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完全な。有用な。最新の。正確な。
EPO 長官は、特許情報へ前向きな方向を示しています。
2014 年 11 月 4 日ワルシャワでの EPO 特許情報会議の冒頭で、
EPO 長官 Benoit Battistelli
氏は、特許情報情勢に対する自身の見解および EPO の役割の展開をどのように見てい
るかを述べました。
「特許制度のグローバル化が進
むにつれ、今後、世界的な特許
情報へアクセスするニーズもさら
に進みま す 」と長官は 述べま し
た。このことは、特にアジアにお
ける特許出願件数の増加に由来
しています。
現今、新たに公開される特許出
願の全件数の約半分が中国語、
日本語、または韓国語で公開さ
れています。特許文献の実体的
統計におけるこの変化は、ほとん
どの特許調査にアジアの特許文
献を含める必要があることを意味
しています。
し か し な が ら 、 EPO 自 体 の
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Patent Translate などの機械翻訳
の発展により、外国語の特許明
細書により簡単にアクセスできる
ようになりつつあり、これらのテク
ノロジーは、ユーザがより多くの
従来技術を検索するのにすでに
役立っており、時間と共に改善し
続けると考えられます。

性」と形容しました）。
－ユーザが理解可能な形式で特
許情報を利用できるようにするこ
と（「有用性」）。
－データ公開後できる限り迅速
にそのデータを利用できるように
すること（「最新性」）。
－データの最善の品質および信
頼性を達成すること（「正確性」）。

特許情報の環境が引き続き変
化することを認識した上で、長官
Battistelli 氏は、特許データ分野
における EPO の役割は以下のと
おりであると述べました。
－できる限り多くの特許情報をユ
ーザが確実に利用できるようにす
ること（長官は、このことを「完全

長官は、EPO はこの役割を果た
すために様々なアプローチを取
っていると説明しました。例えば、
最新情報を必要としたユーザに
は、特定の特許に関する修正情
報と、さらに、連邦登録およびグ
ロ ー バ ル ・ ド シ エ （ Patent
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Information News 2014 年第 3 号
のカバー特集記事をご覧くださ
い）などの分散化された新サービ
スがユーザのニーズを満たすよう
になります。グローバル・ドシエに
よって、「我々に他国の包袋を不
慣れなコンピュータ環境の下で
探させるのではなく、他国の包袋
を我々にアクセス可能とし、かつ
我々が話さない言語の翻訳文ま
で提供されます」と長官は話しま
した。
長官は将来を見つつ、「できる
限り多くの特許情報を最善の品
質で、かつ公開後にできる限りス
ピーディーに提供するよう」必要
な資金・人材を EPO が配分する
ことを約束しました。「特許出願人
および特許権者は、納付した手
数料の見返りに透明かつ高品質
の特許情報 を見 る資格 があり ‐
EPO は、特許に関わるこの授受
関係においてその役割を満たし
続ける責任を果たします」と長官
は述べました。EPO は将来以下
の事項を行うと、長官は出席者に
断言しました。
－高品質でできる限り多くのデー
タを提供し、それを共有可能にす
ること。
－EPO 以外の者が EPO データを
簡単に使用したり、あるいは裾野
のより広いシステムへ統合できる

INPADOC データの必要性に
ついては、会議の後半において
も、特許文献グループ（PDG）の
代表として語った BASF SE 社の
Peter Kallas 氏により、触れられま
した。中国および日本のデータか
ら成る INPADOC リーガルステー
タスデータベースが最近使用可
能になり、韓国のデータも間もな
く追加されることを称賛しつつ、
Kallas 氏は、「さて次はどの国の
データでしょう？」と問いかけまし
た。
Kallas 氏の答えはシンプルで、
「我々にはすべての国のデータ
が必要です。今すぐ！」と述べま
した。Kallas 氏は、この非常に漠
然とした要望は各国特許庁が優
先順位を設定するのには役立ち
そうにもないことを認めながら、
PDG はそのメンバーに対してアン
ケート調査を実施し、彼らのニー
ズについてより正確な情報を収
集したと説明しました。インドから
のリーガルデータは、特定の国に
ついて、大至急公開を中止する
必要があるという欠陥を露呈する
結果に至りました。しかし、PCT 国
際出願の国内または地域段階へ
の移行および非移行に関するデ
ータは、何らかのビジネス上の決
定にしばしば重要になります、と
Kallas 氏は付け加えました。最後

EPO 長官の Benoit Battistelli 氏は、
「我々は特許情報のリー
ダであって、その最高位を維持していきます」と述べました。
ようにデータを柔軟な形式で使
用可能にすること。
－データに関する十分な情報を
提供すること。
－グローバル・ドシエのように、情
報源のデータをできる限り多く使
用して情報ネットワークを構築す
ること。
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特許文献グループを代表して語る BASF SE 社の Peter Kallas
氏は、
「リーガルステータス情報・・・は、まさにビジネスのみ
でなく一般的に社会にとって直接的な重要性をもつ」と述べま
した。
に、中国、日本、および米国に関
しては欠落している重要なデータ
要素がいくつかあったことに言及
しました。
Peter Kallas 氏は、会議におけ
る Susanne Hantos 氏によるプレ

ゼンテーションを取り上げ、リーガ
ルステータスデータベースにおけ
る特許所有権に関する明確な情
報の重要性も強調しました。
全体として、ユーザは特許情報
をボリュームおよび重要性が共に
増大していると見ている、というこ
とが会議からの大きなメッセージ
の一つでした。データを利用する
新しい方法が、新たなタイプの分
析を行うテクノロジーと共に現れ
てきます。EPO は、特許情報にお
けるその役割を特に重要視し、
長官 Battistelli 氏は、EPO がこの
分野のリーダであり続けると決意
を述べました。
詳細およびプレゼンテーション
の大半については、
www.epo.org/pi-confeence
をご覧ください。
来年の特許情報会議はデンマ
ークのコペンハーゲンで開催され
ます。会議は、デンマーク特許庁
と協力して組織されます。

長官は、分析のための一元化
したデータベースの必要性を認
識しながら、INPADOC データベ
ースと、特許情報のあらゆるユー
ザに対して INPADOC データベー
スが持つ特有の価値とについて
も強調しました。
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Benoît Battistelli EPO 長官と
Grażyna Henclewska ポーラン

December 2014
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論説

特許情報への二元的アプローチ
今年の特許情報会議は、昨年の開催時よりもさらに議論があり、考える糧が生み
出されたように思われます。わざわざ私に感謝を述べていただき、会議をいかに
有益と感じたかをおっしゃったユーザの皆様にまず感謝を申し上げます。
ワルシャワでの会議の私の閉会
の辞において、我々が取るべき
特許情報への二元アプローチと
して私が何を考えているかに関
心を集めました。
一方、Espacenet などのサービ
スは、特許情報という誰もが利用
可能なツールへの容易なアクセ
スとして機能し続けなければなり
ません。

また、EPO から入手可能なデ
ータは、そのデータが Espacenet
を経由しているのか、それともそ
の他のチャネルを経由しているの
かの如何に関わらず、できり限り
最上位の目的に合っていなけれ
ばなりません。
さらに真のプロ品質でなけれ
ばなりません。また、完全で、正
確で、理解可能でなければなりま
せん。半分のみ信頼できるデー

タというのは、実際は全く信頼で
きません。それ自体正確であって
も潜在的ユーザの多くに理解不
可能なデータは、本来の目的を
何も果たしません。私は、データ
品質に対するこの要求をわかり、
理解しています。EPO は、この要
求をユーザ社会からの指令と考
え、皆様のニーズを満たす特許
データベースをお届けする努力
を続けます。

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

EPO DISCUSSION FORUMS

EPO パテント情報に関し手がかりを見つける最初の場所
EPO ディスカッション・フォーラ
ム (www.epo.org/forums) が 統 合
され、このウェブサイト一か所で
特許情報商品およびサービスに
関するあらゆるフォーラムについ
てご覧いただけるようになりまし
た。サイトにアクセスし、EPO のス
ペシャリストおよび他のユーザとト
ークし、来るリリース、商品とサー
ビスに関する変更点および改善
点を見つけてみてください。どな
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たでもフォーラムを読むことがで
きますが、以下の事項を行うには
ユーザ登録者である必要がありま
す。
‐メッセージの投稿およびメッセー
ジへの応答、
‐特定のトピックの変更に関する E
メールアラート受信のため配信申
込み。

まだ登録ユーザでなければ、
Register（登録）をクリックするだ
け、後は指示に沿ってお進みく
ださい。
フォーラムの別の機能は Search
（検索）ツールです。サーチ用語
を入力するだけで、システムがす
べてのフォーラムにわたって自動
的にその用語を検索します。関
連すると思われるポストにアクセ
スするためには、”Jump to post
（ポストへ移動）”をクリックしてくだ
さい。

EPO はすべてのユーザにできる
限り投稿していただくことをお勧
めします‐コミュニティが活発にな
ればなるほど、フォーラムはさら
に成功したものになるでしょう。
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INPADOC

大切なのは中身だ
我々が INPADOC と呼ぶもの・・・
何と呼ぼうと大量のデータを保有していることに違いはありません。
市販特許データベースのユーザ
は、INPADOC の名称をよく知るこ
とになります。その他の人は、
Espacenet の”INPADOC ファミリ
ー”または”INPADOC リーガルステ
ータス”に関連してその名称を見
ることになるでしょう。
1972 年に INPADOC が造語され
た時、その名称は、“INternational
PAtent DOcumentation Center
（「国際特許文献センター」）” の
略称でした。それ以降、単語「セン
ター」が落とされ、膨大な量のデー
タを得ました。

1972 年：INPADOC 設立
オーストリア共和国が WIPO と
の合意書に署名した 1972 年 5
月 に INPADOC は 誕 生 し 、
"Gesellschaft zur Errichtung und
dem
Betrieb
des
Internationalen
Patentdokumentationszentrum
s mit beschrankter Haftung （国
際特許文献センター設立・運営
のための有限責任協会）"
（INPADOC）が創設されました。
合意書の第 1 条に「オーストリア
共和国は、ウィーンに本部を置
く国際特許文献センターを設立
するものとする」と述べられてい
ます
（ https://www.ris.bka.gv.at/Do
kumente/BgblPdf/1973_414_0/1
973_414_0.pdf）。
他では特許文献のコピーが入
手 で き な か っ た 場 合 に
INPADOC でそれらのコピーが入
手可能になるにつれ、INPADOC
の評判は急速に高まりました。さ
らに、共通の分類で特許文献を
リストアップする INPADOC の特
許分類サービスは、IPC の成功
を確実にするのに役立ったと思
われます。それにもまして革命
的だったのは、発明の保護範囲

4

報の一部となりました。パテント
フ ァ ミ リ ー サ ー ビ ス は 、
Espacenet および多くの他の検
索可能な特許データベースの
バックボーンです。

を世界的に示しているユニーク
なサービスである INPADOC パテ
ント・ファミリーシステム（PFS）で
した。1978 年に、INPADOC パテ
ント登録システム（PRS）は、様々
な商品のポートフォリオをまと
め、世界中からの特許に関する
リーガルステータス情報を単一
のデータベースに統合しまし
た。
1991 年：INPADOC が EPO の一
部となる
1988 年に、管理審議会は、
INPADOC の欧州特許機構への
統合を協議するための 指示を
EPO 長官の Paul Braendli 氏に
出しました。協議は問題なく結
論に至り、1991 年 1 月 1 日に
EPO のウィーン支所が開設され
ました。 この新しい取り決め
（ https://www.ris.bka.gv.at/Dok
umente/BgblPdf/1990_671_0/19
90_671_0.pdf）の下で、EPO は
1972 年の原合意書の下で規定
されていたオーストリアの WIPO
に対する義務を引き継ぎまし
た。
EPO によって運営されていくに
つれ、INPADOC は急速に成長
することができ、あらゆる特許情
報プロに欠かせないサービスと
してその地位を確立しました。
やがて、パテントファミリーサー
ビスは、EPO の特許審査官によ
って内部でかつ特許調査者に
よって世界中で使用される世界
を網羅する EPO の特許文献情
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特 許 登 録 サ ー ビ ス は
INPADOC リーガルステータスデ
ータベースとなり、外部ユーザ
のための商品としてもあり続けて
きています。

完全性と正確性により、多大なる
好評を得ています。しかし、それ
は最終的な情報源ではないの
で、ユーザは、INPADOC から取り
出した重要な情報を、関係する各
国特許庁に常に問い合わせしな
ければなりません。
1972 年の設立以降、INPADOC
は、ユニークかつ高価値のサービ
スとなり、革新的な産業全般にわ
たる意思決定において重要な役
割を果 たして いま す。そ の内 容

「しっかりした特許権を与えるのと同様に高品質のリーガルパテン
トステータス情報の提供は重要です。
」

Davies Collinson Cave 特許事務所 弁理士 Susanne Hantos 氏
（2013 年 10 月 22 日ボローニャで開催の EPO 特許情報会議）

2014 年 INPADOC の今
現 今 、 ” INPADOC ” は 、 ”
INternational
PAtent
DOCumentation （「国際特許文
献」）”の略称です。その名称は、
EPO の特殊なステータスから成長
したサービスを表しています。
INPADOC は、EPO 自体が作成し
たデータではなく、各国特許庁か
ら集められたデータを表します。
結果としてそのデータは、例え
ば、欧州特許登録データベース
や欧州公報サーバ内のデータと
は異なる特性をもっています。こ
れらには、EPO からの正式で信頼
できる情報が含まれます。
INPADOC は、非常に包括的な情
報のコレクションですが、それらの
情報自体は最終的なものではあり
ません。

は、主要な情報源として情報提供
者によって世界中で利用されてい
ます。“INPADOC”の名称を見たら
いつでも、そのデータは世界をリ
ードする特許情報の提供機関で
ある EPO によって収集されてきて
いるものであり、かつ品質および
完全性において世界標準を表し
ているとお分かりになります。

INPADOC は、EPO が世界で最
大の特許データベースのプロデュ
ーサになることを主導してきまし
た。リーガルステータスデータベ
ースの場合、EPO は、65 の特許
庁からのデータを一つのリソース
に集約します。INPADOC はその
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リーガルステータスデータ

INPADOC－品質への 40 年間の
献身
1972 年、WIPO とオーストリア
共和国は、世界中からの特許デ
ータを単一の中央データベース
に集約するために、INPADOC を
設立しました。時間の経過と共
に、INPADOC は、その品質から
好評を得ました。同時に、特許
分野には電子データを転送する
手段が何もなかったので、ウィー
ンの裏方チームのスタッフは、特
Christine Nabinger
許公報から記録をデータベース
INPADOC と 欧 州特許 庁に
に手入力する作業の担当でし
40 年間勤務
た。19 歳の Christine Janda がデ
ータ入力オペレータの求人広告を見かけ、応募を決めたのは 1974
年の春でした。彼女は、将来コンピュータが重要な役割を果たすだ
ろうと確信し、その一部を担いたいと思いました。
Christine は、最初にパンチカードの作成方法を学び、USPTO 公
報から始めましたが、時が変わるにつれ、テクノロジーも記録媒体も
変わりました。次いで、175kB のデータを記憶する 8 インチのフロッピ
ーディスクが登場しました。ちなみに、一件の特許文献を含む文字
符号化 PDF ファイルは、フロッピーディスクの約 3 倍の記憶容量で
す。フロッピーディスクは小形化しましたが、最終的には消えてしま
いました。Christine は、各国の特許庁から入ってくるデータを監視
するとともに分類し、データをデータベースに入力し、新しい法的経
過情報に注意し続けました。今日の世界のデータクラウドにおいてさ
え、そこに何が有る／無いのか、そこにあるものが我々が予期すべ
きものやユーザが必要とするものと一致するかどうかを依然として誰
かが確認しなければなりません。「私の特許」（これらのデータベース
を彼女はそう呼んでいたのですが）は彼女の生涯の職業人生を通し
て彼女と共にあり続けてきました。
「二人で確認」の原則は、INPADOC 品質の作業の土台であった
し、今でもそうです。Christine と彼女の同僚は、互いの業務を常にク
ロスチェックしてきました。このやり方は、INPADOC リーガルステータ
スデータベースの商品に関連する作業プロセスの大半において現
在も続けられています。Christine は、40 年間連続勤務を達成した最
初の INPADOC 職員で、2014 年の夏にその節目を迎えました。その
間、ミス Janda は、ミセス Nabinger となり、今は誇らしいグランマで
す。彼女は、2014 年末に停年します。ウィーンの EPO スタッフ、およ
び INPADOC データの品質を高く評価していただいている多くのユ
ーザと共に、Patent Information News の編集者は、彼女の今後の
幸せをお祈りいたします。

欧州特許登録データベース

欧州特許登録データベースの
新機能
EPO は、欧州特許登録データベースおよびそのユーザのニーズ
に応じた統合登録アラートサービスの改善方法と、できる限りユーザ
ーフレンドリーな商品を提供する方法とに常に気を配っています。こ
れが、ユーザからのコメント、フィードバック、および提案がいつも感
謝される理由です。
11 月 26 日に開始された登録データベースの最新リリースはユーザ
からの情報に対応するもので、いくつかの重要な新機能および改善
点が含まれています。
Search Results List（検索結果リスト）には現在、代表者名が記載さ
れています。表示されるその他のあらゆる情報と同様に、このリストを
XLS または CSV フォーマットでエクスポートすることができます。

以下の新しい検索フィールドにより、検索方法においてより多くの
選択肢がユーザに与えられます。
(a) 付与日
Advanced search マスクでは、特定の日または特定の月もしくは
年に登録された欧州特許を現在検索できます。

(b) 審判事件番号
審判の事件番号をご存知であれば、Advanced search マスクに
おいてその審判手続きに関連する特許出願を現在検索できま
す。

All documents パネルビューに個々の申立人に対する新しいフ
ィルタもあり、また、登録内容変更手続き情報が更新されより明
瞭で正確になっています。ツールチップおよび法的変更は 2014
年の最新リリースまで完了しています。
上記事項は、この新リリースで実施された新機能および改善の
ほんの一部です。詳細についは、http://register.epo.org.にある
リリース・ノートをご覧ください。
2014 年の早期におけるトルコ登録データベースおよびイタリア登
録データベースへの新たな直接リンクから始まり、同 2014 年に
おける一連の大きな改善から続いてこれらの最新の展開があり
ました。2014 年 4 月以降、欧州特許登録データベースには、欧
州特許公報の PDF 版への直接リンク、請求項の翻訳の受領通
知、失効等に関する登録アラート E メール通知なども含まれてい
ます。2014 年 6 月にグローバル・ドシエサービスが登録データベ
ースの中から立ち上げられました。
フィードバックをお送りいただくと、欧州特許登録データベース
および登録アラートアプリケーションの改善に役立ちます
（www.epo.org/contact）。
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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で「見当たらない文書」
とは？
欧州特許登録データベースのユーザから問い合わせのある主
な問題点の一つは、見当たらない文書です。この記事は、な
ぜ文書が見当たらない場合があるのか最も多い理由のいくつ
かを説明します。
1. ユーザは、ある変更手続きに関する登録アラート通知を受信す
るが、関連文書が登録データベースに見当たらない。
例を挙げると、7 月 29 日にユーザは権利喪失について登録アラ
ート通知を受信したとします。

ユーザは、About this file パネルに進み、最新の変更手続
きを確認します。

しかし、ユーザがさらに All documents パネルに進んで権利喪
失に関するやり取り欄を見ても、何も存在しません。

これは、登録アラート通知の送信と登録データベースへの文書
のアップデートとの間にはタイムギャップ‐通常およそ 1 日‐がある
ためです。標準的には、登録アラート通知の受信当日中に文書
が表示されます。
2. “All documents” に電子受領承認があるが、対応する文書が
見当たらない。
これは、EPO によって
文書が読み込まれると
直ちに登録データベ
ースおいて”(Electronic) Receipt（「（電子）受領」）”という電子受
領承認が作成されるので生じることです。EPO は、提出された
文書を登録データベースに読み込む前に、それらを確認した上
で EPO のシステムに登録する必要があります。提出された文書
を取り扱う部署の作業負荷にもよるが、その作業に数日かかる
可能性があります。
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提出された文書が処理され
ると。電子受領と同じ日付を
つけて All documents セク
ションにリストアップされま
す。

3. 国際出願に関する IPER や他の文書が見当たらない。
登録データベース内での包袋閲覧において国際予備審査報告
（IPER）やそれに対する応答がなぜ見られないのかユーザは時々疑
問に思うでしょう。
その理由は、1998 年 7 月 1 日より前に提出された PCT 出願につい
ては、国際出願の包袋に対する一般からのアクセスに関しより厳しい
規則がありました。国際出願の包袋に関してその全体を一定の条件
の下で公開すべきというのは、PCT 規則 94 条の 1998 年と 2003 年の
2 回の改正以後に限られます。これらの改正の詳細については、
EPO の オ フ ィ シ ャ ル ジ ャ ー ナ ル を ご 覧 く だ さ い
（www.epo.org/official-jounal：関連資料は、1999 年 5 月の 329 号と
2003 年 7 月の 382 号）。
結果として、1998 年 7 月 1 日より前に提出された国際出願に関する
文書は、公開されていません。この日付以降に提出された特許出願
についても、国際出願のすべての文書が自動的に公的に利用可能
というわけではありませんが、申請により公開可能です。国際出願の
包袋中の文書（2014 年 7 月 1 日の時点で提出されている）の閲覧申
請は、郵送によりまたは EPO のカスタマーサービスへ連絡することで
行うことができます。連絡先の詳細は、EPO ホームページの右上隅に
あります。もしくは、www.epo.org/contact へお進みください。

4. 提出された書類が見当たらない
” All document” セクションで包袋中の文書またはその一部が見当た
らないことについて、上記の理由ほど頻繁ではありませんが、様々な他
の理由もあります。
‐（上記のように）提出した書類がデータシステム内で処理され登録され
て初めて公的に利用可能となります。
‐例えば文書に機密情報が含まれているという理由で、その文書を包袋
閲覧から外すよう出願人または代理人から求められた可能性がありま
す。包袋閲覧から外すことがどの文書にも可能であるというわけではあり
ません。詳細については、EPO 2007, J.3 のオフィシャルジャーナル特集
No.3 をご覧ください。
‐包袋の中のいくつかの文書が、EPC 第 128 条(4)および EPC 規則 144
条による職権で EPO によって包袋閲覧から外されることもあります。EPC
規則 144Y02B－
条(d)の下では、診断書または早期調査および早期審査請求
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）
などの上記以外の文書も公開される包袋から外されます。詳細は、OJ
EPO 2007, J.3 の特集 No.3 をご覧ください。

－株式会社ワイゼル訳－

ESPACENET

Espacenet に お け る 新 規 事 項
多数の新たな進展が Espacenet にて見られ
ました。その概要は以下のとおりです。
グローバル・ドシエ
6 月に欧州特許登録データベースで最初に開始されたグローバ
ル・ドシエサービスは、現在 Espacenet を介して利用できます。欧州
特許登録データベースでは、欧州特許ファミリーメンバを有する中
国特許出願の包袋を検索できます。対応する欧州特許または出願
のない中国出願、例えば、いかなるファミリーメンバも持たない中国
国内出願の包袋も Espacenet に含まれます。この場合でさえ、
Espacenet のグローバル・ドシエサービスから包袋を閲覧できます。

Paten Translate
現在の Patent Translate には、Patent Translate がすでに提供し
ている翻訳よりもさらに良い翻訳をユーザが提案することができる
correction editor（訂正編集機能）が含まれています。
ユーザからのご提案は翻訳エンジンによる次回の学習に盛り込ま
れます。

情報量の豊富な引用文献
文献データ全体の改善の第 1 ステップとして、「情報量の豊富な」
引用文献データがスイス特許出願に追加されました。これは、スイ
ス引用文献データには、関連しているとみなされた引用文献の関
連性のカテゴリ（例えば X, Y, A）およびそれらが適用されている請求
項に関わる情報がある場合には、それらの情報も含まれるということ
です。
この追加データは、ユーザが引用文献を詳しく読む前に特定の
特許引用文献の関連性を直感的に判断する上で役立ちます。

Espacenet では、現在、パテントファミリーメンバの中の関連する翻
訳もご覧になるようお勧めしています！

このお勧めは、HTML 形式ページの明細書および請求項のセクシ
ョンに掲載されています。
クレームツリー
最後になりますが、前から Espacenet で利用可能だったクレームツ
リーに専用ボタンがついに加わりました。

－株式会社ワイゼル訳－
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特許分析

特許分析における出願人データの役割
特許情報のスペシャリストは、特定のテクノロジー分野における全般的発展
または特定の企業の市場環境に焦点を置いている特許分析をもたらすことが
ますます求められています。
そのような場合には、競合他社
および潜在的ビジネスパートナ
ーの活動概要を入手することが
不可欠です。しかしながら、分析
の評価は、利用可能な特許デー
タの品質、特に出願人名に関す
るデータによって左右されること
が多くなります。

により、問題が複雑化する可能性
がよくあります。そのような場合に
は、グループまたは会社の形態
を動的な組織として見なし、その
グループまたは会社の特許ポー
トフォリオの範囲を決める際にこ
のことを考慮する必要がある場合
があります。

企業形態の影響
多くの分野では、大企業、頻繁
には、それぞれ社名の異なる親
会社と多数の子会社とから成る
企業グループが技術展開を決定
します。これは、特許情報のスペ
シャリストは、有意義な分析を実
施可能にするには、まず関係す
る企業形態の特徴を適切に把握
しなければならないことを意味し
ています。

例 え ば 自 動 車 メ ー カ の
Volkswagen は、過去数十年間に
渡り自動車産業の多数の会社に
おいて過半数の株式保有を達成
してきました（図 1）。Volkswagen
の現在の特許ポートフォリオは静
的アプローチで設けることができ
るが、特許活動を長期間に渡っ
てどのように展開してきたかを明
らかにすることになると、他社（お
よびそれらの特許ポートフォリオ）
がグループの一部となった時期
を考慮しなければなりません。

新会社を設立したり、別の他社
を買収あるいは売却した結果とし
て、これらの企業形態が長い間
には変わる傾向があるという事実
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簡易静的アプローチと比べると、
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この動的アプローチにより、明確
な違いが明らかになります（図
2）。
Volkswagen の例は、出願人名
に関するデータを体系的に作成
し統合することがいかに重要であ
るかを示しています。しかし、努
力すると、その結果としてより良い
品質かつより有意義な分析となる
とおり、大抵は努力する価値があ
ります。

出願人データの調和化
データ入力時のタイプミスによ
って出願人名の誤記が生じること
もあります。出願人名の誤記の他
の原因は、出願時に出願人自身
が使用した社名が変更された結
果です。これは、グループ全体の
出願を中央の特許部門を介して
行わない大企業および組織に特
有の問題です。
特許データのサプライヤおよび
各国特許庁は、出願人データの
品質を向上するため、多数の異
なる対策を用いています。例えば
EPO は、DOCDB データベース内
の出願人名の大半を標準化しま
した。そして、2011 年以降、ルー
ヴェン・カトリック大学によって
PATSTAT データベース内の出願
人名が統一され、さらに情報が追
加されました。これらの統一化さ
れたデータは無料で利用できま
す。

－株式会社ワイゼル訳－

このように作成されたデータを
使用することで、競合他社環境
の分析の品質を著しく向上する
ことができます。

デシジョンメーカーのための
特許統計会議
トレーニング

特許情報セミナーおよびウェブセミナー（ウェビナー）
特許調査に関する 2 つ
の新しいセミナー
2015 年向け EPO の特許情報
トレーニングスケジュールが出て
います。デスクから離れることな
く参加していただける無料オンラ
インウェブセミナーが多数開催さ
れます。クラスルームセミナーも
ウィーンの EPO オフィスで通常
開催します。
クラスルームトレーニング
2015 年に向け、特許庁はその
クラスルームトレーニングのコー
スの範囲を再編しました。特許

－株式会社ワイゼル訳－

情報のビギナーおよびアドバン
ストセミナーは、2015 年に 2 回開
催される 5 日間の総合特許調査
（SPS）セミナーに改編および統
合されました。より高度な製品お
よびトピックへの洞察を含め、セミ
ナーでは、初心者が特許調査を
好調にスタートするために知るべ
きすべてが提供されます。
SPS を 終 了 す る と 、 ” Global
Patent Index（GPI）による特許文
献の検索”、“特許統計・
PATSTAT 製品ライン入門”、およ
び”特許情報の ビジネス使用 ”
（表をご参照ください）などの専

門セミナーがいくつかあります。
後者は、実務からの主題へのア
プローチ、プロセス指向観点、
調査課題の分析を通じて参加
者に調査結果をビジュアル化お
よび報告させることをベースとし
た新しいコンセプトです。
詳細および登録機能について
は、www.epo.org/search-events
でご覧いただけます。
ウェブセミナー（ウェビナー）
2015 年に 5 回（2 月、4 月、6
月、9 月、11 月の最終週の木曜
日）開催予定の「特許情報ニュ
ースフラッシュ」に加え、2015 年
の無料ウェブセミナーは、EPO
が提供する特許情報製品およ
びサービスの大半について詳細

を提供します。 ウ ェブセミナー
は、Patent Translate、共通引用
文献、アジア諸国からの特許情
報、およびその他の専門的なト
ピックなど、特定のモジュールも
網羅します。2015 年全体のニュ
ースフラッシュへの登録はすで
に始まっており、さらに多くのウ
ェブセミナーがこの一年間に追
加されます。最新情報を逃さな
いよう定期的に www.epo.org/vc
をご覧ください。
これらのイベントおよび他のイ
ベント情報については、
www.epo.org/pi-training
をご覧いただくか特許情報トレ
ーニングの pitraining@epo.org
までご連絡ください。
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インサイト

特許所有権はどちらにあるのか？
特許所有権がどちらにあるのか知ることは時に非常に重要ですが、
それを見つけ出すことで知的探求が可能です。
11 月にワルシャワで開催された
EPO 特許情報会議で高く評価さ
れたプレゼンテーションでは、弁
理士の Susan Hantos 氏は、特許
権者追跡によって提示され得る
課題に注目しました。
特許所有権がどちらにあるのか
を知るのは、多くの状況において
おそらく重要になります。例え
ば、ライセンシング問題について
議論したいなら、特許権者に連
絡を取る必要がでてきます。特許
の統計的分析の結果は、自動車
関連特許の調査におけるコーポ
レートツリーの影響について考え
る 8 頁目の記事 8 頁に掲載して
いるように、特許権者が数多くの
特許に正確に帰属していることで
決まる場合もあります。特許権者
の名前を知ることが重要である他
の状況には、企業合併および買
収が含まれます。
「特許登録は、詳しい所有権の
証拠と見なされる可能性がありま
すが、国内法によっては特許登
録が所有権を認めない場合もあ
ります。」と Susan Hantos 氏は述
べました。続いて彼女は、特許権
者追跡における三大主要問題を
挙げました。
‐特許登録記録が最新でない、
‐複雑な企業配置（合併および買
収、協働革新、特許ライセンス）
‐特許登録に特許権者として記
載されている会社の所有者の明
瞭性に欠ける。
特許登録記録が最新でない
Hantos 氏は、およそ 7 年かけて
特許登録記録に見られた特許権
譲渡の例を参照しながら、すべて
の国が特許権者に対して所有権
変更の特許庁への通知を要求し
ているわけではないと報告しまし
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Hantos 氏は、政府は不透明な
特許所有権の問題を解決する方
法を積極的に検討していると楽
観的な雰囲気で終えました。無
記名の特許に終止符を付けるこ
とを目指した 2013 年 5 月に米国
法案が導入されたことを彼女は
報告しました。彼女は、2014 年 1
月に米国特許庁が提案した「帰
属可能所有権」規則についても
議論しました。提案された規則が
発効されれば、特許の「帰属可
能所有権」に関して明確な情報
を提供しそこなった者は誰でも、
その特許または特許出願を放棄
しなければならないでしょう。
た。他の国は通知を要求していま
すが、しばしば寛大な期限が設
けられているので、該当する特許
登録記録に変更を示すのに数か
月または数年さえかかるおそれ
があります。中国は例外であると
彼女は述べました。ここでは、特
許登録記録に所有権が記録され
ていなければ、その所有権には
法的効果がありません。
複雑な企業配置
企業が社名を変更する場合が
あります。企業は他の企業を買収
または自社を売却する可能性も
あります。企業は、子会社であっ
たり、協働革新活動においてパ
ートナーである場合もあります。こ
れらすべては、特許権がどこにあ
るのかを立証しようとしている特
許調査者にとってのハードルとな
ります。市販データベースの提供
者の中には、コーポレートツリー
を提供するものがあります。コー
ポレートツリーは、特定の会社が
保持する特許を分析するのに役
立つこともありますが、特許ポート
フォリオを全部獲得するのに必要
な歴史的企業関係性を反映して
いない場合もあります。
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特許権者として記載されている会
社の所有者の明瞭性に欠ける
それから、「ペーパー会社」とし
て知られている現象があります。
機能している企業運営を行わず
に、別の企業実態の IP を所有し
得る会社があります、と Hantos 氏
は説明しました。例えば、これ
は、機能している企業が潜在的
責任から自社を保護したい、もし
くは節税したいと考えている場合
に生じる可能性があります。複雑
なペーパー会社構造が特許所
有権の判定にもたらす問題を解
説するため、彼女は、米国の特
許アグリゲータである知的ベンチ
ャーを例として挙げました。カリフ
ォルニア大学の Robin Feldman
教授によると、2011 年には知的
ベンチャーは、1200 を超えるペ
ーパー会社を保有していました。
約 8000 もの米国特許をペーパ
ー会社を介する特許アグリゲータ
に帰属させるのに、Feldman 教授
と彼女の同僚の Tom Ewing の二
人での長年の調査と努力を要し
ました。

このプレゼンテーションは、特
許所有権に関する明確な情報が
ユーザになぜ必要であるのか、
その情報の検索で主に何が困難
であるかについて十分に明らか
にしました。何年間も、特許文献
グループなど特許情報ロビー
は、INPADOC リーガルステータス
データベースの最優先事項の中
に特許権譲渡に関する情報を挙
げていました。しかし、Hantos 氏
は、INPADOC が特許権譲渡に関
する情報を与えても、これが現在
の特許所有がどこにあるかを示
すのに常に十分な証拠である訳
ではないことを明らかにしました。
さらに、ライセンシーがどこにある
のかを示す証拠には決してなら
ないとも述べました。特定のケー
スをより深く洞察していくには、ユ
ーザは、例えば税務書への申告
書、訴訟請求、企業プレスリリー
ス、年次報告書、ニュースの記事
さえも、特許調査に通常使用され
る資料を超えたリソースに頼らな
ければなりません。
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ユーザ関連

特許情報ユーザーグループのメンバーですか？
2015 年向け EPO の特許情報
欧州周辺には特許調査者向け
ユーザーグループが９つありま
す。それらすべてが、そのメンバ
ーの専門的な関心の発展に取り
組んでいます。ユーザーグルー
プとそのウェブサイトを表に記載
しています。参加することに興味
のある特許調査者はだれでもウ
ェブサイトにアクセスできます。
これらの９つのユーザーグルー
プは、一緒に欧州特許情報ユ
ーザーグループ連合(CEPIUG：
Confederacy
of
European
Patent
Information
User
Groups)という欧州全体の統括
組織を設立しました。
2008 年に設立された CEPIUG
は、欧州における特許調査にお
ける経験と専門知識との共有を
推進します。特許調査のプロへ
の新規参入者の教育およびトレ
ーニングにおける欧州の取り組
みの調整と、特許情報のプロに
適する認定制度の作成にも従
事します。
過去に Patent Information ニュ
ースで報告されたように、
CEPIUG の主な焦点の一つは、
PDG と PIUG（米国を拠点とする
特許情報ユーザーグループ）と
協力した、特許情報プロ認定プ
ログラムの展開でした。その取り
組みは以下の 3 つのエリアに重
点を置いています。
‐1. プロの特許調査者としての
認定要件の識別、
‐2. 認定団体の識別、
‐3. 試験問題の作成。
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認定プログラム内の別の重要
な課題は、IPR および情報検索
分野内の基礎トレーニングに共
通の土台を提供することです。
CEPIUG の積極的なサポートを受
けているトレーニングプログラム

は、認定試験候補の作成のみ
ならず、プロに必要なスキルおよ
び経験の調和を目的とするでし
ょう。

CEPIUG の詳細は、
www.cepiug.org. を ご 覧 く だ さ
い。

統計

IP5 統計報告 2013 配信中
IP5 事務局は、その重要統計
データを 2014 年 5 月に公開した
ので、2013 年の全体像を含む
IP5 統計報告書を 2014 年 12 月
にリリースしました。

その報告書に加え、IP5 事務局
は、出願件数、IPC コードによっ
て分類される付与特許、および
費用に関する詳しい統計データ
表も提供します。

IP5 統計報告書 2013 および
2013 年までの IP5 事務局の最新
統 計 デ ー タ 表 は 、
www.fiveipoffices.org/statistics.
html からダウンロードできます。

IP5 事務局の各年次報告を補
完しつつ、この包括的な報告書
は、世界中の特許活動の内容を
記載し、IP5 事務局での業務を
説明し、さらに特許登録手続き
についての情報も提供します。
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アジアからの特許情報

アジアからのニュース
2015 年 3 月に開始予定の JPO の
新プラットフォーム（J-PlatPat）－
IPDL は閉鎖
日本特許庁（JPO）は、工業所
有権情報・研修館（INPIT）が待望
の特許情報 Japan プラットフォー
ム（J-PlatPat）を 2015 年 3 月に開
始することをアナウンスしました。
JPO によると、J-PlatPat は、強化
された検索機能をユーザーフレ
ンドリーな方法で提供します。同
時に、特許電子図書館（IPDL）は
2015 年 3 月 20 日をもって閉鎖さ
れます。
この新プラットフォームのデザイ
ンについては予告版がすでに閲
覧可能ですが、計画されている
内容に関する詳細情報について
は、
JPO
（www.jpo.go.jp/torikumi_e/hirob
a_e/platform_patent.htm ） お よ
び
INPIT
（ www.inpit.go.jp/english/distri/J
_platpat/index.html）の英語版ウ
ェブサイトをご覧ください。
韓国における複数の IP 権利に対
する複合審査
2014 年 初 期 、 韓 国 特 許 庁
（KIPO）は、複数の IP 出願を同時
に審査する併合審査手続きを導

http://publicationsipindiaonline.
gov.in/patentsearch/search/index
.aspx の IPAIRS データベースにあ
る対 応 す るタ ブ を ク リ ッ ク し て、
Patent Eregister をお試しいただ
けます。インド特許庁のウェブサ
イトは、http://www.ipindia.nic.in/
からご覧いただけます。

入しました。この新しい手続きの
下、出願人は、「統合一括審査
（
collective
package
examination）」を請求することで
同一製品に対して特許出願、実
用新案出願、意匠出願および
商標出願を行うことができます。
一括審査の適用を受けるため
に、出願がすべて、共通の製品
に関するものでなければなりま
せん。また、いずれの出願も最
初の拒絶理由通知をすでに受
けていてはなりません。特許お
よび実用新案出願については、
すでに審査請求を提出していな
ければなりません。韓国特許庁
は、一括審査請求受領後 4 カ月
から 1 年の期間内に一括審査を
完了することを約束しました。

詳細については、韓国特許庁
の ウ ェ ブ サ イ ト 上
（ www.kipo.go.kr/kpo/eng/）の年
次報告書でご覧いただけます。
インド IPAIRS データベース内で
開始される新特許登録セクション
インド特許庁は、その電子特許
登録（”Patent Eregister”）の新バ
ージョンを導入しました。これは、
IPAIRS データベースの新サブセ
クションとして利用可能であり、特
許番号だけで検索可能です。
2014 年 9 月 30 日に公開された
新リリースによると、この新登録デ
ータベースは、リーガルステータ
ス、年金納付期限、関連する親ま
たは分割出願および該当特許の
実施に関する情報を登録特許の
個別表示ページに集約します。

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。

2014年1月～12月

■ 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

ブルネイ・ダルサラーム国の特許
制度進展に関する最新情報
2012 年 1 月 1 日にブルネイ・ダ
ルサラーム国で、特許令 2011 お
よび特許規則 2012 が施行され、
そして最初の特許出願が 2012 年
1 月 4 日に提出され、この国での
独立した特許制度確立という画
期的な出来事となりました。これ
に続いて、特許、工業デザインお
よび商標を管轄するこの国の知
的財産庁（BrulPO）が 2013 年半
ばに設立されました。
BrulPO ウェブサイトは英語での
掲載となっており、法律、統計、
書式、料金、および他の有用情
報をサイトから入手できます。特
許出願およびデザインに関する
月次オンラインジャーナルも PDF
形式で 2014 年 1 月号からオンラ
イン閲覧できます。ウェブサイトお
よびオンラインジャーナルへのア
クセスは、www.bruipo.com.bn を
ご覧ください。
その他のアジア関連ニュース
は 、 EPO の ウ ェ ブ サ イ ト
www.epo.org/ asia の最新情報の
セクションをご覧ください。

2014年の週
平均

2014年1～
12月の合計

2013年から
の変化

EP-A公報

■ EP-A3: 欧州サーチレポート
■ EP-B1: 欧州登録特許明細書

EP-A1

1,060

55,096

4.7%

■ EP-B2: 欧州登録特許明細書の訂正公報

EP-A2

284

14,780

-22.1%

1,344

69,876

-2.4%

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。これらの Euro-PCT 出願が英語、フランス語およ EP-A1の割合
びドイツ語以外の言語でない限り、公開は WIPO によって行われ、EPO によ EP-A3
る公開は行われません。現在、全欧州特許出願の約 60% が Euro-PCT 出願で EP-B公報
す。
EP-B1+B2
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78.8%
358

18,620

6.5%

1,255

65,251

-3.6%
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アジア特許情報

韓国のリーガルステータスデータ配信中
中国および日本に続き、
INPADOC リーガルステータスデ
ータベースおよび Espacenet や
Global Patent Index などの様々な
特許情報ツールへ盛り込むよう、
韓国がそのリーガルステータス情
報の EPO への提供をついに開
始しました。最初のデータは、11
月末に読み込まれました。EPO
は韓国から追加情報群を毎週読
み込んでいます。数か月以内に
1983 年から 2014 年迄の過去分
の読込みが完了する予定です。
長年、中国、日本、および韓国
からのリーガルステータスは、あら
ゆる特許情報のスペシャリストに
とって最大の課題の一つとなって
いました。INPADOC リーガルス
テータスデータベースは 1978 年
に立ち上げられましたが、EPO が
そのデータベース用に中国のデ
ータを入手したのは 2009 年、さら
に日本のデータを入手したのは
2011 年でした。韓国が加えられる
こ と で 、 ア ジ ア の ”Big 3” を
INPADOC に盛り込む長年の懸
案は解消されます。
韓国のデータが網羅するはどの
時期か？
2014 年前半に報告された韓国
のリーガルステータへの記録は、
11 月末に INPADOC に掲載され
ました。現在、特許庁は漸次過去
に戻って作業し、毎週約 1 年分
に相当するデータを読み込んで
いるので、この記事の公開までに
は、2007 年から 2014 年半ばまで
のデータが利用できるはずです。
来る数ヵ月間に渡り、1983 年か
ら 2014 年半ばの期間の韓国出
願を網羅するまで、バックファイ
ルが増えます。バックファイルが
整うと、フロントファイルの作業が
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始まります。ここで、EPO は更新
情報を毎月 2 回受領することを期
待しています。
最初は、利用できる情報の量が
少ないため、そのデータは、ユー
ザが韓国特許に関して見出すこ
とを期待できる内容の種類に慣
れるのに適しています。バックフ
ァイルが完成し、かつ現行のデー
タが定期的に追加される 2015 年
の初夏までに、ユーザは、この新
データの真価を実感することがで
きるでしょう。
新しいデータにはどんな情報が
盛り込まれるのか？
ユーザは、韓国と INPADOC リ
ーガルステータスデータベース
内の他のすべての国々に関して
網羅しているリーガルステータス
の記録の一覧を EPO のウェブサ
イト 1 からダウンロードできます。
記録は 80 有余の種類にも及びま
すが、その中には以下のものが
含まれます。

‐特許付与決定
‐取下げ
‐拒絶
‐失効
‐満了
‐特許期間延長（欧州諸国にお
ける追加保護証明書に類似）
‐料金納付
‐審判手続きに関する記録
‐PCT 出願の韓国国内段階移行
図表は、一例として Espacenet
内の韓国特許 KR100969972 のリ
ーガルステー タス を示 して いま
す。その情報から、年金の納付が
なかったため 2013 年 7 月 7 日に
特許が失効したことが明らかで
す。もちろん、INPADOC 内のす
べての情報に共通することです
が、絶対的に確実な情報として
利用するためには、その情報を
韓国特許登録データベースで確
認する必要があります。この確認
は KIPRIS2（韓国知的財産情報サ
ービス）で可能です。KIPRIS は、

韓国特許庁が提供する無料の検
索システムで、更新されたリーガ
ルステータスデータが毎日英語
で盛り込まれます。本件では失効
が確認されました（図表参照）。し
かし、この場合でも、猶予期間お
よびその後の特許権回復のため
の追加期間（元の納付期限から
総計 18 ヵ月間まで）が満了するま
では、特許の失効が確実なもの
かどうかユーザは確認できませ
ん。
特許所有権の変更に関する情
報は、EPO が受領する韓国のデ
ータにはまだ含まれていません。
将来的にはいつか含まれること
になります。今のところユーザは、
特許権移転に関する情報も「登
録」フォルダに含まれている
KIPRIS2 などの韓国の既存情報
源を用いなければなりません。
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その他のニュース
お問合せ

調査関連セミナー2015 はご当地ミュンヘンで

www.epo.org/forums

Espacenet
espacenet@epo.org

Europian Patent Register
support@epo.org
電子出版物相談

EPO 史上初めてのそのユニーク
な調査関連セミナーがドイツのミュ
ンヘンで開催されます。2015 年 3 月
5 日、6 日に開催予定の 27 回目の
年次イベントは、EPO の特許調査
方法および技術のみならず、EPO
の舞台裏における比類のない面も
紹介します。

epal@epo.org

Patent data
patentdata@epo.org

プログラムには、20 を超える様々
なワークショップおよび全体講演が
6 つ盛り込まれ、120 人を超える方
が参加される見込みです。

ハイライトの一つは、基調演説
者の Shell International B.V.の
特 許 分 析 所 長 の Bettina de
Jong 氏による講演です。
セミナーが実際に開始される
前、3 月 4 日の午後は、「デスク
での」セッションに限定されま
す。EPO の審査官一人ひとりと
話をし、彼らが特定の技術分野
においてどのように審査している
かについて質問する機会が多く
の参加者にあるでしょう。

セミナーは、Espacenet および
PudMed などいくつかの最も重
要なサーチエンジン、調査用
CPC 分 類 体 系 、 お よ び 他 の
EPO 特許情報商品の使用方法
を明らかにします。
一般的なトピックに加え、バイ
オテクノロジー、薬剤、医療機
器、およびアジアの従来技術な
どの分野に焦点を置いた専門
のワークショップがあります。
詳細および登録手続きにつ
い て は 、 www.epo.org/
search-matters をご覧ください。

PATSTAT and IPscore
patstat@epo.org

アジア特許情報
asiainfo@epo.org
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2015 年 4 月 23 日、24 日ウィーンに
て
アジア特許情報に関する EPO の
年次フォーラム East meets West が
2015 年 4 月 23 日、24 日にウィーン
にて開催されます。Pre-コンファレ
ンス・トレーニング講座は、4 月 22
日に開催されます。
www.epo.org/emw2015

csc@epo.org
EPOカスタマーサービスは欧州
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IPC の 2015 年からの変更
WIPO は、2015 年 1 月 1 日に国
際特許分類（IPC）の改定に入るこ
とを発表しました。
分類記号の変更についての詳
細は、www.wipo.int/ipcub/をご覧

ください。左側の欄の”Version”を
2014.01 に設定し、”Compilation”タ
グをクリックすると表形式のフォーマ
ット中の変更を確認できます。
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