目次
2. 2013 年以降の IPC の変更点
3. 論説
3. Espacenet のヒント－分類調査
4. 新登場！Espacenet のオンライン
解説
5. Espacenet から国内特許登録簿へ、
ダイレクトリンク
6. データのクオリティ、有効範囲の
透明性
7. 検索クオリティの保証
8. 特許情報セミナーとオンラインセミナ
9. 韓国特許データを検索する－
KIPRIS の新しい特徴
10. アジアニュース
11. 台湾特許法の改正
11. 公報コーナー
12. 他のニュース

共通特許分類が予定通りに開始
予定通り、EPO と USPTO の共同の共通特許分類(CPC)が 2013 年 1 月 1 日から開始とな
りました。
CPC は EPO の ECLA 分類と入れ替えてありましたが、さらに現在では、USPTO
の公式分類となり、USPTO の US 特許分類(USPC)システムと 2 年間の移行期間を経て
徐々に入れ替えられます。

ECL A及びIC OコードのCP Cへの変換
新しいC PC 記号
の例

記号の種類

変換ルー ル

ECLA

「/」のあとの文字は全て数字に入れ替
H01L21/28512
えられる。

ICO
Mirrored
Breakdown

Orthogonal

ECLAに対して*

H01L21/28512

CPC2000シリーズに移行；「/」 の
あとの文字は全 て数 字に 入れ 替え H01L2 0 /2852
られる。
CPC2000シリーズに移行；「/」 の
あとの文字は全 て数 字に 入れ 替え H01L2 201/28512
られる。
＊記号の最初の文字も 変更されま した。例) 「 I」 から 「 H」 へ

－株式会社ワイゼル訳－

2012 年末までに、Espacenet の
分類ブラウザツールは、ECLA か
ら CPC に変更されました。新しい
分類サーチは以前のものと似て
いますので、過去に使用したこと
がある方は、慣れるのに時間は
かからないでしょう。完全な CPC
スキームは CPC ウェブサイトから
ダウンロードも可能です。
www.cpcinfo.org

における、CPC の仕組や分類記
号がどのように ECLA から CPC に
変換されたかについての解説か
ら始まり(左記のテーブル参照)、
CPC に関する記事を過去にいく
つも扱ってきました。
ECLA を使用していたサーチャー
が CPC を 使 いこ な す た めに 、
ECLA-CPC-IPC の対応テーブル
をウェブサイトに掲載しています。

CPC の仕組
PINEWS は、PINEWS2011 年 4 号
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ECLA/ICO に対応
対応する
する CPC 記号-(A)
IPC 記号
は請求された発明以
外の追加情報を示す

この対応テーブルは最終版の
ECLA と初版の CPC とに対応して
います。2013 年 4 月から、CPC は
改訂される予定ですので、対応テ
ーブルがカバーしきれないというこ
とになります。ですが、改訂は狭い
技術範囲に対して行われる予定
ですので、変更の可能性を頭に

階層の位置、
0 は分類記号
/00 に対応する

入れながらであれば、テーブルは
引き続き数年間、便利なツールと
なるでしょう。
CPC の定義
CPC の定義は CPC にとって大切な
も の で す 。 2012 年 第 2 号 の
PI-News で報じたように、これらの

定義は、それぞれの技術分野に
おける分類のプラクティスを説明
し、各分類の記載に属するテー
マがどのように的確に定められた
かを明らかにしています。
現在は、221 の CPC 定義がありま
す。それらは 2012 年 10 月にまと
めて開始されました。されに追加
される予定で、最終的には約 625
の CPC 定義が完成するでしょう。

の再編を必要とする分野を明確
にする年単位のプランが想定さ
れます。賛成を得られた場合、2
つの特許庁で仕事が共有されま
す。年内に CPC の改訂が何度か
行われる予定です。PINEWS の
今後の号では改訂の過程につい
て詳細を掲載していく予定です。
詳細は→www.cpcinfo.org

CPC の改訂
2013 年 4 月まで凍結していました
が、上記の通り、CPC は今後頻繁
な改訂を行う予定です。
EPO と USPTO 両方からの審査官

国際特許分類

2013 年以降の IPC の変更点
共通特許分類(CPC)の開始にま
つわる盛り上がりの中で、WIPO
は 2013 年 1 月 1 日から有効とな
る、国際特許分類(IPC)スキーム
の改訂を発表しました。

変更点は以下のコードを使って
表になります。
D-削除
C-再編成、もしくは範囲の変更に
よる修正
M-再編成や範囲の変更とは関係
のない修正
N-新しい
U-この言語では変更されていな
いが、他の言語の IPC では変更さ
れている

分類記号の変更の詳細はウェブ
サイトでご確認ください。
www.wipo.int/ipcpub/
左の列のバージョンを 2013.01 に
セットし、「Compilation」をクリック
すれば表示されます。フランス語
バージョンは左の列の「Language 多くの変更は「M」カテゴリーに当
てはまり、具体的な記号タイトル
menu」から選択できます。
を明確にします。テーブルに示さ
れる IPC のサブクラス/メイングル
ープには、さらに多くの修正があ
ります。

IP Cサブクラス の修正
記号

変更と関連する テーマ

B60R 25/00

盗難車両の不正使用の防止もしくは通知の
装置かシステム

B62K 5/00

3個以上のメインホイールを装備したハンドル
付きの自転車

B62M 1/00

自動車の利用人口

F41B 11/00

圧縮ガス銃、例：エアガン、スチームガン

G04R

電波時計

G06F 3/00

電子デジタルデータ機器の入力方法

G09G 3/28

プラズマパネルのコントロール回路、方法

G10L

スピーチ分析、統合；スピーチ認識

G11B 7/0

光学手段の記録、再生
ハイブリッドコンデンサー；電子ダブルレイヤー
コンデンサー

H01G 11/00
H01L 41/00

EPO は 2013 年の IPC 改訂の再編
成データをデータベースに反映
させました。USPTO と共に、CPC
記号を新しい IPC と一致させようと
しています。
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H04B 10/00
H04L 12/00

一般的な圧電、電気ひずみ、磁力ひずみ装置
電磁波を用いたトランスミッションシステム
電波以外の、例えば赤外線、可視紫外線、
粒子放射線など
データ転換ネットワーク

－株式会社ワイゼル訳－

論説

データリンクにより広がるチャンス
ビッグデータの世界において、議論の的は、互いに「話す」ようにデータを設定
する方法を探すことです。最近の傾向としては、データを大きなデータベースに
まとめることはあまりなく、ユーザーの希望があれば情報交換できるような、小
さなデータベースに移行しています。
Espacenet から各国の特許登録
への新しいリンク（執筆時点で、
フランスとデンマーク-5 ページ参
照）がこれを裏付けしています。
Espacenet に各国登録データを
持ってくるよりも、我々のユーザ
ーを各国データへ導く方が良い
です。利点はいうまでもないでし
ょう、データはソースに残り、EPO

に管理される必要がありません。
遅れることも、データが EPO に送
付されるのを待つ必要もありませ
ん。さらにはテクニカルシステム
のメンテナンスにかかる負荷がい
くつもの機関に分散されます。

すが、一見するよりも意味の大き
いもので、特許情報データにアク
セスする新たな機会を増やしま
す。

Richard Flammer

Espacenet の新しく開通したリンク
はあまり重要でないように見えま

特許情報及びヨーロッパ
特許アカデミー主席部長

ESPACENET

EPO がオンライン版官報の
発行を検討開始

Espacenet の便利な使い方－分類調査

電子出版物に対するグローバル
トレンドを見る限り、EPO は印刷
版官報の発行を 2014 年 1 月 1
日から廃止し、より充実させたオ
ンライン版を発行する予定です。

こ の レ ギ ュ ラ ー コー ナ ー で は 、
EPO、Espacenet ヘルプデスクチ
ームにいる専門家がユーザーか
らの質問をもとに、Espacenet の
便利な使い方をお教えします。
今回取り上げるのは、Espacenet
における分類サーチについてで
す。
PI-News の 2012 年 4 号では、共
通特許分類を用いて検索ができ
る、Espacenet の新しい CPC ブラ
ウザに注目しました。
CPC の新しいブラウザとの互換性
に問題があるのはマイクロソフト
のインターネットエクスプローラー
バージョン 8 以上です。時折、エ
ラーが発生し、ユーザーは互換
性のチェックを行わなければなり
ません。

インターネットエクスプローラーで
の互換性のチェック方法
互換性をチェックするには F12 を
押し、ブラウザモードが「ブラウザ
モード：IE8、ドキュメントモード：
IE8 標準」になっていて IE7 モード
に な っ て いな いこ と を 確 認 し ま
す。

EPO は継続したサービスをより多
くのブラウザ、OS の組み合わせ
に提供するようベストを尽くしてい
るということを知っておいてくださ
い。ブラウザの状態を定期的に
最新版にアップデートすることで
Espacenet をフル活用できます。

さらにツール→互換表示設定を
確認し、「すべてのウェブサイトを
互換表示で表示する」のチェック
を外します。

Espacenet の CPC ブラウザについ
て、ご意見等ある方は遠慮なくご
連絡ください。
espacenet@epo.org.

この発行がユーザーのニーズと
合致するかを確認するために、ウ
ェブアンケートを用意していま
す。(OJ EPO2012，643 ページ参
照)アンケートは数分で完了しま
す。
www.epo.org/law-practice/consu
ltation.html.へアクセスしてくださ
い。締め切りは 2013 年 3 月 22 日
です。
皆様のフィードバックは、官報が
今後も皆様の必要な情報を魅力
的かつ便利なフォーマットで提供
するために不可欠です。

これで分類サーチへのアクセス
が可能になりました。

－株式会社ワイゼル訳－
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E-LEARNING

新登場！Espacenet のオンライン解説
シンプルで、面白く、リアルタイムで学べること－これが Espacenet Assistant オンライン
トレーニングコースを開発中のチームの目標です。Espacenet を使い始めたばかりの人に
とって、Espacenet Assistant は非常に重要なリソースとなるでしょう。

Espacenet Assistant は最新のイン
ターネットテクノロジーを駆使し、
Espacenet の実践的な使い方に焦
点を当てた双方向のオンライント
レーニングコースです。
構成は以下のようです。
1．初めに
2．結果リスト
3．検索と抽出条件
4．分類
5．検索式
6．特許文献
7．便利な使い方とこつ
8．Espacenet の更新情報
モジュールの巻末に知識の確認
のための小さなクイズがあります。
さらに、細かいトピックの問題解決
および最速理解のための 29 の短
期コースも用意しています。

4

EPO のその他のアシスタント
登録アシスタント
European Patent Register と
Register Alert サービスを実際に
使うことに焦点を当てた双方向の
オンライントレーニングコースであ
る登録アシスタントが、2012 年半
ば に 開 始 さ れ ま し た 。
www.epo.org/register-assistant
でご覧いただけます。

経験のあるユーザーが興味を持
つと思われるのは、最後の方に
ある「便利な使い方とこつ」と
「Espacenet の更新情報」です。
Espacenet の最新機能の使い
方、より高度に使いこなす方法
を説明しています。
それぞれのモジュールの巻末に
簡単なフィードバックがありま
す。結果は EPO へ匿名で送付
され、今後のアップデートや開
発のために徹底的に分析されま
す。Espacenet Assistant につい
て、もっと詳細なご意見ある方は
下記にメールをお願いします。
pitraining@epo.org.
Espacenet Assistant は英語、
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フランス語、ドイツ語で提供されま
す 。 Espacenet 、 も し く は
www.epo.org/espacenet-assistan
t.からアクセス可能です。
注：Espacenet Assistant の現在ご
利用可能なバージョンは CPC の
情報をまだ含んでいません。そし
てマスク／スクリーンの検索の削
除 も し て い ま せ ん 。 Espacenet
Assistant のアップデートはすぐに
行われる予定で、これらの更新を
反映します。

特許情報ツアー
「特許情報ツアー」は特許検索の
基礎を説明します。4 つのトピック
に分かれ、音声付きのアニメーシ
ョンがそれぞれのトピック、さらに
は練習問題付きの関連するモジ
ュールを紹介しています。英語、
フランス語、ドイツ語で閲覧可能
で す 。 www.epo.org/pi-tour. を ご
覧ください。

－株式会社ワイゼル訳－

ESPACENET

Espacenet から国内特許登録簿へ、ダイレクトリンク
昨年、各国特許庁や EPO は、欧
州特許のリーガルステータス情報
へのアクセスを改良するべく、一
大プロジェクトに着手しました。そ
の結果、約 23 の国内特許登録簿
が、European Patent Register と
デ ィ ー プ リ ン ク し （ Patent
Information News 4/2012 をご参
照下さい）、たったワンクリックで
各国のリーガルステータス情報に
アクセスできるようになりました。
現在の開発段階は、完全に相互
運用可能な Federated Register
検索に至る途上です。とはいえ、
検索が可能なのは、国内段階に
移行する欧州出願から派生した
一連の特許に限られます。では、
EP 出願に縁がなかった国内出願
の場合はどうすればよいのでしょ
うか？
Espacenet でディープリンクすれ
ばよいのです！各国の技術的、
資金的、政治的協力の下で始ま
った Register ディープリンクが
Espacenet で使えるようになりまし
た。これを使えば、各国の特許公
報の国内のリーガルステータスが
わかります。使い方は次の通りで
す。
ステップ１－例えばフランス特許
を Espacenet で閲覧したい場合
は、FR Register のリンクをクリック
します。

ステップ１－例えばフランス特許のデータを Espacenet で閲覧したい場合は、FR Register のリンクを
クリックします

ステップ２－この特許に関するフランス特許登録簿を調べます

フランスの登録簿の場合はおま
けに、Ouvrir dans FR_Espacenet
のリンクによって、登録簿と
Espacenet のフランス語版の登録
簿がダイレクトリンクしています。
今のところ、Espacenet からのディ
ープリンクを利用できる特許庁は

ステップ２－この特許のフランス
特許登録簿を調べます。

Register からのディープリン
クに新たに 2 つの特許庁が
参画

こんなにも簡単に、たったワンクリ
ックで行きたい所に行けるので
す。

先日、European Patent Register
のディープリンクで国内特許にア
クセスできる国として、クロアチア
とアイスランドが仲間入りしま し
た。これで、ディープリンクで繋が
っている特許庁の数は、23 になり
ました。

少数ですが、これから数ヶ月で
今回の開発により、「ビッグデー
徐々に特許庁どうしのリンクが増 タ」の可能性が広がり、その影響
えていく予定です。
が、例えば Federated Espacenet
検索や公報データベースからの
包袋検索へのアクセスに波及す
るかもしれません。

Y02B－ 建物に関連する気候変動緩和の技術（2012 年末から利用開始）

(*) さらに、記号の始めの文字が変化、例えば「T」から「H」へ

－株式会社ワイゼル訳－
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EPO データ

データのクオリティ、有効範囲の透明性
「データベースの良し悪しは、そのデータベースが保有する最悪の情報の良し悪しと同じ」
とは、EPO での会合における特許情報ユーザーの言葉です。EPO 最初のデータベースの
開発者と職員は、この考え方を肝に銘じました。
クオリティの保証
EPO では、EPO のデータベース
にあるデータがユーザーの皆様
のご期待に沿うように、電子デー
タ処理の創世記から多大な努力
を重ねてきました。それは当時、
EPO 審査官のニーズに応えるこ
とを意味していました。しかし、
一般の皆様が、ユーザーの大部
分を占めるようになり、データサ
プライヤとして EPO に信頼を寄
せている企業や団体から EPO の
データに直接、或いは他のサー
ビスを介してアクセスするように
なったことで、今日それは一般
の皆様のことを意味しています。
この遥かに大規模で新しいユー
ザーグループもまた、非常に高
いデータクオリティを必要として
います。
EPO では、クオリティを保証する
ために、特別に開発した数多く
のクリーニング／標準化ルーチ
ンを使って入力データを整備し
てからデータベースにデータを
ロードし、更に、専用の専門家
チームを配備して、マニュアル
でデータに数々の補正を施して
います。
2 0 1 2 年のEPOデータクオリ
ティ実績
マニュ ア ル補正の数
書誌事項

120万件

引例

50万件

データベースにあるものを知る
EPO が一般向けに特許情報の
提供を開始して以来、外部ユー
ザーは、正確で透明性のある、
有効範囲に関する情報を必要と
しています。当たり前のことかも
しれませんが、かつての EPO の
任務はデータベース上の全てを
可能にすることだったので、世
界中の特許文献の中で最も包

6

括的な集合体のひとつに日々ア
クセスしている審査官は、その
中には何が含まれるかを、そこ
から得た知見の中から探しだす
使命を担っていました。有効範
囲の情報はすぐには手に入ら
ず、配布もされていませんでし
た。しかし、時間を経て状況は
変わり、今では、データベースの
有効範囲の全容が、ユーザーの
皆様に余すところなくわかるよう
になりました。

デ ー タ ベ ー ス は 、 EPO の
Espacenet と GPI サービスで提供
しているリーガルステータスのデ
ータソースで、多くの特許情報
業者から、データソースとして厚
い信頼を得ています。
事例表で稀少な法的事象の把
握と検出が容易に
取消の取消がどのように表示さ
れるのか、気になったことはあり

に、３つの公報番号の例が記載
されます。ここでは、１つ目の例
が最初の法的事象に、３つ目の
例が最近の法的事象に対応し
ており、２つ目の例は、この期間
の中葉の法的事象に対応して
います。この情報を使えば、デ
ータベースが Espacenet でも GPI
でも、また別のものであっても、
事例を検索することができます。
また、こうしたイベントが何回ある
かもわかるので、のデータベー
スとその用法をより深く理解する
ことができます。
法的事象をタイプ別に区分け
「Classification of recently used
legal status codes」の表から、そ
れぞれの国について、どのタイ
プの 法的 事象 を確 認で きるか
が、詳細にわかります。情報をわ

www.epo.org/searching/data/data/
tables/weekly.html

テーブルのスタイル一新で有効
範囲をよりわかりやすく
「Contents and coverage of the
DOCDB bibliographic file 」 で
は、EPO の世界規模の書誌情
報リソースである DOCDB の有効
範囲を、少し 詳し く示して いま
す。国ごと、年ごと、種別ごとに、
EPO の Espacenet と GPI サービ
スを供給するファイルに、どの書
誌データがあるのか、はっきりと
わかります。これは、データベー
ス全体のスナップショットです。
毎週、通常は木曜日に、テーブ
ルが更新されます。
「Contents and coverage of the
INPADOC legal status file 」 で
は、国ごとに幅広いカテゴリー
で、どのリーガルステータスデー
タが EPO worldwide legal status
database にもたらされ、収録さ
れているかを示しています。この
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ませんか？「 Statistical ranges
of EPO legal status data with
codes and examples」は、新たに
EPO worldwide legal status
（INPADOC）のバックファイル作
成の一環として毎年公開され
る、便利なテーブルです。これ
で、データベースにある全ての
法的事象の事例が、コードごと、
国ごとにわかります。コードごと

www.epo.org/searching/data/
data/tables/regula.html

かりやすくするために、タイプ別
にイベントコードで区分けされて
います。テーブルを見れば、例
えば、どの国において異議申立
てや権利の回復に関する情報
があって、特許の存続期間にお
いて起こり得る様々な出来事に

－株式会社ワイゼル訳－

ついて、どのイベントコードが割
り当てられているかが わかりま
す。

リーガルステータスのデータベースの記録（各年の年末時点）

もっと詳細に調べたいなら、オリ
ジナルの言語でリーガルステー
タスコードを参照することもでき
ます。オリジナルの言語が西洋
の文字列を使用していない場合
は、英語のみ参照可能です。フ
ァイルの更新は、定期的に行わ
れます。

日本の文献についても、リーガ
ルステータスのデータベースに 3
つの記録を収録
2012 年のリーガルステータスに
関するハイライトは、日本のデー
タが追加されたことでした。日本
の最新のリーガルステータスの
ローディングは、毎週行われて
おり、バックファイルのローディン
グも継続的に行われています。
日本が INPADOC legal status
club に加盟してから間もなく、こ
のデータベースは、現時点で約
1700 万の法的事象の記録を保
有する、最も多産な最大級のコ
ントリビューターのひとつとなりま
した。

特許検索

検索クオリティの保証
良い特許調査の条件を定義するのは困難且つ煩雑ですが、
ドイツの或る団体が、まさにそれをやってのけました。
昨年 11 月にハンブルクで開催さ
れた EPO 特許情報会議のプレ
ゼンテーションにおいて、イルメ
ナウ工科大学の Ricarda Bonitz
1
氏 は、特許調査におけるドイツ
共通の正式基準の制定に向け
て、現在進行している取り組み
について説明しました。この新し
い特許調査基準は、SIGNO 中
小企業イノベーション支援プロ
グラムに従事する人々によって
2007 年に明らかになったニーズ
をもとに生まれました。
SIGNO プログラムでイノベーショ
ン支援を求める企業は、出願前
に、知的財産権に関する調査を
必要としていました。この基準の
そもそもの目的は、こうした調査
をどのように行うか、幾つかのル
ールを定めることでした。 2010
年、PIZnet（ドイツの特許情報セ
ンターネットワーク）が、このイニ
シアチブに参画しました。
顧客とサーチャーの信頼関係強
化
Bonitz 氏は言います。「この事業
の目的は、調査のプロセスで必
要な、幾つかの基本原則を明ら

－株式会社ワイゼル訳－

2012 年、ハンブルクでの EPO

特許情報会議で講演する
Ricarda Bonitz 氏
かにすることです。これらの原則
が一助となって、顧客がビジネス
上の決定を下すにあたり安心し
て利用できる、良好な調査結果
を確実に得ることができるでしょ
う。また、調査観点について基準
を設けることで、サーチャーは、
クオリティに自信を持って調査結
果を報告することができます。」
調査プロセス全体の文書化
Bonitz 氏は、この新基準の背景
となる幾つかの概念について簡
単に説明しました。この基準は、
多様な調査内容をカバーするも
ので、下記のようにプロセスの詳
細を定めています。
－顧客との最初のブリーフィング
で使うチェックリスト

－書面による調査依頼
－サービスや料金の水準を含
む、調査範囲の定義
－情報源の選定
－調査の種類に応じた必須な
調査項目
－調査報告書の内容
－機密性及び免責事項等の法
的指針
Bonitz 氏は言います。「競争力
のある価格で、資質のある特許
サーチャーによる専門的な調査
サービスを受けたいという顧客
の ニ ー ズ が 益 々 高 ま っ て いま
す。この検索の新基準に取り組
む人々は、このニーズに対応す
ることになるでしょう。検索基準
の設定やサーチャーの認定制
度の創設は、相関する概念だと
感じています。また、これらの概
念は、特許調査が将来、専門的
なサービスと高いクオリティに基
づくものになることを示していま
す。この検索基準は、その魅力
が認められ、ドイツ国内に留まら
ず、ヨーロッパ全域に広がること
を期待しています。」Bonitz 氏に
よるハンブルク講演は、EPO ウェ
ブサイト＜www.epo.org/pi-conf

erence＞でご覧になれます。特
許サーチャーの認定制度の詳細
については、Patent Informat ion
2
News 3/2012 をご参照下さい。
S IGN O PIZnet
特許検索基準
特許・実用新案検索
－内容/形式調査
－技術開発のための調査
－新規性/特許性検索
－侵害回避及びフリーダム・
トゥ・オペレート（FTO）調査
－無効/取消し/異議申立て調
査
－特許のウォッチング調査
－名称検索
－リーガルステータス/パテント
ファミリー検索
商標調査
意匠調査

1) Ricarda Bonitz 氏は、PATON（イル

メナウ特許情報センター）副センタ
ー長であり、調査解析部部長です。
2)www.epo.org/service-support/publi
cations/patent-information/news/201
2.html

Patent Information News 1/2013

March 2012

7

研修

特許情報セミナーとオンラインセミナー
EPO の特許情報研修の日程が
発表になりました。研修には、基
本的にはウィーン EPO で行われ
るクラスルームセミナーと、その
場で参加できる無料オンライン
セミナーがあります。

クラスルーム・トレーニング
クラスルーム・トレーニングは、幅
広いユーザー層に対応していま
す。中でもポピュラーなのが、4
日間の「初心者向け特許調査」
セミナーと「上級者向け特許調
査」セミナーです。他にも、
「Global Patent Index (GPI)を使
った特許文献調査」や「気候変
動緩和技術(Y02)の特許情報」
のように内容を特化したセミナー
もあります（表をご参照下さい）。
時間がない多忙な初心者にお
勧めなのが、新登場の「特許調
査集中講座」で、興味を持って
頂けるものと期待しています。こ
の講座は、フレキシブルな 1 日
だけのセミナーで、必要に応じ
て、他の場所の EPO や皆様の
近 く でも 開 講す るこ と がで きま
す。詳しい情報と申込みフォー
ムは、
→ www.epo.org/search-events
をご参照下さい。

ウィーンEPOでのトレーニングセミナー
セミナ ーコ ード

セミナ ー表題

期間（日数）

開始日

PI05-2013

Global Patent Index (GPI)を使った特許文献検索

3

14. 05. 2013

PI08-2013

特許検索集中講座-特許情報、Espacenet、
その他のEPO検索ツール入門

1

27. 05. 2013

PI03-2013

気候変動緩和技術(Y02)の特許情報

3

10. 06. 2013

PI04-2013

初 心 者 向 け 特 許 検 索 － EPO Patent
Information Beginners Seminar (EPIBS)

4

09. 09. 2013

PI02-2013

IPscoreの使用をはじめとする特許評価

3

23. 09. 2013

PI06-2013

上級者向け特許検索- EPO Patent Information
Advanced Seminar (EPIAS)

4

07. 10. 2013

PI09-2013

特許検索集中講座-特許情報、Espacenet、
その他のEPO検索ツール入門

1

08. 11. 2013

一般向けオンラインセミナー（抜粋）
セミナ ーコ ード

オンラインセミナ ー表題

日付

V C11-2013

EPO特許情報製品の概説

12. 03. 2013

V C12-2013

特許情報の要点

15. 03. 2013

V C13-2013

公報サーバ

26. 03. 2013

V C14-2013

Patent information services for experts (PISE)を使った紀要検索

26. 04. 2013

V C15-2013

services for experts (PISE)を使ったGlobal Patent Index (GPI)検索

02. 05. 2013

V C16-2013

European Patent Register

18. 06. 2013

V C17-2013

Espacenet

20. 06. 2013

V C18-2013

アジアの文献調査入門

25. 06. 2013

V C19-2013

日本の特許情報

26. 06. 2013

V C20-2013

中国の特許情報

16. 07. 2013

V C21-2013

韓国の特許情報

18. 07. 2013

オンラインセミナー
（8 月と 12 月を除く）毎月最終週
の 木 曜 日 の 「 Monthly patent
information newsflash」に加え、
今年の無料オンラインセミナーで
は、特別なモジュールを用意して
います。セミナーでは、「調査の
基礎」や「Espacenet」から昨年の
アジアの特許情報のレビューに
至るまで、EPO の特許情報製品
やサービスの特徴の多くに対応
しています（表をご参照下さい）。

8

Patent Information News 1/2013

March 2012

表中のオンラインセミナーは、現
在申込み受付中で、これからも
年内に続々と受付を開始する予
定です。オンラインカレンダー＜
www.epo.org/search-events ＞
が随時更新されますので、お見
逃しなく（調査カレンダーの
「Medium」のドロップダウンメニ
ューから「Online training」を選
択します）。

上記その他のイベントの詳細
は 、 ＜ www.epo.org/pi-training
＞ を ご 覧 に な る か 、 ＜
pitraining@epo.org ＞ か ら
「Patent Information Training」
宛てにお問い合わせ下さい。

－株式会社ワイゼル訳－

韓国

韓国の特許を検索する－ＫＩＰＲＩＳの新しい特徴
韓 国 特 許 庁 （ KIPO ） が KIPRIS
（韓国特許検索システム）の新バ
ージョンを立ち上げたことは、新
年の初めに韓国特許情報の利
用者たちに大きな驚きを与えま
した。KIPRIS のコンテンツやデ
ータの収録範囲は以前とほとん
ど変わっていませんが、インター
フェースの構造とデザインが大
幅に変更されています。韓国特
許庁は他にもいくつか興味深い
機能を追加しました。それでは、
何が新しくなったのかを詳しく見
てみましょう。

合されています。以下をご参照く
ださい）。ヒット一覧の形式は、変
更されています。新しい形式のも
のは、利用者に以前の形式のも
の よ り 、出 願 日、 公 開日 、 登録
日、発明者及び、韓国語抄録に
関する情報等、より多くの情報を
提供します。また、特許権又は出
願の現在のステータスが強調さ
れています。

え、全ての第一審の訴訟手続
（すなわち、知的財産裁判所の
前段階）の全文をオンライン上
で呼び出すことが初めて可能に
なりました。訴訟は、機械可読形
式で提供されており、例えばそ
れらをコピーし、無料のオンライ
ン翻訳ツールで翻訳することも
可能です。

3 つの検索オプション
以前のように、3 つの検索オプシ
ョンがあります：
「Simple search」：キーワードや
数字を（正しい形式で）入力でき
る単一の検索フィールドです。
「 Smart search （ ス マ ー ト サ ー
チ）」：数字、名前、日付、キーワ
ードや IPC 分類等の２３の検索フ
ィールドから選択でき、それぞれ
"and" "or"でリンクさせることが可
能です。Smart search は KIPRIS
の古いバージョンの "Advanced
search"と同じ検索フィールドを
提供しています。しかし、Smart
search では全ての検索フィール
ドを 1 つの画面上に表示できる
ので、上下にスクロールしなくて
も、一目で全ての検索オプショ
ンを見ることが可能です。

韓国仮想ヘルプデスク - 新し
い KIPRIS を使った検索のサポ
ートをする
我々は、利用者が新しい KIPRIS
を使用し検索することを手助け
するために、韓国関連仮想ヘル
プデスクページ上で包括的な説
明を提供し、それ以上の質問に
対しては我々のアジア特許情報
チームがご回答いたします。電
子メール（asiainfo@epo.org）或
いは電話（+43 1 52126 4545）に
てご連絡ください。

新しい KIPRIS の“Advanced search”

新機能：法的手続の訴訟に対す
るアクセス
ヒットした一覧の公報タイトルをク
リックすると、詳細表示ビューが
現れ、当の知的財産権と関連す
る引用文献とともに、書誌事項、
法的ステータスのデータを呼び
出すことができます。ここに一つ
の 大 き な 変 更 点 は 、
「Judgement」タブの下に表示さ
れ る法 的 手 続 に関 す る情 報で
す。通常の手続きデータに加

「My own patent search」：利用
者が、もし番号の一部のみを知
っている、或いは番号は知って
いてもそれが属する公報の種類
を知らない場合に有用です。こ
の場合、利用者が入力した一連
番号（出願番号でも、公開番号
でも、登録番号でも）が含まれる
全ての公報が取得できます。My
own patent search は、機能的に
は以前の「General search」に相 ヒット一覧の新しい情報:
出願日、公開日、登録日、発明者名、
当するものですが、新しいバー 韓国語抄録
ジョンでは別の所に位置してい
ます（「Beginner's program」に統

－株式会社ワイゼル訳－

－Search Wizard（検索ウィザー
ド）：ユーザーがブール演算を使
用し、キーワード検索を組み合
わせるのを補助します。
－My own patent search：出願
人と発明者の番号と名前コード
のヘルプを提供します。

表。

新規ユーザーに手を差し伸べる
新しい KIPRIS はパワーユーザ
ーのみを対象にした訳ではあり
ません：経験の浅いユーザーが
より簡単に検索できるよう、
Beginner's Program の中でオン
ラインチュートリアルと詳細な説
明 を 提 供 し て い ま す 。
Beginner's Program は、2 つの
モジュールから構成されていま
す：
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アジアの特許情報

アジアニュース
SIPO で英語でのオンラインファイ
ルの閲覧が現在可能
中国特許庁（SIPO）は 2012 年 12
月初旬に、"中国特許問い合わ
せシステム"（CPQUERY）に英語
のインターフェースを導入しまし
た。CPQUERY は中国の特許、実
用新案及び意匠出願の包袋情
報に対するパブリック・オンライン
アクセスを提供します。同システ
ムは 2010 年 2 月 10 日以降の出
願に関する情報をカバーしてい
ます。更新は毎週行っています。
ユーザーは、書誌データ、出願
情報、訂正／補正、オフィスアク
ション、決定（特許、拒絶、取下
げ）、及びファイルに含まれてい
る他の文書を取得することができ
ます。特許付与後の情報は含ま
れていません。
検 索 す る に は 、 単 に 「 Public
enquiry」の enter をクリックし、次
のページの使用条件に同意すれ
ばいいです。検索には出願番号
を入力しますが、チェックの数字
（ドットの後ろの数字）も含めて入
力する必要があります。但しドット
（．）は入力しません （9 桁又は
12 桁も同様である）。英語タイトル
或いは出願人名で検索すること
は現時点ではできません。ファイ
ル 内 の 個 々 の 文 書 は 、
「 Examination information 」 の
下にあり、PDF 形式でアクセスす
ることができます。
CPQUERY は SIPO（国家知識産
権局）の英文サイトを経由して利
用できます：
http://english.sipo.gov.cn/
韓国特許抄録の図面の翻訳
韓国特許庁（KIPO）及び特許情
報 院 （ KIPI ） は 韓 国 特 許 抄 録
（KPA）で入手可能な情報を更に
増やしました。2013 年 1 月から韓
国特許抄録（KPA）に代表図の参
照符号の英訳が更に追加されま
した。
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しかし、この追加の前にも、韓国
特許抄録（KPA）には、英語での
書誌データ、タイトル、抄録、リー
ガルステータス情報及び年金支
払い情報が含まれていました。
利用者は KIPRIS の韓国特許抄
録（KPA）データベースを経由し
て韓国特許抄録にアクセスするこ
とができます：
http://kpa.kipris.or.kr/kpa/search/
search_kpa.do
http://cpquery.sipo.gov.cn/index_en.jsp?language=en_US
台湾知的財産権局（TIPO）は、も
はや紙での公報は発行しません
台湾知的財産局（TIPO）は改正
特許法が発効した 2013 年 1 月か
ら、公開及び登録公報の紙での
発行を中止しました。新特許法の
第 86 条に基づき、公報は現在、
電子形式でのみ配布されていま
す。利用者は、知的財産権局（TI
PO）のウェブサイト上の TIPONet
ポータルからオンライン版（PDF
形式）をダウンロードできます：
http://tiponet.tipo.gov.tw/TipoM
enu/
詳細については、ここの知らせ
（ www.tipo.gov.tw/ch/News_Ne
wsContent.aspx?NewsID=6337 ：
現在中国語のみ）をご参照くださ
い。
中国、日本、韓国の審査実務に
関する比較研究
中国特許庁（SIPO）、日本特許庁
（JPO）、韓国特許庁（KIPO）は、
それぞれの法令·審査実務の類
似点と相違点について、多くの研
究を行いました。2011 年に公開さ
れ た 進 歩性 に 関 す る研究 に続
き、2012 年 11 月には新規性に関
する研究が公開されました。JPO
の英文サイトによると、日中韓 3
国の特許庁は 2013 年に明細書
及び特許請求の範囲の要件に
関する別の調査を実施することを
計画しているようです。
研究の英文バージョン等の詳細
については、JPO と SIPO のウェブ
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サイト上でご覧になれます：
www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/
torikumi_e/kokusai_e/comparati
ve_study.htm
更に、日中韓 3 国の特許庁は、
それぞれの実用新案システムの
類似点と違いを強調するチャート
を 公 表 し て い ま す 。
http://english.sipo.gov.cn/examin
ation：中国特許庁のウェブサイト
で英文の比較チャート（PDF 形
式）が提供されています：
http://english.sipo.gov.cn/examin
ation
インドの特許法及び規則の電子
版
インド特許庁は、特許法 1970 及
び特許施行規則 2003 の新しい
電子版をウェブサイト上で公表し
ました。これらの法律は、現在、
2013 年 1 月 26 日の前に行われ
たすべての改正を統合していま
す。改正案は、元の法律に加え
て研究されるために、事前に個
別の文書として発行されていま
す。
インド特許庁のウェブサイトの
new IP Acts and Rules セクション
から、PDF または HTML 形式で法
条文をダウンロードできます：
www.ipindia.nic.in/ IPActs_Rules/
IPActs_Rules.htm：

中国 CNIPR の新しいインターフェ
ース
中国特許庁（SIPO）の知識産権
出版社（IPPH）は 2012 年 12 月下
旬に、CNIPR（データベース）の
新しい中国語インターフェースを
導入しました。いくつかの新機能
が導入され、既存の機能も改善さ
れました。
特許、実用新案、意匠公報、引
用文献の取得と、ファミリー及び
法的ステータスに関する情報は
まだ無料で利用できます。機械
翻訳やデータの一括ダウンロー
ド、特許監視、XML テキストデー
タの抽出等のより高度な機能は、
支払契約をしてからご利用いた
だけます。
CNIPR のプラットフォームは（中国
語のみ）www.cnipr.com/ からア
クセスできます。
アジアの特許情報に関する EPO
の"仮想 helpdesk"にて、このデー
タベースの利用方法を記載した
概略的な検索ガイドを提供してい
ます：www.epo.org/searching/asi
an/china/ search.html
アジアの最新ニュースについて
は 、 EPO ウ ェ ブ サ イ ト 上 の
「Updates section」をご参照くだ
さい：www.epo.org/asia
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台湾

台湾特許法の改正
台湾特許庁（TIPO）は、2003 年に特許法に対する抜本的な改正を行いました。
改正は 2013 年 1 月 1 日に発効しました。
主な変更点は次のとおりです。
優先権主張（特許法第 29 条）：
新しい法律の下では、出願人は
最先の優先日（4 ヶ月前）から優
先権書類を提出するまでに 16 カ
月の期間を有します。もし意図せ
ず優先権の主張を出願の際に行
わなかった場合は（16 ヶ月以内
に）優先権を回復することも可能
です。
特許・実用新案の同時出願（特
許法、第 32 条）の導入：
同じ日に同一の発明に対し特許
出願及び実用新案を同じ出願人
が申請することが、現在許容され
ています。登録の通知をもって、
出願人は維持する出願を選択す
る必要があります。特許を選択し
た場合は、実用新案は最初から
存在しなかったものとみなされま
す。

第 ３ 者 に よ る情 報 提 供 の 導 入
（施行規則、規則 39）：特許出願
が公開されたら、登録前に、ど
の人でも、特許が付与されるべ
きではないという理由を示す陳
述書を関連証拠書類と共に
TIPO に提示することが可能で
す。
特許権（特許法、第 52、70 条）
の回復：特許年金を支払わなか
った のが 故意でな かっ た場合
は、特許権者が 6 カ月の猶予期
間の満了の 1 年以内に通常の
更新料の３倍を支払うことで特
許権を回復することができます。
医薬品や農薬（特許法、第 53
条）の特許期間の延長：過去の
ように、特許期間の最大延長は
まだ 5 年であり、特許ごとに 1 回
のみ延長が可能です。最低 2 年
ということは改正から削除されま
した。

無効化（特許法、第 7 条削除）：
TIPO の職権による事前無効化の
可能性が廃止されました。尚、1
つ以上の特許請求の範囲の部
分的な無効化は、現在導入され
ています。
意匠：新しい法律は、アイコン、グ
ラフィックユーザ·インターフェース
及び関連アイテムの組合せを含
むように「意匠」の定義を拡大し、
部分的意匠の概念・派生物の意
匠概念を導入しました。以前の
「連想意匠は」、廃止されました。
その他の変更は、新規性のグレ
ースピリオド期間、分割出願、強
制ライセンス、審査中および特許
登録後の改正に関するもので
す。

出願の際に受理できる言語を定
義した「外国語での出願に関する
規制」が、改正法と共に発効しま
した。特許法第 25 条、第 106 条
及び第 125 条で示されている言
語は、アラビア語、英語、フランス
語、ドイツ語、日本語、韓国語、
ポルトガル語、ロシア語、スペイン
語です。外国語で出願される特
許及び実用新案は、明細書、少
なくとも一つの請求項、図面及び
タイトルを含める必要があります。
出願日を守るためには、その後、
出願人は指定された制限期間内
に中国語の翻訳を提出しなけれ
ばなりません。
特許法及びその他の法律文の英
語版は、台湾特許庁（TIPO）のウ
ェ ブ サ イ ト 上 の Laws &
Regulations セクションからダウン
ロ ー ド で き ま す ：
www.tipo.gov.tw/en/index.aspx.
TIPO のウェブサイト上のニュース
項目は、法律の変更点について
よ り 詳 し い情 報 を 提 供 して いま
す：www.t ipo.gov.tw/ch/News_N
ewsContent.aspx?NewsID=6509

公報コーナー
欧州特許公報
「公報コーナー」は EPO 公報についての最新統計を提供します。

2013年1月～3月

■ 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

2013年の週
平均

2013年1～3
月の合計

2012年から
の変化

EP-A公報

■ EP-B1: 欧州特許明細書

EP-A1

1,031

13,401

3.2%

■ EP-B2: 訂正された欧州特許明細書

EP-A2

382

4,971

2.8%

1,413

18,372

3.1%

72.9%

0.1%

343

4,459

-3.2%

1,233

16,026

-3.7%

EP-A1 + A2の合計
注記：表には、PCT ルート経由で出願された欧州特許出願（Euro-PCT 出願） A1+A2の合計に占める
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 EP-A1の割合
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 EP-A3
せん。現在、全欧州特許出願の約 60% が Euro-PCT 出願です。
EP-B公報
EP-B1+B2
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その他のニュース
お問合せ

World Patent Information

Espacenet

この国際的なジャーナル（査読付
き）の最新号（第 35 巻 1 号、2013
年）が、電子媒体の形で発行されま
した。トピックは次のようです：
－洞察力を求めて - 特許調査の
質を高めるための品質管理への取
り組み
－どの道を取るべきか？欧州特許
庁への出願ルート
－特許識別のためのキーワード検
索式の有効性を評価する
－メキシコにおける IP および特許
情報の現状
－光あれ！サー·ジョセフ·スワンと
白熱電球

espacenet@epo.org

電子出版物相談
epal@epo.org

Patent data
patentdata@epo.org

PASTAT and IPscore
pastat@epo.org

Asian patent information
asiainfo@epo.org

研修

－石油、ガスおよびコークス産業に
焦点を当てたブラジルのエネルギ
ー分野における技術マッピングツ
ールとしての特許公報
－三極チームのアプローチ：技術
的に多様な顧客に良質の特許情
報研究を提供するための協力。

www.sciencedirect.com/science
/journal/aip/01722190.
サンプル内容のリスト、要約や記
事など、本誌に関する詳細情報
は以下の URL からご確認いただ
けます：www.elsevier.com/locat
e/worpatin.

編集者 Mike Blackman は本誌に掲
載する記事を募集しています。
mblackmanwpi@tiscali.co.uk まで
ご連絡ください。
最新の記事は ScienceDirect 内の
本誌ウェブサイト「Article in Press」
のコーナーでご覧いただけます：

pitraining@epo.org

販売/カスタマーサービス
センター（CSC）
csc@epo.org
EPOカスタマーサービスは欧州
特許に関するあらゆる問題のお
問い合わせにご利用できます。
Tel.: +49 89 2399 4636,
e-mail: info@epo.org
ウィーンの Switch board
Tel.: +43 1 52126 0

2012：非 EPO 言語の PCT 出願の伸び
PCT 国際特許出願が EPO における
国内段階に移行すると、もしオリジ
ナルの PCT 公開が EPO の公式言
語でなかった場合、EPO は、その出
願を再度公開するだけです。このよ
うなケースは、2012 年には 47％、

18,300 件まで増加しました。これら
の出願の主な出所は日本、中国、
韓国で、いずれも 2012 年の PCT 出
願の数が 2011 年より 2 倍増加して
います。
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CCD が 2012 年のトップ 2 特許ツールに
選定される
Intellogist ブログは、EPO と EPO の
三極パートナーによって開発された
Common Citat ion Document (CC
D)を、2012 年の最も好ましい２つの
新しい検索ツールの１つとして選定
しました：

発行元
欧州特許庁
ウィーン支局
特許情報局
Rennweg 12, 1030
Vienna, Austria
Tel.: +43 1 52126 0
この刊行物で述べられた見解は、
必ずしも EPO の見解では

http://intellogist.wordpress.com/20
12/12/26/my-favorite-patent-searc
h-tool-updates-of-2012/

ありません。
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