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欧州特許庁の正式な機関および委員会の中に、長官に特許文献及び特許情報に
ついて正式に助言を行うものが１つ－１つだけ－あります。SACEPO/PDI1です。

SACEPO/PDI – EPOにおける
ユーザからの正式な意見
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当時のEPO長官Bob van Benthemに
より1980年に設立されたSACEPO/
PDIは時の試練に耐えてきました。
現在では1dayディスカッションの
ために毎年ウィーンに集まりま
す。そのメンバーには欧州の特許
関係者とともに欧州の産業界の代
表も含まれます。2014年3月20日に
は、SACEPO/PDIミーティングが開
催されました。

特許情報政策問題
SACEPO/PDIミーティングの素晴
らしい長所の1つは、政策に関連
する戦略的な問題に取り組めるこ
とです。それはEPO特許情報カン

ファレンスなど、もっと大きな集
まりでは不可能な事なのです。

例えば今年SACEPO/PDIは、特許
情報の必要性を机上に置いて、統
一特許の進捗について話し合いま
した。メンバーは、内容を確定す
る前のユーザ協議、および統一特
許保護のための新しい登録の履行
の重要性を強調しました。また彼
らは、データベースにおいて統一
特許をどのように識別するのかと

いう問題を述べるようにEPOに
主張しました。

リーガル・ステータスデータ
SACEPO/PDIの議題に何回も取り
上げられるテーマの1つが、リー
ガル・ステータスデータです。
これは、EPOの優先順位を定義
し、データ取得およびデータ品
質保証のどこにEPOが注力すべき
かを決定するために、ユーザか
らのインプットがEPOに重要なガ
イダンスを提供してきたエリア
です。また、SACEPO/PDIは、 
ユーザグループおよびユーザ団注釈 1)　SACEPO/PDIは、SACEPO（EPOの常任

諮問委員会）の小委員会です。–  
www.epo.org/about-us/office/sacepo.html. 参照。
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体がEPOの試みにおいてどのよ
うにEPOを支援できるかを討論
するフォーラムも提供してきま
した。

2014年のミーティングで、最も多
く議論されたのはPCT国際出願の
ナショナルフェーズへの移行及び
非移行に関するデータについてで
した。非常に多くの特許出願が
PCTの手続きを経ていく中で、メ
ンバーは、これらの出願の運命を
知ることがどれほど重要かを強調
しました。出願人は、どの国およ
び管轄区域で出願を続行し、どこ
で続行しないか？ 　EPOの世界
リーガル・ステータスデータベー
スにこのデータを取り込むことを
最優先事項とすることが必要であ
るとメンバー達は感じ、EPOにこ
のエリアで努力を続けるように促
しました。

技術的詳細事項も議題に 
その主要な目的が戦略的アドバイ
スを与えることである一方、
SACEPO/PDIは、メンバー達が必要
であると考える時はいつでも、技
術的詳細事項に関するコメントを
決して避けません。例えば2、3年
前、Espacenetの新しい画面デザイ
ンで検索結果を見ている場合に

ユーザが経験する問題に最初に光
を当てたのがSACEPO/PDIでし 
た。そして、それがその数週後の 
迅速な改善に繋がりました。2014
年の、この点で重要なアイテムの
1つは、ユーザが欧州特許出願に
関連する全公開文献を検索できる
欧州特許登録データベースの

“All documents”セクションでし
た。メンバー達は、コンテンツ
ページの項目のネーミングがやや
曖昧であり、文献の一目での認識 
が困難であると意見し、EPOにこ
れを改善するように依頼しまし
た。

メンバー達はまた、共同特許分類
スキーム、特許翻訳、アジアの特
許情報、オープン・パテント・
サービス、および特許統計の視覚
化ツールについても議論しまし
た。

プログラムの内容が濃く、議論の
激しいSACEPO/PDIは、その年の
特許情報に関する最も有益なミー
ティングのうちの1つです。
SACEPO/PDIは実際、 SACEPO 
―EPOの常任諮問委員会― の小委
員会であり、SACEPO/PDIはその
議論に関してSACEPO報告を行い
ます。

SACEPO/PDIの真の価値は、メン
バー達が実際に特許情報ツールや
実施中のサービスに関する日々の
実践的な経験を有している、とい
う事実からもたらされる見識で
す。彼らは、特許情報が、EPOが
自身のタスクで必要なこと以外の
目的やEPOが特許付与手続きに関
わる人々から聞くこと以外の目的
で使用されていると理解していま

す。例えば、将来の統一特許が
データベースで容易に識別可能で
あることの必要性、および国際的
なビジネス戦略にとって非常に重
要であるFTO(freedom to operate)を
評価するためのリーガル・ステー
タス情報の重要性に最初に注目し
たのはSACEPO/PDIでした。

2015年の SACEPO/PDI メンバーシップへの推薦

2014年の9月までに様々な団体は、 
2015年1月から始まる3年間の委任
について、そのSACEPO/PDIメン
バーを推薦しなければなりませ
ん。これは、新しい、より正式な
推薦手続きの一部です

SACEPO/PDI には、以下のとおり、
最大24のメンバーがいます。

産業界を代表するメンバーは次の
ように推薦されるものとします。
‐ 3のメンバーがPatent 
　Documentation Group（PDG）に
　より指名されます
‐ 2のメンバーがConfederation of 
　European Patent Information User 
　Groups（CEPIUG）により指名
　されます
‐ さらに最大7のメンバーが
　CEPIUGのメンバー団体（詳細
　はwww.cepiug.orgを参照）から
　参加します

欧州特許庁に対する職業代理人を
代表するメンバーは、epiにより指
名されます。

リーガル・ステータスデータ

特許情報のユーザは、情報に対
する彼らのニーズを躊躇せず伝
え、特許庁は耳を傾け提供しよ
うとします。最近、PCT国際出願
のナショナル/リジョナルフェー
ズへの移行に関するデータの問
題が、産業界のユーザの注視対
象となっています。

産業界のある内部関係者がEPOに以
下のように述べました。「このよ
うな感じです。我々は国際ルート
をとります。そして、私が国際
ルートをとる場合、私の競合者も
そうします。そのため私は、彼が
何をしているか知る必要がありま
す。法的な確実性が必要です。確
実性なしに成し遂げることはでき
ません。法的な状況がどうなのか、

PCT 移行情報
またはどうなりそうかが分からない
場合には投資することはできませ
ん。したがって、私の投資プランに
影響を与えることができる権利を私
の競合者が持っているかもしれない
と仮定しなければなりません。彼の
権利を尊重するつもりの場合は、分
かるまで動くことができません。何
かが国内に移行した場合はすぐに知
る必要があります。これは、私のビ
ジネスにとってだけでなく私の競合
者にとっても、極めて重大な情報で
す。この情報を時宜にかなった形式
で提供しない国々は、その国の経済
のためになる投資が、権利に関する
不明確な状況のせいでおそらく集ま
らないであろうということに気付く
べきです。」

ユーザにとってのその重要性のた
めに、この情報はWIPO基準に関す
る委員会により定期的に監視さ
れ、EPOおよびWIPOは、それぞれ
のデータベースにおけるPCT移行
情報の可用性について詳細なレ
ポートを作成しています。これら
のレポートは、www.wipo.int/
meetings/en/doc_details.jsp?
doc_id=270860 からアクセスでき
ます。

WIPO基準に関する委員会の詳細
は、 www.wipo.int/cws/en/ を
ご覧ください。

EPO長官のBattistelli及びWIPO事務
局長のGurryは二人とも特許情報を
公に利用可能でアクセス可能にす
る必要性を強調し、二つの団体の
間で特許情報データを交換するこ
とに同意しています。

www.epo.org/news-issues/
news/2012/20120503.html 

‐ 産業界を代表する最大12のメン
  バー
‐ 欧州特許庁に対する職業代理人
  を代表する最大4のメンバー
‐ EPOの長官により個人的に推薦
  される最大8のメンバー

－株式会社ワイゼル訳－
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ウィーンの中のアジア
毎年1週間、ウィーンはアジアの特許情報の世界の中心
となります。

論説

ウィーンでの最初の“East meets 
West”フォーラムの11年後、今この
イベントは、全てアジアに焦点を
当てているたくさんのミーティン
グ、セミナー、およびワーク
ショップのハブになりました。も
ちろんこれには意味があります。
どのみち多くの専門家がフォーラ
ムのために東から長距離を旅し
ウィーンに来るのですから、より
多くの人々とより多くのディス
カッションをするために、または
同じ人々とより深く掘り下げるた

我々はアジアのパートナーとの連
携において、最も顕著には大量の
リーガル・ステータスデータの取
得において近年大きな前進をとげ
ました。その前進を達成すること
にとってどのアクションが決定的
であったのかを述べることは困難
ですが、ここウィーンで確立した
個人的なつながりが、そうでなけ
ればまさに不可能であった様々な

立場やニーズに対する理解を可能
にしたと確信しています。

今ウィーンは本当に、少なくとも
1年のうち1週間はアジアの特許情
報のための世界のミーティングポ
イントになりました。将来のさら
にいっそう目覚ましい成果を楽し
みにしています。

Richard Flammer
特許情報及びヨーロッパ特許
アカデミー主席部長

編集者への手紙

Patent Documentation Group (PDG)の
ワーキンググループであるIMPACT
は、2014年4月14、15日にウィーン
のEPOで67回目のミーティングを
開催しました。日本および中国か
らのゲストを含む50人以上の参加
者により、それはワーキンググ
ループの今までで最大のミーティ
ングでした。
2012年にグループは初めてアジア
からの代表団、日本及び韓国の特
許庁とその出版機関、を招待しま
した。今回、JPO、EPO、日本知的
財産協会（JIPA－1200を超えるメン
バー企業を有する団体）、及び北
京の知識産権出版社（IPPH）が、
現在の火急の課題を議論するため
にPDGの後援のもとで初めて会し
ました。IMPACTのグループの活動
が集中している注目テーマの1つ
は、特許情報の利用性と品質をグ
ローバルレベルでどのように向上さ
せるかです。JPOにより提案された

東と西のコラボレーションを促進する 
検索を改善するアイデアは、日本
のメンバーを持つ特許ファミリーの
レコードにJPO独自のFI/Fターム分
類を付け、したがってFI/Fタームを
用いて検索する場合に、日本の文献
以外の検索をより包括的にすること
です。JIPAによりなされた他の提案

は、FI/Fターム分類の追加ターム
を用いて共同特許分類（CPC）を
強化し、それはFI/Fタームが、ア
ジアの活動が特に精力的な技術分
野においてより細かい精度を提供
することです。JPOは中国の文献を
その独自のシステムで分類してい
るため、2つのシステムを統合する
ことで中国IPのサーチャーにとっ
て非常に意義のある改善をもたら
すことができます。PDGはJIPAの
提案の潜在的な利益を認
め、JIPA、EPO、及びJPOとこの問
題に関して協力することに同意し
ました。

2012年と同様に、欧州及びアジア
の特許庁とユーザグループは全
て、様々な言語間で翻訳をしなけ
ればならないという同じ問題に直
面している、という議論が示され
ました。グループメンバーとその
アジアのゲストは機械翻訳とその
品質について議論し、この分野で
の協力を強化することを決定しま
した。EPOのデータベースを介し
た完全なリーガル・ステータス
データの入手という別の悩ましい
課題も、EPO、JPO、PDG、及びそ
の他の特許庁がWIPOレベルのタ
スクフォースで連携しているため
議題となりました。最後に、譲受
人および出願人の名前のより良い
標準化について長時間にわたって
議論されました。
ウィーンでのミーティングで私が
述べたことを繰り返したいと思い
ます。「ウィーンのEast Meets West
フォーラムで、PDGがアジアの特
許庁と一緒に『What industry needs 
– towards an effective collaboration 
between East and West（産業界が必
要としているもの－東と西の効果
的なコラボレーションに向け
て）』と題して最初のワーク
ショップを実施した2009年以降、

我々は、特許庁だけでなく他の
ユーザグループも含めてアイデア
を発展させてきました。この最初
のミーティングは本当に成功
し、JIPAとPDGはその連携を強化す
ることを決定しました。」

PDGのIMPACTグループは、他の分
野、特にラテンアメリカ、中東、
及び北アフリカの特許情報に関す
る活動の強化も推し進めることを
決定しました。アジアの特許庁と
のミーティングの成功に触発され
てグループは、これらの地域の特
許庁と同様のミーティングを設け
る方法を考えています。

Peter Kallas
チェアマン、
IMPACTワーキンググループ 

めに数日を追加してその状況を活
用したらどうでしょうか？

－株式会社ワイゼル訳－
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共同特許分類 

中国及び韓国
中国のSIPOと韓国のKIPOは、
2013年の初めにCPCに対する興
味を発表し、今では分類審査官
のトレーニングに精力的に取り
組んでいます。中国はすでに43
の技術エリアでCPCを使用して
おり、2015年末までにこれが全
技術エリアに拡大するであろう
と楽観視しています。

KIPOは、韓国の25の最も活発な技
術エリアに集中することを決定
し、すでにこれらのエリアのフロ
ントファイル及びそのバックファ
イルの最近10年分の分類が進行中
です。KIPOがCPCの使用が成功で
あるかを評価することにな
る、2014年末までに準備する予定
です。

ブラジル
ブラジルのINPIは、2013年12月に
EPOとCPCに関する覚書に署名
し、それを実装するための処置を
すぐに取りました。INPIは、審査
官のCPCのトレーニングでEPOと
協働しており、CPCによる分類
を、審査官にそうする自信がつき
次第各分野で始めています。これ
は2014年以降も継続します。

ロシア
RospatentもEPOとの覚書に署名
し、2016年初めまでにCPCによる
公開公報の分類を開始する予定で
す。

CPC – まもなく年間約200万の
文献が分類可能に
2013年初めに有効となって以降、共同特許分類（CPC）はそれが成功であることを証明しています。
特許サーチャーはそれを積極的に取り入れ、ますます多くの特許庁が文献を分類するためにそれを使
用するようになっています。

2016年までに、すなわち加入して
いる特許庁のほとんどが、受領す
る特許出願の全てをCPCで分類し
ているようになること、即ち約200
万の特許文献が毎年CPCで分類さ
れるようになるのは極めて妥当な
推定です。

高品質な特許性有無の検索を達成
するために、特許庁が高度な分類
スキームの重要性を非常に強く感
じているということがこの成功に
より示されました。CPCのような
構想は、何年ものトレーニングと
それを実装し維持するために分類
審査官が費やす時間を含め、特許
庁側では非常に大きな投資です。

EPOメンバー国
多くのEPOのメンバー国はかつ
て、現在中止されているECLAを使
用して少なくとも一部の文献を分
類していました。それらの国々
は、現在、分類作業については
CPCに移行しています。該当国
は、フィンランド、スペイン、ス
ウェーデン、及び英国です。

オーストリア、デンマーク、チェ
コ共和国、ギリシャ、ハンガ
リー、及びノルウェーは以前
ECLAで分類をしていませんでし
たが、CPCによる分類を開始する
ことに興味を示しています。

 世界の特許文献の分類
グラフは、2012年に175万の特許出
願がCPCに加入している特許庁で
出願されたことを示しています。 

CPCが提供する価値は無比のもの
です。キーワード検索と現在市場
で利用可能な様々な上級ツール
は、より良い検索結果を得るため
に確実に貢献しますが、それらは
分類に取って代わることはできま
せん。CPCはEPOの特許検索の土
台であり、世界の特許庁及び特許
業界のサーチャーの間で急速に同
じ地位を得ていっています。

検索でCPCを使用するためには、 
www.epo.org/espacenet から
Espacenetに行き "Classification 
search" をクリックします。

CPCに関する詳細は、 
www.cpcinfo.org
をご覧ください。

合計
米国
英国
スウェーデン
スペイン
ロシア連邦
大韓民国
ハンガリー
ギリシャ
フィンランド
EPO
デンマーク
中国
ブラジル
オーストリア

  1 753 152
  542 815

  23 235
  2 436

  3 475
  44 211

  188 915
  758

 656
  1 827

  257 744
  1 635

  652 777
  301 116

  2 552

0    10    100    1 000            10 000          100 000       1 000 000    2 000 000

全特許出願（直接およびPCTナショナルフェーズ移行）

Source: WIPO statistics database. Last updated: January 2014
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CPCのコンビネーション・セット
特許検索に共同特許分類（CPC）システムを使用する場合、“コンビネー
ション・セット”と呼ばれるCPCの機能に時折遭遇するかもしれません。
これは、有機化合物又は有機組成物、及び有機混合物の分野で作業をする
場合には特にそうです。

スクリーンショットは、UK特許番号GB2111984の例を示しています。

共同特許分類記号の隣のハイパーリンクが張られた単語“more”は、コン
ビネーション・セットが存在することを示しています。それを表示する
ためには“more”をクリックします。

コンビネーション・セットとは?
コンビネーション・セットとは、リンクされたCPC記号のグループで、
組み合わせで作用する技術的特徴が存在することを示しています。それ
らは限られた数の技術分野（詳細なリストは www.cpcinfo.orgにありま
す）でのみ使用されるため、経験豊かなサーチャーでさえもそれらを頻
繁には見たことがないかもしれません。
コンビネーション・セットは2つ以上の概念を示し、それらの各々が1つ
のCPC記号でカバーされ、例えば、特定のプロセスにより作成される特
定の化合物の組み合わせなどがあります。

アクリル酸のエチレンオキサイドとの反応 によるヒドロキシエチル
アクリレートの作成を記載した特許文献を考える場合、次の2つの関
連するCPC記号があります。

－製造方法における酸化の使用をカバーするC07C 51/16 

－化合物その物をカバーするC07C 59/08 

2つの概念を組み合わせると、以下となります。

 －化合物を製造方法にリンクさせるコンビネーション・セットである
　C07C 51/16, C07C 59/08

CPC記号を使用してEspacenetで検索する場合、C07C 51/16を検索すると
この例が検索されますが、C07C 59/08を検索した場合にはそうなりませ
ん。

Global Patent Index (GPI) はコンビネーション・セットのための完全な検
索能力を提供します。GPIを用いたコンビネーション・セットの検索
は、非常に強力となり得、IPC又はCPC記号のみに基づいた検索よりも
さらに正確な結果を生じます。

GPIにおけるコンビネーション・セットの検索に関する詳細はオンライ
ンのユーザマニュアル www.epo.org/gpi で入手可能です。

現在はEspacenetでコンビネーション・セットを検索できませんが、年内
にはこの機能を利用可能にします。

コンビネーション・セットの長所
コンビネーション・セットの主要な長所の1つは、例えば、特定の作成方
法による特定の化学化合物の作成など、技術的特性の組み合わせの存在
の具体的な検索が可能ということです。コンビネーション・セットを使
用している場合、作成方法は1つのCPC記号（“ベースシンボル”と呼ばれ
る）で分類されますが、化合物自体は分類されません（それ自体が発明
の対象でない限り）。これにより、化合物自体に対してCPCエントリー
が“あふれる”ことを回避します。代わりに、化合物は、上述のように第2
の“コンビネーション”記号で示されます。

詳細
EPOの専門家がそれぞれ作成した特定の技術分野におけるコンビ
ネーション・セットの使用に関するいくつかのプレゼンテーション
からのスライドが、まもなくCPCのウェブサイトに載せられます。
これらは www.cpcinfo.org で "Publications"をクリックして入手でき
ます。

GPIにおけるコンビネーション・セットの検索

検索コマンド　　　例
CSCPC = "cpc1  
cpc2 ..." 

CSCPC = "C04B28/32  
C04B14/02 C04B22/0013"

コンビネーション・セットのこ
れらのCPC記号をこの順番で用
いて文献を検索

CSCPC = "cpc1  
cpc2 ..."~ 

CSCPC = "C04B28/32 
C04B14/02 C04B22/0013"~ 

コンビネーション・セットのこ
れらのCPC記号を順不同で用い
て文献を検索

コンビネーション・セットが使用される技術分野

技術分野 CPC 記号
農薬 A01N

セメント C04B

有機化合物の作成 C07C

ポリマー混合物 C08L

及び

－株式会社ワイゼル訳－
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ESPACEnET

Espacenetの新しいCPCブラウザ
昨年1月の共同特許分類（CPC）の開始以降、構想自体は何回もの改定を
経ました。CPCが発達すると共に現れてきたユーザのニーズ及び要求の
両方を満たすために、CPCブラウザも適応されてきました。ブラウザの
最新版は多くの新しいユーザフレンドリーな機能を備えています。

特定の月又は日付の範囲を選択し、この期間中にCPCの改定があったか
どうかを見ることができる日付ピッカーがツールバーにあります。日
付ピッカーはまた、CPCのサイトにある変更通知へのリンクも含んでい
ます：www.cooperativepatentclassification.org/ CPCRevisions/
NoticeOfChanges.html

3つの新しいボタンで2000シリーズコードを表示又は非表示にすることが
でき、それを（CPCの階層中の適切な位置に）挟み込んで表示するか画
面の最後に表示するかを選択できます。挟み込まれた位置が正式な位置
で、将来はこれがデフォルトになります。

専用のアイコンで、正式な印刷可能なPDFフォーマットのCPC構想自
体、CPC定義、CPC注釈、およびCPC警告を見ることができます。

Espacenetの設定メニューで "classification pop-ups" を有効にすることを
忘れないでください。これは、Espacenetの画面で分類記号をクリック
した場合に、新しいインタラクティブなCPCポップアップ画面を有効
にします。

最後に、書誌表示では、Espacenetはその国の特許庁がその文献を分類し
たCPC（CPCNO）を表示することを覚えておいてください。CPCフィー
ルドの“more”リンクをクリックしてください。Espacenetはまた、関連の
ある場合にはコンビネーション・セット又は“C-sets” (5ページを参照)も
表示します。

Espacenetクラブの新メンバー
2014年の途中からEspacenetクラブにARABPAT Espacenetサーバという新
しいメンバーが加わります。開始にあたり、エジプト特許庁、モロッコ
工商業所有権庁（OMPIC）、ヨルダン工業所有権保護局（IPPD）、及び
チュニジア標準・産業財産庁（INNORPI）からのアラビア語の特許デー
タを備えます。英語の要約も利用可能です。プラットフォームは、後に
地域の他の特許庁に提供されます。

とりわけアラビア語が右から左へ書かれるため、ユーザインターフェー
スにはいくつかの興味深い課題がありました。さらにシステムは、両方
とも左から右へ書かれる英語とフランス語にも対応する必要がありまし
た。

ARABPATは、アガディール協定のメンバー国（すなわち、エジプト、ヨ
ルダン、モロッコ、及びチュニジア）の間の連携プロジェクトとして開始
され、EPO、世界知的所有権機関（WIPO）、及びモロッコ工商業所有権
庁（OMPIC）により支援されました。

The ARABPAT Espacenetサーバは、
  http://ab.espacenet.com から利用できます。

－株式会社ワイゼル訳－
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特許分析

連携の輪

革新的なプロジェクトで協業して
いる企業は、特許権も一緒に取る
という仮定を受け入れれば、連携
パターンを分析するために特許統
計を用いることができます。この
記事と共に示されているグラフ
は、EPOの世界の特許統計データ
ベースであるPATSTATからのデー
タを使用して作られました。1つ目
の輪は、G06F9の分野（プログラ
ム制御のための装置、例　制御装
置）における世界の上位28の出願
人を周縁に分布させて示し、2番目
の輪は、B82Y30の分野（材料又は
表面科学のためのナノテクノロ
ジー、例　ナノ複合材料）におけ
る上位25の出願人を示していま
す。2人の出願人が特許を一緒に出
願する場合はいつでも、彼らは輪
内で彼らを結ぶ線でリンクされ、
彼らが共同出願人であるほど線が
太くなっています。

Patent Information News 1/2014
で、1980年以降の発明について
EPOのデータベースにある全特許
データを用いて生成されたグラフ
を示しました。ここにあるグラフ
は、特定の技術分野における活動
についてのストーリーを伝えるた
めに、どのように特許データを視
覚化できるかについての例です。2
つの画像の単純な比較から、1つの
分野でのコラボレーションは別の
分野でのコラボレーションとは異
なることが明らかです。

PATSTAT ユーザデー
2014年11月19日
東京にて
今年、毎年恒例のPATSTATユー
ザデーが東京で開催されま
す。PATSTATのカスタマーは、
カレンダーで2014年11月19日に印
を付けてください。

詳細は、まもなく
www.epo.org/stat にて
ご覧いただけます。
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欧州特許登録データベース

欧州特許登録データベースは、広
範囲のイベントとそれらの法的効
力日及びEPOの内部システムへの
登録日とを含む、欧州、
EuroPCT、及びPCTの特許出願に
関する多くの有益な情報を含んで
います。

この記事は、登録データベースの
ヘルプデスクへ最も頻繁によせら
れる質問のうちの4つに注目しま
す。

質問1：特定の出願を検索します
が、何の結果も得られません。
回答：欧州特許登録データベース
は、特許出願が公開された時点で
その特許出願についての情報を提
供するだけです。

ある出願が欧州特許登録データ
ベースに無い場合、以下の理由
が考えられます：
－欧州/国際出願がまだ公開され
  ていない
－欧州/国際出願が公開前に取り
  下げられた

欧州特許登録データベースに関するFAQ
質問2：文献は、欧州特許登録
データベースの“All documents”部
でいつ見られるようになります
か？
回答： 公に入手可能な発信情報
は、それらが発信された日の翌日
に登録データベースに表示されま
す。

公に入手可能な受信情報は、出願
された文献がEPOのシステムで処
理された時に表示されます。これ
は、 “All documents”で表示される
受信文献の日付（EPOでその文献
を受領した日付）が、EPOがその
文献を処理した日である“About 
this file”又は“Event history”セクショ
ンの対応するイベントの日付より
も早い場合がある理由を説明して
います。

質問3：登録アラート通知はどのく
らい最新のもので、それらが参照
している文献は通知を受信した時
になぜ利用可能でないのですか？
回答： 発信情報については、EPO
のシステムでイベントが処理/コー
ド化されるとすぐに登録アラート
通知がなされます。その後通知が

パートナー特許庁からの包袋への
アクセス
グローバル・ドシエは、特許ファ
ミリーのメンバーについて、全て
の公開文献を包袋又はファイル調
査にまとめることを目的とする5
大特許庁の構想です。

2014年6月初め、欧州特許登録
データベース内でグローバル・ド
シエの初版が開始されました。結
果として、ユーザは現在、SIPOで
公開されている欧州特許出願の中

国のファミリーメンバーのどの
ファイルの文献にも、欧州特許登
録データベースから直接アクセス
できます。

この新機能についての詳細は、
欧州特許登録データベースのサ
イト www.epo.org/register
をご覧ください。

欧州特許登録データベース
の最新機能：
グローバル・ドシエPatent Information Newsの前号で報

告した通り、欧州特許登録データ
ベースは、新しい機能及び強化が
定期的に実現され改善し続けてい
ます。

欧州特許登録データベールがトル
コとイタリアの登録データベース
への新しいダイレクトリンクを提
供することと共に2014年は始まり
ました（Patent Information News 
1/2014参照）。他の改良点と共に以
下の改良点を備えて、新しいリ
リース版が2014年4月にそれに続き
ました。

－欧州特許公報のPDFへのダ
  イレクトリンク
－請求項の翻訳の受信通知
－登録データベースのユーザ
  に対するEメールによる失効
  通知

この新リリース版の改良点につ
いての詳細を知りたい場合
は、www.epo.org/searching/
free/register/20140423.html でリ
リースノートをご覧ください。

欧州特許登録データベース
のさらに多くの改良点

グッドニュース!
2014年の秋から、登録アラート通
知の送信を欧州特許登録データ
ベース内で関連文献の利用が可能
となる時と同期させる計画です。
従って、2つの間のタイムラグが
もはや存在しなくなります。実装
は徐々に進んでおり、着実に適用
するイベントを増やしています。

参照する文献は、登録アラート通
知の発信日の翌日に“All 
documents”セクションで利用可能
です。しかし、いくつかのアラー
トは、内部の郵送サービスに
フォームが渡された日になされま
す。 

これは、登録アラート通知の受信
と、欧州特許登録データベース
の“All documents”セクションで関
連文書が利用可能になるまでの間
に時間的ギャップがあることを意
味しています。しかし、良い
ニュースもありますので、下の
ボックス内をご覧ください。

受信情報については、情報がEPO
のシステムで処理/コード化された
時に登録アラート通知がなされま
す。上記質問2のように、これは、 
“All documents”で表示される受信
情報の日付（EPOでその文献を受
領した日付）が、“About this file”又
は“Event history”セクションの対応
するイベントの日付よりも早い場
合がある理由を説明しています。

質問4：登録アラート通知に述べ
られている失効は、なぜ
INPADOCセクションで表示され
ないのですか？
回答： INPADOCデータは通常週
毎に更新されます。従って、締約
国での特許の失効は、登録アラー
ト通知が受信された時ではなく最
大1週間後にINPADOCセクション
に表示されます。

－株式会社ワイゼル訳－
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グローバル・パテント・インデックス

GPIはリーガル・ステータス検索
を含みます
特許のリーガル・ステータスにつ
いてのデータを検索するために上
級検索機能を使用する場合は、
EPOのグローバル・パテント・イ
ンデックス（GPI）の最新の改良
点を歓迎することでしょう。GPI
を使用して、EPOの世界のリーガ
ル・ステータスを大量に集めた
データベースをキーワード、日
付、及びコードを用いて検索する
ことができます。

この強力な検索機能を使用しやす
くするために、EPOは、リーガ
ル・ステータス・コードとその説
明の一覧を www.epo.org/
searching/data/data/tables/
weekly.html に保持しています。

分類検索のためのコンビネーショ
ン・セット
GPIは、共同特許分類（CPC）構想
のコンビネーション・セットでの
検索も提供します（5ページの記事
参照）。文献中にいくつかの技術
的特性が存在することを示す、リ

ンクされたCPC記号のグループが
あります。この強力な分類は、
有機化合物及び組成物/混合物の
作成などの限られた数の技術分
野でのみ利用可能で、それによ
り検索中のノイズが大幅に低減
されます。

引用文献出願人
引用文献の検索は、特許情報の専
門家の間では長く通常の慣行と
なっていますが、GPIの新しい機能
は、引用検索をもう一段階進めま
した。現在GPIは、検索可能な引用
出願人、言い換えれば、引用文献
中に名前が挙げられた出願人（及
び登録特許の場合の特許権者）を
提供しています。もちろん、この
新機能は、引用特許文献に対して
のみ機能します。引用が非特許文
献の一部に関しては、“cited 
applicant（引用出願人）”データは
利用できません。

GPIについての詳細は 
www.epo.org/gpi
をご覧ください。

検索の新しい可能性
国際連携

EPOの外

今春、EPOは第5回テゲルン
ゼー・グループ会合及びイタリ
アのトリエステで産業三極会議
を開催しました。

2011年7月に最初の会合が開催さ
れた場所にちなんで名づけられたテ
ゲルンゼー・グループは、実質的な
特許法の調和の技術面を研究し議論
するために作られました。4月8日
に開催された会合には、日本、米
国、デンマーク、フランス、ドイ
ツ、英国、およびEPOからの代表団
が参加しました。会合は、テゲルン
ゼー代表団が実施したユーザとの話
し合いの結果をまとめた最終報告書
について議論し承認しました。報告
書の採択は、実質的な特許法のハー
モナイゼーションに関する次の4つ
の主要な課題に焦点を当て、事実調
査及びユーザとの話し合いの集中的
なサイクルに終わりを告げました。

－グレースピリオド
－18か月公開
－コンフリクト出願の処置
－先使用権

グループは、フォーラムでのプレゼ
ンテーションのために、グループB
+”（過去に調和に関する作業を行っ
た、EPOも含む先進工業国から成る
グループ）の議長へその報告書を転
送することに同意しました。さら
に、テゲルンゼー・グループの代表
団はユーザに結果を伝え、フィード
バックする機会を提供します。報告
書及びテゲルンゼー・グループの活
動の詳細は、EPOのウェブサイト1

でご覧頂けます。

2014年4月9日、三極特許庁
（EPO、JPO、USPTO）が、相互
に興味のあるトピックスに関する
意見交換のために“産業三極”（3地
域の産業の代表からなる）と会し
ました。実質的な特許法のハーモ
ナイゼーション及び特許手続きの
ハーモナイゼーションにおける次
のステップに関するテゲルン
ゼー・プロセスに対するユーザの
インプットに、議論が集中しまし
た。

この会議で三極特許庁及び産業三
極は、手続き及び実務に関する考
えられる改善点のリストを議論
し、以下の3つの優先トピックス
に合意しました。

－（1）先行技術の引用
－（2）開示文献の記載と十分性
－（3）発明の単一性

三極特許庁は、将来の政策をユー
ザコミュニティのニーズに的を
絞ったものとする意図であること
を確認しました。

三極及び5大特許庁の活動の詳細
は、それぞれのウェブサイト2で
ご覧いただけます。

ハーモナイゼーションへの
重点的取り組み

1)   www.epo.org/news-issues/issues/ 
 harmonisation.html

2)  www.trilateral.net, www.fiveipoffices.org

新しい医薬品特許データベース
新しい構想において、（UNITAID
と協力した）Lawyers Collective
が、主要な薬及びその特許状況に
ついての情報を含むデータベース
を開始しました。

詳細は 
www.lawyerscollective.org/
patent-search
をご覧ください。

－株式会社ワイゼル訳－
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アジアの特許情報

アジアニュース
SIPO及びIPPHが新しい特許検索プ
ラットフォームを開始
中国国家知識産権局（SIPO）は、
特許、実用新案、及び意匠を検索
するための新しいデータベースを
開始しました。このデータベース
は、中国のリーガル・ステータ
ス・データへのアクセスも提供し
ます。新しいプラットフォームは
毎週水曜日に更新され、SIPOの正
式な公開サーバの役割を果たしま
す。文献番号、日付範囲、又は分
類など様々なパラメータを用いて
検索が可能です。SIPOの前の特許
検索及びリーガル・ステータス検
索のインターフェースは、もはや
利用できません。

新しいプラットフォームを使用し
て、中国の文献を全文で表示し、
それらをPDFフォーマットでダウ
ンロードできます。結果として、
中国文献にアクセスするために必
要であった特別なビューアをイン
ストールする必要がなくなりまし
た。さらに、以前のページ毎のダ
ウンロード機能に代わり、ダウン
ロードは1つの操作で動作しま
す。新しいデータベースは、 
http://epub.sipo.gov.cn/ からアク
セスできます。

加えて、中国国家知識産権出版社
（IPPH）が中国語のCNIPRプラッ
トフォームの新バージョンを開始
しました。TIFF形式によるオリジ
ナル文献のダウンロードを含む、
サービスの無料部分は大部分で変
更がありません。有料の加入者に
ついては、いくつかの新しい上級
機能があります。CNIPRは以前の
URL、 www.cnipr.com でまだ利用
できます。

EPOは、両方とも中国語のみであ
るこれらの新しいインターフェー
スを使用する手助けとしてステッ
プ毎の検索ガイドを、アジア特許
情報の“virtual helpdesk”の“China 
‒ Searching in databases（中国－
データベースの検索）”セクション
www.epo.org/searching/asian/
china/search.html に公開しまし
た。

中国文献のフロントページにQR
コードを追加
SIPOは2014年1月に、公開した
特許、実用新案、および意匠文献
にQRコードを追加しました。QR
コードは、2010年4月以降文献の
右上にあった以前のバーコードを
置き換えます。モバイルアプリ
ケーションで文献のQRコードを
スキャンすると、デバイスの
SIPOの特許ガゼットから中国語
の書誌データを呼び出します。全
文はダイレクトリンクからアクセ
スできます。

インド特許規則の最近の改正と
改正計画
インド特許庁は、2014年2月28日
に施行された特許（改正）規則
2014にいくつかの改正を追加し
ました。これらの変更の1つ
は、“自然人以外”の出願人タイプ
を“small entity（小規模事業
体）”という新しいサブカテゴリ
と“others except of small 
entity（小規模事業体以外の事業
体）”という第2のサブカテゴリと
にさらに分割したことです。さら
に、新しく導入された料金体系
は、オンラインでなく物理的媒体
又はハードコピーで提出された特
許出願及びその後に提出された文
献に対して追加料金を課します。 

加えて、インド特許庁は現在、
“Guidelines for the Examination of 
Patent Applications in the Field of 
Pharmaceuticals（製薬分野の特許

出願の審査のためのガイドライ
ン）”を改訂中です。計画されてい
る変更は、新規性、進歩性、特許
性、発明の単一性、及び開示の十
分性などの課題に関するもので
す。ガイドラインのドラフト版及
びその他の関連する法的文書の全
ては、インド特許庁のウェブサイ
ト www.ipindia.nic.in/ でご覧いた
だけます。

インド特許庁が 2012/2013の
アニュアルレポートを発行
インド特許庁は、 2012/2013 のア
ニュアルレポートを最近発行しま
した。レポートは、特許、意匠、
商標及び地理的表示の出願数及び
登録数の状況を含んでいます。

レポートの期間中に、合計で
43674件の特許出願がインド特許
庁に出願され、
2011/2012（43197特許出願）
と比べてわずかな増加を示しまし
た。2012/2013には、インド特
許庁は4126の特許を付与し
ましたが、これは前回のレポート
期間と比較して255件の減少で
す。前年と同様に、特許出願は非
居住出願人により活発に行われま
した（合計で33763特許出願）。
レポート全文は 
www.ipindia.nic.in/
でご覧いただけます。

韓国特許英文抄録の変更 
韓国特許庁（KIPO）は、韓国特許
英文抄録（KPA）が作成される方
法の変更を文書でアナウンスしま
した。KPAは、オリジナルの韓国
語文献の英文抄録で、 http://
eng.kipris.or.kr/enghome/main.jsp 
のKIPRIS検索システム経由で又は
購読製品としてアクセスできま
す。現在までは、約200～250文字
のテキストとしてそれぞれの技術
分野の専門家により書かれていま
した。

今後KIPOはKPAを新しく作成され
たテキストとして公開せず、出願
人により提出されたオリジナルの
韓国語の要約の英語訳として公開
します。新しい作成モードは
2014年4月に実装されました。

http://epub.sipo.gov.cn/.

JPOが特許審査の品質を改善 

日本特許庁（JPO）は新しい“特許
審査に関する品質ポリシー”を発表
しました。高品質な世界的に信頼
できる特許をできる限り早く登録
することを目的として、JPOはす
でに第1段階－審査請求から最初
のオフィスアクションまでの期間
を11か月に短縮する－を2014年3
月に実現しました。

次のステップとして、JPOは審査手
続きを更に促進し、品質を高める
つもりです。“特許審査に関する品
質ポリシー”の全文の英語版
は、JPOのウェブサイト 
www.jpo.go.jp/seido_e/s_gaiyou_e/
patent_policy.htm をご覧くださ
い。

TIPOが 2013 年の統計レポートを
公表
台湾特許庁（TIPO）のウェブサイ
トのプレスリリースによると、特
許庁は2013年に49218の発明特許
出願及び25025の実用新案出願を
受領しました。前年と比較してこ
れら2種類の出願がわずかに減少し
た一方、意匠の出願は8.73％
（8968出願）の伸びがありまし
た。様々な統計表を含む更なる詳
細は、TIPOの英語ウェブサイト
www.tipo.gov.tw/ct.asp?x-
Item=512852&ctNode=6687&mp=2 
でご覧いただけます。

その他のアジアからのニュース
は、EPOのウェブサイト
www.epo.org/asia のUpdatesセ
クションをご覧ください。

－株式会社ワイゼル訳－
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East meets west 2014: 次の１０年へ
日本からモロッコへ、ＯＣＲからＮＰＬへ：地理的およびテーマ別の両方のタームにおいて、
今年のEast meets Westフォーラムは非常に広範かつ多様なプログラムを提供しました。

今年もまた、世界中からユーザー
やエキスパートが、イベントが
2003年に始まって以来第11回目の
フォーラムEast meets Westのため
にウィーンに殺到しました。
「East meets Westは急速に１０代
になった！」とRichard Flammer特
許情報主席部長はジョークを述べ
ました。「しかし何よりも、アジ
アの特許情報のための真の拠点と
なっている。」
再びフォーラムは、アジアの特許
情報の分野での最新動向を議論す
る2日間、120名の参加者―11のア
ジアの特許庁の26名の代表を含む
―を集めました。

メインプログラムの焦点は、機械
翻訳についてでした。ＩＰサービ
スプロバイダ、発明通信社の浅野
敬司氏は、ＯＣＲ技術を基にした
日本の特許文書のデジタル化およ
び機械翻訳の課題を強調しまし
た。ＥＰＯにおける情報サービ
ス•デザインのディレクターAuke 
Hoekstra氏は、ヨーロッパ特許庁
独自の機械翻訳プロジェクトを発
表し、新しい韓国の特許文献の翻
訳サービスを強調しました。

ハンガリーのサービスプロバイ
ダ、ケムアクソンのDaniel Bonniot
氏は、有意の翻訳を可能にするた
め、中国語の文書から化学名を抽
出する問題について講演しまし
た。彼は、中国語文書内の化学名
を化学構造に変換することによ
る、興味深い解決策を示しまし
た。

以前から、「East meets West」は
もはや、特許情報の「ビッグス
リー」、中国・日本・韓国だけに
焦点をあてているのではありませ
ん。先の数年同様、ふたつの地域
すなわちASEANおよびアラブ諸国
もともにスポットライトを浴びて
います。インドネシア特許庁の
Aribudhi N. Suyono氏は、インドネ
シアの特許制度と、インドネシア
の文書のための無料オンライン検
索ツールを発表しました。次に、
フィリピン知的財産庁（IPOPHL）
のMaria Concepcion Zabala氏とカ
ンボジア王国知的財産部門のSuon 
Vichea氏は、ASEAN地域における
特許情報のための「その国の第一
責任者」などの、彼らの庁の共同
作業を発表しました。
その後、焦点はアラブ諸国にシフ
トしました。モロッコ特許庁長官
Adil El Maliki氏は、ARABPAT計画
を発表しました。ARABPAT
は、EPOおよびWIPOから実質的な
支援を受けて開発されている、モ
ロッコ、チュニジア、エジプト、
ヨルダンからの特許情報のための
共通データベースです。

次に取り上げられたのは、SPOnet
を導入した、サウジ特許庁の
Hesham Alarifi氏、その庁の新しい
電子管理システムでした。それ
は、審査官のためのオンライン
ファイリング機能やツール、それ
だけでなく、外部ユーザーのため
の新しい無料オンラインデータ
ベースを含むものです。
“East meets West”は、世界中から
人との出会いと意見交換を求める
ユーザーおよびエキスパートのた
めの、理想的なプラットホームで
もあります。ポスターセッション
―17の商用プロバイダーに彼らの
アジアの特許情報製品・サービス
を展示する機会を与える―は、
ネットワーキングのための特に良
い機会となりました。出展者の中
には、自社製品に対するより綿密
な理解を提供するための半時間の
ワークショップを用いる者もあり
ました。

ドキュメンテーション、非特許文
献、ライセンス、異議申立手続お
よび実用新案の役割などの、多様
なトピックにおよぶ、円卓での非
公式なディスカッションのための
更なる機会がありました。

「ストリーム」として知られる
簡単なプレゼンテーションにお
いて、アジアおよびEPOのエキ
スパートたちは「再審査および
審判手続」および「ドキュメン
テーションの標準化」の表題に
て、トピックを検討しました。

フォーラムはまた、新しいツール
や情報源の観点からだけでなく、
標準化への取り組みといった観点
からも、どれだけの進歩がなされ
ているか、について示しました。
最後の講演者である、Max 
Planck InstituteのMatthias Pötzl
氏は、East meets Westなどの
フォーラムの重要性を強調しまし
た：「つまるところ、直接的なふ
れあいと、障壁や国境をなくして
全世界からの特許情報へのアクセ
スを改善しようとすることに取り
組む人々の知的能力が、一番重要
なのだ。」

次回のEast meets Westフォーラ
ムは、2015年4月23、24日に開
催されます。 asiainfo@epo.org 
に簡単なメールを送れば、無料
アラートサービスの事前登録が
できます。

今年の「East meets West」に関
するプレゼンテーションや更なる
情報は、www.epo.org/emw2014 
を参照してください。

－株式会社ワイゼル訳－



―PATLIBスタッフ対象の研修と
   指導の進歩
―PATLIBセンターでの広範囲の
   調査サービスを導入するため
   のサポート
―文書及びツールの中央レポジ
   トリの構築（例えば、質問に
   対する標準的な回答、FAQ、
   ユーザ・マニュアル、ヘルプ
   ・ファイル、チュートリアル、
   ビデオ、標準的なプレゼンテー
   ション）
―商標とデザインのサービスを
   統合するためのOHIMとの協同

この提案は、今年５月１５、１６
日にイスタンブールで催された
PATLIBカンファレンスで、代表
に発表されました。約２５０人の

参加者が集まり、経験談を交換し
て人脈を確立するため、多くの地
域のPATLIBスタッフにとって、
年に一度のPATLIBカンファレン
スは、他に類を見ない機会となり
ます。

多くのプレゼンテーションの
PDFを含む、PATLIB2014に
関する情報は、ここで利用で
きます： www.epo.org/patlib

EPOは、PATLIBセンター全ての検
索用のディレクトリを保持してい
るので、一般の人々は容易に最寄
りのセンターを見つけられます。
ディレクトリはEPOのウェブサイ
トで利用できます（表を参照）。

欧州特許情報センター
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ヨーロッパ中の地方のIP支援
欧州におけるPATLIBネットワークは、中小企業、また社内IP専門知識がない研究部門に
とっては価値のあるパートナーであります。
EPOの加盟国中にまたがって330以
上のPATLIBセンターがあり、各々
がIP関連の問題について、地方特有
のアドバイスとサポートを提供して
います。また、多くのPATLIBセン
ターは特許調査とコンサルティン
グ・サービスを提供します。

長年にわたって、欧州特許庁は、
PATLIBネットワークが、できる限
り広範囲に使用された特許情報を
得るための取組みにおいて重要な
役目を果たしているという見解を
とってきました。地方の特許セン
ター（例えばPATLIBネットワー
クのメンバー）は、イノベーショ
ン・プロセスを通して自分たちの
顧客をサポートする、独特のサー
ビスの提供が可能です（図表参
照）。

地方のセンターが持つ大きな利点
は、ユーザのニーズに適応でき、
地理的な場所に特定したすべての
要因について、専門家となれるこ
とです。そして、もちろん、ユー
ザと同じ言語を話します。

いくつかのPATLIBセンターでの試
験的プログラムの３年間の成功に
続き、EPOは現在、PATLIBセン
ターに対して、いわゆる「リオリ
エンテーションプロジェクト」を
推進しています。その提案は―も
し承認されたら、2015年までに
は施行する―ネットワークを通じ
て持続可能なパッケージ・サービ
スを確立するように設計された多
くの手段を含みます。これらの手
段は以下のことが含まれます。

お役に立つPATLIB関連のリンク

PATLIBセンターの検索用のディレクトリ
PATLIB2014 カンファレンス

www.epo.org/searching/patlib/directory.html

www.epo.org/patlib

アウェアネス

特許情報実施

コンフリ
クト解決

ユーザ・
サポート

職業代理人

分類手続段階 

公開

商業化
出願前

特許付与

　特許
付与後

パブリケーションコーナー

欧州特許公報 
2014年1月‐6月

EP-A 文献
EP-A1
EP-A2
EP-A1 + A2合計
EP-A1 + A2合計に対する     
EP-A3
EP-b 文献
EP-B1+B2

週間平均 
2014年

1 032
319

1 351

360

1 244

合計 
2014年1－6月

26 833
8 298
35 131
76.4%

9 371

32 354

2013年
との比較 

2.0%
–12.5%
–1.9%

7.2%

–4.4%

“パブリケーションコーナー”ではEPOの公報に関する最新の統計を
提供します。

■ 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
■ EP-A3: 欧州サーチレポート
■ EP-B1: 欧州特許明細書
■ EP-B2: 改訂された欧州特許明細書

注：表にはPCTルート（欧州－PCT出願）で出願された欧州特許出願
に関する統計は含まれません。それらはWIPOから公開され、英語、
フランス語、ドイツ語以外の言語でない限りEPOでは利用できませ
ん。現在全ての欧州特許出願のうち約60％が欧州－PCT出願です。

EP-A1の割合

－株式会社ワイゼル訳－



お問い合わせ
Espacenet 

espacenet@epo.org 

European Patent Register
support@epo.org

電子出版物 
epal@epo.org 

特許データ 
patentdata@epo.org 

PATSTAT and IPscore 
patstat@epo.org 

アジア特許情報 
asiainfo@epo.org 

研修 
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.: 00 800 80 20 20 20*
(月－金, 08:00-18:00, 中央ヨー
ロッパ時間)
e-mail: info@epo.org

*或いは,+49 89 2399-4500 
（上記フリーダイヤルに掛けら
れない場合は、こちらの番号
をご利用ください）
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どのような
研修が必要か？
EPOは、将来のプランニングに対
しそれを支援するため、ユー
ザーの特許情報の研修のニーズ
に関する入力を収集しています。
あなたのご意見を確実にとどける
ための検査を終えるのに、数分
間ご容赦ください。
www.epo.org/pi-training-survey  

EPO Patent Information Conference, 
ワルシャワ、2014年11月4～6日

特許情報における時事問題の核心
にたどり着くことは、 EPO Patent 
Information Conference に他なりま
せん。

今年のプログラムでは、EPOの
ウェブサイトにて入手可能になり
ましたが、昨年のカンファレンス
にて講演者により強調されたト
ピックのいくつかをピックアップ
し、より詳細に考察します。特許
分析、特許の可視化および意思決
定プロセス戦略における特許情報
の役割は、このプログラムの最高
位を占めています。カンファレン
スでは、特許所有権や特許権者の
追跡法もまた見ていきます：アジ
アからのリーガルステータスデー

タにスポットを当て、また、特
許検索における今後の動向を見
ていきます。

ディスカッションラウンドは、
ユーザーが今日直面している、
―日々の仕事における特許統計の
   使用
―共通特許分類スキーム（ＣＰＣ
   スキーム）
―リーガルステータスデータ
を含む、いくつかの課題に関する
意見の交換をする機会を提供す
る、いまだイベントのハイライト
です。

共にコミュニティをもたらす 
カンファレンスは、専門家レベル
で特許情報を使用する者とその開
発者とを結集します。

代表として、カンファレンスのプ
レゼンテーション、ディスカッ
ションラウンド、研修コースに進
むことで、特許情報の発展に追い
つくことができます。ネットワー
キングの機会のために、すべての
主要な特許情報プロバイダが出席
する、展示エリアに訪れて、活発
な夜イベントに参加してくださ
い。

登録は今すぐ！
EPO Patent Information  
Conference 2014 は、11月3日に
開催される会議前のイベントや研
修コースとともに、2014年11月
4～6日ワルシャワソフィテルに
て行われます。

全プログラムは、EPOのウェブ
サイト
www.epo.org/ pi-conference 
にて入手可能です。

特許情報専門家のための
イベント

EPO
Patent Information
Conference
4-6 November 2014
Warsaw, Poland

www.epo.org/pi-conference

－株式会社ワイゼル訳－
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