最初からそこにいました。その成長
を見守り、その成功を見つめてきまし

徹底した再構築です。特許庁の作業方

た。まるで子供を残して去るような気が

法はすっかり変わりました。

しますが、もうその子供は成長し、発達
し、成熟したのです。私がいなくても何
とかなります。ですから、その意味で
は、決して1つの時代の終わりではあり
ません。

CE: ああ、もちろんたくさんあります

PIN: あなたはキャリアのほとんどを、

ープとの定例会議で議長を務めてきま

よ。おそらく最も重要なのは、ユーザ

特許庁を円滑に運営し続けるために「舞

したね。商業部門との役割分担は効果

の要求をもっと理解することです。こ

台裏」で働いて、国内問題を処理してき

的でしたか？特許情報ユーザの利益に

うするだけで、最善の方法で我々の製

ましたが、特許情報を引き継いだ 2001年

かなっていましたか？

PIN: あなたが EPOにいる間に目の当た

ンスポークスマンとしての役割も引き継

りにした最も重要な 1つの変化は何です

ぎました。それは、あなたにとって大き

か？

な変化でしたか？

CE: 最も重要な1つの変化があるとは思

CE: はい、そうでした。私は他の特許庁

いませんが、とても重要な変化はたく

ともたくさん接触しましたが、経営陣と

さんあります。その1つは、もともとは

の接触が多かったのです。EPOが生み出

7つの加盟国であったものが、現在34カ

すものを実際に使用する人々に接触する

国にまで発展したことです。行政組織

ことによって、世の中の業界にとって特

でもある少数の仲間から始まって、さ

許情報がいかに重要か認識させられまし

まざまな目的や動機をもつ人々の大集

た。

団になったので、影響力があります。

央集権化された特許庁にすぎませんで

庁と商業経営者の役割を変えました。
これは、商業部門にとっては難しいプ

PIN: 今から 10年後、特許情報はどの
ようになるでしょうか？

ロセスでした。会議は、両当事者間の
摩擦の危険性を減らすための重要な必
要性を満たしています。我々には特許
情報の商業用供給者が必要であり、
我々が彼らのサポートに尽力すること
によってユーザが最大の利益を得るこ
とになると、私は心から思っていま
す。

CE: 我々は確実に、特許情報を、より多
くの国を対象とするより豊富なものと
し、今日では想像もできない手段で利用
できるものとしなければなりません。願
わくは、優れた翻訳ツールを使用してこ
のデータにアクセスできるようになるで
しょう。しかし、おそらくデータを理解
するのがこれまでよりさらに困難になる
ため、我々はこれを解釈する助けとなる

出願を公にする必要があることと、一

専門家を必要とし続けることになるでし

出は何でしょうか？

般の人が明確で簡潔な開示を求めるこ

ょう。

ととの間には不変的な意見の相違があ
合」に成功したことでしょう。単に長
官というだけでなく、そのチームの一
員だと感じられました。

|

ます。

CE: 我々が目にした技術開発は、特許

PIN: 今思い起こして、最も良い思い

CE: ある意味、ウィーン支局との「結
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品を調整することができるようになり

PIN: その上、出願人が広く曖昧に特許

したが、今日では政治的役割が大きく
なっています。

に、私たちに何ができるでしょうか？

PIN: あなたは、長年 EPOと PatComグル

には、 EPOの特許情報問題に関するメイ

創始者にとっての構想は、実用的で中

PIN: 特許情報分野を向上させるため

4つ目は、30年間にわたる作業方法の

June 2008

りますが･･･

PIN: ありがとうございました。あ
なたの今後の幸運をお祈り申し上げ
ます。
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ヨーロッパ特許情報

特許情報ユーザのための共通のヨーロッパの
プラットホームの開始
今年の3月に設立されたヨーロッパ特許情報ユーザグループの同盟は、ヨーロッパ各国からのさまざまな
ユーザグループが集結して、特許情報の現場での経験や意見を共有するための共通のヨーロッパの
プラットホームを提供します。
初代の会長Aalt van de Kuilen氏に

公式団体の設立を視野に入れた議論

よれば、同盟の主な目的は、研修活

は、独自の内規によって2006年に始

動の促進と、特許情報技術者用の認

まり、最終的には今年初めのセビリ

定制度の構築の支援とがあります。

アでのIPI-ConfExイベントの創立総会
に至りました。
組織
同盟は、現在、会長（Aalt van de
Kuilen氏、WON）、副会長（Michele
Fattori女史、AIDB）、取締役（AnneGaelle Darmont女史、CFIB）および書
記（Gerben Gieling氏、WON）からな
る理事会が率いています。その規制
は、適切に各加盟団体が代表されて
いるかを確認するために、1年毎を基
本として取締役の交替を規定してい

Aalt van de Kuilen会長
(WON, NL)
同盟の創立メンバーは、AIDB
（イタリア）、CFIB（フランス）、
PATMG（英国）PIF（デンマー

ます。
Aalt van de Kuilen氏は、各加盟団体
から2名が代表となって年に2回、春
（IPI-ConfExの期間）と秋（EPO特許
情報会議の期間）にもう1度、加盟団
体が集まることを期待していると語

ク）、SIPIG（スウェーデン）およ
びWON（オランダ）です。
歴史
新しい団体の種は、AIDBがWONか
らの代表派遣団にイタリアのVignola
での第1回会議への参加を呼びかけた

っています。観察者は、議決権は持
っていませんが、会議に参加する許
可は与えられます。
仕事
同盟は、現在2つの作業部会を設立
しているところです。1つ目は、特許

数年前に蒔かれていました。国際会
議レベルで既に存在していた接触に
加えて、ヨーロッパの特許情報団体

サーチャーのための技術者認定の問
題に取り組むことになります。2つ目

間のこのような種類の相互接触はす

は、特許情報の現場での研修活動に

ぐに慣習となりました。

専念することになります。

新規加盟大歓迎！

ウェブサイトが近日開設予定

同盟への加盟は、国、言語または

公式ロゴとウェブサイトが近いう

業界にかかわらず、すべてのヨーロ

ちにお目見えします。同盟は、グラ

ッパ特許情報ユーザグループや団体

フィックやウェブデザインの才能が

に門戸を開いています。この同盟

ある特許情報技術者からのアドバイ

は、ユーザグループがまだ存在しな

スを歓迎します。

い国で新しいユーザグループの創設
の支援も行なうつもりだとPatent

詳しくは、
下記のe-mailにご連絡ください。

Information Newsに語ってくれまし

eu_confederacy@won-nl.org

た。
June 2008
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アジアの特許情報

現在のアジアは？
知っていましたか？

また、法規、料金表、IPPH（知識産

インドの登録特許件数が2倍になりま

台湾の知的財産法規全集が、台湾特

権出版社）の製品やサービスおよび

した。

許庁（TIPO）のウェブサイト上で英

中国の知的財産権に関する一般情報

に付与した特許は最高記録の15262件

にアクセスすることもできます。

であり、前年に付与した7539件の2倍

インド特許庁が2007/08年度

以上で、3年前の登録件数の約8倍に

SIPOの中国語ウェブサイト上で、中

語で利用できます。

全集には、特

許法、実施規則、弁理士法のみなら
ず、すべての知的財産法規が英語で

国特許の年金の支払いを無料で確認

「Statistics on Worldwide Patent

なっています。歴史的に、インドの

できます。

Activity (2007 edition)」がWIPOのウ

居住者による特許出願の総数は、100

るには、http://app.sipo.gov.cn:

ェブサイトで入手できます。

万の人口につき、世界の平均が250件

8080/sipo/searchfee/searchfee.jspで出

ジア諸国の居住者による特許出願が

であるのに対して、ちょうど3件です。

願番号を単に入力するだけです。

ここ10年高い割合で増えており、外

詳しくは、

日本で最初に提出された出願に対す

2005年8月以降のデータが利用できま

国の居住者による出願も現在好調で

www.eetimes.com/news/latest/show

る審査の早期開始用プログラムであ

す。この情報の入手方法についての

す。同時に、韓国および中国からの

Article.jhtml?articleID=207001275

ステップバイステップガイドは、

出願件数は2002年以降著しく増加し

にアクセスしてください。

www.epo.org/patents/patent-

ており、中国、日本および韓国は全

information/eastasian/helpdesk/china/

部ひっくるめて現在PCT国際出願のト

search.htmlにお進みください。

ップ10の出所国となっています。詳

支払いの額や日付を見

SIPOが無料のオンライン中国語－英
語機械翻訳ツールを開始しました。

東ア

しくは、www.wipo. int/ipstats/en/

請求まで拒絶査定からたった30日間

の両方を満たすすべての出願に自動

statistics/patents/patent_report_

しか与えられず、審判請求日からさ

2007.htmlをご参照ください。

らに30日以内に明細書等の補正書を

Information Newsの1/2008号および

は、特許、意匠または商標の拒絶か

た。このサービスによって、公開さ

www.managingip.com/Article.aspx?

ら3ヵ月まで延長されることになり

ArticleID=1915148をご参照くださ

ます。補正書は、審判請求の申請と

い。

同時に提出しなければなりません。

補正案の概要は、Patent

で検索することができます。
韓国で2008年7月1日に再審査制度が
導入されます。
現在は、出願が審査官によって拒

新しい改正法の下では、この期間

改正法は、2008年4月18日から1年以
内に施行されます。

あること。

(ii) 出願日から2年以内にJPOに審査請
求が提出されていること。
審査は、出願の審査請求または公
開のどちらか遅い方から約6カ月、遅
くとも出願後30カ月で開始すること
になります。このプログラムは、
2006年4月1日の日付またはその後に
提出された出願に適用されます。JP-

詳しい情報（日本語のみ）は、

30日以内に補正明細書を提出した場

www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2

合、審判手続きが始まる前に、審査

/pdf/tokkyohoutou_kaiei_200201/01

可能です。PCT出願が基礎となってい

官は決定を再審理することができま

gaiyou.pdfをご参照ください。

る出願は、JP-FIRSTの資格がありませ

の拒絶査定から30日以内に補正明細
書と共に再審査請求を提出すること
ができます。再審査制度およびその
他の補正に関する詳しい情報は、

ェブサイトの英語バージョンを開始

www.bkl.co.kr/data/patent/ipnews(E)51.

しました。

pdfをご参照ください。

（http://english.cnipr.com/enpat）には

FIRSTの下では、早期の審査手続きも

ん。詳しくは、
KIPOが新しい英書を発行しました。

www.meti.go.jp/english/newtopics/data

「Understanding the Patent Act of the

/nBackIssue 20071228_01.htmlまたは

Republic of Korea」と題される新刊

www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/jp_

書が、現在KIPOの英語ウェブサイト

first.htm（日本語のみ）にアクセスし

（www.kipo.go.kr/kpo2/user.tdf?a=

てください。

user.english.html.Html
App&c=60104&catmenu=ek60104）で
ダウンロードできます。

新しい検索ツール「C-Pat Search」が

東アジアのその他のニュースは、
http://eastmeetswest.europeanpatentoffice.org/newsへどうぞ。

あり、機械翻訳の選択肢が与えられ
ています。

|

(i) JPOが最初で、その後パリ条約の

絶され、出願人が異議申し立てから

す。新制度の下では、異議申立て前
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的に適用されます。

下で他の特許庁に提出された出願で
提出しなければなりませんでした。

です。

このウェブサイト

JP-FIRST（JP-

審査結果発信施策)）は、下記の条件

ー（CPIC）によって開発されまし

SIPOが中国知識産権網（CNIPR）ウ

で開始されました。

以前は、出願人には審判

（SIPO）および中国特許情報センタ

に一般公開されています。

る「JP-FIRST」が、2008年4月にJPO

ました。

中国特許法の3度目の改訂が進行中

www.sipo.gov.cn/sipo_English/で試験的

にアクセスしてください。

Fast Information Release Strategy(早期

英語機械翻訳ツールは、中国特許庁

書誌データとアブストラクトを英語

www.tipo.gov.tw/eng/laws/laws.asp#1

日本で、審判請求の期間が修正され

2008年4月26日に開始された中国語－

れた中国特許および実用新案公報の

収録されています。詳しくは、

June 2008
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欧州特許制度

EPC 2000: 出願人の行動に関する最初のフィードバック
2000年に改正された欧州特許条約（EPC 2000）が、2007年12月13日に発効されました。EPC 2000の下では、出
願要件があまり厳しくなくなり、欧州特許出願の初期段階での手続き不備を改善する機会が多くなりました。

EPC 2000の発効から6か月で出願人

分割出願は、それが由来する先の出

申請件数

の行動の傾向について意見を述べる

願（親出願）を参照して出願するこ

のは時期尚早かもしれませんが、い

とができます。先の（親）出願の写

くつかの初期数字を利用して、一部

しまたは翻訳は、EPOの先の（親）

18

の新機能の使われ方を示すことがで

出願のファイルで既に公開されてい

16

きます。これらの数字は、2007年12

るので、出願人は提出する必要があ

14

りません（EPC規則40(3)）。

12

月13日以降に出願されたEP出願件数

20

10

が22645件に達した、2008年第17週時

8

点の統計データに基づいています。

6
4
出願日以降の優先権主張は、

EPC 2000の下では、請求項は出願
日を確保するための要件ではなくな

2

最も早く主張された優先日の

0

16か月以内であれば、EPC

2007年12月

2008年1月

2008年2月

2008年3月

2008年4月

ったので、請求項の遅延提出が可能

規則52(2)の下で許可されています。

になりました（EPC規則40(1)）。

（この優先権主張はさらなる

これによって影響を受けているのは、

手続きを遅れさせないように

ほんのわずかな割合の出願だけです。

遅れずに行うとよいのですが）

しかしながら、現段階では、出願の

出願日以降に優先宣言が行われた

再審請求提出の選択権（EPC 2000条

EPC 2000の規定の下でのEPO出願

受理とデータ入力や方式審査の完了

5件の出願が見つかりました。

文112a）により、EPC 2000条文

および／または特許の最初の公報

との間にもともと遅れがあるために、

112a(2)に定められた根拠を基に（例

は、2008年の中頃まで発行されま

出願日に存在する請求項なしの出願

えば、聴取の権利の基本的侵害のた

総数について確実な数字を得ること
は不可能です。

参照出願によって、出願人は明細書

限定手続き

限定の請求

■ 異議申立期間後

決定によって悪影響を受けた当事者

よって（EPC条文105a～105cおよび

に大審判廷で事件を審理する機会が

規則90～96）、特許所有者は登録

与えられます。EPC 2000の発効以

欧州特許か、または異議申立てや

来、2件の再審請求が提出されまし

限定手続きで補正された欧州特許の

た。

限定を請求することができます。

出願と差し替えることが可能になり

2008年第18週時点に受理された

ます（EPC規則40(1)(c), (2)）。

請求数をグラフに示します。

せん。

めに）請求を提出すれば、審判部の

中心限定または取消手続きに

および任意の図面を先に提出された

■ 異議申立期間中

A公報の書誌データに対する変更
の実施に関しては、以下のステータ
ス情報が現在利用できます。
■先に提出された出願：データは
INIDコード27の下で公開されます
（係属確認）。
■請求項の遅延提出：データは
INIDコード23の下で公開されます

公報へのEPC 2000の影響
全当事者が必要な情報を確実に入

（係属確認）。

手できるように、登録手続きの新機
能や新たに導入された手続きは、
Register Plusおよびその他のEPO公
参照による
出願

請求項を
含む
参照
無

有

報、特に欧州特許公報（European
2008年第17週時点では、
EPC 2000の発効以来、主要な取消
が12件請求されていて、そのうち

分割

84

76

8

の10件は主要な出願人からの

非分割

20

2

18

バッチ要求でした。

全体

104

78

26

Patent Bulletin）や、B3公報等の新
製品に反映されます。

June 2008
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EPO製品

esp@cenetの
10周年記念

Register Plusと

ESPACE EPデータベースの

WebRegMT

無料MIMOSAエキスパート検索

Register Plusは、EPOにおける欧州

読者の皆さんの興味を引くかと

MIMOSA検索エンジンをテストすると

およびユーロPCT出願の手続き上のス

思いますが、2008年5月7日から、

いうこの革新的な機会は、EPOの新しい

テータスに関する情報を提供してい

特許情報サーチャーは無料の

「バリアフリー」特許情報政策と一致し

ます。2008年の第1四半期の間、1日

MIMOSAソフトウェアを使って最

ています。この政策は2007年に実施され

当たり約43000件の検索が行なわれ、

新の4週のEP-AおよびEP-B全文公

たもので、制限を解除し、特許文献に含

10000 pdfページが閲覧されました。

報にアクセスできます！

まれる情報への一般からのアクセスをよ
り完全なものとするだけでなく、

オンラインファイル検索機能への24
時間アクセスを将来実現するための
計画が実施されており、米国や日本
今年は、esp@cenetの誕生から10周
年です。1日当たり約30000もの個別IP

国内のEPOの多くの出願人にとって
非常に役立つことになるでしょう。

アドレスから訪問者を呼び込み、約
900000～1000000 pdfページのダウン
ロードを提供することによって、特
許情報を専門家の排他的な領域から
取り出し、関心のある一般人が確実
に手の届く範囲に置いて、特許情報
へのアクセスを大衆化かつ民主化し
続けています。
システムの実用性は、2008年の第
2四半期と第3四半期に計画されてい

Register Plus（または、いずれか

る多数の新機能の導入によって、さ

のオンライン製品）の新たな開発テ

らにもっと増すでしょう。

ストに参加したいとお思いでした

人々が確実にその情報を有効利用できる
ようにすることを目的としています。特

ら、件名に「Tester」と入れて
10周年を祝ってちょっとだけ楽し
むために、http://ep.espacenet.com/お
よびwww.espacenet.comの論説ページ
でクイズシリーズを続けています。
各クイズの勝者5名には、
esp@cenet製品のギフトバッグが贈ら

許データへのアクセスが向上することは

opus@epo.orgまでe-mailを送信して

－特に、科学者、技術者、大学および調

ください。テキストの本文に、特許

査センターにとって－ヨーロッパの産業

情報に対する関心を詳しく記載して

の成長のために不可欠です。ですから、

ください。
新たに改良されたRegister Alert

現在のこのバリアフリーの試みをご利用
ください！

このサービスは、現在試験的に一

Service（WebRegMT）は、プロフィー

般公開されています。

ル毎に1000件までの出願をモニター

www.epo.org/patents/patent-

すると、ユーザは高性能かつ専門的

する機能などの多くの新機能が追加

information/free.htmlへ進んで、

末には最終総括クイズがあって、勝

な検索ツールのあらゆる利点が得ら

されていて（詳細は、Patent

「ESPACE EP」の項目のハイパーリ

利したプレーヤーがグランプリに選

れ、必要に応じて表示、印刷および

Information News 1/2008号を参照）、

ンク「Register your e-mail address

ばれます。さらなる詳細に関して

ユーザに人気があることがわかりま

ダウンロードをカスタマイズするこ

（e-mailアドレスの登録）」をクリ

は、www.espacenet.comを気をつけて

した。現在、5500のアクティブアカ

ックしてください。e-mailアドレス

ご覧ください。

ウントがあって、112000件の出願を

の登録後、無料MIMOSA検索エンジ

監視しています。

ンへのアクセス方法についての指示

れます。すべての問答には一貫して
流れている共通のテーマがあり、年

が送信されます。

|
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MIMOSA検索ソフトウェアを利用

とができます。より詳細な情報とダ
ウンロードに関しては、
www.epo.org/patents/patentinformation/subscription/mimosa.html
へお進みください。
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分類

バーチャル教室の

最新のIPC改正の

スケジュール更新

実施
このIPC改正は、EPO、USPTOおよ

最新のIPC改正が2008年4月1日に実
施されました。サブクラスH04H「放

びJPOによって行われた三極特許庁

送通信」の根本的な再編成があった

間分類調和協力プロジェクトの成果

先の2008年1月の変更（2008.01バージ
ョン）に続いて、この最新の改正は
種類がより制限されています。IPC

です。詳細は、WIPOのウェブサイト
(www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8)
で見られます。

2008.01とIPC 2008.04の間の唯一の違
いは、サブクラスG05G「機械的構成

ことができます。EPOの検索可能なイ

List：改正コンコーダンスリスト）タ

置または制御系・・・」に関連して

ブをクリックするだけで、新旧の分

います。このサブクラス内で、いく
つかの再編成が行われ、メイングル

ベントカレンダー（www.epo.org
/topics/ip-events/patent-eventsearch.html）で詳細がわかります。

ープG05G 1/00のサブグループの一
部、主に「足踏み制御部材（例．ペ

トピックのシリーズが連続し、特許統計
や特許マッピングに関するセッションに
続いて、その他のEPO製品およびサービ
スに関するセッションがあります。
バーチャルセミナーは無料で、EPO
トレーナーや他の参加者とつながった

庁によって再分類されています。

中位レベルのIPCが改正されるでしょ
う。このことに関する詳しい情報

training.htmlをご参照ください。

は、Patent Information Newsの今後の
号で特集します。

classroom（バーチャル教室）」）

加されることになります。特許情報関連

在、三極特許庁とその他有志の特許

IPCの次の変更は2009年1月1日に予

www.epo.org/patents/learning/pi-

シリーズに新しいセッションが加わり、

示されます。該当する文献は、現

定されていて、その時は上位および

する詳しい情報は、

1年を通じてより多くのプログラムが追

類グループ間のコンコーダンスが表

ダル）」がさらに細分されました。

これらおよびその他のイベントに関

オンライントレーニング（「virtual

「RCL」（Revision Concordance

のみによって特徴づけられた制御装

ご質問、ご意見およびご感想は、
Roland Feinaugle

IPC8の最近再編成されたサブクラス

（training.vienna@epo.org）までご連
絡ください。

G05G

機械的構成のみによって特徴づけられた
制御装置または制御系

特許情報トレーニングに関するeメ
ールアラートを受け取るには、

G05G 1/00

制御部材、例．ノブ、ハンドル；

https://secure.epo.org/patents/email/pi-

その組立体または配列；

training/index.en.phpのオンラインフォ

制御部材の位置の指示

ームをご利用ください。

インターネット中継を介して利用する

H04H

放送通信

■対面式やオンラインの特許情報関連のトレーニングコースだけを表示するには、
www.epo.org/topics/ip-events/patent-event-search.htmlで検索可能なデータベース
の「Topics」のドロップダウンリストから「Patent information and
documentation」を選択してください。
■結果をEPOイベントに限定するには、「Event provider」のドロップダウン
リストから「EPO training events」を選択してください。
■「バーチャル教室」セミナーだけを選択するには、「Medium」のドロップ
ダウンリストから「Online training）」を選んでください。

June 2008
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刊行物

PCT国際出願公報における変更

新しいXMLウェブサービス
PATENTSCOPE公報に対する新しいSOAPベースのウェブサービス・アクセ
スシステムは、リリースの準備がほぼ整っています。WIPOによれば、このシ

ミスに関する新しい文献

ステムによってすべての公開されたPCT公報と書誌データの「ステータスフォ

WIPOは、PCT国際出願の公報の一部として、明らかなミスの修正や優先権の

ーム」にアクセスできるようになり、ユーザがPCT公報を自身のITシステムや

回復に関する新しい種類の公報を発行する予定です。これらの公報は、

ウェブサイトに取り込むことができるようになるとのことです。

PATENTSCOPE画面では別個の公報として表示され、公開されたPCT国際出願
に「包含される」ものとしてリーガルステータスが保持されます。詳細は、
www.wipo.int/pctdb/en/をご参照ください。
PCT種別コードの変更
公開されたPCT国際出願に関する種別コードが、2008年後半に変更さ
れます。計画されている変更では、規格化された種別コードの使用

これらのあらゆる進歩に関する詳細は、www.wipo.int/pctdb/en/を
ご覧ください。

「Synoptic presentation EPC 1973/2000 – Part I: The Articles」が
現在フランス語とドイツ語で入手可能

法を改良する予定です。
2007年12月に英語で発行された

■A1－変更なし、国際調査報告（ISR）付きの最初の公報
■A2－変更なし、ISRなしの最初の公報
■A3－修正あり、後に発行されたISR（今後は補正クレームには使用せず）
■A4－新コード、後に発行された補正クレーム
■A8－新コード、書誌データ／フロントページ部分の訂正
■A9－新コード、書面、明細書、クレーム等の内容の訂正

改正されたEPC 2000の条文とを比較し

「Synoptic presentation EPC 1973/2000 -

て、変更点をハイライトし、削除され

Part I: The Articles (Special edition No. 4,

た本文を表示し、補正の法的根拠を提

Official Journal EPO 2007)」のドイツ語

示しています。

とフランス語の紙バージョンが、現在
1冊につき41ユーロの価格で入手でき
ます。お読みになりたい方は、

2008年のPATENTSCOPEの進歩

「Part II: The Implementing
Regulations」は英語で発行されていま
すが、フランス語やドイツ語ではまだ

https://secure.epo.org/products/oj/

入手できません。

#synoptic_articlesから注文するか、

PATENTSCOPEで利用可能になった日本語全文検索

またはwww.epo.org/patents/law/legal-

WIPOは、2008年7月3日から、PATENTSCOPEで日本語の出願を、電子出願さ

texts/journal/2008.htmlで3言語すべての

れた日本語のPCT出願（フロントファイル(当該年度以後に公開／登録される

オンラインバージョンにアクセスする

公報データ)のみ）すべてに関して、タイトル、アブストラクトおよび全文を

ことができます。

ユーザが日本語で検索できるようになると発表しました。（2004年まで遡っ
た）バックファイル(当該年度以前の公開／登録された公報データ)も利用可
能になりますが、テキスト検索はタイトルとアブストラクトに限定されま
す。詳細は、www.wipo.int/patentscopeをご参照ください。

この刊行物は、EPCに加えられた変
更を読者が容易に探し出すことができ
るように意図されており、元の欧州特
許条約（1973年）の条文と、

刊行物コーナー

「刊行物コーナー」はPatent Information Newsの定期的な記事で、

欧州特許公報

読者にEPO刊行物の統計および一般情報を提供します。

2008年1月～6月

■ EP-A1: サーチレポート付きで公開された欧州特許出願

2008年

2008年

2007年との

週平均

1月～6月 合計

変化

■ EP-A2: サーチレポートなしで公開された欧州特許出願

EP-A公報

■ EP-A3: 欧州サーチレポート

EP-A1

805

20 932

– 1.2%

■ EP-B1: 欧州特許明細書

EP-A2

420

10 909

– 0.8%

■ EP-B2: 補正された欧州特許明細書

EP-A1 + A2 合計

注記：表には、 PCTルート経由で出願された欧州特許出願（ユーロ PCT出願）の統計は

A1+A2の合計のEP-A1の割合

含まれていません。これらは WIPOから発行されており、英語、フランス語または

EP-A3

ドイツ語以外の言語で存在しない限り、 EPOでは入手できません。現在、全欧州特許

EP-B公報

出願の約 70%がユーロ PCT出願です。

EP-B1+B2
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1 225

31 841
65.7%

– 1.0%
– 0.1%

345

8 975

2.3%

1 081

28 113

1.3%
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EPO以外のニュース

特許関連情報

新しい特許検索サイト

創造性を刺激するための

PriorSmart.comは特許サーチャーにとって興味深い新しいウェブサイトで、
esp@cenet、WIPOのPATENTSCOPEおよびUSPTOのみならず、Google Patents
や多くの国内の検索サイトを含む、さまざまな特許検索サイトにクエリーが
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特許情報の利用
皆様ご存知のとおり、特許情報は公的に入手可能な知識の

リンクします。英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、中国

膨大かつ詳細な源であって、あらゆる分野の科学技術にお

語、日本語または韓国語のウェブインターフェースを用いて、タイトル、ア

ける最新の開発を網羅しています。しかし、創造性を刺激

ブストラクト、クレーム、譲受人、発明者、明細書またはIPCを検索すること
ができます。詳細は、www.priorsmart.comをご参照ください。

Thomson Reuters社が

するために利用できることもご存知でしたか？
これを行うための明らかな方法の1
つは、特許情報源から既存の解決策
を引き出して、それらをさらに発展

日本国特許の収録範囲を拡大

させることです。この方法によっ
て、既存の特許の保護範囲内にある

2007年10月の中国実用新案登録の追加に続いて、Thomson Reuters社は、現

が、進歩性を含んでいるが故にそれ

在DerwentWorld Patents Index（DWPI）に日本国登録実用新案を追加していま

自身でも特許性のある発明を創造す

す。2008年1月10日に発行された記録を発端に、DWPIおよびDerwentWorld

ることができます。別の選択肢は、

Patents Index First Viewでこれらの実用新案の英語翻訳が入手できます。公開出

既存の特許を回避する解決策を探す

願および一部の登録日本国特許が発行から6～10日以内に利用できます。DWPI

ことです。これらの方法はともに、

に関する詳細は、http://scientific.thomsonreuters.com/products/dwpi/へどうぞ。

特許の情報を利用する創造性ツール

す。大企業は、研究者のチームを支

が貴重になります。

新しいIPトレーニングウェブサイト

TRIZ等の創造性ツールは、多くの
異なる方法で実行することができま

援してこの方法を適用することがで

TIPS（Theory of Inventive Problem

きる自社のコンピテンスセンターを

Solving(発明的問題の解決理論)）とし

設置する傾向が強くなっています。

読者の方々は、IPトレーニングやイノベーションに関する情報を有する新

ても知られるTRIZ（Teoria Reshenija

一方、中小企業に関しては、それら

しいウェブサイトに興味がおありでしょう。EPOが18のプロジェクトパート

Izobretatjelskich Zadacz）は、まさに

ナーと協力して運営しているip4innoサイトが、3月初めに開始されました。

そのようなツールです。TRIZ方法

中小企業とIPトレーナーに狙いを定めて、このサイトは、選ばれたヨーロッ

は、考案者のGenrich Altshuller氏が技

パ諸国の経済環境、トレーナーの検索データベース、さまざまな国のイノベ

術的解決法へと続く（例えば、機械

創造性を刺激するために特許情報

ーション支援組織の詳細などの情報を提供します。詳しい情報に関しては、

式ステアリングからパワーステアリ

を利用することの重要な利点は、次

www.ip4inno.euをご覧ください。

ングへの）発達経路をプロットし

の通りです。

新しい製薬業界の検索エンジン
PharmaLiveは、企業、製品、病気、薬効分類などに関する情報の専門検索

の使用法をスタッフに教えるために
コンサルタントを雇用することが先
決と言えます。

た、特許の綿密な分析に基づいてい

■出発点は常に既存の従来技術にあ

ます。企業の現在の技術開発の評価

るが、発明の重複が避けられること。

を始めとして、TRIZは、潜在的に発

■他の技術分野からの代替案が系

達する可能性を識別するだけでな

統的に組み込まれること。

エンジンである、PharmaLiveSearchと呼ばれる新製品を発表しました。詳細

く、「軽いが丈夫」等の典型的な矛

は、www.pharmalivesearch.comをご覧ください。

盾を解消すべくさまざまな技術分野
において適用される原理を切り離す
ために用いることができます。した

TRIZ方法に関する詳しい情報は、
Johannes Schaaf（jschaaf@epo.org）
宛にご連絡いただくか、www.trizjournal.comをご覧ください。

がって、これらはその他の領域の問
題を解決するために用いることがで
きます。
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その他のニュース

意思決定者のための特許統計に関する会議
重要な
電話番号

意思決定者のための特許統計に関する

特許統計を用いたイノベーションの

特許データをその他のイノベーション

EPO/OECD合同会議が、2008年9月3～4日

分析の最近の進歩に重点を置いて、

指標と組み合わせることで得られる

esp@cenet ヘルプデスク

にウィーンで開催されます。この会議

会議は現場の最近のデータをまとめて、

教訓について討論する機会を与えます。

Tel.:

+431 52126 4051

は、DIME研究ネットワーク（NOE）と

特許評価、特許戦略、技術と市場の

Fax:

+43 1 52126 4533

協力し、USPTO、JPO、WIPO、米国国立

関連、大学による特許活動、企業家

科学財団およびEurostat（欧州委員会統計

精神などのさまざまな問題に取り組み

局）の後援のもとに、OECDとEPOに

ます。イノベーションを検討するため

よって組織されています。

にデータをどのように使用できるかを

e-mail: espacenet@epo.org
電子出版物相談

この会議に関する詳細は、

Tel.:

+431 52126 2411

明らかにし、参加者に、企業による

まもなくEPOウェブサイトで

Fax:

+43 1 52126 2492

特許の利用法に注目するとともに、

入手できます。

e-mail: epal@epo.org
INPADOCヘルプデスク
Tel.:
Fax:

PATLIB2008

+43 1 52126 115
+43 1 52126 3292

発行情報
セミナーおよびトレーニングコースが

e-mail: inpadoc@epo.org

EPO加盟国の特許情報センターのため

呼び物となりました。イノベーションの

発行者 : Richard Flammer

の今年のPATLIB会議は、5月28～30日に

支援とグローバル化した世界で直面した

編集者 : D. Shalloe, K. Maes, A. Hamilton

アジアの特許情報

ポーランドのワルシャワのヒルトン

新たな課題は、東アジアの特許情報への

寄稿者 : J. Bartnik, N. Clarke,

Tel.:

+43 1 52126 4545

ホテルで行われました。約350人の

アクセスと同じく、会議の重要なテーマ

M. Fattori (CEPIUG), R. Feinäugle,

Fax:

+43 1 52126 4197

参加者が、イベントのためにワルシャワ

でした。

A. Hamilton, C. Kämmer, J. Philpott,

e-mail: asiainfo@epo.org

に訪れました。ポーランド特許庁と
協力して開催され、「PATLIB－将来に

J. Schaaf, I. Schellner, D. Shalloe,

詳細とプレゼンテーションの

V. Vajsbaher, H. Wongel,

トレーニング

向けたネットワーク－」というスロー

ダウンロードコピーは、www.epo.org/

L. Zimmermann

Tel.:

+43 1 52126 1043

ガンの下で運営された会議は、広範囲

about-us/events/PATLIB2008.htmlの

デザイン : Atelier 59

Fax:

+43 1 52126 4533

にわたるプレゼンテーション、マイクロ

PATLIB2008ウェブサイトへどうぞ。

e-mail: training.vienna@epo.org
定期購読
Tel.:

+43 1 52126 4546

Fax:

+43 1 52126 2492

e-mail: subs@epo.org

Patent Information News
発行元

EPO特許情報会議2008－

欧州特許庁

プログラムが入手可能に

特許情報局
Rennweg 12, 1030
Vienna, Austria

刊行物
Tel.:

ウィーン支局

Tel.: +43 1 52126 0
+43 1 52126 4548

EPO特許情報会議2008のプログラム

Fax:
+43 1 52126 2491
e-mail: docdeliv@epo.org

オペレータ通話
Tel.: +43 1 52126 0

EPOカスタマーサービスは欧州特許

2008年10月28～30日にスウェーデン

が、開催地に関する情報と登録方法と

のストックホルムにあるMünchen-

この刊行物で述べた見解は、

共に、EPOウェブサイト

Bryggeriet conference centre

必ずしも EPOの見解では
ありません。

（www.epo.org/about-us/events/

（www.m-b.se）で開催予定の会議の

pi-conference2008.html）で

準備に遅れを取らないためにも、

現在入手可能です。

会議ウェブページ上のリンクに従って

EPO. ESPACE, esp@cenet

および epolineは登録商標です。

e-mailアドレスをご登録ください。

に関 するあら ゆる問題 のお問い 合

ISSN 1024-6673

わせにご利用できます。
Tel.: +49 89 2399 4636,
e-mail: info@epo.org
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