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“Raising the Bar”－2010 年 4 月 1 日から新たな基準が 

適用されます 

 EPO における調査と審査、並びに分割出願の出願期限に関する新規則が 2010 年 4 月 1 日
から施行予定です。 

 Patent Information News 

2/2009 でお知らせしたように、

EPO の Raising the Bar 構想は、

進歩性基準の引上げではなく、

最新かつ最良の実例と EPO の進

歩性評価を対応させること、並び

に、技術分野を問わず一貫性が

あり明確な進歩性評価の基準を

確保することを目的としていま

す。 

 

クオリティの向上 

 米国の初代特許庁長官トマス・

ジェファーソンはかつて、「発明

に与えられる排他的権利は、自

然権ではなく、社会の利益のた

めに与えられる（ The exclusive 

right to invent ion [is] given not of 

natural right, but for the benefit 

of society.）」と記しました。特許

保護により得られるもう１つの側

面として挙げられるのが、発明者

がその代わりに提供しなければ

ならない情報です。すなわち、特

許出願においては、その発明を

当業者が実施できるよう十分に

発明を開示しなくてはならないこ

とです。このような「特許情報」

が、ジェファーソンの言う社会の

利益の一部になります。 

 

 特許情報が社会にもたらす利

益は、そのクオリティに依拠しま
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す。特許庁が特許出願の調査と

審査を徹底的に行うことで、特許

情報のクオリティに影響を与える

ことができますが、特許出願が出

願時の体裁で公開される点で、

出願人自身も、特許情報データ

ベースの内容のクオリティの大部

分を担う、という１つの義務を負っ

ています。 

 

 それでは、発明が明確に記載さ

れていない特許出願が提出され

たら、どうなるのでしょうか？実の

ところ、クオリティの喪失には２つ

の側面があります。１つ目に、イノ

ベーションの公開が曖昧になる

ので、社会にもたらされる利益は

少なくなり、潜在的な競争相手や

公衆にとっては、最終的な保護

範囲の信憑性が薄くなります。２

つ目に、審査官は関連文献の検

索にかなりの労力を費やすことに

なり、サーチレポートの質が低下

してしまいます。 

 

 そこで、2010 年 4 月から初めて

の試みとして、発明の明確性を裏

付ける調査の段階で、EPO の審

査官が出願人とやり取りできるよ

うになります。こうすることで、より

関連性が高く、良好な引用先行

技術に焦点をあてて審査官が調

査を行えるようになり、サーチレポ

ートのクオリティが高くなるでしょ

う。その上、明確化により、第三

者や公衆に対する法的不確実性

を低減し、特許情報のクオリティ

にプラスの影響を及ぼすことがで

きるでしょう。 

 

 特許付与手続に積極的に関与

する人々―発明者、出願人、弁

理士、特許庁―は全員、クオリテ

ィ維持の一端を担っています。し

かし、近年の傾向では、EPC の要

件に則しておらず、要件を満たし

ていない出願が増えてきていま

す。その結果、これらの出願を

を全く行わない場合に、特許請

求の範囲に該当し得ると解釈す

るものを明確にしたりできます。 

 

 新規則において、出願人は、

審査段階に移行する前に、調査

見解書に対する応答を行う必要

があります。これらの応答は、包

袋に収録され、Register Plus で

公開される予定です。 

 

 審査段階の大部分は現状維持

ですが、審査の主題が一度調査

された主題から変更されないこ

と、また、作業を効率的に行うこと

で特許の保護範囲の明確化に

集中できることを更に重視するべ

く、多くの変更が含まれていま

す。出願人は更に、あらゆる補正

と補正の根拠を明示する必要が

あります。 

 

EPC に根本的に適合させるため

の努力が益々必要になってきて

います。全ての出願に当てはまる

わけではないものの、EPO が扱う

基本的な記載不備の多くは、出

願前に出願人で補正できたはず

であり、補正されるべきであったと

言えます。 

 

 これまで、調査官が調査すべき

主題について釈然としない場合

に、明確性を裏付けるために出

願人とやり取りできる可能性は全

くありませんでした。その望ましく

ない結果の１つに挙げられるの

が、調査業務が必然的に審査段

階までずれ込む分、実体審査官

が、例えば更に調査を行って、審

査中に他の文献を参照しなけれ

ばならないことです。このような状

況により、調査段階も審査段階も

格段に見通しが悪くなります。 

 

 

調査及び審査の手順 

 4 月 1 日から実施予定の変更で

は、調査の焦点をより的確にし、

審査の主題を調査の主題の範囲

内に収めることを意図していま

す。 

 

 2010 年 4 月 1 日以降、調査官

が出願人とやり取りできるようにな

ることで、例えば、どの独立クレー

ムを調査するべきかを明確にした

り、或いは、調査／部分的な調査

分割出願の期限 

 調査及び審査手順の変更と同

時に、分割出願の期限が新しく

な り ま す 。 Patent Information 

News の次号では、EPO の分割

出願と、新規則による変更に関

する話題を扱う予定です。 

 

 4 月 1 日から実施される変更に

関する情報は、下記 EPO ウェブ

サイトでご覧になれます。 

www.epo.org/patents/law/legalt

exts/epc/changes-2010.html 

 

審査の新ガイドライン 
 
EPO では、2010 年 4 月
1 日から利用できる、審
査ガイドラインの新版の
申込みを受け付け中で
す。 
コピーの申込は  
www.epo.org/guidelines 
まで。 
EPO ウェブサイトでは、
改訂ガイドラインのドラ
フトをご覧になれます。 

2010 年 4 月 1 日から実施される EPC 規則の変更のまとめ 

改正後規則 詳細 

62 条（a）（新規）

及び 63 条 

クレームの明確化のため、調査実施前に出
願人が審査官の要求により召喚される 

137 条 5 項（新規） EPC 62 条（a）及び 63 条に基づいて調査さ
れなかった主題を導入する補正は、認めら
れない 

70 条（a）（新規）

及び 161 条 

出願人は、審査段階に移行する前に、EPO
調査官による調査見解書に対する応答を行
わなければならない 

137 条 2 項及び 
3 項 

出願人は “自発的な”補正を一度だけ行う

ことができる 

137 条 4 項 出願人は、行った補正をすべて明示し、そ
の根拠を出願当初の明細書に基づいて示さ
なければならない 

36 条 分割可能な時期に制限を設ける 

57 条（a）、69 条、 
135 条 

上記の新規追加規則の幾つかに関する条項 

64 条 発明の単一性の要件を満たさない場合の追

加調査料の納付期限 
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特許情報と欧州の連携 

 EPO の特許情報政策がかつて 1988 年に最初に採択されて以来、EPO 加盟国との連携は

その中核となっています。私達の長年にわたる成功は、この連携なしでは考えられない

と言っても過言ではありません。 

 当初、特許庁間で特許データ

を確実に定期的かつ効率的に交

換し、公に普及させるためには、

連携が不可欠でした。加盟国中

のパートナーの支援のお陰で、

欧州公報のサーバー、そしてとり

わけ esp@cenet によってベンチ

マークを打ち出すことができまし

た。 
 
 各加盟国の特許庁と欧州全体

で 300を超える特許情報センター

のネットワークは、それぞれのユ

ーザーに近い分、特許に含まれ

る情報を産業界が効果的に活用

して事業に役立てる際の重要な

役割を担っています。 
 
 したがって、EPO の特許情報チ

ームと欧州の連携チームが１つ

のユニットにまとまっていくことを

読者の皆様にお伝えできるのは

嬉しいことで、私はこれを先導し

ていきたいと思います。この新し

いユニットには、「隣国どうし」す

なわち地理的に近い加盟国どう

しの連携が含まれており、私達は

これら加盟国との密接な繋がりを

維持しています。 
 
 EPO と加盟国間のこの連携プロ

グラムは、特許制度を欧州のイノ

ベーションと経済成長にもっと役

立つものにし、欧州全体に知識と

スキル、専門技術を行き渡らせる

ことを目的としています。特許情

報は、欧州全体の「マルチプライ

ヤー」として活動する加盟国ととも

に、サービスとアドバイスで産業

を支える活動とって不可欠な要

素です。 
 
 この新しいユニットにより、特許

情報の分野と、益々活発になっ

ている欧州連携の分野の両方に

おいて私達が直面する課題に対

処することができます。このような

課題の進展を、本誌で定期的に

皆様にお伝えできるものと期待し

ています。 

前号の補足 

 Patent Information News の別

号は、EPO のウェブサイトのみ

で公開されており、紙面版では

発行されていません。これを見

逃した方のために、 Patent 
Information News 4/2009
（ www.epo.org/aboutus/publica
t ions/patent-information/news/2
009.html でご覧になれます）の

ハイライトを幾つか紹介しま

す。 
 
 
特許情報のクオリティ 
 昨年の 11 月にフランスのビ

アリッツで開催された EPO 特

許情報会議 2009 のメインテー

マは、クオリティと、多くの特

許情報関係者の中で誰がその

クオリティを保証する責任を

担っているのかということで

した。 

 「特許のクオリティと特許情

報のクオリティは表裏一体で

す 。」 EPO 長 官 の Alison 
Brimelow はこのように述べ、

IPS Intellectual Property Services 
ABのPeter de Bellmond氏は「情

報の開示は、全ての特許制度の

根幹であり、いわゆる倫理観の

問題です」と論じました。異な

る立場の意見として、Reinhard 
Skuhra Weise & Partner GbRの弁

理士の Andreas Feichtner氏が述

べたように「特許制度において

高い倫理観を求めるのはとて

も理にかなっていますが、それ

がクライアントの最善の利益

にならない場合、特許弁護士は

その責任を問われることもあ

る」ようです。 
 
 
特許付与後の更新料の納付状

況掲載と、これが特許情報にと

って重要な理由 
 EPO は、加盟国の毎年の更新

料収入の 50%を受け取ってい

ます。更新料は、特許庁の

「Post-grant 特許付与後更新

料管理」部門が徴収していま

す。この部門が特許情報におい

て重要な役割を担っているの

は、或る特定の国における特許

の更新料の納付が、その国にお

いて特許が有効であることを

知る手掛かりとして有用だか

らです。 

新しい専門職の登場？ 
 特許情報ユーザー会同盟

（CEPIUG）と特許文献会（PDG）
は、特許情報スペシャリストの

専門資格認定の主要項目に合

意しました。 
 
 
4 つの ESPACE 製品の終了 
 EPO は、2009 年末に下記の

ESPACE 製品の生産を打ち切り

ました。 
ESPACE ACCESS 
ESPACE FIRST 
ESPACE ACCESS-EPC 
ESPACE WORLD 
 
 これらの製品の後継は、GPI
（Global Patent Index）になりま

す。詳しくは www.epo.org/gpi 
をご覧ください。 

論説 

前号について 

 

 
Richard Flammer 

特許情報主席部長 
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翻訳でお困りですか？ 

ニーズに合った的確な韓国特許の翻訳を入手しましょう 

 His Majesty the lid (50) This is maryeon. In addit ion, a 
number of buttons consisting konteurolbu (42), the snow 
Chidoemyeo, water valves inside the objection hucheuk 
device (Midori City) and the tax system has been put 
temporarily stored input device (60) with Everything. As 
soon as the commitment and the tax administrat ion is done 
watering. 

 
 
 ”Royal lids”って何？Input devices ”with everything”って何？ 
 オンラインのインターネット翻訳サービスでの、こんなふうに上手くい

かなかった機械翻訳から、オリジナルの韓国特許文献が実際は洗濯

機の部品に関するものだとは、知る由もありません。 
 
 幸い、韓国特許の翻訳が必ずしもこのように不可解な表現でできて

いるわけではありません。「ロスト・イン・トランスレーション」の状態にな

らずに、韓国特許の的確な英語版フルテキストを入手する方法は沢

山あります。1 つ目は、KIPI の K2E-PAT サービスで、2 つ目は、新登場

の韓国語から英語へのマニュアル翻訳サービスです。 
 
 
K2E-PAT：言葉の壁を打ち破る機械翻訳 
 
1979 年以降の文献をオンザフライ方式で翻訳 
 2007 年 1 月、韓国特許情報院（KIPI）は、韓国特許庁（KIPO）に代わ

り、K2E-PAT（韓国語から英語への自動機械翻訳）サービスを開始しま

した。このサービスでは、特許文献、実用新案、韓国語 PCT 公報の翻

訳を提供しています。 
 
 K2E-PAT では、以下の文献の翻訳が可能です。 

韓国 

表 1：K2E-PAT がカバーする文献（KIPI のご好意により頂いた情報） 

KIPRIS の機械翻訳へのアクセス 
 K2E-PAT サービスへは、KIPRIS 検索システムからアクセスします。 
次の 3 つの方法で翻訳をリクエストできます： 
 
－「特許検索」データベースから－ヒットリスト中の「K2E」アイコンをクリ

ック、又は、所望の文献を選択した後に「K2E」アイコンをクリック； 
－KPA（韓国特許アブストラクト）データベースから－ヒットリスト中の

「English Fulltext」アイコンをクリック、又は、所望の文献を選択した

後に「English Fulltext」アイコンをクリック 
－別個の K2E-PAT インターフェースから 
 
 K2E-PAT インターフェースは、「特許検索」データベースと同じ検索

領域を有していますが、大きな利点が 1 つあります：該当する特許に

関する重要な情報が、ヒットリストそのものに英語表記された状態で出

てきます。全ての文献について、発明の名称の翻訳に加え、韓国語

の発明者、出願人、代理人の名称の翻訳が記載されています。 
 

 残念ながら、補正後の公開特許文献の翻訳は提供できません。 
 
 韓国特許のアブストラクト（KPA）の公開と英語版アブストラクトの公開

には多少の時間差（KPA の場合、マニュアル翻訳のため通常 3 ヶ月）

がありますが、K2E-PAT 翻訳は、KIPRIS（KIPO に代わり KIPI が運営す

る、韓国知的財産情報サービス）に新たに文献が公開されたその日

に入手可能です。 
 

 

 
図 1：K2E-PAT インターフェースのヒットリスト抜粋 

文献のダウンロード 
 K2E-PAT インターフェースを用いた検索は無料で、発明や出願人の

名称に関するある程度の情報が得られますが、全文翻訳の場合は有

料でのみ利用できます。利用方法は下記から選択できます。 
 
－KIPRIS ウェブサイトから文献を抽出する 
－業者又は EPO に文献を依頼 
 
 EPO では、通常、依頼受注から 2 稼働日後に翻訳を用意できます。

こ の サ ー ビ ス に つ い て 詳 し く は EPO ウ ェ ブ サ イ ト 
www.epo.org/patents/patent-information/east-asian/translat ion/K2E
-PAT.html をご覧ください。 
 
 ダウンロードした文献に含まれる情報は以下の通りです： 
 
－書誌事項 
－アブストラクト 
－明細書 
－（KPA のように選択図だけではない）全図面 
－リーガルステータスに関する情報 
 
 K2E-PAT の更なる利点は、英訳とオリジナルの韓国語を（行どうしが

ほぼ対応した状態で）並列表示できることです。これにより、韓国語テ

キストそのものにおいて、特に重要な部分を特定して、その部分のマ

ニュアル翻訳を依頼することができます。 

特許

実用新案 

未審査の特許公報(A) 
審査後の特許公報(B1) 
国際出願（PCT）(A) 

未審査の実用新案 
公報(U) 
登録実用新案（Y1） 
国際出願（PCT）(U)  

1983 年以降 
1979 年以降 
1985 年以降 

 
1998 年以降 
1979 年以降 
1986 年以降  
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EPO 審査官は中国文献資料にどのよう

に対応しているのでしょうか？ 

中国 

EPO の翻訳サービス：マニュアルオプション 
 
 例えば K2E-PAT が提供する機械翻訳は、何に関する特許かを

知る上で確かに便利ですが、プロの「マニュアル」翻訳に匹敵

するクオリティのものは滅多にありません。例えばクレームを

緻密に分析する際、韓国語の内容を緻密かつ正確に翻訳するこ

とが不可欠な場合が多々あります。私達はこれに鑑みて、韓国

特許文献のマニュアル翻訳の提供を今春から開始する予定で

す。 
 
 いかがでしたか？EPO の新しい翻訳サービスについて、又は、

K2E-PAT 機械翻訳サービスについて、もっと詳しく知りたい方

は、お気軽にアジア特許情報チーム（Asian patent information 
team）まで、電話又は E メールでご連絡ください。連絡先は下

記の通りです。 
電話：+43 52126 4545 
E メール：asiainfo@epo.org. 
オンライン： 
www.epo.org/patents/patent-information/east-asian.html.。 

 EPO 審査官にとって、中国の文献資料は非常に重要な先行技術ソ

ースです。テレコミュニケーションなどの分野で、中国企業による出願

が特に活発なため、このような分野において中国の先行技術文献資

料が急増しています。中国の非特許文献の量は、特許文献をはるか

に上回るペースで増加しており、例えば漢方薬などの領域ではその

実在を知る難しさから、各国の特許庁は特有の課題に直面していま

す。 
 
 EPO 審査官はかつて、アジアの文献資料に直面すると、（入手可

能な場合は）アブストラクト又は図面に基づいて、或いは、中国語を

ある程度理解できる他の審査官の力を借りて、文献の関連性を評価

していました。文献に関連性があると思われる場合、（サーチレポート

に引用されたり、実体審査で使用されたりすることもある）マニュアル

翻訳を依頼していました。 
 
 現在、EPO 審査官は、定期的に新しいソースが追加されている大

量の中国の文献資料に、庁内のデータベースからアクセスできま

す。英語アブストラクトと図面しか入手できないときもあれば、英語フ

ルテキスト（アブストラクト、明細書、クレーム、図面）を入手できるとき

もあります。また、審査官は、SIPOや C-PAT のウェブサイトから中国特

許文献の翻訳にアクセスすることもできます。 
 
 また更に、審査官は必要に応じて、マニュアルアシストの機械翻訳

サービスを利用できます。翻訳を依頼する前に、審査官には、SIPO
や C-PAT のウェブサイトにアクセスして、英語アブストラクト、図面、機

械翻訳がないかどうかを確認して、その調査や審査にとって翻訳が

本当に重要なのかを判断することが求められます。翻訳を依頼すると

―特許文献と実用新案に利用できます―中国にある 3 つの専門企

業のいずれかから、通常 72 時間以内に翻訳が届きます。こうして用

意された翻訳は全て、将来の調査のために EPO のデータベースに

自動的に追加されます。 
 
 次の点に留意しなければなりません： 
 
－機械翻訳やマニュアルアシストの機械翻訳には、法的な評価がさ

れず、審査官はこれをサーチレポートに引用しない、ということ。こ

の場合、オリジナルの中国語文献のみがサーチレポートに引用さ

れ、翻訳文は、調査見解書に添付されたり、審査報告書で参照し

たりする可能性しかありません。 
 
－特許庁ウェブサイトなどで各国特許庁から入手できる翻訳や、

（別々の公報種別コードが付与された）別々の公報として公開され

ている翻訳は、法的な評価がされるということ。 
 
－マニュアル翻訳には、法的な評価がされるということ。 

表 1：K2E-PAT がカバーする文献（KIPI のご好意により頂いた情報） 

図 2：K2E-PAT の翻訳の抜粋－オリジナルの韓国語と英訳が並列表示 
されます。 

 

便利なリンク 
KIPRIS の特許検索データベース： 
http://patent2.kipris.or.kr/pateng/searchLogina. do?next=ItemSearch 
KIPRIS の K2E-PAT インターフェース： 
http://k2epat.kipris.or.kr/k2epat/searchLogina.do?next=ItemSearch 
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アジアのニュース 

 

マレーシアの PCT 国内段階移行

に 関 す る 情 報 が WIPO の

Patentscope 検索サービスに追

加されました。 
 Patentscope では現在、42 ヶ国

の PCT 国内段階移行に関する情

報をカバーしており、最近追加さ

れた、アフリカ広域知的財産機関

（ARIPO）、ベラルーシ、ハンガリ

ー、ユーラシア特許機構（EAPO）

からの情報も含まれています。 
 
WIPO の Patentscope はこちら： 
www.wipo.int/pctdb/en/searchad
v.jsp 
更に詳しい情報は： 
www.wipo.int/patentscope/en/ne
ws/pctdb/2009/news_0010.html 
 
中国の改正施行規則と審査ガイ

ドラインが 2010 年 2 月 1 日から

実施されています。 
 2009 年 10 月 1 日から実施され

ている新しい中国特許法に基づ

いて改正された施行規則と審査

ガイドラインが承認され、公開さ

れました。 
 
 この施行規則では、中国国内

で完成した発明を外国出願する

前に出願人に課せられる、SIPO
の新しい「秘密保持」又は「機密

性」の審査をはじめ、中国特許法

の特定の側面について更に詳細

に扱っています。秘密保持審査

請求から 4 ヶ月経っても秘密保持

審査に関する通知が届かなかっ

た場合、出願人は外国出願を行

うことができます。申請があった

場合、秘密保持審査を 2 ヶ月以

内に終了させることもできます。 
 
 この規則はまた、出願要件の詳

細も含んでおり、特に意匠の場

合、今後は意匠の簡単な説明が

必要になります。更に、特許の場

合、出願人が登録日までに納付

する必要があった特許年金がな

くなります。 
 改正審査ガイドラインでは、特

許法とその施行規則の変更に合

アジアの特許情報 

わせて、特許の出願と審査に関

する基準に幾つかの修正がなさ

れています。 
 
 この施行規則と審査ガイドライ

ンは、SIPO ウェブサイトに掲載さ

れています（現時点では中国語

のみ）： 
－施行規則： 
www.sipo.gov.cn/sipo2008/zlsqz
n/sczn2010.pdf 
－審査ガイドライン： 
www.sipo.gov.cn/sipo2008/zlsqz
n/sczn2010.pdf 
 
韓国の意匠法が改正されまし

た。 
 改正韓国意匠法施行規則が

2010 年 1 月 1 日から実施されて

います。この改正は、2010 年 1 月

1 日以降に出願された全ての意

匠出願に適用されます。 
 
 主な変更点には、分類方式の

改正、三次元図面の許可、無審

査の意匠出願に適用される物品

カテゴリーの増加が含まれます。 
 
出典：法制処（韓国語のみ）： 
www.law.go.kr/LSW/lsSc.do?me
nuId=0&p1=&query=%EB%94%9
4%EC%9E%90%EC%9D%B8&x=
0&y=0 
 
TIPO の早期審査手続の改正が

実施されました。 
 台湾特許庁（TIPO）の場合、特

許審査ハイウェイ（PPH）制度に

従って、特許審査をスピードアッ

プさせるための独自の手続手順

があります。台湾は現在、その他

外国の特許庁の PPH 協定には

加盟していませんが、出願人は、

台湾以外の国で最近公開された

か又は近々公開予定の出願の関

連出願を TIPO に提出することが

でき、これにより、審査手続のスピ

ードアップを図っています。1 年

の試用期間を経て、TIPO は早期

手続に大幅な改正を導入しまし

た。この改正は 2010 年 1 月 1 日

から実施されています。 
 
 この早期審査手続の改正に関

する詳しい情報は、下記 TIPO の

英語ウェブサイトでご覧ください： 
www.t ipo.gov.tw/ch/News_News
Content.aspx?NewsID=4269 
 
中国ではオンライン出願が主流

に？ 
 最新の統計によると、SIPO は、

特許、実用新案、意匠の全出願

件数の 7%にあたる 64809 件の出

願をインターネット出願システム

経由で受け付けました。これは、

2008 年のオンライン出願件数の

3 倍の数字です。 
 
 SIPO のインターネット出願シス

テムは、2004 年に導入されまし

た。それ以来、システムの利便性

の改良が重ねられ、出願人がイ

ンターネット出願し易くなりまし

た。 
 
 更に詳しくはこちらをご覧くださ

い： 
www.chinaipr.gov.cn/policy/stat i
st ics/600203.shtml 
 
www.t ipo.gov.tw/ch/News_News
Content.aspx?NewsID=4269 
 
 
インド特許庁が工業デザインに

関する情報冊子を発行しました。  
 この冊子には、意匠登録に関

する情報の概要が記載されてお

り、特に 2008 年 6 月から実施さ

れているインドの工業意匠規則

の改正を取り上げています。 
 
 この文献は IPIndia ウェブサイト

http://ipindia.nic.in/ipr/design/De
sign_Registrat ionBooklet/Registr
at ionBooklet_05February2010.p
df から PDF でダウンロードできま

す。 
 
TIPO の英語版データベースで

は、中国名称を西洋化するため

の標準化システムを使用していま

す。 
 2009 年 7 月 16 日以降に公開さ

れた特許出願と 2009 年 6 月 11
日以降に登録された意匠から、

TIPO の英語版データベースで

は 、 中 国 本 土 で も 標 準 的 な

Hanyu Pinyin 標準化フォーマット

を使用して、出願人と発明者の

名称を記載するようになりました。

これで、中国の言語地域を問わ

ず、中国出願人の英語名称を特

定し易くなります。 
 
 TIPO の TWPA データベース英

語版は http://twpat.tipo.gov で

ご覧になれます。 
 
 
 ア ジ ア の ニ ュ ー ス は 
http://eastmeetswest.europeanp
atent-office.org/news で更に詳

しくご覧になれます。 

 www.t ipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=4269  
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“East meets West” 

 今年のアジア特許情報フォーラ

ムでは、アジアの特許データの蓄積

の進展と、アジアの特許データの蓄

積を幅広く利用できるようにする

上で、特許庁や特許業者、特許情報

ユーザーコミュニティが担う役割

を実感できることでしょう。このフ

ォーラムでは、最近のインド特許情

報の発展にも焦点を当てるととも

に、マレーシアの特許制度について

出席者への説明も行う予定です。議

論のトピックとしては、Common 

Hybrid Classification プロジェクト、

アジアのリーガルステータス、言語

横断検索、伝統的知識、新しい中国

特許法などが考えられます。East 

meets West の前段階として、EU と

中国の IP 保護に関する連携に関す

る IPR2 関係者説明会に East meets 

West の出席者が招かれます。 

 

East meets West について詳しくは

www.epo.org/about-us/events/emw2

010.html をご覧ください。 

 

 IPR2 プロジェクトと関係者説明

会の詳細は 

 www.ipr2.org/stakeholder で ご 覧

になれます。 

 IPscore は、EPO が提供する、ポ

ピュラーな無料特許ポートフォリ

オ解析ソフトウェアです。EPO ウ

ェブサイトでは現在、IPscore の新

版をダウンロードできます。 

 

 新版には以下の改良が加わりま

した： 

－解析プロセス（ワーディング、ス

コアリング、可能性／リスク評

価）の一部であるシステムによっ

て、ユーザーは質問を付加できま

す。 

－質問の数を調節できます。 

－（例えば、特定の目的や、製造業、

サービス業者、技術移転機関とい

ったユーザータイプに合わせた）

カスタマイズが可能になりまし

ユーザーフォーラム 

アジアの特許情報ユーザーの交流

会が 2010 年 4 月 22 から 23 日に

かけて、オーストリアのウィーン

で開催されます。 

 

新しいソフトウェア 

た。新しいインポート／エクスポ

ート機能を使用しながら、ユーザ

ーグループでこのカスタマイズ

について議論やテストを行うこ

とができます。 

－データ（＝評価済の特許）のイン

ポートとエクスポートにより、簡

単にデータの交換や、IPscore の

最新バージョンへのアップロー

ドができます。 

－（幾つか制限がある）MS アクセ

スなしで IPscore を利用できる、

IPscore のランタイムバージョン

を入手できます。 

－その他の特許の評価を 1 つのレ

ーダーチャートにまとめること

ができるので、特許どうしを比較

したり、評価プロセスのクオリテ

ィを向上させたりできます。 

 

 EPO ウェブサイトの IPscore のペ

ージには 

－IPscore ソフトウェア用のダウン

ロードエリアへのリンク 

－特許の評価に関するオンライン

プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン

（www.epo.org/patents/learning/e

-learning/business-commerce/ipsc

ore.html） 

－IPscore 研修に関する情報 

が掲載されています。 

 

 詳しくは  www.epo.org/ipscore 

をご覧ください。 

データフォーマット 

IPscore－特許ポートフォリオ解析 

PDF/A 間もなく導入： 

新しい PDF アーカイブフォーマット 2010 年 4 月より開始 

 欧州特許庁では現在、特許文献を

PDF フォーマットで公開していま

すが、第 14 暦週目（公開日が 2010

年 4 月 7 日）からは、ISO 標準の

PDF/A フォーマットで特許文献を

公開する予定です。esp@cenet サー

ビスでは（特許文献をファクシミリ

文書から動的に生成するので）PDF

文書がありません。 

したがって、新しいフォーマットに

よる変更は全くなく、ユーザーの皆

様に違和感もないでしょう。 

 

 Publication Server のユーザーの

皆様や、ESPACE EP ディスクや生デ

ータサービスをご利用の皆様でも、

目を凝らさない限り、PDF フォーマ

ットが少し変わっていることには

気付かないはずです！ 

 

 

そもそも PDF/A って何？ 

 PDF/A は、長期的な信頼性と、ス

クリーンやプリンタでの PDF 文書

の再現性を考慮して開発された

ISO 標準（ISO 19005-1）です（「A」

は archive の A です）。Adobe で PDF

フォーマットに変更を加えること

はいつでもできるのですが、PDF/A

フォーマットは、国際的な独立委員

会により保護されており、いかなる

変更も共同規約において記録及び

反映されます。 

 

 PDF/A は、全く新しいものでも、

互換性のない PDF フォーマットと

いうわけでもありません。PDF/A

は、PDF の Version 1.4 がベースにな

っているので－Acrobat Reader は

勿論のこと－PDF 文書を表示しプ

リントできるあらゆるプログラム

が、PDF/A 文書に対応しています。 

 

 

PDF/A の利点 

 PDF/A フォーマットは、デジタル

文書をいつまでも確実に鮮明に再

現できるように設計されています。

これにより、PDF/A 文書の内容につ

いての情報を示すメタデータを格

納できるようになります。メタデー

タは―例えば公開番号、出願人、国

際特許分類―などの検索情報を提

供する検索エンジンには非常に有

用です。欧州特許庁は加盟国と連携

して、ドキュメントに存在する様々

なメタデータの場所を詳細に設定

する PDF/A プロファイルを開発し

ています。 

 

 詳しくは 

www.epo.org/patents/patentinforma

tion/european-patentdocuments/ann

ouncements.html 又は 

www.pdfa.org をご覧ください。。 



 

8   Patent Information News 1/2010   March2010 

ユーザーの声で 

できた GPI 

GLOBAL PATENT INDEX (GPI) 

ースのアップデートは依然と

して不定期的でした。 
第 3 段階－ 最後に、通常の製

品環境を想定した、完全公開の

試験を大々的に実施しました。

このとき、数百人の熱心なユー

ザーが参加してくれました。 
 
 
フィードバック 
 EPO の開発チームとテスタ

ーは絶えずコンタクトをとっ

ていたので、常に安定したフィ

ードバックが得られ、様々な提

案を素早く実行に移すことが

できました。実施したオンライ

ン 調 査 の 結 果 詳 報 は 
www.epo.org/gpi の "Technical 
details" からご覧になれます。 
 
 
ユーザーに好評だった点： 
－データのカバー範囲が広い 
－検索能力が高い 
－表示と出力をカスタマイズ

できる 
－「最新の社内システムや市販

のシステムに対応した、ユー

ザーフレンドリーで実用的

な検索ができる製品です。個

人的には、これが調査業界全

体のクオリティ向上に繋が

ると思います。」 

ースが、外部試験の初期段階に

あります。4 月／5 月には、第 2
段階に入る予定です。 
 
 
EPO ウェブサイトよりテスト

グループに参加してあなたの

ご意見をお聞かせください。 
 
 
 どうぞよろしくお願いいた

します！ 
 
 この度の試作と試験に参加

してくださった皆様へ、EPO か

ら御礼申し上げます。皆様の協

力に支えられて、GPI サービス

が出来上がりました。この新サ

ービスの改善のために、引き続

きコメントと提案をお願い致

します。 
 
 GPI は、ESPACE ACCESS、
ESPACE FIRST、ESPACE EPC、
ESPACE WORLD の後継です。 
 
 Global Patent Index について

詳しくは  www.epo.org/gpi を
ご覧ください。。 

－「とてもシンプルな上に、サ

ーチャーにとって頼もしい

ツールです。」 
－「この製品は業界の常識にな

るかもしれません。」 
 
 
ユーザーに不評だった点： 
－図面の表示スピードが遅い 
－リーガルステータスなどの

外部データの表示スピード

が遅い 
－「少なくとも 2 倍のスピード

で動作するようにしてくだ

さい。」 
－「図面に改善の余地がありま

す。」 
－「フルテキストもあれば、こ

れまでにない最高のデータ

ベースになるはずです。」 
 
 
次のステップ 
 技術的や金銭的に可能なフ

ィードバックの分析は概ね終

了しました。EPO では現在、外

部データに迅速にアクセスで

きる方法を研究中です。 
 
 
間もなく導入 
 GPI サービスにアクセスする

ためのブラウザインターフェ

 EPO の新しい Global Patent 
Index（GPI）サービスが、2010
年 1 月から完全通常生産されて

います。初回試作版から製品版

に至るまで、既存製品のユーザ

ーは GPI 開発の鍵でした。 
 
3 段階の試作と試験 
 第 1 段階－ 第 1 段階では、

選定した少人数のユーザーグ

ループにお願いして、GPI デー

タベースの試作版の試験を行

いました。テスターは、多大な

労力を注いでソフトウェアを

構築し、データベースに手動で

アクセスしなければなりませ

んでした。また、この時点では、

検索範囲の拡大縮小といった

変更を常に行っていました。 
 
 第 2 段階－ 次に、規模を拡

大したボランティアグループ

―主に ESPACE 製品のユーザー

―が加わって試作を行いまし

た。これ以降、サービスの変更

は随分減り、自動的にソフトウ

ェアをインストールしたり文

書を入手したりできるように

なりました。しかし、データベ

特許統計 

ユーザーは、ツリーマップで視覚

化したページにより、検索対象と

様々な検索条件を擦り合わせ、こ

れを選択したり組み合わせたりで

きます。例えば研究開発（Ｒ＆Ｄ）

責任者であれば、自分達のグル

ープや競合相手の動向を視覚化

でき、公共政策立案者であれ

ば、自分達の関与している領域

を解析できます。 
Corporate Invent ion Board は、フ

ランスを拠点とするプロジェクト

で 、 IFRIS （ Institut Francilien 
Recherche, Innovation et 
Société）と ESIEE Management 
business school for technology の

コンソーシアムの一環です。 
 
 ウェブサイトは 
www.corporateinvent ionboard.e
u まで。 

 Corporat ion Invent ion Board で

は最近、技術のグローバル化の

特性とその程度のモニタリングを

行うための新しいウェブサイトを

立ち上げました。 
 
 Corporat ion Invent ion Board の

ウェブサイトでは、EPO の Patent 
Stat ist ical Database（PATSTAT）

を使用して、工業分野における

世界的な特許ポートフォリオの経

時変化を追跡及び解析できま

す。これにより、特許権により保護

されている発明がどこで生まれた

かの地理的な特定も可能です。 
 
 このウェブサイトでは、特許出願

における世界的リーダーを工業

分野、技術分野、地域別に格付

けしたページも掲載しています。

広域特許統計 

 

Corporate Invention Board のツリーマップ： 

本社所在地による欧州企業の優先権出願 
出典：Corporate Invention Board 
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 IPC-2010.01 で導入される変更は、WIPO の IPC ウェブサイト 
www.wipo.int/classificat ions/ipc/ipc8/?lang=en の"Compilation"タ
ブからご覧になれます（図 1 を参照）。 
WIPO では、変更の特徴を示すために以下のタグを付けていま

す。 
N－新規事項 
D－削除事項 
C－技術的範囲にかかる、すなわち再分類も含めた変更事項 
M－「メンテナンス」―形式変更（以下を参照）― 
U－変更なし 

 
 以下のどの IPC プロジェクトがそれぞれの変更に繋がってい

るかを示します。 
 
 
改正プロジェクト（C プロジェクト） 
 このプロジェクトには、事項の技術的範囲にかかる変更が含

まれているため、再分類も含まれます。この変更には、（サブ）

クラスの数も含まれていますが、上記 IPC ウェブページの RCL
（revision concordance list）タブからリストを入手できます（図

2 を参照）。 
 
 
残余メイングループ(99/00) 
 改正 IPC の特徴の１つとして挙げられるのが、全てのサブク

ラスに（標準）残余メイングループ、すなわちサブクラスタイ

トルの技術的範囲が既存のメイングループに包含されない場合

のグループが設けられることです。これら残余メイングループ

は通常、後尾に「99/00」が付いた分類記号を有しています。

IPC-2010.01 では、幾つかの残余グループが追加されます。 
 
 
メンテナンスプロジェクト（M プロジェクト） 
 WIPO と連携して行われた IPC メンテナンスプロジェクトの

結果、幾つかのグループについて、わかり易くなるように表現

が改められました。対象となるグループ又はその他のグループ

の技術的範囲には、この変更による影響は全く無いので、再分

類の必要はありません。 
 
 

特許分類 

改正 IPC 2010.01 
最新の国際特許分類（IPC-2010.01）が 2010 年 1 月 1 日から適用されています。 

参考文献（informative references）の削除 
 M プロジェクトの改正の多くは、IPC スキームから参考文献

を削除するプロジェクトからも派生しています。改正 IPC のと

りわけ大きな特徴の１つとして挙げられるのが、検索対象の文

献リストを伴った IPC スキーム自体の改良と並行して行われて

いる、定義（D レイヤー）の利用です。これにより、IPC スキ

ームには引用文献（limit ing references）、すなわち関係するグル

ープの技術的範囲に直接影響を及ぼす文献のみを記載すること

になりました。その結果として、全ての参考文献（informative 
references）、すなわち検索目的のみにおいて対象となる文献全

てを、徐々に IPC スキームから D レイヤーに移行させることを

意図しています。 
 
 
改正 IPC の特許公報への適用 
 どの知的所有権機関も、公開時に実施されている IPC のバー

ジョンに従って特許文献を公開しなければなりません。2010 年

1 月 1 日以降、EPO が運営している Master Classificat ion Database
（MCD）では、2010.01 のバージョンで有効な IPC 記号のみを受

け付けています。 
 
 
次のバージョン 
 IPC 専門家委員会に出席した知的所有権機関間での合意によ

り、2011 年 1 月 1 日以降に IPC の次のバージョンが公開される

予定です。つまり、2010 年のあいだに IPC が更に変更されるこ

とはありません。Patent Information News 2/2009 でお知らせし

た通り、WIPO は、現行 IPC における「コアレベル」と「アド

バンストレベル」の区分を廃止し、これを 2011 年から実施する

予定です。 
 
 
ECLA 分類への影響 
 EPO は、ECLA 分類記号をなるべく IPC に対応させることを

目指しています。したがって、今後数カ月をかけて、ECLA ス

キームには、IPC の 2010.01 バージョンで導入される変更が徐々

に反映される予定です。 

 

図 2：改正コンコーダンスリスト（IPC） 

図 1：WIPO ウェブサイトの IPC 改正のまとめ 
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特許データを利用した技術発展シミュレーション 

リサーチ 

 「特許は、本質的に、技術の進歩を象徴するとともに、その技術が

将来どのように発展し活用されるかの推測を示すものでもある。」ス

ウェーデン特許庁の Ervin Dubarić 氏と Dimitris Giannoccaro 氏はこ

のように述べました。両氏は、技術の将来像を予測しプランニングす

るための様々な手法やモデルを研究してきた、この分野の第一人者

です。 
 
 技術予測の手法には、技術予測が S カーブ状になる、ライフサイク

ルアプローチに基づくものもあります（図 1 を参照）。 

図 1：技術ライフサイクルにおける特許活動の理論的発展と、それに

対応する S カーブ 

 

 その一手法として挙げられるのが、異なる複数の主要経済指標を

用いることで知られている特許解析です。私達の研究の目的は、特

許出願を利用して、ライフサイクルアプローチを、風力発電技術、マ

イクロ波を用いた加熱（つまり電子レンジ）、ナノテクノロジーといっ

た、異なる複数の技術分野の発展の研究に適用することです。EPO
の ECLA 分類スキームを用いて特許出願をレビューすることで、異な

る複数の技術分野の発展についてわかったことがあります。例え

ば、風力発電技術は既にマーケットに浸透しており、将来的には円

熟期に入るということが明らかになりました（図 2 を参照）。 

図 2：ECLA 区分が F03D の技術発展とそれに対応する S カーブ 

 

 この作業により更に、風力発電技術の異なる 3 つのサブセグメント

（ロータ式、変動制御式、ピッチ制御式）それぞれの技術動向が明ら

かになりました。この動向解析に基づいて、変動制御式の技術にお

いて、他の 2 つの技術を上回る研究開発の取組みがなされている、

という結論に至りました（図 3 を参照）。 
 
 最も一般的な技術予測モデルが「ロジスティック成長曲線」です。

図 4は、風力発電技術のロジスティック成長のシミュレーションを示し

ており、実際の特許出願の累積件数が点、S カーブシミュレーション

が線で示されています。 

図 3（左）：風力発電に関する全ての特許出願に対する、それぞれの技

術分野の特許出願の相対比率 

 
図 4（右）：風力発電技術（F03D）の S カーブシミュレーション 

 この研究は更に、特許情報の重要性と、ビジネスインテリジェンス

や技術予測のツールとして特許情報をいかに活用できるかというこ

とも示しています。しかし、戦略的な研究開発投資の判断を行うに

は、特許データなどの技術的事項だけではなく、マーケットの需要も

考慮に入れなければなりません。 
 
 Ervin Dubarić氏とDimitris Giannoccaro氏には、書面で連絡できま

す。 
ervin.dubaric@prv.se and dimitris.giannoccaro@prv.se。 

公報コーナー 

 
「公報コーナー」は Patent Information News の定期的な記事で、 
読者に EPO 公報についての統計および一般情報を提供します。 
■ EP-A1: サーチレポート付きで公表された欧州特許出願 
■ EP-A2: サーチレポートなしで公表された欧州特許出願 
■ EP-A3: 欧州サーチレポート 
■ EP-B1: 欧州特許明細書 
■ EP-B2: 補正された欧州特許明細書 
注記：表には、PCT ルート経由で出願された欧州特許出願（欧州特許 PCT 出
願）の統計は含まれていません。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、全欧州特許出願の約 70% がユーロ PCT 出願です。 

欧州特許公報 2010年1月～3月 

 2010年の週

平均 
2010年1～3

月の合計 
2009年か

らの変化 

EP-A公報 
 EP-A1  818 10,638 -4.8% 
 EP-A2 324 4,210 -14.8% 
 EP-A1 + A2の合計 1,142 14,848 -7.9% 
 A1+A2の合計に占める  
 EP-A1の割合 

65.1% 3.3% 

 EP-A3 321 4,175 -10.4% 
EP-B公報 
 EP-B1+B2 1038 13,500 -0.5% 
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日本での高官会議、PATSTAT について 

議論 

特許と経済 

 PATSTAT （ EPO Worldwide 
Patent Stat istical database）は、

世界中のサーチャー、エコノミ

スト、イノベーション政策分野

に携わるアドバイザーに利用

されている、EPO が提供する新

製品の１つです。 
 
 PATSTAT は、JPO と経済産業

省のオブザーバーの立会いの

もと、日本の第一線で活躍する

特許専門家らが出席して日本

国特許庁で行われた調査委員

会をはじめとする、今年 1 月に

東京で行われた一連の会合の

議題に上りました。 
 
 日本の持続的な経済成長に

向けた出願人の出願動向調査

に焦点を当てた今回の会合で

は、次の 3 つのプレゼンテーシ

ョンが取り上げられました。 
 
－ハイテクセクターに見る特

許：4 つのセクターの国際比

較 
－日本の特許事務所における

特許化の実証的研究：量から

質への転換 
－日本におけるソフトウェア

特許とそれがソフトウェア

イノベーションに与える影

響 
 
 国際的に活躍するエキスパ

ート 2 人－パリの OECD から

Dominique Guellec 氏と EPO か

ら James Rollinson を招いて、プ

レゼンテーションで取り上げ

られた話題について論評が行

われました。James はここで、

調査に国際的な視点をプラス

するデータソースとして、どの

ように PATSTAT を使えるかと

いうことを説明する機会を得

ました。 

 経済産業研究所主催の別の

会 合 に お い て 、 Dominique 
Guellec 氏は、欧州のイノベー

ションシステムと特許制度の

改編について、前 JPO 長官、第

一線で活躍する弁理士や特許

専門家、日本政府の公正取引委

員会委員長をはじめとするオ

ーディエンスに説明しました。 
 
 James Rollinson 氏は、欧州で

現在進行中の持続性と料金改

定についての議論に触れ、EPO
は政策を考案、実行して吟味す

る際の裏付けとなる確かな礎

を模索し続けると述べました。

James Rollinson 氏は、PATSTAT
データベースがこのような礎

となり得るソースの１つだと

考えています。 
 
 最後に、知的財産研究所（IIP）
－1989 年に創設された調査機

関－が、PATSTAT の研修を開催

しました。特に興味深かったの

は、PATSTAT と IIP 独自の高名

な特許統計データベースをリ

ンクさせる、国立政策研究大学

院大学教授の鈴木氏自身が開

発した手法についての報告で

した。 
 
 EPO では、 
PATSTAT ウェブフォーラム 
(http://forums.epo.org/patstat/)
に詳細を掲載する予定です。 

 ライブオンラインセッションで

EPO に参加してみませんか？ 

 

 月刊のオンライン特許情報ニュ

ース速報（30 分毎にセッションが

更新されます）が、（8 月と 12 月以

外は）毎月最後の木曜日にアップさ

れます。 

 

 また、これから夏期休暇までの間

に予定されているバーチャル研修

セミナーが盛り沢山です。 

 

 詳細と登録は、検索もできる IP

カレンダー

(www.epo.org/topics/ip-events/paten

t-eventsearch.html)のページに進み

、画面中程の"Online training"を選択

して、バーチャルオンラインイベン

トを絞り込んでください。 

2010 年前半のバーチャルイベント

カレンダー 

World Patent Information 誌 

 国際的ピアレビュー誌であ

る World Patent Information 誌

の最新号（通巻第 32 号、2010
年第 1 号）の電子版と紙面版が

この程発刊されました。記事の

トピックは下記の通りです： 
 
－ USPTO Patent Citation 

Network のプロパティ：1963
年～2002 年 

 
－テキスト、テキスト以外のも

のを含まないフルテキス

ト：パート 1－特許文献と

general search 関連製品の文

字情報作成のスタンダード 
 
－最先端の特許情報と、インテ

リジェント特許インフォマ

ティクスの来るべき進化に

関するレビュー 
 
－鏡や壁面鏡にも。超親水・吸

水性、高さ 2 ナノメートル：

均一触媒の検索のためのス

トラテジー、手法、ツール－

EPO パースペクティブ（Part 

1 – 序章と特許について） 
 
－スペイン経済の躍進に向け

た技術と工業化：特許に基づ

く新しい兆候 
 
 
 編集者の Mike Blackman は、

本誌に掲載する候補記事を受

け取ることができ、常々感謝し

ています。Mike Blackman への

連絡は  
mblackmanwpi@tiscali.co.uk 
まで。 
 
 最新記事は、本誌ウェブサイ

トの'Art icles in Press'でご覧に

なれます。 
 
 本 誌 に つ い て 詳 し く は 
www.elsevier.com/locate/worpat
in まで。コンテンツリストやア

ブストラクトもご覧になれま

す。 

 
Dominque Guellec 氏（前方左）と

James Rollinson 氏（前方中央）を囲

んで JPO 職員の皆さん 

トレーニング 

その他のニュース 

 更に詳しい情報をご希望の方は、

Roland Feinäugle 宛てに 

pitraining@epo.org からご連絡く

ださい。 

 

特許解析論について、あなたが

ずっと知りたかったことの全て

がここに 
 
勿論「全て」とまではいかなく

ても、この新「特許解析論」セ

ミナーでは、少なくとも数多あ

る公共機関や業者から入手でき

るものに対する洞察眼が得られ

るはずです。 
 
2010 年 5 月 10～12 日にかけてウ

ィーンで開催されるこのセミナ

ーの詳細と、登録フォームは 
http://application.epo.org/ipcal/i_e
vent.php?id=5214 まで。 
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EPO 特許情報会議 2010 in スイス  

 この Patent Information News
は、EPO data in depth と一緒に

発行されています。EPO data in 
depth は、EPO データベースの

最新情報を詳細に掲載してい

る常設の追補版で、データ生成

の方法に関する予備情報も併

せて掲載されています。 
 
 この追補版は、電子版でのみ

ご覧頂けます： 
www.epo.org/about-us/publicat i
ons/patent-information/news/20
10.html。 

 EPO が毎年行っている特許

検索技能フェアが、4 月 12～13
日に Hague 支局からネット配

信されます。Search Matters は、

ライブでも、（セミナー後 1 ヶ

月以内なら）いつでも必要なと

きにご覧になれます。全部で 11
の講演と4つのワークショップ

があります。配信の登録には、

Search Matters 2010 を配信します 

www.epo.org 

EPO data in depth－ニュースレターの 

追補版をご覧になれます。 

 EPO 特許情報会議 2010 が、

10 月 19～21 日にかけてスイス

のローザンヌにあるボーリュ

会 議 セ ン タ ー （ Beaulieu 
conference centre ）

（www.beaulieu.org）で開催さ

れます。 
 www.epo.org/pi-conference に

E メールアドレスを登録するだ

けで、この会議の最新情報をご

覧になれます。 
asiainfo@epo.or 

ディシジョンメー

カーのための特許

解析会議 

 OECD、Dime、EPIP、Eurostat、
JPO、NSF、USPTO、WIPO、EPO
の第一線で活躍する特許解析

エキスパートの協力のもと開

催される今回の会議は、2010
年 11 月 17～18 日にかけてウィ

ーンで行われます。現在、一般

公募を受付中です。 
 詳しくは、  
www.epo.org/about-us/events/pa
tstat.html をご覧ください。 

150 ユーロがかかります。 
登録ページ 
http://application.epo.org/ipcal/i
_event.php?id=5116 までどうぞ 

 

 


