３ 論説
３ 新しい専門職の創設
４ 「付与後更新料」のご紹介及びそれ
らが特許情報にとって重要な理由
５ Register Plus 用の進化したナビゲー
ション
６ esp@cenet の大幅な改善
６ esp@cenet ユーザー向けのヒント
７ 現在のアジアは？
８ 韓国特許情報その 2「韓国リーガル
ステータスの検索」
９ 統計学の専門家がウィーンで会合
１０ 4 つの ESPACE 製品が生産中止へ
１０ サーチマターズ 2010
１０ 2010 年セミナーカレンダー
１１ ポーランドからのニュース
１１ 公報コーナー
１２ その他のニュース

異なる角度からみる品質
EPO特許情報会議は、特許品質と特許データの品質との相互依存について議論を行い、
欧州特許を付与する側に主導権が委ねられました。
11 月 3 日にフランスのビアリッツ

上質な特許出願には良好な調査が

願が、検索者が目を通さなければな

で開催された EPO 特許情報会議の

不可欠で、逆もまた真なりです。

らない書類に加わってしまうこと

冒 頭 に お い て 、 EPO 長 官 Alison

EPO 長官 Alison Brimelow は更に「特

も示しています。結果として、特許

Brimelow は「特許の品質と特許デ

許出願が良くなければ、特許データ

書類の山はすぐに大きくなります

ータの品質とは、密接に結びついて

も良くなくなり、特許情報も劣化し

が、その中に隠れている針の数は増

いる。」と述べました。

てしまう。
」と述べました。

えません。

特許品質の高さは特許データの良

同会議においておそらくキーポイ

特許情報の分野で働く人々にとっ

EPO 長官はビアリッツで「特許出願

さで決まる

ントとなるメッセージであること

て、品質といえば、データベースの

が良くなければ、特許データも良く
なくなり、特許情報も劣化する」と
述べました。

Brimelow 氏の話のポイントは、EPO

を強調しつつ、
「ゴミが入ってくる」 品質の高さが重要です。すなわちそ

としては高品質な特許を付与した

ことは必然的に「ゴミが出ていく」 れは、特許出願人が正しいデータを

いが、出願人が初めから質の高い出

ことになる、と述べました。特許査

出願すること、EPO における厳し

願書類を提出すればそれがもっと

定率が低いことは、特許付与基準が

いデータ管理手続、そして Alison

容易にできる、ということでした。 高いことの証拠ですが、一方、技術

Brimelow 氏が言うように、
「発明の

加えて、上質な特許出願には良好な

名称、要約、その他出願のどんな部

水準に達していない多くの特許出
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フランス特許庁(INPI)長官
Benoît Battistelli 氏

ることが「許されている」（あるい
は、せざるを得ないと言ってよい）

分であっても、要求される品質基準

限り、耳を傾けてはもらえません。

を満たしていない場合は、出願人に
それを伝える勇気を持つこと」で

従って、出願される特許出願書類の

す。

品質改善を主導する責任を特許弁
護士の肩に負わせることはできま

「特許」とはアイデアを開示するこ

せん。しかし、特許庁は確実に責任

と

を負っています。

「協調による品質」と題された総会

EPO 特許情報会議
－鍵となる事実－
・ウェブサイト：

において、IPS Intellectual Property

品質における WIPO の役割

Searches AB の Peter de Bellmond 氏

Magister 社の Stephen Adams 氏は、

www.epo.org/pi-information
・2009 年は 2009 年 11 月 3～5 日、

は、開示は全ての特許制度の基本的

多くの特許出願人が PCT ルートを

フランスのビアリッツで開催。

特徴であり、
「倫理」の問題である、

選択し、今日、欧州特許出願の 70%

・最初の年次会は、1991 年にミュ

と主張しました。

特許庁が主導すべき

は EP 公報ではなく、WO 公報とし

彼は、まさに「特許」という言葉は

特許業界には相反する利益が存在

て公開されることを指摘して、代表

・毎年平均 400～500 人が参加。

「開示すること」というラテン語を

するというのが結論です。権利化の

者らの注目を品質議論における

・特許情報製品業者 30 社が

語源的なルーツとしており、発明性

ための手続きをする関係者と、特許

WIPO の役割へと向けました。この

の保護や報奨とは無関係である、と

データベースから情報を検索する

見地からすれば、特許情報の品質に

述べました。今日の特許出願の多く

必要がある業界の人々では、データ

関するあらゆる議論は、PCT データ

は開示の明確性に問題を抱えてお

の質に対する焦点が異なる上、出願

の品質を含むものでなければなら
ない、と彼は述べました。

り、そのことが特許検索者の作業を

人が明確性を最優先事項であると

ますます難しいものにしている、と

考えているとは限りません。情報専

彼は考えています。

門家は特許弁護士にもっと「分別を

つまりは、品質の議論はまだ始まっ

わきまえて」行動して欲しいと願っ

たばかりであり、今後も注視すべき

ていますが、特許弁護士がクライア

テーマであることは間違いありま

別 の 視 点 で は 、 Reinhard Skuhra

ントの利益のために制度を悪用す

せん。

Weise & Partner GbR の特許弁護士
である Andreas Feichtner 氏が、特許

「ストックホルムでの特許情報会議に提案された新しい形が、今年実を

制度に高い倫理を求めるのは非常

結び始めました。この会議は私のスケジュール帳における最も重要なイ

に高潔であるかもしれないが、弁護

ベントの１つになっています。喜ばしいことです！特許情報会議は、

士はクライアントの利益が最大と

EPO や他の特許庁からのマネージャー及び専門家や、業界のユーザー、

なるように行動しないと責任を問

有力な知財及び IT サービス業者の代表者らと徹底的に物事を議論する

われる上、クライアントの側も特許

ユニークで素晴らしい機会を提供してくれます。研修会、個別指導、ま

出願書類が明確な記載になるよう

た本会議は、良好でそれぞれの割合もよく考えられており、会議の運営

努めることを弁護士に求めている

も完璧です。今回参加しなかった多くの同僚が既にスケジュール帳にロ

とは限らない、と述べています。

ーザンヌでの 2010 年大会を書き込んでいます。」

2

Moving Targets Consulting 社（ベルリン）
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展示。
・毎回、主催国特許庁との密接な
連携の下で開催。
・2010 年の EPO 特許情報会議は
2010 年 10 月 19～21 日、

倫理 VS 職業上の責任

Arne Krüger

ンヘンで開催。

スイスのローザンヌで開催。

論説

「手頃な」特許情報
最近の EPO と Patent Document Group の会合において、来年相当の議論を巻き起こすで
あろうことが予想される、特許情報製品の価格設定の話題が取り上げられました。

1997 年に管理理事会によって決

しかしながら、特許情報は、EPO

支払った料金の一部が、必要最小限

定された EPO の現在の価格設定方

の純粋な法的義務によるものに限

の製品及びサービスを超えた特許

針は、製品は「最低限のコスト」で

られません。例えば、第三者による

情報開発の資金として使われるこ

販売されるべきであると明確に謳

商業的なサービスが存在します。

とに同意しているでしょうか？市
場のニーズが、今日の商業的な部分

っています。これは理にかなってい
ます。なぜなら、公開は特許付与プ

更に考慮すべき点は、制度の枠組み

によって、どの程度までカバーされ

ロ セ ス の 一 部 で あ り 、 European

において、品質を最大限に高めるた

るでしょうか？

Patent Register や、公的機関誌、公

めの取組みの一環として、出願前に

開サーバー上での特許出願書類及

適切な先行技術調査を行うことを

び明細書の公開などの EPO の法的

EPO が強く推奨していることです。 し、回答を得るためには時間が必要

我々が充分にこれらの疑問を議論

義務に資金を供給するために、出願

これは、出願人が適正なツールとデ

です。その結果は、どのような情報

人の手数料及び更新料を使うこと

ータを手頃な価格で入手可能であ

を提供できるか、また、どのくらい

は明らかに正当で適切だからです。

る場合のみ、理にかなった提案とな

のコストがかかるか、の判断に影響

今や EPO はインターネットを通じ

ることは明らかです。

を与えることでしょう。議論は始ま
ったばかりであり、あらゆる助言を

てこれらの製品を入手可能とした
ため、最低限のコストは事実上ゼロ

ところで、「手頃な価格」というの

となりました。そこで我々は、無償

は「最低限のコスト」と必ず一致す

で公開を行っています。

るのでしょうか？欧州特許制度に

歓迎いたします。

対して料金を支払う人々は、彼らが

Richard Flammer
特許情報主席部長

戦略的発展

新たな専門職の創設

許情報ユーザー会（PIUG）と協力
して、2010 年中に開催される模擬

特許情報専門家向けの職業

試験用の試験問題を作成してくれ

資格創設に大きな前進があ

る約 30 名のボランティアを集めま

りました。

した。

欧州特許情報ユーザーグループ同

具体的なテストとなり、特許情報分

Documentation Groups（PDG）は、

野における真の職業資格の創設に

特許情報専門家向けの職業資格の

向けた大きな前進となるでしょう。

（

CEPIUG ）

この模擬試験は、CPIA 構想最初の

Patent

盟

と

主要な特長について合意しました。
CEPIUG へは、secretary@cepiug.org
両団体の主な目標は、
「公認特許情

CPIA の定義は、
「世界中の主要な法

このプロジェクトの作業を継続す

までメールして頂くか、ウェブサイ

報アナリスト」
（CPIA）という肩書

律に準じ、特許分野における知識及

るために設けられた部会は、現在、

ト（www.cepiug.org）を通じてご連

きを付与する検定プロセスを立ち

びリーガルステータスを得るため

CPIA になるために要求される知識

絡下さい。

上げることです。

に、それと関連する科学、技術、ビ

及びスキルの一覧をまとめ、これら

ジネス、法的情報の、検索及び分析

をテストするための一連の試験を

をする専門家」となる予定です。

作成しているところです。米国の特
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Post-grant

「付与後更新料」のご紹介及び
それらが特許情報にとって重要な理由
特許業界で働くほとんどの人々は、一連の段階から成る手続きは、簡単に言えば、出願および調査に始まり、特許付与で終わる、
ということを知っています。特許付与後に特許権者がその特許権を有効に維持したい場合、更新料を支払わなければなりません。
この更新料は、通常年単位で支払うことが可能な為、年金と呼ばれることがあります。（図１参照）

欧州特許制度（図２に示す）におい

図１：特許の通常の流れ

ては、事情は若干複雑です。

出願

調査／審査

特許付与

年金支払

消滅

欧州特許＝各国特許の束
特許付与後、欧州特許はそれ自体で
は何ら権利を授与するものではな
く、特許権者が自身の特許権を取得
したい国それぞれにおいて個別に”

図２：欧州特許の流れ
集中型手続方式
(EPO)

分散型手続方式 (各指定国基準)

有効化 ”される必要が あります。

B3 翻訳文不提出
料金不払い

EPO が特許付与手続を加盟各国に

出願

B2 翻訳文不提出
年金不払い
年金不払い

代わって実施する「代理権」を加盟
各国から与えられていると考えれ

調査/
審査

翻訳文不提出

特許付与

翻訳文不提出

ばよいでしょう。EPO はすべての
国について手続きを同時に実行す

B2 翻訳文不提出
年金不払い
年金不払い
２０年満了

るため、出願人にとっては省力とな
翻訳文不提出

りますが、最終的な結果は潜在的な

年金不払い

各国特許の束であり、各国特許はそ
異議申立

れぞれの国内法の支配下にあり、特
に以下に関する規則に従うことに

・特許付与か ら９ヶ月以内
に提出しなければならな
い。

なります。
・特許更新料

・結果、特許は無効か維持
か補正（「B2」公報）となる。

・国内言語への翻訳

限定／無効

EPC2000 から新規
導入

・特許付与後特許権者は
いつでも提出可。
・結果、特許範囲が限定さ
れる（「B3」公報）又は特
許が無効となる。

・国内裁判所での無効性手続

上記３点のうち１点は、EPO にと
ってとても重要です。なぜなら、

要があります。すなわち、出願人が

料が支払われたということは、当該

可能となります。

EPO は、加盟国において支払われ

新しい欧州特許の登録付与を受け

国において特許が有効であること

ロンドン協定

た毎年の更新料からの収益のうち

るたびに、Post-grant チームは、各

を示す重要な指標であるからです。 2008 年 5 月まで、ほぼすべての加

50%を受け取るからです。EPO に

指定加盟国において特許を有効と

は、内部にこの重要な収入の徴収に

するのに必要な行政上の措置が取

事実、Post-grant は、特許情報と密

内言語の翻訳文を要求していまし

つ い て 責 任 を 負 っ て い る

られたか否かを知ることが必要で

接に関係するようになったため、最

た。2008 年 5 月 1 日、ロンドン協

「Post-grant 更新料管理」と呼ばれ

す。

近ウイーンにある EPO の特許情報

定が発効し、一部の加盟国は翻訳を

主局へと移設されました。特許付与

要求しなくなりました（本誌 2008

更新料が支払済＝特許が有効

後更新料データは、EPO のデータ

年第 1 号第７頁参照）
。ロンドン協

与された後」という意味）と呼ばれ

もともと財政関連部署として設立

ベースへ流れ込み、ユーザーは、

定は、確かに、翻訳費用の節約に繋

る「特許付与後更新料管理」のスタ

された Post-grant は、特許情報の重

esp@cenet のリーガルステータス

がるのですが、特許情報専門家にと

ッフは、業務遂行のためには、各国

要な出所となっています。なぜな

データの一部として、および複数の

っては不明確なイメージをもたら

特許庁から最新情報を入手する必

ら、ある特定の国において特許更新

商用特許情報提供者を通じて入手

しました。なぜなら、翻訳が要求さ

る部署があります。一般的に
「Post-grant」「
( Post-grant」とは「付

4
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盟国は、国内での有効化のために国

REGISTER PLUS

Register Plus 用の進化した
ナビゲーション

話をする Post-grant 更新料チームの前チーム長の Arnold Heigl（写真
左）と後任の James Rollinson(写真中央)。
不明確なイメージをもたらし

ることがあります！

ました。なぜなら、翻訳が要求

特許権者が料金を支払わなかっ

されないため、ある特定の国に

たとデータベースが示していて

おいて欧州特許が有効化され

も、その特許が「死んでいる」

たか否かを、翻訳文が提出され

と断定できるとは限りません。

たか否かをチェックすること
によって判断できなくなって
しまったからです。

データが公開されるまでに時間
が掛かっているのかもしれませ
んし、あるいは、遅れた支払い
を（おそらく罰金とともに）特
許庁が受領して特許を生き返ら

異議申立および限定
欧州特許制度における別の複

せるまでの猶予期間かもしれま

特許情報ニュース 2009 年第 3 号

Register Plus 向けのスマートサー

でお知らせしたとおり、Register

チ

Plus は、安全なユーザーアクセス

Register Plus は、esp@cenet のス

と進化したナビゲーションを提

マートサーチと類似した新しス

供する新しい URL

マートサーチオプションを提供

(www.epo.org/register)へ移動し

していますが、専用の検索可能な

ました。

Register Plus フィールド識別子を

３つの公用語での「発明の名称検

Register Plus に関する全ての更新

索」などの新しい検索フィールド

するニュースおよびお知らせは、

が追加されました。出願に関連し

新しいダイナミックなホームペ

た生体物質の寄託から取消請求

ージ上でご覧頂けます。

持つ点で新しいものです。

の却下などに関するものまで、よ
り多くの情報が表示されます。さ

今後の改善としては、文脈依存オ

らに、口頭手続がキャンセルされ

ンラインヘルプ機能や、Register

た旨のお知らせもより明確にな

Plus の全てのページに設けられ、

ります。

ユーザーがデータ中に見つけた
あらゆるエラーを直接 EPO へ知
らせることができる「エラー報
告」リンク、などがあります。

せん。

雑な点は、特許の付与後に「各
国段階に移行」したとしても、

正式な情報源は各国特許庁のま

EPO レベルにおいて集権的に

ま

修正される可能性があること

Post-grant の部署から EPO デー

です。これは EPO では決して

タベースへデータが安定的に流

珍しいことではなく、例えば、

れれば、esp@cenet 等であなた

異議申立手続き後に補正され

が見る更新料情報はほぼ非常に

た欧州特許明細書（「B2」公報
とも呼ばれる）を発行する場合
があります。欧州特許の翻訳を
要求するすべての国は、B2 公
報の翻訳も要求するでしょう。

信頼性の高いものとなります。
ただし、特許付与後に有効とな
った、ある国での欧州特許のス
テータスに関する公の信頼すべ
き情報源は、依然として当該国
の特許庁のままです。したがっ

同じことは、特許権者からの請

て、重要な意思決定を下す前に

求により特許が「限定」された

は常にその国の特許庁でのダブ

（すなわち、範囲が減縮され

ルチェックをすべきです。

た）ときに発行される「B3」
公報についても当てはまりま

特許情報ニュースに Post-grant

す。

登場

Ｒegister Plus は www.epo.org/register からご利用可能です。

次号の特許情報ニュースでは、
「完全に死んでいない」特許に

新たに EPO の Post-grant チーム

注意！

長に任命された James Rollinson

最後にご注意を。特許は生き返

が、彼の部署の業務についてよ
り詳細に説明します。
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esp@canet

esp@cenet の大幅な改善
2010 年初頭の更新において、多くの重要な新しい特徴及び機能が esp@cenet に加え
られます。
これらには、改良されたヘルプファイル内ナビゲーション、「Worldwide」データベ
ースに設定されたデフォルト検索オプション、及びユーロ PCT 公報について、対応
する PCT 公報の代わりに「A0」公報を表示すること、などです。

esp@cenet ユーザ
ー向けのヒント
このレギュラーコラムでは、
EPO の esp@cenet ヘルプデス
クチームの専門家により、ユ
ーザーの質問から生まれた有
用なヒントをお伝えしていき
ます。本号では、日付範囲検
索に焦点を当てます。

他の主な新しい項目は以下の通り
です。

日付範囲

－３つ全ての公用語での EP 及び

esp@cenet

WO の全文検索
－全文でも検索語をハイライト

間にコロン、コンマ、又はス

機能

検索語のハイライト

ペースを入れると、その日付
範囲内の検索が可能となりま

イアウト決定およびナビゲーシ

す。

ョン

例 え ば 、 "2002:2004" 、

esp@cenet はまた、
「分類検索」画

"2002,2004"、又は

面では、最初の分類をセットで予め

"2002 2004"、 と 入 力 す る と

表示させることで、より「グラフィ

2002 年 1 月 1 日から 2004 年

ック」になります。

12 月 31 日の間の全ての公開

ユーザーは、出願時請求項の分析な

公報を抽出できます。

らびに独立請求項及び従属請求項
の視覚化をすることができます。

SmartSearch においては、
「公

さらに、検索、審査、異議申立、審

開日」フィールド識別子(pd)

判などで引用されたドキュメント

を使って日付範囲内検索を行

を含む、ほぼすべての引用文献を表

うことができます。以下の検

示させます。

索要求は、いずれも同じ結果

また、ユーザーは、より多くの検索

をもたらします。

語を任意の１フィールドに入力す

– pd="2002 2004"

ることができるようになり、検索ボ

– pd="2002, 2004"

ックス自体もこれに対応して拡張

– pd within "2002 2004"

されます。

– pd within "2002, 2004"

最後に、SmartSearch のフィールド
識別子が改良されました。

独立請求項および従属請求項の視覚化

6

Advanced

引用符で囲んだ２つの日付の

－全てのリストについてのソート
－改良されたリスト内のページレ

の

Search オプションにおいて、
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アジアからの特許情報

現在のアジアは？

ツ語で特許付与された欧州特許を

…以下をご存じでしたか？

明細書全文の英訳又は中国語訳は、

…改正中国特許法が 2009 年 10 月 1

英語及び中国語で提供しなければ

日から施行

なりません。

香港特許でも有効とするには、特許
必要とされません。発明の名称のみ

最近の改正では、数ある中でも、絶
対的新規性基準、中国でなされた発

欧州特許を香港特許に延伸する手

明に対する「機密性審査」、及び特

続きについての詳しい情報は EPO

許と実用新案の二重出願の可能化、

ウェブサイトの新しいセクション

を導入します。これらの変更点につ

www.epo.org/patents/law

いては、間もなく施行される改正施

/legal-texts/journal/informationEPO/

行規則により詳細に規定されてい

archive/20091103.html?update=law

ます。

をご覧下さい。

EPO のバーチャルヘルプデスクに
「台湾についての FAQ」が追加

www.epo.org/patents/patent－
information/east-asian/helpdesk/
chinese-taipei/facts-figures.html

日本と韓国がグリーン技術に関す

日本、中国、韓国、およびインドに

み）の公式版は、中国特許庁（SIPO） る特許出願について早期審査を開

加えて、EPO のアジア特許情報ウェ

開しました。（2009 年 10 月 1 日か

のウェブサイト www.sipo.gov.cn/

始

ブページに、台湾特許に関する

ら適用）www.jpo.go.jp/tetuzuki/

sipo2008/zcfg/flfg/zl/fljxzfg/から閲覧

日本の早期審査改正ガイドライン

FAQ、複数の書式および付与手続、

ryoukin/kokuryo.htm をご覧下さい。

の下では、2009 年 11 月 1 日からグ

情報、及び図が追加されました。ま

（日本語のみ）

新しい中国特許法（現在は中国語の

可能です。

リーン関連出願を早期に登録され

た、「データベース検索」欄では台

改正特許法および起草プロセスに

る手続きで審査することが可能で

湾特許庁(TIPO)の無料オンライン

EPO、JPO、USPTO、および KIPO の

関する法的文書をまとめたものの

す。韓国特許庁（KIPO）は、2009

データベースの分かりやすい検索

2008 年統計に関する新しいレポー

英語版、ならびに更新された「中国

年 10 月 1 日からグリーン技術につ

ガイドもあります。

トが公開に

における知的財産保護に関する計

いて「スーパー早期審査制度」を開

ここ数年間、このレポートは三極特

画表」は、欧州－中国 IPR2 プロジ

始しました。汚染物質の放出を最低

バーチャルヘルプデスクへは、

許庁協力の一部として公開されて

ェ ク ト の ウ ェ ブ サ イ ト

限に抑えるグリーン技術、または、

www.epo.org/patents/patentinforma

きましたが、新しい「四庁統計レポ

www.ipr2.org からダウンロード可

環境改善に貢献するとして資金提

tion/east-asian/helpdesk/chinese-taip

ート」には韓国特許庁（KIPO）から

供を受けた、もしくは認定されたグ

ei.html からアクセスできます。

提供されたデータも含まれていま

能です。

す。同レポートは、これら４カ国か

リーン技術がこの構想の対象です。
IPOS がシンガポールの知的財産サ

JPO が XML データ変換器を無料提供

ービス業者の総合名簿を提供

JPO の早期審査ガイドラインは

2007 年、JPO、USPTO、及び EPO は

許動向を比較した概論を提供して
います。また、最新動向についての
参考情報や、４庁における手続的特

らの出願の、国際的及び国内での特

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

一連の正式 XML 基準について合意

ポールネットワーク（SNIPS）」の

ouki/pdf/v3souki/greensouki_guidelin

しました。新しい共通出願様式

ウェブサイト上で、シンガポール特

e.pdf から閲覧可能です。
（現在は日

（CAF）は日本では 2009 年 1 月 1

色についての概説も収録されてい

本語のみ）

日から導入されました。CAF での出

ます。

「知的財産サービス業者のシンガ

許庁（IPOS）は 20 の異なるカテゴ

願 を 促 進 す る た め に 、 JPO は

リーに分けられた複数のサービス
業者リストを公開しており、ユーザ

KIPO の迅速な審査構想に関する情

HTML-XML コンバーターを制作し、

同レポートは www.trilateral.net

ーがシンガポールにおける特許事

報は、KIPO ウェブサイト

無料で提供します。

/statistics/tsr/fosr-2008.html からダ

務所およびサービスを探すのに役

www.kipo.go.kr のニュース欄

立ちます。

ウンロード可能です。

（2009 年 10 月 2 日付けの記事

CAF 及び XML コンバーターに関する

No.688）から閲覧可能です。

最新情報は、

アジアからのニュースをもっとご

詳しい情報は

www.jpo.go.jp/torikumi

覧になるには、

www.ipos.gov.sg/topNav/svc/onl/sni/

SIPO は最新の出願傾向を

_e/kokusai_e/common_format.htm、

http://eastmeetswest.europeanpaten

www.sipo.gov.cn/sipo_English/news/i

www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi

t-office.org/news へどうぞ。

prspecial/200909/t20090902_474380.

_e/e_meisai_xml.htm をご覧下さい。

html で公開しています。

JPO が PCT 出願手数料を値上げ

SNIPS.htm をご覧ください。
香港特許へ延伸された欧州特許は
必ずしも翻訳しなくてよい

JPO は PCT 出願の新しい料金表を公

ロンドン協定の下では、英国を指定
国としていてフランス語又はドイ
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韓国特許情報

韓国特許情報
その 2: 韓国リーガルステータスを検索する
ほんの数年前まで、韓国のリーガルステータス情報を検索することは宝探しに似ていました。
特に、事実上乗り越えることが困難な言語障壁のために、該データは古典的な冒険物語に登場する
宝石や金貨で満たされた箱と同じくらい、欧米のユーザーにとっては見つけにくいものでした。
幸運にも時代は変わりました。韓国が成長し主要な特許取得国になる

したがって、KIPRIS の「Patent Search」データベースに収録されているデ

に伴い、韓国でのリーガルステータスデータを英語で検索する方法も

ータにもっと目を向けることに価値があります。
「Patent Search」データベ

増えました。本号では、このデータを簡単に、効率良く、そして何よ

ースは KPA よりもかなり詳細で、ユーザーは様々なサブメニューを通じ

り、韓国語の知識無しで見つける方法について実務上のヒントを提供

て、リーガルステータスデータの正真正銘の金山にアクセスすることがで

することによって、読者の「宝探し」のお手伝いをしたいと思います。

きます。

では、どこから始めましょうか。多くの読者が最初に思い付く場所は、

サブメニュー「View Details」は特に重要です。ここに、対象となる知的財

全部で 40 ヶ国の特許および実用新案のリーガルステータスデータを収

産権に関する付与または拒絶までの全てのリーガルステータス関連の出

録し、esp@cenet からアクセス可能な INPADOC でしょう。しかしなが

来事が時系列にリスト化されています。63 個の最も重要な出来事が英語に

ら、ユーザは探しているものが見つからないことにすぐ気が付くでし

翻訳されているため、ユーザーは容易にそれらを識別できます。これらは、

ょう。INPADOC は韓国のリーガルステータスデータを含んでいないの

関連日付２ 、内部リーガルステータスコード、および現在のステータスと

です。尚、esp@cenet では PCT 出願が韓国国内段階に入ったことだけ

ともに表示されます。

しか分かりません。これにより初めはユーザーの間に幻滅の感情が生
まれるかもしれません。結局、韓国リーガルステータスデータを見つ
けるのはおそらくもっと難しいのではないでしょうか。他にどんな検
索オプションがあるのでしょうか。
両質問への答えは、“KIPRIS”です。これは韓国特許庁（KIPO）に代わっ
て韓国特許情報院（KIPI）によって提供されている韓国検索システムで

しかし、これだけではありません。ユーザーは特許査定後又は拒絶査定後

す。KIPRIS は、韓国リーガルステータスデータの検索方法を２種類提

に発生した全ての出来事を「Registration」ウィンドウおよび「Trial」ウ

供しています。１つは「Korean Patent Abstracts」データベース、もう

ィンドウを通じて閲覧することもできます。

１つは韓国語全文検索用の「Patent Search」データベース１ 、です。
「Registration」では、特許査定後、知的財産権となった、特許登録情報
Korean Patent Abstracts (KPA)は、専用の KIPRIS データベースでアクセ

の抜粋がユーザーに示されます。このページは支払われた更新料をリスト

スできる韓国特許公報の英文抄録です。長い間、KPA は韓国でのリー

化しているので、包括的なリーガルステータス検索には特に重要です。

ガルステータスデータを英語で提供する唯一の情報源でしたが、情報
量が比較的少ない状態でした。KPA は全部で 11 の項目から成るリーガ
ルステータスの概要（下表参照）を提供しているにすぎず、更新料の
支払いに関する情報は提供されていません。
年金支払済

KPA で入手可能なリーガルステータス
審査請求日(20000110)

最後に、
「Trial」ウィンドウを開くことによって、ユーザーは無効化手続や
特許範囲を決定するための手続などの司法手続の詳細についてもアクセ

拒絶査定通知日（）

スすることができます。当事者、主題、目的、および結果に関する包括的

出願最終処分（拒絶）

な情報を提供する別枠のデータシートを各手続群について開くことがで

出願最終処分日(20020329)

きます。今のところユーザーにとって唯一不都合な点は、残念ながらこの

特許登録番号( )

情報が韓国語でしか提供されていないことです。

登録日( )
特許付与に対する異議申立数( )

これで、韓国リーガルステータス情報の「宝探し」は成功のうちに終了で

特許付与に対する異議申立日( )

きます。EPO ウェブサイトの「バーチャルヘルプデスク」のページでは、

aid
拒絶査定に対する訴訟数
( )

拒絶査定に対する訴訟請求日( )
権利消滅日( )
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動作画面例付きで、KIPRIS での様々なデータ項目の検索方法を段階的に説
明しています。
（9 頁へ続く＞）

最後に、魅力的な提案にご注目下さい。１書類あたり 22 ユーロで EPO

「アジア特許情報サービス」チームでは、他にもユーザーが求めるあら

の「アジア特許情報サービス(Asia Patent Information Services)」に、包

ゆるお手伝いを喜んでご提供致します。電話番号+43 1 52126 4545 か電

括的なリーガルステータス検索をご依頼頂けます。同チームは通常、

子メール asiainfo@epo.org までご連絡下さい。

全ての検索結果の報告書を２営業日以内に（緊急の場合には数時間以
1)名称によらず、このデータベースは特許および実用新案に関する情報を含んでいます。

内の場合も）お届け致します。

2)示される日付は有効日、即ち、そのリーガルステータス上の出来語が有効となった時、です。

意思決定者のための特許統計学

統計学の専門家がウィーンで会合
ウィーンで 10 月に行われた、知財専門家と統計学者による、第２回「意思決定者のための特許
統計学」の会議では、共同体特許に関する見解は一致しませんでした。
料金体系の提案もされたプレ

EPO においてデータベースに責

ゼンテーション、
「共同体特許

任を負っているアプリケーショ

の費用対効果分析」において、

ンマネージャーの１人である

発表者であるブリュッセル自

Johannes Schaaf 氏は、
「発表者の

van

多くは PATSTAT データを他のデ

Pottelsberghe 氏が、この改革

ータソースと組み合わせてもい

は出願人とほとんどの特許庁

ました」と付け加えています。

由 大 学 の

Bruno

には利益があるが、弁護士や

「彼らは取引登録からの SME デ

翻訳者の費用においてはそう

ータを使うか、あるいは SME デ

ならない、と述べると、火花

ータを株式市場または調査のデ

を散らす議論が開始されまし

ータと組み合わせていました。」

た。
主催者は、他のイベントが人を
彼の結論は、パネルディスカ

集めるのに苦労している時に、

ッションにおいて、とりわけ

昨年と同じ数の参加者が集まっ

IBM の Roger Burt 氏により異

たことをとても喜んでいまし

議が唱えられました。 Roger

た。

Burt 氏は、産業界は現在の欧
州の特許制度に十分満足して

特 許 情 報 主 席 部 長 の Richard

いると述べました。

Flammer は、「多くの民間企業及
び公的団体が出張を削減してい

のイベントは、DIME Network of

会議で発表者らは、OECD の

る期間中にこれほど多くの人々

Excellence、 European Policy for

特許統計推進本部によって開

を惹き付けることができたとい

Intellectual Property、Eurostat、

始されたプロジェクトであ

う事実は、このテーマがいかに

JPO、NSF、USPTO、および WIPO

る、PATSTAT データベースに

重要かを示しています。人々は

の協力によって開催されまし

ついて、EPO に対し祝辞を述

危機を乗り越える鍵となる要素

た。

べ ま し た 。 PATSTAT で は 、

として、特許と技術に目を向け

esp@cenet で閲覧可能なもの

ているのです。
」と述べました。

もっと知りたい方は
会議でのプレゼンテーションは

と同じデータ集が用いられ、
特に世界中から特許の統計分

この年に一度の２日間の会議に

EPO

析を収集できるように設計さ

は、欧州委員会、各国特許庁、

www.epo.org/events か ら入手 可

れていると共に、発明者及び

大学、研究機関、国際機関、及

能です。

出願人の詳細な情報によって

び産業界からの代表者など世界

充実したものとなっていま

中から 120 人を超える参加者が

す。同会議でのプレゼンテー

集まりました。

ウ

ェ

ブ

サ

イ

ト

ションの多くは、PATSTAT か
ら抽出した統計データに基づ

EPO お よ び 経 済 協 力 開 発機 構

くものでした。

（OECD）によって主催されたこ
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製品ニュース

4 つの ESPACE
製品が生産中止へ

研修

サーチマターズ 2010
年に一度の EPO が特許検索の専

レクチャーおよびワークショップ

2010 年セミナー
カレンダー

門知識を公開する大会が 2010 年 4

の内容は、産業界から参加した経

特許情報ニュース 2009 年第 3

月 12、13 日にハーグで開催されま

験豊富な特許検索専門職の方を特

EPO からの特許情報研修コース

号でお知らせしましたように、

す。この 2 日間のセミナーは、典

に対象としています。この分野で

2010 年度の完全な特許情報セミ

EPO は下記製品の生産を今年い

型的には、産業界の経験豊富な特

の経験が２年未満の方や、各国特

ナープログラムは 1 月にオンライ

っぱいで終了します。

許検索専門職の方向けのもので、

許庁の専門家の方は、よりニーズ

ンで閲覧可能となります。繰り返

ESPACE ACCESS

参加者が様々な技術分野で働く

に合った他の EPO 特許検索研修

しますが、EPO では初心者向け及

ESPACE FIRST

EPO 特許審査官の持つノウハウ

イベントをご検討下さい。

ESPACE ACCESS-EPC

及び才能へ近づける、他では得ら

ESPACE WORLD

れない機会です。特許分類、検索

会場の定員はたった 200 名です。

プログラムは、特許分析論に関す

ツール、およびデータベースの最

需要は多いでしょうから、お申し

るセミナーと、2 つの特許ポート

新情報に関する 11 のレクチャー

込みはお早目に！登録は既に開始

フォリオ評価（IP スコア）セミナ

に加えて、参加者は、高い技能を

されており、2010 年 3 月 12 日に

ーも含まれています。

2009年末に GPIによって置
き換えられる3つの製品

び上級者向けの特許情報セミナ
ーを提供していきます。また、本

持つ審査官および他の専門家に

締め切ります。詳しい情報、プロ

よる 17 のワークショップの中か

グラム草案やレクチャー・ワーク

ら４つに参加することができま

ショップの概要の閲覧、ならびに、

「バーチャル教室」シリーズも、

す。参加者数が制限されているこ

オンラインでのご登録及びお支払

１年を通じてより多くの研修イ

とから、審査官と彼らの席で直接

いは、

ベントを本プログラムへ追加し

交流し、戦略や最良の実践に関す

http://application.epo.org/ipcal/i_ev

ていきながら継続します。これら

る意見を交換する良い機会とな

ent.php?id=5116 からできます。

無料のオンラインコースには、イ

また、EPO は、オンライン研修の

ンターネット経由で EPO の指導

るでしょう。

員や他の参加者と接続しながら

こ れらはグ ローバル ・パテン

参加することができます。また、

ト・インデックス（GPI）という、

EPO では、毎月（8 月と 12 月を

下記のようにあらゆる種類の新

除く）最終木曜日の午前 10 時に、

しい検索の可能性を提供する新

特許情報トピックスに関する最

しいオンライン製品に置き換え

新ニュースと更新情報をお届け

られます。

する「月刊オンライン特許情報ニ

・esp@cenet で使われているデ

ュースフラッシュ」も提供しま

ータと MIMOSA の検索力と

す。

を組み合わせた。
・データの徹底的なインデック

上記および他のイベントについ

化により、更に検索の可能性

て詳細は www.epo.org/learning を

が高まり、かつ視覚的なもの

ご覧頂くか、

となった。

pitraining@epo.org までご連絡下

・約 100 の異なる検索基準

さい。バーチャル教室およびオン

・毎週オンライン更新

ラインイベントの検索およびご

・検索クエリーを保存及び再使
用できるクエリー管理
2010 年 1 月から、GPI は１パス
ワードあたり年間 710 ユーロ掛
かります。

登録は、www.epo.org/topics/

サーチマターズ2009

ip-events/patent-event-search.html
から検索可能カレンダーをご覧

サーチマターズ2009で
のEPOのNigel Clarke

下さい。オンラインで提供される
ものを抽出するには、
「Medium」フィールドで「Online

GPI に 関 す る 詳 し い 情 報 は
www.epo.org/gpi をご参照下さ
い。

training」を選択して下さい。
特許情報研修に関する電子メー
ルの通知サービスにご登録する
には、https://secure.
epo.org/patents/email/pi-training/i
ndex.en.php からオンラインフォ
ームをご利用下さい。
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ポーランドからのニュース

ポーランド(PL)のリーガルステータスデータが EPO から入手可能に
2009 年 10 月末にポーランドのデー

ポーランドのリーガルステータスコ

タがリーガルステータスのデータベ

ードのリストは、www.epo.org/

ースに追加されたことを EPO よりお

patents/patent-information/raw

知らせ致します。現在、入手可能な

-data/useful-tables.html からご覧頂け

データは 2007 年からですが、EPO で

ます。
（英語の「リーガルステータス

は、今後データベースに加えるリー

コード」の隣の表の中にある「ダウ

ガルステータス上の出来事に関する

ンロード」リンクをクリックして下

データを更に抽出しているところで

さい。）

す。
右記は esp@cenet のポーランドリー
ガルステータスデータの例です。

ポーランド特許庁の公開公報サーバーの更新
全てのポーランド登録特許および実
用新案 のポーランド 語による全文
は、ポーランド特許庁の公開公報サ
ーバーからアクセス可能です。この
サービスは、2008 年 4 月 2 日に一般
向けに使用可能になりました。
ポーランド特許（
「B」公報）全文、
ポーランドで有効となった EPO 特許
のポーランド語翻訳文（
「T」公報）
、
ならびに実用新案の収録データ（「Y」
公報）へのアクセスを提供するこの
サーバーは、今では、ポーランド特
許公報の特許第１号（1924 年公開）
からの過去全ての登録特許を収録し
ています。

http://pubserv.uprp.pl/Publication
Server/index.php?jezyk=en での検索一例

URL は
http://pubserv.uprp.pl/PublicationServ
er/index.php?jezyk=en です。

公報コーナー
「公報コーナー」は特許情報ニュースの連載記事で、EPO 公報に関す

欧州特許公報
2009 年 1 月～12 月
2009 年
週平均

る統計および一般情報を読者に提供しています。
■EP-A1：サーチレポート付きで公開された欧州特許出願
■EP-A2：サーチレポートなしで公開された欧州特許出願

2008 年 と
の比較

44 717

5.9%

373

19 762

–14.2%

1 217

64 479

–1.2%

EP-A 公報

■EP-A3：欧州サーチレポート

EP-A1

■EP-B1：欧州特許明細書

EP-A2

■EP-B2：補正された欧州特許明細書

EP-A1 + A2 合計

注意：この表は PCT ルートで出願された欧州特許出願（Euro-PCT 出願）に関す
る統計は含んでいません。Euro-PCT 出願は、WIPO によって公開されるととも
に、英語、フランス語、又はドイツ語以外の言語である場合を除き、EPO では
入手できません。現在、全欧州特許出願の約 70％が Euro-PCT 出願です。

2009 年 1～12 月
合計

844

A1+A2 の合計に占め
る EP-A1 の割合
EP-A3

69.4%

7.2%

352

18 633

3.9%

1 024

54 272

–10.1%

EP-B 公報
EP-B1+B2
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その他のニュース

重要な電話番号

USPTO 長官が公設ブログを開始

ウィーンでの
「East meets West」

新任の知的財産担当商務次官で

目標として掲げ、
「チャレンジは素

「East meets West in Vienna」フォ

Tel.: +43 1 52126 4051

USPTO 長官の David Kappos が公

早く、そして費用に対して効果的

ーラムは、毎年開催されている

Fax: +43 1 52126 4533

設ブログを開始しました。長官は

であるべきで、理想的には手続き

EPO のイベントであり、アジア

e-mail: espacenet@epo.org

このブログが「アイデアおよび懸

終了時にほぼ万全な特許を生み出

からの特許情報専門家と、世界中

esp@cenet ヘルプデスク

案事項を定期的に共有する有用

すべきだ」と述べました。また、

からのユーザーとが集うイベン

電子出版物相談ライン

な媒体になる」ことを願っていま

Kappos 氏は「先発明主義」から「先

トです。次のフォーラムは 2010

Tel.: +43 1 52126 2411

す。

願主義」への移行案への明確な支

年 4 月 22～23 日に開催されます。

Fax: +43 1 52126 2492
e-mail: epal@epo.org
INPADOCヘルプデスク
Tel.: +43 1 52126 115
Fax: +43 1 52126 3292
e-mail: inpadoc@epo.org
アジアの特許情報
Tel.: +43 1 52126 4545 ,
Fax: +43 1 52126 4197 ,

持を表明しました。
Kappos 氏は、最初のブログ投稿

今年よりも早い時期に開催され

で早速仕事に取り掛かり、連邦議

Kappos 氏のブログは

た 2009 年のフォーラムについて

会によって現在起案されている

www.uspto.gov/blog/director/entry/

の詳しい情報は、www.epo.org/

特許改革法に着目しました。

director_s_forum_david_kappos か

about-us/events/emw2009.html を

Kappos 氏は、付与後の再審査を

らチェックできます。

ご覧頂くか、EPO アジア特許情
報チーム asiainfo@epo.org まで

EPO 特許情報会議 2010

e-mail:asiainfo@epo.org

スイス特許庁と共同で開催され

プログラムおよび申込方法の詳細

る EPO 特許情報会議 2010 は、ス

は、2010 年 6 月に公開されます。

研修

イス・ローザンヌのボーリュ

同会議についてのニュースつきの

Tel.: +43 1 52126 1043

(Beaulieu)会議展示センターで開

電子メール通知は

Fax: +43 1 52126 4533

かれます。

www.epo.org/pi-conference にてご

e-mail: training.vienna@epo.org

登録できます。

Tel.: +43 1 52126 4547
Fax: +43 1 52126 2491
e-mail:csc@epo.org

PATLIB2010 - 論文募集中
EPO ウェブサイト上で論文募集が

催される PATLIB2010 が、2010 年

公開されています。各国特許庁及

5 月 31 日から 6 月 2 日までドイツ

び特許情報センターによる寄稿

Tel.: +43 1 52126 4546

のドレスデンで開かれます。今回

は、2010 年 1 月 18 日が提出期限で

Fax: +43 1 52126 2492

のテーマである「ビジネスツール

す。詳しい情報は、

e-mail: csc@epo.org

である特許情報」は、特許情報セ

www.epo.org/about-us/events/patlib

ンターが EPO 加盟国地域におい

2010 をご覧下さい。
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