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Yes , yes and no 
欧州産業の大規模調査の中間結果 

 EPO はこの程、全ての EPC加盟

国と米国にまたがる大規模な電

話インタビューを実施しました。イ

ンタビューは、科学技術を基盤と

する産業、調査機関、大学にお

ける特許情報に関する認識レベ

ルを明らかにするとともに、実際

にどのような人が特許情報を活

用しているのか―或いは特許情

報を活用していないのか―という

ことと、その理由を確かめることを

目的として、全部で 23 の様々な

言語で行われました。 
 
 2003 年にも実施した同様の調

査の結果を簡単に図示します。

今回の調査は、その後この状況

が変化したのかどうかを確認する

とともに、ターゲットセクターから

新情報を抽出するべく、行われま

した。これには、例えば、経営判

断に特許情報を活用する需要は

あるのか？基本的な特許情報の

提供と特許情報検索を超えた更

なるサービスや、目的とする結果

をわかり易くしたり、目的とする結

果に特許情報を付け加えたりす

るサービスは必要なのか？各国

の特許庁や特許情報センターか

ら利用できるサポートは、イノベ

ーションテクノロジーを基盤とする

コミュニティに認知されているの

か？といったことが挙げられま

す。 
 
 上記３つの質問への回答を端

的に示す結果は、順番に「yes」

「yes」「no」でした。膨大なデータ

から決定的な結論が出るのはま

だまだ先のことです－先ずはこの

データを慎重に分析・研究する

必要があります－が、esp@cenet
や Register Plus をはじめとする

EPO のオンライン製品の知名度

が、7 年前に比べて大幅にアップ

しているのは喜ばしいことです。 
 

 ここで重要なことは、イノベーシ

ョンコミュニティが、特許情報製品

とサービスの増強を強く欲してい

ることです。しかし同時にこのこと

は、特許情報製品やサービスを

得るためにどうすれば良いかを必

ずしも認知していない EPO 加盟

国のユーザーがいることも示して

いるといえます。 
 
 それぞれの加盟国には、イノベ

ーションをサポートするサービス

や製品が豊富にあるのですが、

イノベーション組織にはそれが認

知されていないようです。この分

野での需要と供給が見合うよう

に、各国特許庁と EPO が連携す

る必要があるであろうことは、詳細

な分析を行わずとも明らかです。 
 
 EPO は、今回の調査の更に詳

細な結果を近日公開する予定で

す。 
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科学技術を基盤とする産業におけ

る特許と特許情報の活用 
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クリーンエネルギーテクノロジーのための新しい分類体系 

気候変動の問題に対処するべく考案されたクリーンエネルギーテクノロジーの発展に関

して、気候変動に関する国際連合枠組条約（UNFCCC）の下、特許の役割について活発な

議論がなされています。 

 この分野では多くの調査が行わ

れているにもかかわらず、確かな

情報に基づく客観的な政策決定

ができるような実証的なデータ

が、依然として殆ど得られていま

せん。政策と現実のギャップを埋

め る べ く 、 国 連 環 境 計 画

（UNEP）、EPO、貿易及び持続的

発 展 の た め の 国 際 セ ン タ ー

（ICTSD）は共同研究を行い、進

行中の国際的議論に一石を投じ

ようとしています。この研究の結

果は、10 月上旬に公表の予定で

す。 
 

 EPO では同時に、エネルギー

分野において選ばれた技術と当

該技術分野における出願に対し

て、新たな分類スキームを設けま

した。固有のタグを用いるこのス

キームは、Y02C（炭素の捕捉及

び貯蓄）や Y02E（エネルギーセク

ター）といった分類を含め、200 を

超えるカテゴリーで構成されてい

ます。これに伴い、EPOは EPO の

世界規模の特許データの分類を

済ませました。このデータは、サ

イドイベントである、ボンで開催さ

れる UNFCCC 会議中の 6 月 9 日

に、esp@cenet を通じて公開され

るとともに、PATSTAT の次のバー

ジョンに反映されます（2010 年 9
月予定）。 
 
 EPO は、クリーンエネルギーテ

クノロジー特有の分野について

詳細情報を体系的に入手できる

特許制度の特長を通じ、気候変

動との闘いに貢献するとともに、

社会的情勢において幅広い責任

を果たせる状態にあるという強い

メッセージを発信していきます。 

ESPACE EP 4 weeks データベースがお手元のブラウザで間もなく使えるようになります。 

 2008 年、EPO は、定評のある

MIMOSA プラットフォームで動作

する、最新 4 週間の欧州特許出

願と欧州登録特許を収録した無

料データベースを開始しました。

この新サービスは、コードが A と B
の欧州特許文献をフルテキスト

検索できる最初の無料ソースとし

て、幅広い層の特許情報ユーザ

ーから関心を集めました。続いて

新サービスへの登録者を対象に

行った調査で明らかになったの

は、この新サービスをブラウザで

利用できるようにすることが EPO
に求められている、ということでし

た。そして、ブラウザから EPO の

MIMOSA 型データベースへのア

クセスを可能にするべく、プロジ

ェクトが立ち上げられました。 
 
 選抜された外部ユーザーによる

テストが 2010 年始めにスタート

し、EPO とテストユーザーからの

フィードバックを基に開発が継続

中です。このシステムの開発は現

在、大々的なテストを行える段階

に到達しました。 
 
Q: どのようなサービスですか？ 
A: 最近の Adobe FLEX による動

的なインターフェイスを用いた

MIMOSA 型データベースにアク

セスできます。 
 
Q: 必要なものは？ 
A: ブ ラ ウザ と Ver.10 以 降 の

Adobe Flash Player だけです。 
 
Q: できることは？ 
コードが A と B の最新 4 週間分の

EPO 公報について、検索内容を

保存できるだけでなく、フルテキ

スト検索や、常時印刷やダウンロ

ードが可能な特徴を備えていま

す。Global Patent Index をはじ

め、その他のサービスにご契約

の方も、ブラウザインターフェース

からこのデータベースにアクセス

できます。 
 
Q: アクセスできるようにするに

は? 
A: ESPACE EP 4 weeks 無料デー

タ ベ ー ス に 登 録 す る に は 、

www.epo.org/patents/patent-inf
ormation/free.html に ア ク セ ス

し、ESPACE EP セクションで e メー

ルアドレスを入力してください。入

力したアドレスにデータベースへ

のアクセス方法を説明した e メー

ルが返信されます。 
 
epal@epo.org では、ご意見・ご

感想をお待ちしています 

論説 

ESPACE EP 

 

 
Richard Flammer 

特許情報主席部長 

 

 



esp@cenet ユーザーの皆様へ耳寄り情報 

esp@cenet 

 この常設コラムでは、ユーザー

の皆様からお寄せ頂いた質問を

基に、EPO の esp@cenet ヘルプ

デスクチームのエキスパートがお

役立ち情報をお届けします。今

号では、閲覧しているデータが A
と B のいずれの文献のものなの

かという判別と、ECLA 分類記号

にワイルドカードを組み合わせた

検索に注目します。 
 
A/B 文献のタブ内に表示される

データについて 
 esp@cenet は、特許出願の技

術内容を活用できるように設計さ

れており、その最たる目的は先行

技術検索です。したがって、発明

の詳細な説明と請求項のタブの

下でユーザーがまず目にする情

報は、元々見ていた文献が B 文

献（特許された明細書）であった

り、或いはその書誌事項であった

としても、通常は A 文献（特許出

願時のもの）になります。B 文献の

発明の詳細な説明、請求項は、

「Also published as」のヘッダー下

にある、対応のファクシミリ文書

（PDF）を開くとご覧になれます。

EPO では、B の文献を入手次第、

esp@cenet とその他のデータベ

ー ス に 収 録 し て い ま す が 、

esp@cenet は必ずしも全ての特

許公開レベルに対応しているわ

けではないこと、EPO が優先して

いるのは最も早く入手可能な公

開文献（大抵は特許出願時のも

の）の収集だということに留意す

るべきです。 
 
欧州分類（ECLA） 
－ワイルドカードを使用できます 
 ECLA 記号は、基本的に、現行

の IPC 構造に従っています。大抵

の場合、IPC のサブグループレベ

ルまでは、ECLA 分類記号と IPC
分類記号は同一です。更に細か

いレベルになると、ECLA 分類ス

キームは IPC レベルよりも細分化

され、ECLA サブグループが文字

表 記 さ れ る 場 合 が あ り ま す

（「B65D81/20B2A」などのように、

数字と文字が順に続く場合もあり

ます）。 

 IPC サブグループよりも下位レ

ベルを全て検索したい場合に

は、「＊：ワイルドカード」を活用し

てください。例えば、ECLA のフィ

ールドで「B65D81/20*」と入力す

ると、「B65D81/20B2A、B3、D 、

F1」といった ECLA 区分を含めた

多数のヒットが得られます。逆に、

単に「B65D81/20」と入力するだけ

では、得られるヒットはこの区分に

限られ、随分少なくなってしまい

ます。 
 欧州の分類制度は、動的なも

のであること、絶えず（新しい）分

類が割り当てられたり、改正され

たり、削除されたりしていることを

念頭に置くことが大切です。 

研修 

特許情報研修 

アジアからの特許情報 
 EPO では、この 9 月に、アジア

の特許情報に携わる皆様にぴっ

たりの講座を 2 つ、ご用意しまし

た： 
－PI09-2010－アジアの特許制度

と無料データベース（2010 年 9
月 6～7 日） 

－PI10-2010－世界の主な特許

分類スキームを知る（2010 年 9
月 8 日） 

 
本講座はいずれも、本来は今年

の East Meets West において行わ

れる予定でしたが、交通の乱れ

の影響で中止になったものです。

新しいスケジュールの詳細と登録

に関する情報は、IP カレンダー

（www.epo.org/topics/ip-events/p
atent-eventsearch.html）から、 
レファレンスコードなどを使って検

索できます。 
 
EPO 特許情報会議に向けた特

別なトピック 
 ローザンヌで今年 10 月に開催
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室内研修 される EPO 特許情報会議で行わ

れる特別研修では、会議プログラ

ムのテーマに関連した新しいトピ

ックを数多く扱います。今回の会

議での研修日程は、2010 年 10
月 18 ～ 21 日 で 、 詳 細 は

www.epo.org/pi-conference でご

覧になれます。 

上記とその他のイベントの詳細

は、www.epo.org/learning をご覧

頂 く か 、 特 許 情 報 研 修 課 の

Roland Feinäugle 
（pitraining@epo.org）にご連絡く

ださい。 

特許情報研修の e メール通知サ

ービスへの登録は、 
https://secure.epo.org/patents/e
mail/pi-training/index.en.php の

オンラインフォームをご利用くださ

い。 

 

 2010 年後半には、特許情報関

連のオンラインイベントが目白押

しです。月刊オンライン特許情報

ニュース速報－（8 月と 12 月を除

く）毎月最後の木曜日にアップさ

れ、30 分毎にセッションが更新さ

れます－に加えて、新旧のトピッ

クに関するバーチャルセミナーが

数多く予定されています。EPO ウ

ェブサイトの検索カレンダーか

ら、更新を確認できます（ページ

中程の「Online training」を選択し

て、バーチャルライブイベントを

検索してください）。 

バーチャル室内研修と 
ニュース速報ライブ 

2010 年 9～10 月の EPO 特許情報研修 

アジアの特許制度と 
無料データベース 

9 月 6～7 日 ウィーン 

世界の主な特許分類
スキームを知る 

9 月 8 日 ウィーン 

IP スコアを活用した特許

ポートフォリオマネジメント
9 月 13～14 日 ウィーン 

第 16 回 EPO 特許情報
初心者セミナー 

9 月 20～23 日 ウィーン 

月刊オンライン特許情報

ニュース速報 
9 月 30 日 オンライン 

特許情報会議 2010 で

行われる研修 
9 月 18 日、21 日 ローザンヌ 

月刊オンライン特許情

報ニュース速報 
10 月 28 日 オンライン 

第 4 回 EPO 特許情報

アドバンスドセミナー 
11 月 8～11 日 ウィーン 

月刊オンライン特許情報

ニュース速報 
11 月 25 日 オンライン 

その他準備中の 
オンラインセミナー 

9 月～12 月 オンライン 
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EPO の分割出願 

 「分割して統治せよ（divide et impera）」というラテン語の表

現がありますが－皮肉で説得力のあるこの格言は、分割が良い

ことだと思われているとは限らない、ということを教えてくれ

ます。しかし、特許出願に関しては、数多の理由により、常に

「分割せよ」なのです。EPO 審査官の Peter Watchorn による本

記事では、EPO の特許分割出願に関する法的枠組み、EPO の特

許分割出願を利用した幾つかのストラテジー、並びに、2010 年

4月1日から実施の欧州特許条約に基づく分割出願手続きに関す

る最近の改正について説明します。 
 
 
分割出願とは？ 
 
 分割出願とは、先の出願から派生した出願のことです。分割

出願は、先の出願から後（基本的には数年後）に出願されるも

のの、先の出願と同じ出願日と優先日を保有しています。つま

り、分割出願は、先の出願から分割出願がなされるまでの間の

公開文献に、特許性の面で影響を受けることは全くありません。

大抵の場合、先の出願は「親（parent）」とよばれます。 
 例えば： 

GB1 2007 年 3 月 26 日出願 
EP1  2008 年 3 月 25 日出願、2008 年 9 月 25 日公開 

 （GB1 による優先権を主張） 
EP2  2010 年 11 月 5 日出願（EP1 の分割出願） 

 
 EP2 は、2010 年 11 月 5 日に出願されていますが、EP1 の分割

出願なので、その出願日は 2008 年 3 月 25 日、優先日は 2007 年
3 月 26 日となります。EP1 は EP2 の「親」にあたります。また、

「第 2 世代」の分割出願、すなわち、分割の分割も可能です。

この場合については、非常に複雑になるのでここでは触れず、

「第 1 世代」の分割出願についてのみ説明します。 
 
 
なぜ分割出願を行うのですか？ 
  
 親出願の主題の単一性欠如を分割出願でフォローする場合が

よくあります。つまり、親出願では 2 つ以上の発明がクレーム

されていると EPO がみなした場合です。この場合、出願人はク

レームを 1 つの発明のみに減縮し、その他全ての請求項を削除

する必要があります。出願人はその後、1 つ以上の分割出願によ

り、削除した発明を特許請求できます。これが「強制的分割

（mandatory division）」として周知の分割です。 
 
 更に、例えば出願人が調査対象から除外された独立請求項の

削除を求められている場合など、出願人がその他の理由により

親出願に関する事項を特許請求できなくてもその保護を求めて

いる場合に、分割出願を行うことができます。これが「自発的

分割（voluntary division）」として周知の分割です。2010 年 4 月 1
日からは、従来のように出願人が自由に請求項を補正できなく

なりました。分割出願は、親出願の詳細な説明には記載されて

いるものの請求項にはいれることのできない発明について保護

をもとめる方法でもあります。 
 

分割出願で満たすべき要件は？ 
 
実体的要件 
 分割出願には、親出願に存在しない主題を含めてはいけませ

ん。この要件を満たしていないと EPO が判断した場合、この違

反事項を分割出願から削除する必要があり、そうでない場合は

拒絶の対象となります。 
 
形式的要件 
 分割出願は、下記の形式的要件を満たす必要があります： 
－親出願と同一の出願人による出願であること 
－EPO に直接出願されていること 
－親出願と同一の EPO 言語であるか、親出願と同一の EPO 言

語に翻訳されていること 
－分割出願である旨を主張していること 
－親出願を特定していること 
 
 
いつ分割出願を行えるのですか？ 
 
 EPC 規則第 36 条 1 項では、分割出願を行える時期を定めてい

ます。要件は下記の通りです： 
 
－親出願が係属中であること 
－親出願の拒絶理由の通知日から起算して 24 ヶ月以内である

こと（2010 年 4 月 1 日から実施の新規則） 
 
 「係属中（Pending）」とは、分割出願の出願日において、親

出願が取り下げ、拒絶、取り下げ処分（無効）のいずれも受け

ておらず、なおかつ特許登録されていないことを指します。ま

た、特許が一旦無効になっても（ある一定の要件を満たせば無

効の取り消しが可能な）その後の手続き又は再審査請求を経て

特許権が回復しているのであれば、この場合も分割出願が可能

です。分割出願時に親出願が既に拒絶されているものの、その

後異議申立が行われる場合も、分割出願が可能です。 

 

欧州の特許制度 

「イングランドとアメリカは、共通の言語で隔てられた 2 つの国家である（England and America are two countries 

divided by a common language）」という格言は、ウィンストン･チャーチル、ジョージ・バーナード・ショウ、 

オスカー･ワイルドらによって様々に表現されました。 

図 1 自発的分割期限までの 24 ヶ月 

EP1 に基づく分割出願が可能 EP1 に基づく以降の 
分割は不可能 

EP1 の出願 最初の 
審査通知 



 分割出願期限の 24 ヶ月の起算日は、 
－親出願に対する最初の拒絶理由通知の発送日、又は 
－親出願の発明の単一性違反に関する最初の通知の発送日 

です。 
 
 PCT に関する調査見解書及び通知書は、いずれの期限にも影

響しません。 
 
 第 1 の期間は、発明の単一性と関係がないので「自発的分割」

用の期間となります。最初の審査通知において単一性に関する

指摘があった日付で、2 つの期間の始まりと終わりが重なります

（図 1 を参照）。 
 
 第 2 の期間は、「強制的分割」で、発明の単一性の要件を満た

さないことにより親出願の発明を出願人が削除しなければなら

ない場合に、出願人が分割出願できるように与えられる 24 ヶ月

の猶予期間です（図 2 を参照）。 
 
 これは、自発的分割の期間の終了も意味し（それ以降は分割

出願ができません）、その後に発送される通知において発明の単

一性に関する指摘がなされた場合は、再び分割出願が可能にな

ります（図 3 を参照）。 
 
 改正 EPC 規則第 36 条では、EPO への分割出願期限を新しく設

けています。従来、分割出願は、原出願日から何年も経過した

後に出現するもので、分割出願を行える期間は、親出願が特許

登録又は拒絶されるまでの期間のみに限定されていました。特

許サーチャーは、データベースや検索でヒットしたパテントフ

ァミリーから、これらの分割出願を閲覧できるようになります。

しかし、改正規則の実施に伴って分割出願件数は減少すると思

われます。 
 

 

esp@cenet と Register Plus からの分割出願 

4～5 頁の記事では、EPO の分割出願方法について説明しました。 

分割出願がどの出願を親にしてなされたかを把握するのに、Register Plus1 の European Patent Register に 

アクセスしてみるのも一つの方法です！ 

 Register Plus 
 Register Plus では、親出願に関する表示情報の一部として、分

割出願がリストアップされます。下記の例は、親出願 EP1205043
に対して 2 つの分割出願（「姉妹出願（daughters）」）がある場合

です。 

 リンクをクリックすると、esp@cenet の関連データにジャンプ

し、更にジャンプ先から Register の分割出願へのエントリーに

戻るリンクも貼られています。 
 
 Register の分割出願へのエントリーには、親出願があることを

示す表示があり、これが分割出願であることの目印になります。 

図 2 強制的分割期限までの 24 ヶ月 その 1 

EP1 に基づく分割出願が可能 

EP1 の出願 最初の 
審査通知 

単一性不備 
指摘の通知 

図 3 強制的分割期限までの 24 ヶ月 その 2 

EP1 に基づく以降の 
分割は不可能 

EP1 に基づく分割出願が可能 EP1 に基づく分割出願が可能 

EP1 の出願 最初の 
審査通知 

単一性不備 
指摘の通知 

EP1 に基づく分割出願が可能 

EP1 に基づく以降の 
分割は不可能 

分割出願 
親出願 

1) www.epo.org/registe 6 ページへ続く >> 
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欧州特許制度（続き） 

esp@cenet 
 下記の書誌データ画面にある「View INPADOC patent family」
のリンクをクリックすると、esp@cenet に収録の分割出願を閲

覧できます 

 
クレームツリーは、esp@cenet の最新機能です。クレームツリ

ーは、分割出願がなされているか否かを直接示すものではあり

ませんが、クレームの数や構成から分割出願を識別できること

もあります。 
 
ここでは、親（EP1205043）とその 2 つの姉妹のクレームを図解

しています。 

 

出願が親でも子でもある場合 
 2010 年 4 月 1 日から実施の期限改正（4～5 頁の記事を参照）

に伴い、分割出願から更なる分割出願、すなわち、元の親から

みた孫出願が派生することは、それほど多くないと思われます。

しかし、かつてこれは一般的な現象で、ユーザーの皆様もデー

タベース上で数多のこのような事例に接することでしょう。 

複数世代の親出願がある場合の分割出願 
 或る出願に対して親が１つだけであったとしても、その親に

も親があって、祖父にも更に親があって・・・という場合も実

際に考えられます。 
 
 その一例が、親に EP1695801、祖父に EP1306172、曽祖父に

EP0969952 を持つ欧州特許出願 EP1829654 です。 

 

 

 

複数世代にまたがるその他の例として、EP1710943 があります。 

 

The claims tree 

子出願（娘） 

親出願 

子出願（娘） 

Register Plus - 出願が親でも子でもある場合 

親出願 

親出願 

Guide for applicants 第 1 巻の新版 

 Guide for applicants では、発明

者、企業とその代理人向けに、

欧州特許の申請手順の概要を、

様々な局面にスムーズに対処す

るための実践的なアドバイスを

交えて説明しています。 
 
 この改訂新版が PDF 形式で

www.epo.org/patents/Grant-proce
dure/Filing-anapplication/Europea
n-applications/Guide-for-applicant
s.html. 
にアップデートされています。 
 
 ハードコピーをご希望の方

は、csc@epo.org までご連絡くだ

さい。 



イベント 

特許情報イベント－躍進する産業 

経済危機の存在をよそに、特許情報産業では互いに連携しようとする動きが旺盛なようです。 

 特許情報のスペシャリストを対

象とする会議、展示会、研修会、

会合は、着実に増加しています。

恒例行事としては、今回で 20 年

目を迎える EPO 特許情報会議、

更に歴史のある PATLIB 会議、国

際化学物質情報会議 
（ ICIC ： Internat ional Chemical 
Information Conference）などが

あります。 
 
 この 3 つの特許情報年の主軸

に加えて、最近 10 年程の間に、

米国の PIUG 会議、East meets 
West 、 IPI-ConfEx 、 Search 
Matters が登場し、ユーザーの選

択肢が増えました。特に最近は、

ウイーンの IRF シンポジウム、シン

ガ ポ ー ル の EAPIC 、 韓 国 の

PATINEX が登場しました。 
 
 次の表に、（全てを網羅してい

るわけではありませんが）世界中

の特許情報スペシャリストにとっ

て最も重要なイベントをリストアッ

プしてみました 

機械翻訳 

PLuTO：Patent Language Translations Online 

 EU が拠点の新プロジェクトであ

る PLUTO （ Patent language 
translations online）の背景には、

多言語対応デジタル特許図書館

の利便性向上の構想がありま

す。3 年計画で 2010 年 4 月 1 日、

迅速で有益なオンライン翻訳サ

ービスの開発を目的として、5 つ

のパートナーによるコンソーシア

ムプロジェクトがスタートしました。 
 

 このシステムは、既存の特許や

その他の知的財産（IP）関連情報

を検索する人達のニーズに特化

したものになる予定です。 
 
 PLuTO の枠組みで開発される

このオンラインの特許検索翻訳ツ

ールでは、既存のウェブコンテン

ツや最新の機械翻訳ツールを活

用します。特許分野に特化して

開発されるので、汎用の機械翻

訳ツールよりも信頼性が高い上、

23 の全ての EU 公用語に対応し

ています。その中でも先ず最初

に、EN、DE、FR、ES、RU、NL、

SE に取り掛かる予定です。 
 
 このコンソーシアムと欧州特許

庁（EPO）は、連携を密に行う予

定です。 
 

 詳しくは、CORDIS ウェブサイト

（ http://cordis.europa.eu/fp7/ict/l
anguagetechnologies/project-plu
to_en.html）をご覧ください。 

 

特許情報イベント 

特許情報初心者セミナー ウイーン 9 月／7 月 www.epo.org/patents/learning.html 

EPO 特許情報会議 欧州 10 月／11 月 www.epo.org/pi-conference 

特許情報アドバンスドセミナー ウイーン 11 月 
www.epo.org/about-us/events/archive/ 

patent-informat ion-training/PI08-2010.html 

ディシジョンメーカーのための特許統計 ウイーン 11 月 www.epo.org/events 

Search Matters ハーグ支局 3 月／4 月 www.epo.org/events 

East meets West ウイーン 4 月 www.epo.org/events 

PATLIB 会議 欧州 5 月 www.epo.org/events 

 
IRF シンポジウム ウイーン 5 月／6 月 www.ir-facility.org/symposium 

PATINFO イルメナウ 6 月 www.paton.tu-ilmenau.de/aktuell/#pat info10 

EAPIC シンガポール 9 月  

ICIC ウイーン 10 月 www.haxel.com/icic/2010/meet ing 

PATINEX ソウル 11 月 http://eng.pat inex.org/mainK.jsp 

特許情報フェア 東京 11 月 www.business-i.net/event/pif/english/index.html 

オンラインインフォメーション ロンドン 12 月 www.online-informat ion.co.uk 

アジア太平洋オンラインインフォメーション 香港 3 月 
www.online-informat ion.co.uk/online2010/ 

asia-pacific.html 

IPI-ConfEx 南欧 3 月 www.ipi-confex.com 

II-SDV バンコク 3 月 www.infonort ics.com/II-IDV/ 

PIUG 会議 米国 5 月 www.piug.org 
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アジアのニュース 

中国の改正著作権法が 2010 年

4 月から施行されます 
 中国著作権法第4条がTRIPS並び

にベルヌ条約に抵触しているとす

る WTO 紛争解決手続の小委員会決

議を受け、中国著作権法第 4 条が改

正されました。更に、第 26 条が新

たに追加されました。 

 

 この 2 つの新しい条文を含めた

詳細は： 

www.chinaipr.gov.cn/news/headlines

/623789.shtml をご覧ください。 

 

 WTO 紛争解決手続の詳細は： 

www.wto.org/english/tratop_e/dispu

_e/cases_e/ds362_e.htm をご覧くだ

さい。 

 

 改正著作権法は、国家版権局ウェ

ブサイトでご覧になれます（中国語

のみ）： 

www.ncac.gov.cn/cms/html/205/1872

/201004/698032.htm 

 

 

TIPO が更新料を引き下げ 
 2010 年 1 月 1 日から実施されて

いる、TIPO の新しい料金体系には、

特許、実用新案、意匠の更新料引き

下げが盛り込まれています。更に、

新しい条項は、審査手数料の計算や

出願取り下げ時の料金払い戻しに

も適用されます。 

 

 新しい料金体系と詳細な情報は

www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsCon

tent.aspx?NewsID=4222 をご覧くだ

さい（現時点では中国語のみ）。 

 

KIPO 知財裁判所が超高速審査

制度の拡張に着手 
 つい 4 ヶ月程前に知財裁判所

（IPT）が決定したように、高速審

査を受けられるカテゴリーは、現時

点では環境保全技術のみです。しか

し、2010 年 2 月 5 日付の韓国特許

庁（KIPO）の発表によると、2010

年からは、更に 2 つのカテゴリーに

ついて超高速審査制度を拡張する

予定です。審判には、侵害訴訟（「権

利範囲確認審判」）関係の権利範囲

に関するものと、無効審判手続中に

請求できる訂正を伴うものがあり

アジアの特許情報 

ます。 

 

 出典：2010 年 2 月 5 日 KIPO News

第 736 号。「Public relations」の

「news」をクリックして No. 736 を

選択してください。 

 

TIPO の英語版ウェブサイトで、

商標登録代理人名簿を閲覧で

きます 
 この名簿では、アルファベット順

のリストで、個人名、法人名、住所

からの検索も可能です： 

www.tipo.gov.tw/en/Dealer_Content

List.aspx?Dealer 

Category=1&path=3594 

 

SIPO が電子特許審査システム

を導入 
 2010 年 2 月 2 日、中国特許庁

（SIPO）は、公式に電子特許審査

システム（「E システム」）を導入し

ました。このシステムは、再審査や

無効手続を含めた出願から登録以

降に至る、審査手続に関する全ての

ステップを一括管理するように設

計されています。特許出願その他の

書類は、スキャンして電子化される

ので、手続時に紙の文書が不要にな

ります。更に、SIPO の電子出願シ

ステム（www.cponline.gov.cn）もア

ップグレードされました。 

 

 こちらもご覧ください： 

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

official/201003/t20100312_506276.ht

ml 

 更に詳しい情報は： 

www.sipo.gov.cn/sipo 

2008/yw/2010/201002/t20100225_ 

498501.html でご覧になれます（中

国語のみ）。 

 

インド特許庁、特許出願公開後

の関連書類の複写の提供を開

始 
 2010 年 4 月 14 日に長官名でされ

た特許庁の発表によると、インド特

許庁は、出願公開がされた特許出願

について、要求があった場合には、

その関連書類全てについて複写の

提供を行う義務を負うことになり

ました。このことは、出願、明細書

全文、仮明細書に加え、図面、庁と

出願人間のあらゆる通知／やりと

りに適用されます。 

 

 この発表の原文は 

www.patentoffice.nic.in/iponew/Offi

ceInstruction_15April2010.pdf で ご

覧になれます。 

 

タイでも PCT 出願が可能に 
 2009 年 12 月 24 日、タイ王国が

特許協力条約（PCT）に加盟しまし

た。タイ知的財産局（DIP）では、

国内外から既に国際出願を受理し

ています。日本国特許庁 －タイの知

的財産制度の整備に積極的に協力して

います－ は、2010 年 4 月 15 日以降

にタイで国際出願された出願に対

する国際調査機関（ISA）と国際予

備審査機関（IPEA）としての稼働を

開始しました。 

 出典： 

www.jpo.go.jp/torikumi_e/kokusai_e/

IPEA_thailand.htm 、

www.wipo.int/pressroom/en/articles/

2009/article_0040.html 

 

 DIP の英語版ウェブサイトには、

こちらからアクセスできます： 

www.ipthailand. 

go.th/ipthailand/index.php?lang=en 

 

 

 

 

 

JPO、ISDN による出願受付を 

終了 
 2010 年 4 月 1 日以降、日本国特

許庁への特許、実用新案、意匠、商

標の出願は、インターネットでのみ

受け付けています。 

 

 出典： 

www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuz

uki/t_tokkyo/shutsugan/internet_syu

tugan_ipponnka.htm（日本語のみ） 

 

 

 

http://eastmeetswest.europeanpaten

toffice.org/news 

でアジアのニュースを更にご覧に

なれます。 

 
www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?lang=en 
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iPairs－インド特許情報への扉 

インドの特許情報 

明細書全文は、IPO から有料で

取り寄せられていましたが、

iPairs にはこの全文が収録され

ています。現在、比較的新しい

登録特許の公開明細書につい

てはHTMLでフルテキストを入

手できます。比較的古い特許公

報については、PDF のものもあ

ります。 
 
 
経過情報と登録情報 
 iPairs では、基本的な経過情

報を無料で提供しています。新

たな「Applicat ion Status」サー

チでは、出願人の名称、出願日、

優先日、公開日、最新の出願経

過情報、（適用される場合のみ）

登録異議申立の経過情報がわ

かります。この検索は、出願番

号から可能です。経過情報画面

には、該当文献の明細書全文へ

のリンクがあり、更に可能であ

れば、更新料支払いの詳細を示

した登録情報も表示されます。

経過情報検索の機能は現在、念

のために4つのインド特許庁の

いずれかにユーザーがフィー

ドバックを行うテスト段階に

あります。 
 
 
IP India ウェブサイトでで
きるその他の検索 
 
Patent Office Journal 
 Patent Office Journal は、IPO

録、取り下げ、異議申立など）、

出願人／所有者の詳細、商品等

の区分と説明、（可能であれば）

異議申立に関する情報などが

わかります。GI の場合は地域が

表示されますが、画像も一緒に

表示されることもあります。 
 
検 索 イ ン タ ー フ ェ ー ス ：

http://ipindia.nic.in/ 
（ 画 面 左 手 の 見 出 し の

「Trademark」又は「GI」をク

リ ッ ク し て 「 Status of 
applicat ion」へアクセス） 
 
更に詳しい情報を知りたい方

は、EPO アジア特許情報サービ

ス課まで 
+43 1 52126 4545 又 は 
asiainfo@epo.org からお問い

合わせください。。 

が 2005 年 1 月から毎週、電子

配信している特許庁情報誌で

す。この発行に伴い、Gazette of 
India は終了しました。発行は

金曜日で、IP India ウェブサイ

トから PDF でダウンロード出

来ます。Adobe Acrobat の検索

機能を使って、各号毎に簡易テ

キスト検索ができます。近年の

全号が表中にリストアップさ

れており、比較的過去のものは

アーカイブから検索できます。

Patent Office Journal では、IPO
以前の初期の公報、公開公報

と、登録、取り下げ、無効、そ

の他の手続情報を公開してい

ます。また、最近では、商標と

地理的表示（GI）に関する官報

が電子配信に切り替わりまし

た。 
 
 IPO の官報は 
http://ipindia.nic.in/からご覧に

なれます（画面左手の見出しの

「 Our publicat ions 」 か ら

「 Journal 」を見つけたら 、

「Patent」「Trademark」「GI」の

いずれかをクリック）。 
 
 
商標と GI の経過情報検索 
 2009 年後半、IP India ウェブ

サイトに、インド商標と GI の

経過情報を確認できる新しい

検索サービスが加わりました。

出願番号から検索すると、商標

名や GI、基本的な経過情報（登

 毎年 30000件を超える特許が

出願されるインドの経済成長

は、世界中の特許情報ユーザー

の関心を集めています。 
 
 インド特許情報の検索の必

要に迫られたことのある読者

の皆様であれば、電子フォーマ

ットで入手できるものが限ら

れていること、時間がかかるこ

と、取り寄せ手続が面倒なこと

をよくご存知のことでしょう。

しかし、最近になって、インド

特許庁（IPO）は、特許庁ウェ

ブサイトの無料データベース

を拡充し、インド特許情報検索

システム「iPairs」としてリニュ

ーアルしました。 
 
 
iPairs ウェブサイト 
 
 2010 年始めに導入された

iPairs では、IPO が提供する無料

特許検索用に様々な機能が利

用できるようになりました。特

許 出 願 公 報 と 登 録 特 許 を

「Quick」又は「Advanced」サ

ーチ画面から検索できます。不

服審判における IPO審査官の審

決も入手できます。全く新しい

検索機能としては、インド特許

の 経 過 情 報 が わ か る

「Applicat ion Status」検索があ

ります。 
 
 Advanced サーチインターフ

ェースでは、発明の名称、要約

書、名称（発明者、出願人）、IPC
記号でのキーワード検索が可

能です。また、ブール演算子

AND、OR、NOT を使った複合

検索式も可能です。全てのイン

ド公報からの検索も、デリー、

ムンバイ、カルカッタ、チェン

ナイの4つのインド特許庁のい

ずれか 1 つに絞った公報検索も

可能です。 
 
 
インド特許の明細書全文 
 これまで、インド登録特許の

経過情報表示画面の一例（出典：http://ipindia.nic.in/ipirs/patentsearch.htm） 
 

 

お役立ちリンク 
 
インド特許庁ウェブサイト： 
http://ipindia.nic.in/ 
 
iPairs 検索システム： 
http://ipindia.nic.in/ipirs/paten
tsearch.htm 
 
インド特許の文書化に関す

る追加情報： 
www.epo.org/patents/patent-i
nformation/east-asian/helpde
sk/india.html 

出願の GI に関する経過情報表示画
面の一例 
（出典：http://ipindia.nic.in/） 

インド特許情報の 

新しい検索システムが登場 
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中国の特許情報 

中国：新しい文献種別と種別コードを

2010 年 4 月に導入 

 公開日が 2010 年 4 月 7 日以

降の中国の登録特許には、1993
年から 2010 年 4 月まで使われ

ていた従来コード「C」に代わ

り、種別コード「B」が記載さ

れます。現在、登録実用新案に

は種別コード「U」（従来は「Y」）
が、登録意匠には「S」（従来は

「D」）が記載されるようになり

ました。 
次の表に、新しい文献種別と種

別コードをリストアップしま

す。 
 
 中国特許庁（SIPO）では、2010
年 4 月 7 日から、公開特許（A）
と登録特許（B）に共通の公開

番号を使用する予定です（した

がって、その違いは種別コード

のみになります）。2007 年 8 月、

SIPO は公開番号の様式を 7 桁

から9桁に増やす変更を実施し

ました。2007 年 8 月以前に公開

された出願については、その登

録特許が公開された場合、7 桁

の様式が継承されます。したが

って、移行期間のあいだ、登録

特許の公開番号は 7 桁又は 9 桁

のいずれかになります。 

 かつて、公開番号の 6 桁又は

8 桁のシリアルナンバーの前に

ある 1桁目で権利種別がわかっ

た（1＝特許、2＝実用新案、3
＝意匠）のと同様です。 
 

 上記その他の基準は、SIPO
の下記中国語ウェブサイト（中

国語のみ） 
www.sipo.gov.cn/sipo2008/wxfw/
zlwxyxxbz/でも公開されていま

す。 

中国特許で現在使用されてい

る番号の例： 

a）2007 年 8 月以降のコードが

A の公開文献（新様式） 

CN-A 101164163（2008 年 4 月

16 日公開）と対応の CN-B 

101164163（2010 年 4 月 7 日

登録） 

b）2007 年 8 月以前のコードが

A の公開文献（旧様式） 

CN-A 1819591（2006 年 8 月

16 日公開）と対応の CN-B 

1819591（2010 年 4 月 7 日登

録） 

 
1）全ての文献種別と種別コード―使用されていない従来の様式も含む―

の 概 要 。 EPO ア ジ ア 特 許 情 報 バ ー チ ャ ル ヘ ル プ デ ス ク

（ www.epo.org/patents/patent-information/east-asian/helpdesk/china/numberi
ng.html?update）から最新の「Numbering system – China」をご覧頂けます 

 出願公開 
 出願フロントページの再公表 
 出願全体の再公表 
 登録特許 
 登録特許フロントページの再公表 
 特許明細書全体の再公表 

特許 

 一部無効審決後に補正された 
特許文献 

  登録実用新案 
 実用新案フロントページの再公表 
 実用新案全体の再公表 

実用新案 

 一部無効審決後に補正された実用
新案文献 

  登録意匠 
 補正後の意匠 

意匠 

 一部無効審決後に補正された公開
意匠 

 

刊行物 DATA 

 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 2 号）の電子版がこの程発

刊されました。掲載記事と短報

のトピックは下記の通りです： 
 
－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 Perspect ive（その 2 –非
特許文献とまとめ） 

 
－コンテンツベースの画像検

索 の た め に ； Framework 
Perspective 

 
－テキスト、テキスト以外のも

のを含まないフルテキス

ト：その 2－主な仕様と検索

課題、有効性解析 
 
－知財教育の結合解析 
 
－インドの製品特許制度下で

の、抗真菌薬に関する特許の

動向解析 
 
－ Patent Information Users 

Group－PIUG wiki とディスカ

ッション・フォーラムを通じ

た連携 
 
－CFIB：フランス語話者による

Patent Information Users 
Group 

 
－ Towards a Definit ive 

Catalogue of the Patents of 

Nikola Tesla について 
 
 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 Articles 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。 

 Global patent data coverageで
は、EPO のワールドワイドな特

許データベースで、具体的にど

のようなデータを国毎に入手

できるのか、という詳しい情報

をお届けしています。最新版は 
www.epo.org/gpdc からご利用

になれます 

World Patent Information 誌 Global patent  
data coverage 
－新版をご利用に

なれます 

10   Patent Informat ion News  2/2010   June2010 



国内段階移行後の欧州特許 

経過情報 

EPO は、各加盟国で支払われた登録特許の全ての更新料について分担金を受け取っています。 

つまり、EPO は、各加盟国の特許庁から定期的に情報を受け取っているのです。 

EPO では、2008 年以来、この更新データを INPADOC 経過情報データベースに反映しています。 

ここでは、EPO の Peter Paris がその舞台裏を説明します。 

 国内段階移行後の欧州特許

の扱いは、PCT 出願の国内段階

移行後の扱いと同様です：概し

て、国内登録は、国内段階移行

と、その特許又は出願のステー

タスに関するその後のあらゆ

る変更を知る唯一の手掛かり

です。この情報を得るために、

特許サーチャーは多大な時間

と労力を費やしています。 
 
 しかし、欧州特許制度では、

各加盟国は EPO に更新料の分

担金を支払い、関連特許の番号

を知らせることが義務付けら

れているので、更新料管理シス

テムというもう１つの情報源

があるのです。 
 
EPO の取り組み 
 EPO では、2007 年後半から、

更新料データベースを利用し

た経過情報サービスの拡充を

進めています。もちろん、（デ

ータが重複する心配もありま

すが）各国の特許公報に基づい

た欧州特許の経過情報も引き

続き利用しています。 
 

データの取り込みが遅れる 
原因 
 支払期限は、それぞれの国の

規則に従って定められます。大

抵の国では、支払期限が出願月

に対応する月の末日ですが、出

願日に対応する日の国もあり

ます。更に、滞納による課徴金

や減免に関する規則がそれぞ

れ異なっています。 
 
 加盟国の殆どが更新料の分

担金を、四半期毎に EPO に送

金していますが、フランス、ル

クセンブルク、オランダは月毎

の請求を希望しています。年金

データは、4 ヶ月程度遅れるこ

とがあります。特許の失効につ

いても、（6 ヶ月のことが殆どで

すが）加盟国毎の滞納期限によ

ります。 
 
更新料のステータス 
 次の表は、2010 年 4 月現在の

支払いデータを含む最近のス

テータスを示しています。 

データの信頼性 
 必要な修正の数が少ないの

は、加盟国との連携が良好な証

拠です。矛盾がある場合は数週

間以内にこれが判明します。大

抵は、ボーダーラインのもので

す。この表では、2008 年第 1
四半期の修正の数がわかりま

す。 

年金データの重複 
 EPO では、それぞれの国につ

いて最新の更新料の支払いの

みが記載されるよう、毎月クリ

ーンアップを行います。プロジ

ェクトの手始めに、「取り下げ

扱い」データの重複に取り組み

ました。EP25 のコードは、異

議申立期間中の日付以降の取

り下げを示すのみだったので、

ここからは比較的少ない情報

しか得られませんでした。そこ

で、EP25 を廃止して、EP PG25
を新しく導入することになり

ました。 
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特許情報と共に 36 年 

インタビュー 

 Peter 氏は、経過情報サービスの中心人物の１人だと言って

も過言ではありません。36 年間の特許情報業界勤務を経て、

Peter 氏はこの 5 月末をもって現役生活にピリオドを打ちまし

た。 
 
 これに際して、Patent Information News は Peter 氏にインタ

ビューを行いました。Peter 氏は、Siemens 社で電話システム

開発に携わった後、1974 年、オーストリアにある創設間もない

INPADOC の一員となりました。1973 年から 74 年にかけて、

INPADOC で最初の特許情報製品が開発されました。この画期

的な事業は、初歩的なツールだけで成し遂げられたものでした

が、そこには極めて強い目的意識がありました。 
 
 1991 年、INPADOC は欧州特許庁と合併しました。 
 
Peter さんは、特許情報業界の形成の一端を担ってこられまし

たが、現役を引退された今、これまでを振り返って、ご自身で

は特許情報に対してどのような役割を担ってきたとお考えで

すか？ 
 
 特許庁の内外を問わず、経過情報の発展に従事している人は

他にも沢山います。特許庁なら Georg Huber 氏とSof ie Leplae氏、

特許庁以外なら Stephen Adams 氏や Peter Kallas 氏が、最近では

特に有名ですね。彼らは皆、特許情報やあまり馴染みのない経

過情報サービスに、彼らならではの貢献をしています。 
 
 先ず第１に、私はネットワーカーだったと思います。アイデ

アを閃いたら、絶えずそれを心に留めておき、アイデアどうし

を組み合わせて使えるかたちになるように努めました。それか

ら、Siemens や BASF、Chemical Abstracts といった民間企業との

コンタクトも重要でした。 
 
 私はまた、特許情報と経過情報データの推進役でもあったと

思いますが、実際に特許情報の発達に大きく貢献した構想を発

案したのは私ではありません。経過情報サービスが産業創世記

にあったので、私達は、このサービスができる限り社会に役立

つように土台をつくろうとしたに過ぎません。私は、立役者と

いうよりも、この構想の関係者でした。 
 
 
EPO との合併を受けて、仕事面やご自身の中で変わったこと

はありましたか？ 
 
 仕事面で大きく変わったことはありませんでしたよ。私は

INPADOC でしてきたことを続けていたのですから。とはいえ、

新しいチャンスであったのは間違いありません。欧州特許庁

は、INPADOC よりもずっと優秀で体系的な、法律で守られた

関係を加盟国と構築していたので、これで INPADOC サービス

の土台が固まりました。その後、European Patent Register や特

許登録後の情報に関する業務の追加も含めて、EPO での仕事が

増えました。私は集大成として、経過情報に関する課題に立ち

返りました。 

Peter Paris 氏にきく－特許情報業界の重鎮が現役生活にピリオド 

 

 EPO への移管で私個人が受けた影響は大きかったです。欧州

の公務員と、オーストリア人の民間企業の社員とでは、立場が

全く違うのですから。ある意味、カルチャーショックでもあっ

たので、慣れるまで少しかかることもありました。例えば、

INPADOC では、少なくとも昼食に客人を招待するのはよくあ

ることでしたが、招待した場合でも、最低限でも自分の分は各

自で食費を支払わねばならないことがわかった時は、目が開か

れる思いでした。 
 
 
当時の INPADOC 職員の皆さんはどんな雰囲気でしたか？欧州

全体に道が開けて新しい世界の扉が開くことへの高揚感はあ

りましたか？ 
 
 必ずしも合併を快く思っている人だけではありませんでし

た。年配の INPADOC 役員にとっては、組織のトップから４番

手に降格するわけですから、試練の時期でした。私にとっては、

さほど大きな問題ではありませんでしたが。反対に、私の仕事

の意義は大きくなったと思います。INPADOC のデータベース

は、この合併のそもそもの発端だったのですが、Braendli 長官

にはあらゆる面でサポートして頂きました。 
 
 殆どの人にとって、この移管は有益でした。ご存知の通り、

特許情報を生業にしている企業どうしの競争が熾烈だったぶ

ん、雇用が確保されたことが大きかったようです。こうして、

差し迫って利益を生む必要性はなくなりました。特許情報をそ

の大部分が無料の製品にするべく奔走することなど、INPADOC
の時代にはあり得ませんでした。 

 

フランスのビアリ

ッツで開催された

EPO 特許情報会議

2009 で講演する

Peter Paris 氏 
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これまでの 19 年間を振り返って、この合併は賢策だったと思

われますか？また、INPADOC は合併なしでも存続し得たと思

われますか？ 
 
 存続は危なかったかもしれません。特許情報業者は世界中に

ひしめき合っていましたからね。オーストリア政府が多額の投

資を行ったとしても、INPADOC を存続させられたとは思いま

せん。私達は EPO と合併することで、ワールドワイドの特許

情報サービスを構築するという大切な任務を続けることがで

きたのです。EPO は、この義務をオーストリアから引き継ぐ取

り決めを発表しました。 
 
 
INPADOC 時代、特許情報製品は高価でしたが、現在は全ての

情報が無料で手に入るようになりました。この変化について、

どのようにお考えですか？ 
 
 特許制度の実質的な原点回帰だと思います。出願人は独占権

を得る代わりに発明を開示すると同時に、一般の人々にはその

情報を無料で入手する権利があります。これは、特許制度の背

景となる概念、すなわち、出願人と特許情報を入手する権利を

得る公衆との間の約束事を、文字通り実行に移したものです。

出願人がこの特権の対価を払うことは、特許情報が内包する概

念ですから、至極当然だと思います。 
 
今後の予定を教えてください。これからも、例えばコンサルタ

ントとして特許情報業界で活躍されるのですか？ 
 
 最初に長期休暇をとること以外は、特に予定を考えていませ

ん。今のところ、とても良いお話を幾つか頂いているのですが、

気が向いたら考えてみるつもりです。 
 
Peter さんがいなくなった穴を誰も埋めることはできないとい

う話を、以前にきいたことがありますが・・・ 
 
 そうですね、あれは鳥インフルエンザが流行した時のことで

すが、私はウイーン支局でかけがえのないキーパーソンだと自

覚しました。それは有難いことでしたが、はたと気づいたので

す。客観的には殆ど自分の経験と知識を遺していないような気

がしました。そこで私は、チーム全体に私の知識を伝えようと、

最善を尽くしました。今でも、私が書き記したり収集したりし

た文献のデータベースとなる、小さな wiki サイトを作っている

ところです。もちろん、私にしかわからなさそうな質問には、

いつでも答えていくつもりですよ。 
特許情報は今後、どうなっていくとお考えですか？ 
 
 EPO は、ワールドワイドな特許情報サービスに付随するミッ

ションを担っているわけですから、これに携わる全員がその維

持と保全に努めなければなりません。まだまだ新しい発想の余

地があると思います。私としては、欧州の国以外にも跨る連合

特許のような場合が気になります。グローバルデータネットワ

ークは、Google だけに委ねるべきではなく、この分野で既に成

功を収めている EPO が、例えば DocDB との部分合併や経過情

報、フルテキストの提供などを通じて主導するべきです。私は、

欧州特許庁がその責務を果たすとともに、加盟国と IP5 パート

ナーの支持を得られることを願っています。今でも、EPO が中

核となって文献のフルテキストを頒布し、広く普及させられる

ように、各国特許庁にフルテキストで文献を開示させるための

課題が残っています。 
 
引退は寂しいものですか？ 
 
 もう少し仕事を続けたい気持ちもありますが、もう 66 歳に

なってしまったので、セカンドライフを今スタートすること

は、健康的に精一杯楽しむためにもよい頃だと思います。この
状態が長く続くことを願っています。 

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～6月 

 2010年の週

平均 
2010年1～6

月の合計 
2009年か

らの変化 

EP-A公報 
 EP-A1  860 22,358 1.9% 
 EP-A2 316 8,228 -15.1% 
 EP-A1 + A2の合計 1,176 30,586 -3.3% 
 A1+A2の合計に占める  
 EP-A1の割合 

73.1% 5.4% 

 EP-A3 323 8,407 -8.0% 
EP-B公報 
 EP-B1+B2 1087 28,256 6.1% 
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特許情報会議 2010  

報解析の進歩について議論で

きるようにすることです。 
 
 特許データ以外の今回の会

議の焦点は、下記の通りです： 
－特許のクオリティと特許査

定 
－特許化が競争に与える影響

と、競争が特許化に与える影

響 
－特許戦略の明確化（特許統計

の視覚化とパテントマップ） 
－新しい技術分野における特

許化と権利化の役割（例：ク

リーンテクノロジー） 
 
 詳しくは： 
www.epo.org/aboutus/events/pa
tstat.html をご覧ください。 

www.epo.org 

ディシジョンメーカーのための特許統計 

 EPO 特許情報会議 2010 のプ

ログラムと全登録機能をご確

認頂けます。 

 

 今回の会議では、特許サーチ

ャーに関係する、欧州の特許制

度における主要な進展の幾つ

かを取り上げる予定です： 

－Single Patent Process に向

けた EPOの構想 

－世界の分類変更 

－特許検索のための世界共通

文献ソース実現に向けた取

り組み 

－Focus on Asia：今年限定の

特別セッション（10月 18 日

開催） 

 

 今回のイベントでは： 

－技術面の詳細について、少人

数グループによるディスカ

ッション 

－専門研修 

－欧州の主要特許情報博覧会 

 

 今回の会議は、スイスのロー

ザンヌで 2010 年 10 月 18～21

日にかけて開催されます。特許

情報業者の要人や様々な特許

庁からの職員に出会える、欧州

でまたとない機会です。 

 「新しい技術、特許クオリテ

ィ と 起 業 家 精 神 （ New 
technologies, patent quality and 
entrepreneurship）」 
 
 ディシジョンメーカーのた

めの特許統計に関する EPO と

OECD の合同会議が、2010 年 11
月 17～18 日にかけて、ウイー

ンで開催されます。この会議

は、 OECD と EPO が DIME 
Network of Excellence と合同で

主催し、USPTO、JPO、WIPO、

米国国立科学財団、EC 統計局

の協力により開催されます。 
 
 この会議の目的は、昨今の経

済的展望に鑑み、更には、特許

システムの変化と出願人によ

る特許システムの利用方法を

踏まえて、参加者同士が特許情

於スイス ローザンヌ、2010 年 10 月 18～21 日 


