
 

経済学の考え方の認識 
ディシジョンメーカーのための IP統計会議、2014/11/17‐18 東京にて開催 
 

日本の経済協力開発機構（OECD）加盟 50 周年を祝うために東京で開催されたディシ

ジョンメーカーのための IP 統計会議（IPSDM）では、特許統計に基づく最新の経験的

証拠に着目し、それから得られた知見について民間および公共部門からのディシジョ

ンメーカーと共に議論が交わされました。2014 年には関心の的が広がり、このイベン

トには、商標、意匠および著作権など他のタイプの知的財産権も含まれました。 

ーティ」テクノロジーから「クリー

ン」テクノロジーへの切り替えを企

業に対して奨励することになり得

る環境政策を導入中です。このよ

うな政策は、必要かつ望ましいと

みなされていますが、各国経済

に大きな財政負担を課すとも思

われます。しかしながら、Antoine 

Dechezlepretre氏らによる研究か

ら、その正反対のケースとなりそう

であることが明らかになりました。

特許情報を用いたことにより、クリ

ーンテクノロジーにより対応する

「ダーティテクノロジー」よりもはる
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かに高い知識波及効果がもたら

されただけでなく、これらの知識

波及効果により周辺領域で別の

経済的価値も生み出されたという

ことに、彼らは気付きました。これ

により、環境規則などの公共政策

は、誘引される知識波及効果を

介して経済成長を促進可能であ

るいうことさえも示唆されました。 

 

医薬品に関する特許 

医薬品に関する特許会議には、

医薬品市場における知的財産

権、特に特許の役割に関する部

－株式会社ワイゼル訳－ 
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 特許統計がどのように意外な結

果を明らかにできるかについて特

に以下の 3 点のトピックによって

示されましたので、IPSDM ではこ

れらのトピックに出席者からの関

心が集まりました。 

－クリーンテクノロジー 

－医薬品における特許 

－IP5各特許庁での特許審査 

 

クリーンテクノロジー 

 テクノロジーが環境に影響を与

えることを前提とし、世界中の多く

の国々が、技術革新活動の「ダ



2  Patent Information News 1/2015   March 2015 

 

 

れているかについて分析されまし

た。300,000件を上回るパテントフ

ァミリから最終的に特許査定とな

った約 100 万件をモデル化した

結果、どの IP5 特許庁において

も、自国又は自地域の出願人

は、おしなべて特許査定の可能

性がより高いということが示されま

した。しかしながら、この傾向は

PCTによる国際特許出願ではより

小さくなっています。 

 

 IPSDM 会議の重要性は、その

プログラムの内容の高さのみなら

ず、日本の経済産業省大臣政務

官の岩井茂樹氏など、各国政府

関係出席者の地位や人数によっ

ても明確に示されました。彼らの

発言を通して、知的財産関連事

項が経済において果たしている

ESPACENET 

 

会も含まれていました。一方、従 

来の経済書では、特許がいかに

新薬開発のインセンティブになり

得るかについて主たる焦点が置

かれてきており、Iain M. Cockburn

氏らが実施した新たな取り組みに

よって、特許政策が技術革新お

よびその拡散を容易にすることを

いかに促進したかについての調

査がおこなわれました。より強力

でより長い期間の特許保護が、

通常、新薬のより早い販売開始

およびより多くの販売量につなが

る、ということがその調査により示

されました。さらに調査では、これ

らの効果が先進国および開発途

上国において観察されました。あ

らゆる形態の知的財産権規則に

関する最小限の基準を規定する

TRIPSには、多くの医薬品の技術

革新を容易にすることに対するマ

イナスの影響がこれまでにない、

ということが Margaret Kyle と Yi 

Qianzの両氏による補足調査によ

って示されています。 

 

IP5 各特許庁における特許審査

結果 

 Gaetan de Rassenfosse 氏らが

実施したこの調査では、国内およ

び外国の発明者が等しい待遇を

受けるよう認めらければならない

と規定する内国民待遇原則が、

IP5 各特許庁でどの程度まで守ら

Espacenet からブロックされたらどうする？ 

 すべてのユーザが公正に

Espacenet にアクセスできるように

するため、近年 EPO は、システム

の過剰な使用を規制するための

技術的対策をいくつか講じてきま

した。 

 これらの対策は、リクエスト回数

やユーザがダウンロードできるデ

ータ量を制限します。ユーザの皆

さんは、処理の進行に何らかの

問題を経験し、EPO の技術者が

データ量制限を微調整する旨の

エラーメッセージを見かける場合

があるかもしれません。 

 

 右側に示すような拒否メッセー

ジを受信された場合、EPO の

patentinformation@epo.orgにメ

ールし、以下の点をお知らせくだ

さい。 

－あなたの IP アドレス（これは、

‟what is my IP address” を

Google検索すると見つかります） 

－所属している組織／会社名 

－この IPアドレスで現在作業して

いるユーザの数 

－あなたのローカルタイム 

－Espacenetからデータを抽出す

るためにあなたが実行している自

動ツールに関する情報 

 

 この情報は、EPO が公正使用

ポリシーに沿ってユーザに対する

データ量制限を調整するのに役

立つとともに、特定の特許情報の

ニーズに対し適切なレベルでユ

ーザが Espacenet に確実にアク

セスできるようにします。 

－株式会社ワイゼル訳－ 

受けました。 

 

 IPSDM は、「ディシジョンメーカ

ーのための特許統計」会議とし

て、経済協力開発機構（OECD）と

共同で EPOによって 2007年に始

動されました。IPSDM 2014 は、日

本特許庁および OECDにより、他

の特許庁、とりわけ EPO と協力し

て、共催されました。 

 

 EPOは、IPSDMでのプレゼンテ

ーションの大半について、「EPO

世界特許統計データベース

（PATSAT）」が主要な特許情報源

であったことを知り、うれしい限り

です。さらに、PATSTAT ユーザミ

ーティングおよび本会議に対し

通信衛星を使ったイベントとして

組織された PATSTAT 関連トレー

ニングコースには、それぞれ 100

名を超える参加者が出席しまし

た。これは、そのデータベースお

よび特許統計への関心の高まり

を示すとともに、高度な分析用に

高品質なデータソースを特許情

報ユーザに提供する EPOの努力

に報いるものです。 

 

 東京で開催された IPSDM 会議

に関する詳細については 、

www.epo.org/stat にてご覧いた

だけます。 

 

役割の理解が近年どれだけ増し

てきたかが示されました。 

 

チーフエコノミストによるパネルデ

ィスカッション 

 パネルディスカッションでは、

EPO、WIPO、USPTO、日本特許

庁、および韓国特許庁からのチー

フエコノミストらは、政策決定およ

び意思決定を支える証拠をエコノ

ミストがどのように提供することが

できるか、さらに特許庁内部で経

済学的考え方への認識をどのよう

に高めることができるかについて

議論しました。特許データのユー

ザおよび学術研究者へのインフラ

の提供における EPO の主導的役

割、ならびに発明者および社会の

役に立っている、EPO の調査およ

び審査の質の高さは、特に称賛を
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コンサルティング、協力、継続性 

EPO がユーザの必要とするものを優先することは、EPO の特許情報チームを率い

る主席部長としてのわたくしにとって原則事項であり、これは、我々が商品およ

びサービスを開発する際におこなう選択がユーザ主導でなければならない、とい

うことです。 

 
 一年の間で特許情報コミュニテ

ィのメンバーと特許情報について

議論する機会に目を向けると、多

くの出会いの場が出現します。

我々は、IPI-Confex や PIUG のよ

うな会議に出席します。また、

IMPACT ワーキンググループなど

のユーザミーティングに参加しま

す。さらに、産業界からの代表者

との公式な SACEPO/PDI 分科会

会合および商業部門からの代表

者との半年毎の EPO-PatCom 会

合を開催しています。我々は、貿

易見本市に出席し、East meets 

West、特許情報会議、および

Raw Data Dayを主催します。これ

らの活動のすべてに共通の目標

はただ一つ、すなわちユーザの

ニーズに対する我々の理解を向

上させることです。 

 

 我々のユーザとのコンサルティ

ングおよび協力は、EPO が欧州

で特許情報をどのように取り扱う

かの中核となります。コンサルティ

ングおよび協力により、EPO の商

品およびサービスのスムーズな

展開から我々のすべてが望むも

のを確実に得られるようになりま

す。この意見交換は、 Patent 

Translate、欧州特許登録データ

ベース、およびグローバル・ドシ

エのような流行の先駆けとなるプ

ロジェクトに関する着想や必要な

情報を我々に与えてくれます。そ

れは、EPO の商品および商品の

継続性を維持するとともにそれら

を利用するすべてのユーザに、

欧州特許情報の品質が信頼でき

るという信用を醸成しながら、

我々の商品およびサービスが

着々と改善することになります。 

昨年末に向かって、WIPO は、

2015 年 1 月 1 日から施行される

国際特許分類（IPC）体系の改正

を発表しました。 

 

 分類記号の変更に関する全詳

細は、www.wipo.int/ipcpub/にて

ご覧いただけます。左側の欄の”

Version”を”2015.01”に設定して

から、”Compilat ion”タブを開い

てください。フランス語版は、左側

の欄の”Language”メニューから

ご利用いただけます。 

  

 変更については、以下の記号

を用いて表形式で表されていま

す。 

D－削除 

C－範囲変更または再分類を含

む修正 

M－範囲変更無しまたは再分類

も無い修正 

N－新規 

U－この言語での変更は無いが

他の IPC言語バージョンの変更 

 変更の多くは、”M”カテゴリに

入り、記号タイトルを明瞭にして

います。表に記載されている IPC

サブクラス／メイングループに

は、より実質的な変更点が含まれ

ています。 

 

 EPO は、2015 年の IPC の改正

に関する利用可能な再分類デー

タをすべてデータベースにアップ

ロードしました。USPTO と共に、

CPC体系を新しい IPCと一致させ

るよう努力します。 

 

論説 

Richard Flammer 

特許情報及びヨーロッパ 

特許アカデミー主席部長 

分類 

2015 年 1 月 1 日からの IPCの改正 

－株式会社ワイゼル訳－ 
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出願人名の統一－ちょっとしたことが大きな意味を成すとき 

特許データ 

－株式会社ワイゼル訳－ 

2014 年 12 月 29 日、韓国特許庁は、標準化された韓国語‐英語出願人名データベース

（ http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.board.BoadApp&c=1003&board_id=kiponews&c

atmenu=eko6_01&seq=1625）への一般からの無料アクセスの提供を開始したことを発表しました。

韓国特許庁によれば、この標準化により、出願人名データベースの出願人名を 130 万件から 120 万

件に削減できたとのことです。これには目に留まった以外のものがあるのではないかと思い、EPO

自体の出願人名データの統一作業と比較し、韓国のデータベースの背後にある技術的詳細を調べる

よう EPO の PATSAT エキスパートに依頼しました。 

  

 

 

 韓国特許庁の統一作業によ

り、その出願人リスト中の出願人

名 130 万件のうちのちょうど

80,000 件、つまり約 6％が消去

されました。EPO のエキスパート

によると、それは、現時点で韓

国特許のたった 6％しか統一さ

れた出願人名になっていないと

いうことを意味している訳ではあ

りませんでした。逆に、80,000件

の消去された出願人名が最も活

発に出願をおこなっている特許

出願人のものであったとなると、

特許ランキングおよび分析に大

きな影響が及ぶ可能性がありま

す。EPO では、出願人の上位

10％が全出願件数の 90%を占

めています。大多数の特許出願

人は非常に少ない件数しか出

願せず、特許分析調査におい

てそれほど多く見られません。 

 

 EPO の協力会社であるベルギ

ーの KU Leuven と共に実施され

た EPO 自体の PATSTAT データ

ベースの出願人名統一作業に

よると、「EP 出願の最初の出願

人名」の 7%を削減すると EP 特

許の約 50%に影響が出たことが

明らかになりました（これは、統

一の最初の段階においてのみ

の話しです）。極端な例ですが、

ある出願人に 418 種類もの出願

人名のバリエーションを関連付

けることができました。EPO のた

めの作業において KU Leuven

社が対象としたWIPO、USPTO、

および EPO の特許出願人に関

する出願人名の統一を通じて何

が可能かについて、その予測の

一部を表に示しています。 

 

 上記 EPO の PATSTAT エキス

パートの識見を受けて、韓国特

許庁の出願人データ統一作業

は有益な一歩前進であって、か

つそれによって韓国における特

許分析が向上可能であると EPO

は安心して結論付けることがで

きます。統一されたデータが韓

国特許庁の EPO への配信の一

部 と な る と 、 そ の努力は 、

Espacenetおよび最も重要なこと

には PATSTATによって使用され

る世界中のデータにプラスの影

響を与えることにもなります。 

 

 特許出願人名統一の課題は、

PI ニュース 4/2014 号中の一記

事のトピックでした。そこでは、

自動車業界における社名ツリー

に注目していました。 

 

 全盛期には、ESPACE Legal

は、EPO の最も成功した商品の

一つであり、「欧州弁理士の電

子図書館」としてユーザの間で

人気がありました。 

 ESPACE Legal のコンテンツの

大半が EPO のウェブサイトでご

覧 い た だ け る 状 況 下 で 、

ESPACE Legal の役目は完遂さ

れ、引き際になりました。EPO

は、ESPACE Legalを 2014 年末

に終了しました。 

 多くの情報が現在オンライン

で利用できますが（表を参照）、

最近のユーザ調査によると、い

くつかの点で強化が切望されて

いることが明らかになりました。

そのため、今後数ヵ月をかけ

て、EPO はどのようにウェブサイ

トを改善するか検討します。 

 

 

特許データ 

ESPACE Legal の終了 
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特許分析 

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） 

－株式会社ワイゼル訳－ 

ルーヴェン・カトリック大学からの

提案も踏まえて、新 IPC-NACE分

類対照表が 2014年 10月に発表

されました 

（ https://circabc/europa.eu/d/d/w

orkspace/SpacesStore/d1475596

-1568-408a-9191-426629047e31/

2014-10-16-Final%20IPC_NACE2

_2014.pdf）。この新 IPC-NACE分

類対照表はまもなく PATSTAT の

顧客様に利用可能となり、自らの

事業に関連する分析の幅広く利

用するのに役立つでしょう。 

 下記円グラフは、EPO に出願さ

れたエアバス社とボーイング社の

幅広い産業にわたる特許の出願

件数の NACE 産業分類体系によ

る分布割合を示しています。それ

は、特許情報がいかに企業分析

に貢献しているかの一例であり、

このような円グラフが作成可能で

あったのは、偏に改訂 IPC-NACE

分類対照表のおかげでした。

IPC-NACE分類対照表から、特許

の分類体系および統計分析の分

類体系との関連が分かります。こ

の表によって、特許のエキスパー

トと産業界の統計専門家は、自

分の馴染みのある環境から離れ

る必要なく、互いの分析結果を共

有することが可能となり、さらに、

例えば、特許情報を Eurostat な

どの組織や機関が提供する経済

および統計データと組み合わせ

ることで、ビジネス絡みで特許情

報を利用する新たな道が開かれ

ます。 

 

 NACE は 、  “ Nomenclature 

statist ique des act ivités 

économi-ques dans la 

Communauté européenne”（欧州

共同体における経済活動の統計

的分類）の略称です。NACE コー

ドは、商品およびそれらの製造な

ど、幅広い経済および産業活動

を表す階層構造を規定していま

す。欧州委員会によって開発さ

れたので、NACE コードは、競争

および合併に関する発表におい

て頻繁に言及されるとともに、欧

州委員会によって公表される景

気動向調査情報において使用さ

れています。 

 

 NECE コードの存在により、統計

学者および産業アナリトには、欧

州における経済活動を研究する

手段がありました。一方、特許サ

ーチャーは、調査に国際特許分

類（IPC）コードをずっと使用して

いましたし、現在でも引き続き使

用しています。この状況は、統計

学者と特許サーチャーが同じ用

語でコミュニケーションをとること

が難しいというギャップを生み出

しました。カールスルーエにある

Fraunhofer Inst itute for Systems 

and Innovation Research ISI の

Ulrich Schmoch 氏はこの問題に

着目し、2003 年に IPC-NACE 分

類対照表を作成しました。  

 

 NACE体系と IPC体系のそれぞ

れの改定に続いて、Eurostat と

IPC－NACE 分類対照表 

特許分析と企業分析をつなぐツール 

エアバス社（内円）とボーイング

社（外円）の欧州特許出願の

NACE 産業分類による分布割合

－グラフは、エアバス社の方がよ

り集中的に航空機産業にアプロ

ーチしていることを示している。 

■その他の輸送機（航空機）の

製造 

■ゴム製品およびプラスチック製

品の製造 

■測定、試験、およびナビゲー

ション用の計測器および装置、

ならびに携帯用時計および置き

時計の製造 

■汎用機械の製造 

■通信機器の製造 

■金属成形機械および工作機

械の製造 

■コンピュータおよび周辺機器

の製造 

■航空機、車両およびサイクル

機関エンジンを除いた、エンジン

およびタービンの製造 

■動力車の製造 

■測定、試験、およびナビゲー

ション用の計測器および装置の

製造 

■その他の電気機器の製造 

■その他の非金属鉱物製品の

製造 

■その他：コンピュータプログラミ

ング、化学物質、光学関連、兵

器、ペイント、（蒸気）発生器、蓄

圧器、爆発物、コーティング、フ

ァイバ、セラミック、織物 

図 1: IPC-NACE分類対照表から抜粋 
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背景 

 用語「リンクトデータ」、「オープ

ンデータ」、および「ビッグデー

タ」は互いに相関関係にありま

す。現在、ニュースで頻繁に見ら

れるのは「ビッグデータ」です。し

かしながら、ビッグデータの目標

は、多くの場合、それらのビック

データを相互にリンクして、オー

プンにすべきことです。 

 

 この分野の主役は、インターネ

ッ ト の 発 明 者 で あ る Tim 

Berners-Lee が設立したワール

ド・ワイド・ウェブ・コンソーシアム

（W3C）です。W3C は、”Web of 

Data”のコンセプトの普及を促進

させています。W3C はそのウェブ

サ イ ト

（ http://www.w3.org/2013/data/ ）

上に、「Data Activity の全体的な

構想は、人々と組織にできるだけ

データを共有可能にすべきこと

であって・・・他の人が価値のある

ものを得たり、価値のあるものを

加えることが可能な方法で・・・」と

記載しています。 

 

 「RDF と関連テクノロジーとのリ

ンクトデータの第一の価値は、こ

れらのテクノロジーがそれぞれの

“中核”にウェブをもち、ウェブス

ケールでデータを統合する類の

ない手段を提供することにある」

と W3Cは述べています。 

 

 上記段落の頭字語 RDF は、デ

ータをできるだけ共有可能また

は相互運用可能にするために

W3C が標準化したデータフォー

マットである、“リソース・ディスクリ

プション・フレームワーク”の略称

です。一意識別子を使用してデ

ータから曖昧さを取り除くことが

その狙いです。このようにして、

「ロンドン」という町名の一つの町

が自由に共有可能および分析

可能になるので、政府活動の透

明性が高まり、政策結果の向上

につながります。IPGOD に含ま

れているデータの多くはすでに

公的に入手可能でしたが、今ま

ではそのデータを無料かつ単一

の情報源からリンクした形式で利

用することができていませんでし

た。」 

 

韓国からのリンクト特許データ 

 特許情報を業界でより容易に

使用できるようにする取り組みの

一環として、韓国特許庁は、この

1 月に東京で開催された会議に

おいて、「LOD（リンクト・オープン

データ）基準に適合しかつ他の

LOD につなげることが可能なより

相互運用可能な生データを提

供しようと奮闘しています」と述

べました。この東京会議で韓国

特許庁がおこなったプレゼンテ

ーションについては、IP5 のウェ

ブ サ イ ト

（ http://www.fiveipoffices.org/n

ews.html）でご覧いただけます。 

 W3C が設けた基準に沿った

RDF 形式を用いたリンクト・オー

プンデータを提供したいと公的

に一特許庁が明言したのはこれ

が初めてであると、EPO は考え

ています。 

 

EPO とリンクトデータ 

 EPO は引き続き強い関心をも

ってこれらの進展を注視していき

ます。そして、ユーザのニーズの

進化につれ、その進化に対応す

る用意ができています。 

リンクト・オープン特許データ：オーストラリアおよび韓国の前進

  

 数年前の華々しい前宣伝の期間以来、特許情報におけるリンクト、すなわちオープンデータ

に関して報告すべき進展は近年においてほとんどない状態が続いておりました。この分野に

おいて前進することを望むオーストラリア特許庁と韓国特許庁（KIPO）からの発表により、

この状況は今まさに変わりました。 

によれば、そのデータを個々の

企業に関する外部情報や企業

単位で保有する情報に関連付

けることが可能になるということで

す。 

 

 PATSTAT ユーザにとって興味

のある一面は、 IPGOD には

PATSTAT ベースの「出願識別

子」が含まれているので、マッチ

ング作業をさらにおこなうことな

く、そのデータを直接 PATSATに

関連付けできるということです。

オーストラリアにおけるあらゆる

種類の知的財産権の権利者に

ついて統一された出願人データ

も IPGOD に含まれているという

事実により、特許だけではなく、

知的財産全体をまとめて分析す

る可能性が開かれます。 

 

 IPGODの運用開始に合わせて

発 行 さ れ た 報 告

（ http://www.jpaustralia.gov.au/

uploaded-files/reports/IP_Gover

nment-Open-Data_Paper_-_Fin

al.pdf）には以下の通り記載され

ています：「IPGOD プロジェクト

は、政府全体にわたるデータへ

のアクセスをより容易にして、根

拠に基づいた意思決定を支える

という公約の一部です。この認

識の下で、IPGOD により、情報

を同じ町名の別の町から区別す

る、あるいは「スミス」という名前の

一人の特許出願人を同じ名前の

他の出願人から区別することが可

能となり、別の非特許データベー

ス内の同じ「スミス」という出願人と

の関連付が可能となるでしょう。 

  

オーストラリア特許庁による IPGOD

の発表 

 オープンデータのコンセプトを取

り入れた特許庁の一つが、オース

トラリア特許庁です。2014 年 10 月

にオーストラリア特許庁は、知的財

産政府オープンデータ（ IPGOD）

（ http://data.gov.au/dataset/intell

ectual-property-government-ope

n-data）の運用開始を発表しまし

た。 

 

 data.gov.au にあるオーストラリア

政府のデータ・ポータルを介して

利用可能な IPGOD は、一世紀以

上にわたるオーストラリアの特許、

商標および意匠のデータに加え、

植物品種改良家の権利に関する

データも網羅しています。これらの

データは、各権利の出願手続に

関する情報を含む、非常に詳細な

事項までカバーしています。オー

ストラリア特許庁は、他に類を見な

い一連の一意識別子をデータに

付けました。オーストラリア特許庁

ビッグデータ 
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トレーニング 

ウェブセミナー 

－株式会社ワイゼル訳－ 

 EPO の特許情報ウェブセミナー

は無料です‐事前にオンライン登

録するだけです。 

 

 2015年に 5回（2月、4月、6月、

9 月、11 月の各月の最終木曜日）

開催予定の「特許情報ニュースフ

ラッシュ」に加え、2015 年には頻

繁にウェブセミナーが予定されて

おり、ニュースをお伝えするとと

もに、EPO が提供する特許情報

商品およびサービスに関する先

駆け情報や工夫された内容をお

知らせいます。 

 

 登録または最新情報を確認す

るには、www.epo.org/vc をご覧

ください。 

2015 年 1 月 21 日に発表された

通り 

（http://www.epo.org/law-practic

e/legal-texts/official-journal/infor

mation-epo/archive/20150121.ht

ml）、EPO と非欧州国であるモロ

ッコとの間における初の有効化

に関する合意書が 2015年 3月 1

日に効力を発します。 

 

 この新しい合意書の下、現在で

は、欧州特許出願および欧州特

許をモロッコで有効化することが

できます。モロッコでは、有効化

後、それらの出願および特許に

は、欧州特許機構の加盟国に対

して EPO が付与する特許と実質

的に同じ保護が与えられます。 

 

 モロッコに対する有効化合意書

とモンテネグロおよびボスニア・

ヘルツェゴビナに対して現在施

行されている適用拡大合意書と

の間に手続きに関して何ら差異

はありません。 

 

 「適用拡大」と「有効化」の言葉

の区別は、主に地理的なもの

で、有効化合意書は、欧州に限

定されないので、欧州特許機構

に加盟する見込みがない非欧州

国であっても、その非欧州国との

間で合意書に署名することもでき

ます。 

 特許制度のユーザにとって、有

効化合意の利点は、署名国が自

国の知的財産法を欧州特許条

約の下に規定されている保護基

準に適合させる義務を負うという

ことにあります。そのため、欧州

特許条約はモロッコに適用できま

せんが、必要な事項はすべて、

有効化の主な法律基準である国

内法に組み込まなければなりま

せん。 

 

 さらに 2件の有効化合意書、す

なわちチェニジアおよびモルドバ

との有効化に関する合意書が、

今年の末までに効力を発すこと

になりそうです。 

 

 EPO のグローバル・リーガルス

テータス・データベースには、特

許付与後のイベント（経過情報）

を含む欧州特許の有効化に関す

る情報が盛り込まれることになり

ます。有効化状況に関するリー

ガルイベントの一覧をここに複写

します。ここに示す Espacenet ス

クリーン・ショットのサンプルは実

物ではありませんが、データがど

のように表示されるかについて実

物に近いイメージが得られます。 

欧州特許 

有効化についてモロッコと合意
‐新たなリーガルステータスイ
ベント 
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 しかし、本当に KIPRIS をご存じですか？その最もよく知られてい

る機能は、韓国語および英語双方のインターフェースのアクセス性

です。韓国語のサイトでのみ利用できる貴重な情報源がまだいくつ

かあります。欧州のユーザがそれらにアクセスできるように、EPO の

アジア特許情報チームは一連の検索ガイドを発行し、韓国で集中

コースを受けなくても、これらのツールを利用できるようにしました。 

 

 この記事において、KIPRIS に隠された以下の 3 つの貴重な情報

源をご紹介します： 

”Patent of my Concern” モニタリングツール、特許審判院審決から

成る” Simpan ”データベースおよび引用文献分析用” Super 

Citations”プログラム。 

 

Patent of my Concern：韓国の新規発行公報モニタリングツール 

 Patent of my Concern は、新規発行の特許および実用新案出願

公報を出願人名、IPC分類、およびキーワードから成るプロフィール

に基づき毎日または毎週スキャンする無料ツールです。英語版の

インターフェースを介して無料でこのサービスに登録することもでき

ます。 

 

 興味のある出願公報の種類を Patent of my Concern ホームペー

ジで選択できます：例えば、出願（”A”公報：特許出願、”U”公報：

実用新案出願）または登録特許および登録実用新案（”B”または”

Y”公報）。IPC 分類、出願人名、およびキーワードは、下側のフィー

ルドに入力できます。以下の点にご留意ください。 

 

－英語のキーワードによる検索は、そのキーワードが自動的に韓国

語に翻訳されないので、問題なく検索できるかには限りがあります

（これとは異なり、英語版 KIPRIS サイトでは、クロス言語検索がサポ

ートされています）。このように、ほとんどの場合、検索によって発明

または実用新案の名称内の英語のキーワードで文献を見つけるこ

とは可能ですが（ほとんどの韓国出願もおいて、発明または実用新

案の名称は韓国語と英語で記載されています）、請求項内または

明細書内にしかそのキーワードがない場合、その文献は見つかりま

せん。 

 

－出願人名を直接（これも通常英語で記載されているので）または

「出願人コード」を用いて入力できます。韓国では、どの出願人にも

数字のコードが割り当てられます。実際には、多くの出願人に複数

のコードが割り当てられ、同一の会社の異なる事業分野または異な

る地域の事業所ごとの出願を区別しています。特定の出願人に使

用可能な全コードについては、Patent of my Concern の定型入力

欄で問い合せしてから、選択した事業分野にスキャニングを限定す

ることが可能です。 

 

EPO のアジアチームからの先駆け情報：KIPRIS データベースに
隠された貴重な情報源の発見

  

 

“KIPRIS”を耳にしたことがありますか。韓国特許情報を最大限に活用しているユーザなら

おそらく聞いたことがあるでしょう。ここ数年で、KIPRIS 検索システムは、韓国知的財産を

検索するためのよく知られたツールとなりました。そしてその機能のいくつかは、以前発行

した PI ニュースですでに紹介されています。 

 異なる検索プロフィールを最大 10 種類まで保存し、”List of new 

data”フォルダ内の個々のスキャン結果にアクセスすることができま

す。このフォルダは、ヒット件数を列挙するとともにスキャンした公報の

一覧へのリンクを備え、出願番号などの文献情報と共に各プロフィー

ルに対する大要を含んでいます。このデータを使用し、英語版

KIPRIS サイト上で文献検索が可能で、例えば、リーガルステータス情

報、そのフルテキストまたは機械翻訳を検索することができます。 

アジア特許情報 

名称コードでの検索：（左上）虫眼鏡のアイコンをクリックする。新しい

ウィンドウが開き、そこで、出願人コード（右側）を選択できる。出願人

名の入力後、すべての関連するコードと一緒にリストが現れる。選択し

たコード番号は、検索フィールドにコピーされる。 

ヒット数と抽出された新規発行公

報リストへのリンクとを含む“List 

of new data” 
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Simpan データベース：特許審判院審決の検索 

 特許審判院審決の Simpan データベースには、KIPRIS の韓国語版

ホームページから直接アクセスできます。 

 

 韓国の特許審判院および法院は、拒絶査定に対する審査請求、無

効審判または権利範囲確認審判を含め、毎年約 10,000 件の法的紛

争を扱っています。英語版の KIPRIS サイトでは、特定の財産権に関

するあらゆる審理の大要が掲載されているが、韓国版のサイトからは、

別のデータベースへアクセス可能で、そこは、審判に関係するデータ

を求めて目的とする検索をおこなうことができます。 

 

 Simpanデータベースのインターフェースは 14の検索フィールドを含

んでおり、特許もしくは審判番号、請求の日付、または審判の名称に

基づいて、あるいは審判の種類にさえ基づいて検索を実行することが

できます。例えば、競合他社の特許が、特定の期間において無効審

判でどのくらいの回数攻撃されたのかを知ることができます。検索する

には、出願人名および該当する期間を入力します。出願人名の代わり

に名称コードを用いての検索も可能です。それから、”審判の種類”フ

ィールドでは、無効と全部無効のオプションを選択します。 

 

 抽出リストには、すべての審判事件が、請求人に関する情報、請求

の日付、審決の日付および関連する特許の出願番号および／または

登録番号と共に示されています。 

 

 特定の財産権または法的機関によって、検索結果を絞り込むことも

できます。そのため、例えば、特許審判院での第一審理段階のみを

表示するよう選択したり、抽出リストを拡げて、商標または意匠に関連

する審判・裁判事件も盛り込むことができます。関連する審決・判決へ

のリンクはすべての審判・裁判事件に関して設けられています。 

 

 この情報‐インターフェースオプションデータおよび抽出リスト内のデ

ータ‐は、いずれも韓国語でしか利用できません。しかし、機械翻訳ツ

ールはその要点を提供しうるはずです。さらに、抽出リストに示されて

いる出願番号または登録番号を使用し、英語版 KIPRIS インターフェ

ースを介して関連する特許についてより詳細な情報を検索することが

いつでも可能なこともお忘れにならないでください。 

 

Super Citation：引用文献の簡易分析ツール 

 KIPRISサイトのもう一つの特色は、Super Citationツール‐特定の期

間内および選択された IPC 分類において韓国特許明細書で最も頻

繁に引用された特許文献を確定するオンラインサービスです。この

ツールは、TODAY KIPRIS の下でアクセスされ、IPC 分類と関連する

期間を入力することができる単一入力ボックスから構成されます。そ

のサービスは、書誌的情報を含む、引用文献リストを（頻度順で）提

供するとともに、韓国語の引用文献のみならず他国からの引用文献

も含んでいます。韓国語の引用文献については、表示された出願番

号を使用し、英語版 KIPRIS サイトを介して関連文献に関する詳細な

情報へアクセスすることができます。 

 

 これらのツール、ならびに韓国、日本、中国および台湾のデータベ

ー ス の そ の 他 の 機 能 の 詳 細 は 、 EPO の ウ ェ ブ サ イ ト

www.epo.org/asia にあるアジア諸国および地域の特許制度に関す

るワンストップ情報源であるアジア特許情報チームの検索ガイドをご

覧ください。 

閲覧された回数（右端の欄）を含む、2014 年 1月 12日から 2015年

2月 11日の間に最も閲覧された IPC分類 Ho1における文献リスト 



 アジアニュース 

中国の特許および実用新案に関

する新しい情報源 

 IP Key は、EU および中国間の

協力をサポートする 3 年プロジェ

クトです。これは、2013 年 7 月に

署名された合意書による結果の

一つで、二者間の「新たな知的

財産協力」の細目を定めていま

す。EU およびその欧州共同体商

標意匠庁（OHIM）からの出資に

より、IP Keyは EPOの協力を受け

て OHIM が運用しています。 

 

 IP Keyを通じて入手可能な非常

に有効な情報源の一つは、欧州

と中国における知的財産法の包

括的データベース‐EU および中

国法令集データベース‐で、その

ウェブサイトに自由にアクセスで

きます。そのデータベースをより

充実したものとするための構築が

続けられており、まもなく以前の

EU－中国 IPR2 プロジェクトの下

で作成された「中国知的財産法

検索」データベースに置き換わ

り、現時点においては、1600件を

超える知的財産法、規則、通告

などを含んでおり、それらの多く

は、英語と中国語の両言語で利

用することができます。 

 

 2014年 12月に、IP Keyプロジェ

クトは、中国およびEU管轄国 6ヵ

国における実用新案に関する報

告を公表しました。この包括的な

調査では、実用新案の存続期

間、実用新案の保護対象となる

主題およびこの種の出願の予備

審査または実体審査の有無な

ど、様々なテーマに目が向けられ

ました。詳報は、IP Key のウェブ

サイトにて無料でご覧いただけま

す。 

 上記の情報源のみならず、プロ

ジェクトについての詳しい情報

も 、 IP Key の ウ ェ ブ サ イ ト

www.ipkey.org にあります。 
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アジア特許情報 

 

インド特許庁ウェブサイトへの最

新追加情報 

 2015年 1月 1日にインド特許庁

は、そのウェブサイトに対する新

しいインターフェースの運用を開

始し、ユーザに概要画面のみを

介して特許、意匠および商標に

関する法令集、公報および調査

可能な情報へのアクセスを提供

し て い ま す 。 こ の ” Explore 

IPINDIA”という名称のインターフ

ェ ー ス は 、

www.ipindia.gov.in/explore_ipin

dia_f.htm にてご覧いただけま

す。 

 

 インド特許庁は、特許庁の手続

き、意匠登録、特許庁の機能、お

よび特許登録と商標登録の手続

きを監視するためのツールなどの

話題に関するパワーポイントによ

るプレゼンテーションを含む、新

しい e‐ラーニング教材を利用で

き る よ う に し ま し た

（ www.ipindia.nic.in/eLearning/e

Learning.htm）。 

 

アジア特許情報に関するオンライ

ンディスカッションフォーラムの開

始 

 アジア特許情報専用のセクショ

ンが EPO のオンラインディスカッ

ションフォーラム： 

http://forums.epo.org/asian-pate

nt-information-services/の新しい

構造内で最近利用できるようにな

りました。読者はこのセクションを

利用してアジアの特許システムに

ついて質問したり、アジアの特許

データにアクセスして他のユーザ

と課題について討議するようお勧

めします。関連している国を担当

している EPO のアジア特許情報

サービスのエキスパートは、フォ

ーラムを監視するとともに、定期

的に関連情報を掲載します。 

 

 アジアニュースの詳細は、EPO

のウェブサイト www.epo.org/asia

の最新セクションをご覧ください。 

付与後異議申立制度の下、毎年

約 5,000 件もの異議申立請求が

あり、その半数は、請求項の範囲

の縮減に終わり、あるいは特許全

体の取り消しとなりました。予想に

反して、2004 年後に施行された

無効審判制度は、毎年 500 件未

満の請求という大幅に下回る程

度しか利用されませんでした。無

効審判請求件数がこのように少

ない理由として、無効審判に関

連する費用が高いこと、その手続

きが複雑で長期にわたることを挙

げる識者もいます。 

 

 別の変更点としては、やむを得

ない事由が生じた場合の特許や

特許出願に関する料金の納付期

間について延長が可能になるこ

とです。 

 詳細は、METI のウェブサイト

www.met i.go.jp/press/2014/01/2

0150123002/20150123002.html

（日本語のみ）をご覧ください。 

日本で予定されていた改正知的

財産法の施行 

 日本の改正知的財産法案が国

会で可決され、2015年 1月 23日

に経済産業省（METI）が発表した

通り、2015年 4月 1日にこの改正

法が施行されます。 

 

 最も重要な変更点は、特許権

者のために特許権の早期安定化

を図ることを目的として、異議申

立制度を再導入していることで

す。 

 

 産業界によって推進されたこの

法律変更は、2004年の付与後異

議申立手続制度の廃止前に第

三者が可能であったのと同様の

方法で、今後は第三者が付与後

の特許に異議を申し立てることが

できるということを意味します。異

議申立制度の再導入を受けて、

誰でも付与後の特許の公表の 6

ヵ月以内に異議を申し立てること

可能になります。利害関係人の

み無効審判を請求する権利をも

つことになりますが、請求ができ

る期間に時間的制限はありませ

ん。2004 年まで運用されていた



2016 年から PI ニュース（Patent 

Information News）の発行は 

電子出版のみ 

ディスカッションフォーラム  

 「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。 

■ 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: 欧州登録特許明細書 

■ EP-B2: 欧州登録特許明細書の訂正公報 

 

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）

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

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

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

す。 

 

欧州特許公報 2015年1月～3月 

 2015年の週

平均 

2015年1～3

月の合計 

2014年から

の変化 

EP-A公報 

 EP-A1  1,138 14,800 7.4% 

 EP-A2 181 2,350 -36.4% 

 EP-A1 + A2の合計 1,319 17,150 -1.8% 

 A1+A2の合計に占める   

 EP-A1の割合 
 86.3%  

 EP-A3 322 4,185 -10.1% 

EP-B公報 

 EP-B1+B2 1,249 16,239 -0.5% 

 

公報コーナー 

PI ニュース 2014/4 号では、あらゆる特許情報商品およびサービスグルー

プ向けの単一のディスカッションプラットフォームを作成する EPO のオンラ

インフォーラム（www.epo.org/forums）の最新情報について報告しまし

た。 

 今までのところユーザからのフィードバックは非常に好調であり、EPO は

現在、すべての登録フォーラムユーザに連絡を取って、登録の有効化と

確認を進めているところです。フォーラムに関する作業が進むにつれ、ユ

ーザからのフィードバックは、今後も引き続き重要な役割を担うことになり

ます。コメントがございましたら patentinfomation@epo.org へ送ってく

ださい。また、他のユーザと意見を共有するには ”Suggest ions from the 

Patent Information Community” フォーラムを使用してください。 
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刊行物 

 このフォーラムの使用方法ですが、ユーザ登

録 が 済 ん で い な け れ ば 、 単 に 「 登 録 

（Register）」 をクリックして手順に従ってくださ

い。 

 登録する理由として、このフォーラムは誰でも

読むことができますが、登録ユーザのみ、メッセ

ージを掲載したり、メッセージに返答することが可能で、また特定のト

ピックに変更があった場合の e メールアラート受信を申し込むことがで

きます。 

 このフォーラムの別の特徴は検索ツールです。システムは、検索用

語を全フォーラムにわたり検索します。最も関係のあるポストにアクセ

スするには、結果一覧の各結果の画面の右側の「ポストに移動（Jump 

to post）」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 このフォーラムでは、改善のための提案のみならず、EPO の特許情報

商品およびサービスについてのコメントを掲載することができます。 

 EPOは 23年間、世界中の 20,000 もの登録者に PIニュースの

3月版と 9月版を郵送してきました。しかし、PIニュースの紙媒体

版が届くのを待つのではなく、電子版へのリンク付で 

e メールアラートを受信できないかという問い合わせがますます

増えています。 

 

 この傾向と紙媒体版のコストの面から、EPO は 2016 年以降 PI

ニュースの紙媒体版の廃止を検討しています。 

 PI ニュースが新たに発行されるたびに e メールアラートを受信

するためのお申込みは、 

www.epo.org/service-support/publications.html をご覧くださ

い。 

Suggestions from the Patent Information Community 

ここは、EPO のユーザに対するサービスへの改善をユーザの皆さ

まにお手伝いしていただく場です。EPO の商品およびサービスに

関するご意見をお寄せください。皆さまお役になれるよう我々に

手をお貸しください! 



 

 

その他のニュース 

お問合せ 

 

www.epo.org/forums 

 

Espacenet 

espacenet@epo.org  

 

Europian Patent Register 

support@epo.org 

 

電子出版物相談 

epal@epo.org 

 

Patent data 

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) 

 

*或いは+49 89 2399-4500 

(上記フリーダイヤルにに掛け

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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ISSN 1024-6673 

欧州特許出願人に対する詐欺行為 

www.epo.org 

 特許情報の使用のどれもが問題

ないという訳ではないことが最近の

出来事から明らかになりました。あく

どい人々が EPO データを利用し

て、一部の特許出願人を抜き出し

ました。それから、この情報を利用

し、これらの出願人に偽の請求書を

送り、料金の支払いを要求しまし

た。 

 

 EPOは、皆さまの特許出願および

特許に関連する支払を求めるレタ

ーの明細を注意してお読みいただ

くことをご忠告いたします。特に、請

求書に記載されている支払の対象

および銀行の口座番号の確認を強

くお勧めします。 

予定を空けておいてください‐ 

EPO特許情報カンファレンス 2015 

 特許情報を仕事で扱っている皆

さまを対象としたEPO特許情報カン

ファレンスがこの秋に開催されま

す。カンファレンスは、2015年 11月

10 日～12 日に（11 月 9 日開催のト

レーニングコースを含め）は、コペン

ハーゲンでおこなわれます。 

 

 EPO特許情報カンファレンス 2015

は、デンマーク特許庁の協力で開

催されます。 
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 カンファレンスの全プログラムおよ

び申込み方法などの情報は、2015

年 6月にご覧いただけます。 

 

 www.epo.org/pi-conference にて

このイベントに関する e メールアラ

ート受信をお申込みください。 

 特許情報ツアーは、特許情報に

活発な双方向性の導入をもたらし、

最近更新されました。このミステリア

スな世界があなたにとって目新し

く、それを体験するのが初めてとい

う同僚がいらっしゃるのなら、このe‐

ラーニングツールは必見の価値が

あります。英語、フランス語、および

ドイツ語でご利用いただけます。 

 www.epo.org/pi-tour 

  

 

 

 

 

 

「特許情報ツアー（PI-Tour）」の一新 

 

 受け取ったレターまたは請求書の

正当性が疑わしい場合、皆さまの

法定代理人、ミュンヘンの EPO（電

話 +49 89 2399-5116 ま た は

patentlaw@epo.org）または WIPO

（ 電話 +41 22 338-8338 または

pct.infoline@wipo.int)までご連絡く

ださい。 

 

 詳細は www.epo.org/warning に

ございます。 

 

 この出来事により、特許データベ

ースにアドレスデータを含めること

に関する論議がさらに活発化する

ことになります。 

 

mailto:support@epo.org

