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特許価値評価：
特許の本当の価値を見出す
知的所有権の重要性が高まるにつれ、近年、特許価値評価に関する関心も高まって
います。以下の記事では、定量的な特許価値評価手法と定性的な特許価値評価手法の
違いに着目し、どのようにこれらの手法が現在利用されているか、また、EPO の資源
が特許価値評価にどのように貢献できるかを考察します。
知的所有権は、企業や経済の
成果につながるものとして、よ
り一層重要になってきていま
1
す 。特に経済的成果を推進し、
競争力をつけるために、企業は
特許権および関連する権利を
利用することが多くなってい
ます。このことは、発明を保護
するために企業が特許を進ん
で利用していることだけでな
く、経済的な目的、例えば、ラ
イセンス供与をして収益を得
たり、交渉の場での立場を強め

たり、あるいは外部資金源を利
用するために特許権を積極的
に活用している状況に見るこ
とができます。
従って、個々の特許または特
許ポートフォリオ全体の価値
を信頼性と透明性を確保して
評価できるようにすることは
非常に重要です。
それ故に、近年、特許価値を
評価する様々な手法が開発さ

れ、改善されてきています。特
許価値評価の骨組みを定め、特
許価値評価の質と比較可能性
を高めるために、多くの基準も
取り入れられています。
質の高い特許価値評価は、特
許を構成する背景と評価する
目的を理解することにありま
す。
この 2 点が組み合わさって、
状況に最適な評価戦略と評価
2,3
手法を決定するからです 。
２ページに続く＞
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１ページの続き

特許が評価される状況は、以
下の例のように様々です。
－企業合併、企業買収または合
弁事業に向けた準備におけ
るデューデリジェンス（適正
評価）の一環として
－特許権侵害裁判の損害を算
出するため
－特許権を購入、売却、ライセ
ンス供与するとき
従って、特許価値評価に関心
があるのは企業だけではあり
ません。特許価値評価は、投資
家、銀行、弁理士、PATLIB セン
ター、TTO にも付加価値を与
え、彼らが提供するサービスの
幅を広げる機会を提供します。

評価手法
特許価値評価手法は、定量的
手法と定性的手法の 2 つに分け
られます（図１参照）
。
定量的手法
定量的手法は、特許に金銭的
又は他の数値的価値などの数
値を割り当てようとするもの
です。
金銭的な評価手法は、個々の
特許または特許ポートフォリ
オの金銭的価値を算出し、通貨
で表されます。これには、以下
の 4 つの基本的なやり方があり
ます。

－オプション基準：金融オプシ
ョンの評価から引き出され
る、特許の今後考えられるオ
プションを考察する

定性的手法
定性的手法は、数値を割り当
てずに、特許の重要性を明確に
しようとするものです。

非金銭的な評価手法は、概し
て、特許の書誌事項およびリー
ガルステータスデータに注目
した特許指標に基づいていま
す。特許指標には、特定の発明
が保護されている国の数、特許
のリーガルステータスおよび
引用された回数などがありま
4,5
す 。

デューデリジェンス方法は、
特許または特許ポートフォリ
オの強みと弱みを分析し、特許
価値を左右する要因を特定し
明らかにしようとすることで
す。この方法は、金融取引で利
用されることが多く、伴うリス
クを見つけて軽減します。

EPO の PATSTAT 商品は、主
要工業国および発展途上国か
ら集められた、書誌事項および
リーガルステータスデータの
非常に幅広い情報源で、非金銭
的な特許価値評価に使用可能
です。例えば、PATSTAT オンラ
インでは、異なる特許指標を特
定して使用することが簡単に
できます。

－コスト基準：同等の発明を開
発して特許を取得するのに
必要なコストを算出する
－市場基準：二者の合理的な市
場参加者間の取引で、同等の
特許に支払われる価格を考
える

従って、IPscore は、特定の技
術について特許出願を行うべ
きかどうか、どの国／広域機関
に出願すべきか、ならびにどの
既存の特許が本当に関連して
いるかをユーザが決める上で
役立ちます。
EPO は、商業的に特許情報を
活用できるようにその商品お
よびサービスを改善して、ユー
ザが特許管理や特許価値評価
を始めるのに役立てるよう常
に努めております。

ランキング方法は、価値の尺
度を使用して、特許または技術
を様々な角度から評価します。
様々な角度とは、主に、市況、
財政的および技術的要素、法的
状況、戦略的目標などです。
EPO の IPscore は無料のソフ
トウェアツールで、特許情報ユ
ーザが、ランキング方法を適用
して自身の特許および技術ポ
ートフォリオを管理するのに
役立ちます。IPscore は、40 の
評価因子を使用して、特定され
た側面の関連情報を収集し、評
価に至るのに役立ちます。この
ツールが表示する図形出力に
より、全体像をつかみ、第三者
に結果を伝えることが簡単に
なります。

－収入基準：評価日の価格予測
などの、特許から得られる今
後の収入を見積もる
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論説

グローバル・ドシエ
ヨーロッパ特許庁が特許システムを具体的に改善する変更を行うたびに、ユー
ザから押し寄せるたくさんの肯定的な意見を拝見することはいつも楽しみです。
近年、Patent Translate、CPC、大量のアジアのリーガルステータスデータの取得な
ど、多くの目覚ましい成果を目の当たりにしています。そして今、グローバル・
ドシエは幅広い称賛も受けています。
その理由は、グローバル・ド
シエが便利であるというだけ
でなく、５大特許庁における特
許出願の手続き履歴とその内
容を調べる必要がある人にと
って、即座かつ効率的にその目
的を達成させ、金銭的節約もで
きるからだと思います。ある弁
理士は、中国、韓国または日本
に翻訳を依頼せずにグローバ
ル・ドシエを利用すると、毎回
数百ユーロの節約ができると
言っていました。この節約額

は、翻訳を必要とする目的や文
献の長さによるので様々です。
しかし、時間と共に、大幅な節
約になります。
ヨーロッパ特許庁は、グロー
バル・ドシエの可能性を最大限
に発揮させるために、EPO が
保有する公報の国／地域と蓄
積期間に関して十分な範囲を
提供すべきだと考えています。
また、拒絶理由通知書が発行さ
れた場合は、できるだけ早く新

しい情報を提供しなければなり
ません。我々は、この点において
ユーザの期待にいつも確実に応
えられるよう、努力していきま
す。
グローバル・ドシエを成功させ
るために共に働いてきた EPO の
同僚と、中国、韓国、日本および
米国の担当者を双方とも称賛し
たいと思います。彼らは、当然の
ことながら、自分達の功績を誇り
に思うべきです。

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

特許分析

PASTAT ニュース
PATSTAT は、EPO が提供す
る特許の統計データベースで
す。Espacenet と同じ情報に加
え、さらに他のデータも含ま
れており、大規模な統計作業
に役立つようにすべてのデー
タが書式設定されています。
PATSTAT は、EPO のベストセ
ラー特許データベースです。
PATSTAT で新しい分析の可能
性を提供する IPC-NACE2
PI ニュース 2015 年第 1 号
で、2014 年末に発表された新
訂 IPC-NACE 分類対照表につ
いてお伝えしました。この新
しい分類対照表は、特許の国
際特許分類（IPC）と統計分析
の NACE2 システムのリンク
を提供しているため、特許専
門家と産業界の統計学者がそ
れぞれの馴染みのある環境か
ら離れる必要もなく、互いの
分析結果を共有することがで
きます。その結果、ビジネス
における特許データの新しい
利用方法がもたらされ、例え
ば、特許データと Eurostat な
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どの組織や機関が提供する経
済データおよび統計データを
集約したりできます。
現在、IPC-NACE2 分類対照
表は PATSTAT の商品ラインに
組み込まれています。これを
達成するために、さらに２つ
の表が PATSTAT に追加されて
おり、そのうちの一方は対照
表を全 IPC 分類体系に対する
ようにし、他方はデータベー
スの各特許文献に付されてい
る IPC 分類記号それぞれに対
する前もって計算された
NACE2 の重み付けが含まれて
います。これらの表により、
ビジネスアナリストは、様々
なデータベースの表にリンク
する必要がなく、個々の特許
出願レベルで（また出願人、
パテントファミリーあるいは
技術レベルでも）
、正確な関連
データを入手することができ
ます。さらに、これらの表を
使用することで、特許データ
を、Eurostat が発行している
「
Industrial
production

statist ics（工業生産統計情報）」
などの NACE2 分類が使用されて
いる他の情報源にリンクさせる
ことが現在できるようになって
いることも意味します。
PATSTAT における名称データの
統一化が進みました
前述の改良に加えて、今では
もう、PATSTAT チームは、OECD
が 提 供 す る 「 Harmonised
Applicants' Names（HAN）
（統一
化された出願人名）
」データベー
1
ス を組み込んでいます。これに
より、PATSTAT ユーザは追加の
データ表を別途読み込む作業を
省けます。アナリストは、検索
中の複数のデータ表をリンクさ
せる必要もなく、様々な出願人
名統一化プログラムを切り替え
ることができます。

値（PATSTAT オンラインで利用
可能）を、PATSTAT の生データ
商品に移動させました。これは、
一般的に認められた特許価値指
標の予測値を使って作業するア
ナリストにとって有用です。
PATSTAT ユーザデイおよび講習
会を 2015 年 11 月 2 日に開催
EPO は、2015 年 11 月 2 日、
PATSTAT ユーザデイと「PATSTAT
入門」講習会をウィーンで開催
します。ユーザデイで自身の経
験を発表したい研究者、学生、
アナリストは、そのための時間
を確保しておくために必ず
patstat@epo.org にメールでご連
絡ください。
詳細については
www.epo.org/ipsdm
をご覧ください。

PATSTAT には実用的な予測値が
含まれています
多くのリクエストに応えて、
PATSTAT チームは、ファミリー
サイズ、出願人数、付与指標、
引用件数などのいろいろな予測
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米国特許商標庁がグローバル・ドシエのサービスに参入
4 月に EPO のグローバル・ドシエのサービスに参入した日本と韓国に引き続き、USPTO の包袋も European Patent
Register と Espacenet のいずれかを介して現在グローバル・ドシエで閲覧できるようになっています。
PI ニュース 2015 年第 2 号でお伝えした通り、このサービス
は、IP5（５大特許庁）プログラムの一環で、EPO、JPO、KIPO、
SIPO および USPTO の間の協力の結晶です。５大特許庁が協力
し、各特許庁が作成した特許出願のファミリー（複数の特許庁
に提出した同一発明に関する出願）の情報に互いにアクセスで
きるようにし、その情報を公開することに同意しました。従っ
て、European Patent Register は、まず欧州特許出願にアクセス
し、そこから EPO のグローバル・ドシエのサービスを介して
その特許のファミリーにアクセスさせるようにします。
Espacenet のグローバル・ドシエはさらに進んでおり、パテン
トファミリーを介したリンクをスキップして、直接原文のデー
タに導いてくれます。これは、Espacenet がパテントファミリ
ーを介した欧州特許出願へのリンク要件を前提としていない
ので、欧州特許にファミリーがない中国、日本、韓国および米
JPO と KIPO に関するグローバル・ドシエサービス休止日
国の特許出願でも検索できます。
日本特許庁と韓国特許庁は、一部の日にグローバル・ドシエサービ
グローバル・ドシエは、そこから、EPO だけでなく中国、日 スが利用できないことをお知らせしています。次の表をご覧ください。
本、韓国、そして今や米国の特許庁におけるそれぞれの特許出
願の全データにアクセスできるので、ユーザから大きな称賛を
受けています。このサービスが使いやすいことと英語への無料
機械翻訳が利用できることは、利用度がすでに予想をはるかに
超えているという結果を生じています。
どの特許出願がグローバル・ドシエで閲覧できるか？
このように始まって間もないサービスですが、グローバル・
ドシエが扱うデータは驚くほど全てを網羅しており、５大特許
庁で現在有効な膨大な数の特許および出願中の特許の全ての
情報をユーザに提供しています。詳細は右欄の表をご覧くださ
い。
刊行物

PI ニュース（Patent Information News）
の発行は電子版のみに
23 年間、EPO は世界中の約 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-mail 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製作を廃止します。
PI ニュースが新たに発行されるたびに e-mail 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。
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成長を続ける統合欧州特許登録データベースサービス
PI ニュース 2015 年第 2 号でお伝えした通り、EPO は 4 月 28
日に新しい Federated Register
（統合欧州特許登録データベース）
サービスを開始しました。欧州特許登録データベース内で得ら
れるものとして、付与された欧州特許について、その特許出願
において指定されている国であって、このサービスに参加して
いるすべての国にわたって状況の全体像が示されます。
ルクセンブルグ、セルビアそしてスロベニアは初めから参加
しており、そして今やフィンランドおよびルーマニアの特許庁
も Federated Register サービスに参加したので、これら 5 か国に
おいて、付与された欧州特許が国内段階に移行すれば、その状
況を確認することができます。

Legal status（権利状況）タブ（図２）と Federated Register（統
合データベース）の表（図１）を介してアクセス可能なので、
セルビアの登録データベースはその権利状況情報を含めてわ
ずかクリック一つでアクセスでき、情報源のところで信頼でき
る情報を提供します。
セルビア国特許庁の提案により、直接リンクはセルビア・モ
ンテネグロ連邦国家連合が拡張国であって旧ユーゴスラビア
連邦共和国の国別コード（YU）を有していた期間に出願された
特許についても利用することができます。統合データベースサ
ービスの Extension states（拡張国）の部分に「YU」直接リンク
が表示されます。

これらの国の特許庁の登録データベースより信頼性の高い
最新の情報を検索することができ、それらの情報を一つの表に
てまとめて見ることができます（図１参照）
。

図１
これはまだ始まりにすぎず、より多くの国の特許庁が来たる
数か月内にこの新しいサービスに加わります。そして PI ニュー
スはそれら全てについて随時連絡します。
欧州特許登録データベースからセルビアの登録データベース
への直接リンク
その他の欧州特許登録データベースにおける変革は、セルビ
アを含むよう直接リンクを拡張したことです。

参加国の特許庁はそれぞれ、その国の登録データベースへの自
らのリンク方法を構築し、その文書のうちどの文書にアクセスす
ることができるか定めています。
参加特許庁のリストおよびそれらの提供するデータの蓄積期間は
下記にて：
www.epo.org/searching/free/register/documentat ion/data-coverage.html

直接リンクは現在進行中のプロジェクトです。
最初の直接リンクは 2011 年 10 月に構築され、2015 年 6 月現在、
EPO 加盟国のほぼ７５％が、欧州特許登録データベースにて見ら
れる欧州特許に対応するそれらの国の国内記録への直接リンクを
提供しています。
カナダ

カナダ特許データベース
カナダ知的財産権庁は、そのカナダ特許データベースの改良
版を最近立ち上げました。新サービスには、カナダで出願され
た特許の審査経過が含まれています。
カナダ特許データベースは下記にて利用可能です。
www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/

図２
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データニュース

特許の所有者は？
に役立てるか？
特許所有権に関する記録のうち
4 つに 1 つは不正確です。このこ
とは、ORoPO (Open Register on
Patent Ownership、特許所有権に関
するオープン登録記録データベー
ス)からの最新の報告書の表紙に
クレームとして書かれています。
ORoPO は 2015 年の夏にスタート
し、特許界、さらにそれ以外の分
野における何人かの大物たちの支
援を得ています。http://oropo.net
をご覧ください。
PI ニュースは、発行番号 4/2014
で悩ましいテーマである特許所有
権を取り上げました。ワルシャワ
で 行 わ れ た 弁 理 士 の Susanne
Hantos 氏によるプレゼンテーシ
ョンに関する報告であり、その記
事は、こう結論づけています：
「ユ
ーザには特許所有権に関する明確
な情報が必要ですが、その入手は
困難であった」
。この領域でユーザ
が避けては通れない主な課題が三
つありました。

オープンデータは所有者を突き止めるのにどのよう

とが多いため）
‐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）
‐特許登録に特許所有者として
記載されている会社の所有者
の明瞭性の欠如

ORoPO の設立者は特許所有
権の情報を取り巻くこれらの
問題についてより詳しく踏み
込み、それらについて何らかの
対策を講じることを決断して
きました。透明性に対する最近
の政府の傾向とオープンデー
タ化への移行する努力に触発
されて、自分の所有する特許の
‐更新されていない特許登録記録 リ ス ト を 発 行 す る よ う に
（特許所有者が特許庁に所有権 ORoPO は無料のプラットフォ
の変更を適時に通知することが、 ームを特許所有者に提供して
法律で要求されていなかったこ います。

データを保有していることは
誇りです。ORoPO における２
社の存在が強いきっかけとな
って、他社が自分の特許所有デ
ータを提示することも促す可
能性があります。新しいプラッ
トフォームの更なる後押しは、
David Kappos 氏（USPTO の前
長官）と Robin Jacob 卿（英国
「会社のポートフォリオの分
の前控訴院裁判官、そして現在
析は、困難があふれています。
ユニバーシティ・カレッジ・ロ
事実、データは信頼できませ
ンドンの IP 法教授）の支援で
ん。特許権がどの会社名で登録
す。両者とも ORoPO の顧問委
されているか、子会社が売却さ
員会の委員です。
れたもしくは新しい部門が購
入されたかどうか、または売ら
オープンデータ団体の主要
れた後に特許所有データが更 人物、Nigel Shadbolt 卿は、
新されたかどうか、わからない ORoPO の理事として委員会に
のです。非常に不明瞭な領域で 属しており、開放性と透明性へ
す。
」
の ORoPO の公約の裏付けとな
Roger Burt, ORoPO の CEO（最 っています。
高経営責任者）
"Who owns the world's patents?
EPO にとって、ORoPO は、
（世界の特許の所有者はだれ 有望な新しいデータ源を意味
1
か？）" 2015 年 6 月
しています。PATSTAT データ
にリンクする可能性があり、そ
一見すると、ORoPO 上で提 れにより、特許ポートフォリオ
供されているデータの量はむ に関する統計を生み出し、企業
しろ不十分に見えるかもしれ の特許についてより信頼性の
ません。しかしながら、世界最 高い分析が行われるようにな
大の特許保有者である、ＩＢＭ ると考えられます。
とマイクロソフト２社からの

ESPACENET

Espacenet コツと秘訣
CPC ブラウザが空のように見え
たなら、どうすべきですか？
Espacenet の CPC ブラウザを開
いた時、ときどきそのページが空
のように見えると、一部のユーザ
から報告があります。

クロールすると、ページ上の
[次へ]または[前へ]の矢印が消
えるように見えると、一部のユ
ーザから報告があります。クッ
キーが無効の場合にこの問題
が起こります。

これは、ユーザの個人的なブラ
ウザ設定のためです。もしこの問
題に出くわしたら、シフトキーを
押しながら、[Refresh(更新)]をク
リックしてみてください。

Espacenet サービスを利用す および明細書のタブは、グレーに 新された Espacenet FAQ をご覧く
る際、クッキーがすべての機能 なります。
ださい。
を確実に有効にしていること
このような場合、同等の明細書
を確かめてください。
そして、自分の経験を公表し
およびクレームが利用できるかど て、Espacenet からどのように最
グレーになっているサイドバ うか見るために「Also published 大限の情報を入手するのかにつ
ー・オプション
as(以下のものとしても公開され い て ア イ デ ア の 交 換 が で き る
一部のサイドバー・オプショ ている)」の下に、単純なパテント Espacenet フォーラムをご利用に
ンが特定の文献には実行でき ファミリーメンバーが存在するか なることも忘れないでください。
ない時があります。データや公 どうか、確認してください。
報の一部が利用できない時は
このフォーラムは、下記でご利
いつでも、これらのタブは実行 Espacenet FAQ が更新されました 用になれます。
Espacenet について更に役立つ
できません。特定の公報の全文
www.epo.org/forums
ヒントを知るためには、新しく更
が利用できない場合、クレーム

問題が解決しない場合、
patentinformation@epo.org
までご連絡ください。
Espacenet のリストをスクロー
ルすると ― いつもクッキーが
有効になります。
あるページから次ページにス
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データニュース

分類

初めて実現 ! EPO の書誌事項および全文 CPC⇔FI 統計学的マッピング
データベースの内容に関する毎日更新
EPO の書誌事項および全文データベースに追加された最新のデ
ータに関する情報が、現在 EPO ウェブサイト上の 2 ページを通して
日ごとに入手可能になっています。
最新の書誌事項蓄積期間
最新の書誌事項蓄積期間に関する情報は EPO の書誌事項デー
タベースの全蓄積期間に対する自動毎日更新により入手可能で
す。以下のオンライン表示の表から、書誌事項データベース中のデ
ータの概要が、国ごと、種別コードごとに、以下の事項に関する情報
と共に提供されます。
－最先の公開／公告番号と日にち
－直近の公開／公告番号と日にち
－調査対象国からのデータベースに含まれ、関連する種別コードを
有する特許の総数

主要な特許庁の多くは共同特許分類（CPC）体系を使用して自
国の公報を分類しています。しかしながら、日本は”FI”分類記号
と”F ターム”体系を使用しています。これは、CPC 記号を使用して
一つのデータセットをすでに調査しており、今度は日本のデータを
調査したい場合、その CPC 記号を相当する FI 記号に変換する必
要が生じることを意味しています。まさにこの変換に際して特許サ
ーチャーの役に立てるように工夫された新しい機能が EPO ウェブ
サイト上にあります。
かいつまんで説明しますと、この新しい機能は EPO が収集した
データ中の分類記号を分析します。具体的には、CPC 分類が付け
られた公報と FI 分類が付けられた公報を含むパテントファミリーを
調べます。
この統計学的手法から得られる表は、同じファミリー内に出てくる
CPC および FI 記号をマップ上に示しています。各 CPC 記号は少な
くとも一つの FI 記号に統計学的に対応付けられ、さらに第 2 または
第 3 の FI 記号の寄与度が 66％を越える場合には、この第 2 または
第 3 の FI 記号にも対応付けられることもあります。
この表は、分析において確認された各記号の次に 2 種類の番号
も括弧書きで示し、最初の番号は対応する CPC/FI 記号を有するフ
ァミリーの数を表し、2 番目の番号はこれらのファミリーが全ファミリ
ー数に占める割合を示しています。

最新の全文蓄積期間
最新の全文蓄積期間に関する情報は EPO の全文データベース
の全蓄積期間に対する自動毎日更新により入手可能です。以下の
一覧表から、入手可能な全文データの概要が、国ごと、種別コード
ごとに、以下の事項に関する情報と共に提供されます。
－最先の公開／公告番号と日にち
－直近の公開／公告番号と日にち
－全文公報の総数

次表の例は、CPC 記号 G01B11/0005（左側）と、その記号に対応
付けられた 3 種類の FI 記号を示しています。最初の FI 記号、
G01B11/24A、は前記 CPC 記号を有する 64 ファミリーのうちの 11 フ
ァミリー（すなわち、17％）に見られます。

特定の記号に対するファミリーの数が３未満である場合、分類記
号を対応付けることは統計学的にできません。統計学的に処理した
ファミリーの数が小さい場合または多種類の FI 記号に対する一種類
の CPC 記号の対応付けの統計学的分散が有意である場合、このマ
ッピングの信頼性レベルは低い。

これらの報告は以前の Global Patent Data 蓄積期間ドキュメント
に差し替わるものです。
更新データ蓄積期間情報へのリンク
－書誌事項データ
www.epo.org/searching/data/data/patent-additions.html
－全文データ
www.epo.org/searching/data/data/full-text-additions.html

－株式会社ワイゼル訳－

CPC⇔FI 統計学的マッピング
－CPC から FI
www.epo.org/searching/essent ials/classificat ion/cpc/cpc-fi.html
－FI から CPC
www.epo.org/searching/essent ials/classificat ion/cpc/fi-cpc.html
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特許検索

EPO は気候変動緩和技術に関する Y02W “廃棄物”の
CPC サブクラスを開始
2015 年 6 月のボンにおける国
連 気 候 変 動 枠 組 条 約
（ UNFCCC）補助機関の会議に
おいて、EPO は気候変動緩和技
術（CCMTs）に関する EPO の対
応 Y02 分類体系の新しい部分、
すなわち、廃水処理および固形
廃棄物管理技術に対する Y02W
を発表しました。このサブクラスは
クラス Y02 に 100 種類の分類見
出しを追加し、分類コードの総数
を約９００にしました。これらの新
コードは 33 万件を越える公報に
割り振られました。
もともと EPO が国連環境計画
（UNEP）と共同で実施してきた特
許 動 向 研 究 を 支 援 す るた め に
2009 年に開発された Y02 体系
は、現在、エネルギー（Y02E）、
温室効果ガス回収（Y02C）、輸送
手段に組 み込 まれた緩和技術
（Y02T）、建築物（Y02B）および
廃棄物（Y02W）を含む６種類の
サブクラスを含んでいます。スマ
ートグリッド（Y04S）に対する別の
関連体系は持続可能な技術の
範囲を埋めています。220 万件を
越える公報をもって、Y02 体系は
CPC に完全に組み込まれ、Y02
体系なしでは異なった CPC 領域
に分類されることになっていた気
候変動緩和技術（CCMTs）に対

対象とした初期研究、それに次ぐア
フリカ(2013)とラテンアメリカ(2014)に
焦点をあてた別の 2 件の研究も完
了させることができました。
www.epo.org/clean-energy を参照く
ださい。

して一つの入口点で間に合うよう
にしている。これにより、特許付与
件数が世界的な平均件数より速
いスピードで伸びている技術領
域における公共のための特許調
査の質や効率が大幅に改善され
た。EPO の Espacenet で CCMTs
を調査するために、Y02 体系は
毎月数万～十数万回も公共的に
利用されている。
この Y02 体系分類により、EPO
の PATSTAT（世界特許統計デ
ータベース）を利用して、特許お
よび CCMTs に関する 3 件の
EPO-UNEP 共同調査研究、すな
わち、2010 年からの地球全体を

オ ラ ン ダ の 科 学 者 、 Mark van
Loosdrecht および Merle Krista
deKreuk（両者とも写真中）ならび
に Joseph Heijnen は、好気性バイ
オマスを用いる最先端下水浄化
システムを発明した。彼らの解決
策により、水循環系に戻る廃水の
水質が劇的に改善される。彼らの
特 許 EP1532932 に は 記 号
Y02W10/15 がタグ付けられてい
る。

この Y02 体系は、環境革新や持
続可能な開発における特許の役割
について確かな情報に基づくポリシ
ーデータベースを推進させて、気候
変動関連技術における特許情報の
世界的プロバイダーかつ技術革新
の支援機関として EPO のリーダー
的役割をさらに増強するために
EPO がいかにその専門知識を活用
できるかを表す明瞭な一例を示して
いる。

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。

2015年1月～9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

2015年の週
平均

2015年1～9
月の合計

2014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

1,171

46,824

10.5%

■ EP-B2: 欧州登録特許明細書の訂正公報

EP-A2

148

5,921

-47.9%

1,319

52,745

-1.9%

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）
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。
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A1+A2の合計に占める
EP-A1の割合
EP-A3

88.8%
311

12,429

-13.2%

1,359

54,354

8.3%

EP-B公報
EP-B1+B2

－株式会社ワイゼル訳－

EPO データベース

大賞

データベースの対象範囲のマッピング
下記の地図は PI ニュース 2014 年第 3 号で公表されたもので、今は更新
されています。我々EPO のワールドワイドな書誌および権利状況データベ
ースの対象範囲を示し、2015 年 8 月 3 日の週に撮影したデータベースのス
ナップショットに基づいています。その濃淡はデータがどれくらい最新か
を示しています。

欧州発明大賞
2016 への
ノミネーション
2006 年に欧州特許庁によっ
て設立された、
欧州発明大賞
（Ｅ
ＩＡ）は、優れた発明者および
そのアイデアを称える、ヨーロ
ッパで最も権威のある革新的な
賞の一つです欧州特許庁は、
2016 年のノミネーション候補
者の送信を募集しています。
あらゆる国籍の、またあらゆ
る技術分野の発明者も自由にノ
ミネーション可能で、産業界、
研究機関、知財団体、大学だけ
でなく、一般公衆からのノミネ
ーションも受け付けます。発明
者は自身によるノミネーション
も可能です。
ヨーロッパ国籍を有する発明
者は、現在ヨーロッパ外にお住
まいでも、産業部門賞、中小企
業部門賞、研究機関部門賞、功
労部門賞の対象となります。加
えて、他の国籍を有する方のた
めの非ヨーロッパ諸国部門賞も
あります。
選考されるためには、
発明者は自身の発明について一
件以上のヨーロッパ特許を付与
されている必要があります。独
立した国際審査員国は、その発
明が大きな技術革新を成し遂
げ、社会に恩恵を与え、プラス
の経済効果を与え、および／ま
たは雇用を創出した、15 名のフ
ァイナリストを選出します。

データベースを利用する
と、EPO へデータを供給して
いるとして地図に表示されて
いない国々からの記録の部分
部分を目にすることがあるか
もしれません。そのような場
合、挙げられた特許がサーチ
レポートで引用されたか、他
の理由により、その部分部分
の記録がデータベースにある
可能性がありますが、定期的
な信頼性のあるデータの供給
が（今のところ）ないことを
意味します。

－株式会社ワイゼル訳－

EPO や WIPO などの地域国際機
関や、既に存在しない機関は表
示されません。
この地図によって、利用でき
るデータを地球的視野で迅速
に見ることができます。国、年
次、種別ごとによるより包括的
な対象範囲については、ウェブ
上、
http://www.epo.org/searching/d
ata/data/tables/weekly.html にて
入手できます。

1
2

権利状況の対象範囲
書誌データの対象範囲

マップ上の各色の説明
最新のデータが 6 か月未満の
もの
最新のデータが 6 か月以上 2
年未満のもの
データは利用可能だが完全ま
たは最新ではないもの

ノミネーションの期限は
2015 年 10 月 14 日です。EPO は
2016 年 4 月にファイナリストの
リストを発表し、受賞者は 2016
年 6 月 9 日に、ポルトガルのリ
スボンにおける授賞式にて発表
されます。
ノミネーションの提出方法に
関する必要な情報はすべて下記
にてご確認になれます。
www.epo.org/eia
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インド

インドの新しい特許全文検索システム
インド特許庁の旧 IPAIRS 検索システムでは、1912 年より後に公告された登録特許と
1995 年 1 月 1 日以降に出願された特許出願を検索することができました。しかし、検
索結果に完全明細書や原明細書が含まれている場合でも、IPAIRS では全文検索はでき
ませんでした。
2015 年 2 月末に、インド特許庁は、“Indian Patent Advanced
1
Search System（InPASS） ”（インド特許全文検索システム）と呼ば
れる新しい検索システムを開始しました 1。この新しい検索システム
により、完全明細書の全文検索を、PCT 公開番号を含む１４種類の
他の検索条件を組み合わせることが可能になり、IPAIRS ではこれま
で別々であった公開特許と登録特許の検索を統合的に行えるように
なりました。「公開」と「登録」の２種類のチェックボックスを利用して、
従来通り公開特許と登録特許を別々に検索することもできます。この
新しいシステムは、更にワイルドカード、トランケーションおよびブー
ル演算子もサポートしています。 InPASS と IPAIRS は現在のところ併
存していますが、IPAIRS は廃止される可能性が高いです。

“document view”での明細書の表示例

旧 IPAIRS に保存されているオンライン出願書類閲覧と審査報告書
に対するディープリンク
InPASS の検索フォーム

“pigment”をキーワードとして公開特許と登録特許を全文検索およ
び抄録検索した場合の、検索結果リストの例

ヨーロッパ特許庁の“East meets West フォ
ーラム”で産業界とインド特許庁が交流する
インド特許庁からの新しい InPASS 特許全文検索システムは、2015
年 4 月 23 日~24 日にウィーンで開催された“East meets West フォー
ラム”において多くの注目を集めました。その場で、InPASS 特許全文
検索システムは、カルカッタの特許庁の Dr. Susil Kumar Mitra 氏お
よび Dilip Kumar Chakrabarti 氏により紹介されました。インドの特許
情報に関する最新の動向も一緒に紹介されました。ここ数年と同様
に、産業界の代表者たちはアジアおよび他の地域からの特許情報
の専門家たちと意見を交換し、また自分らの要望を伝える機会を得
ました。
ヨーロッパ特許庁（ウィーン）のアジア特許情報チームは、インドの
特許情報におけるさらなる動きを注意深くモニタリングしています。イ
ンドおよびアジアの特許情報に関するご質問、コメント、ご意見がご
ざいましたら、asiainfo@epo.org までご連絡ください。

1) http://ipindiaservice.gov.in/publicsearch
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アジアからの特許情報

アジアからのニュース
中国特許庁のオンライン出願書類閲覧サービスを再開
中国特許庁は最近、"China Patent Inquiry System（中国特許照会
システム）" を再開し、IP5（5 大特許庁）の構成国（日本、韓国、
中国、米国、欧州）の出願書類閲覧機能を含めました。このシス
テ ム の 新 し い セ ク シ ョ ン で あ る "China and Global Patent
Examination Inquiry" では、任意の中国出願に対応する IP5 の構成
国の特許が掲載されており、リンクで日本、韓国、米国および欧
州特許庁に出願された対応出願にオンラインアクセスできます。
同システムのサイトにはさらに、特許料の支払いに関する情報が
英語で掲載されている新しいセクションもあります。本サービス
は、2010 年 2 月 10 日以降出願された中国特許、実用新案および意
匠出願をカバーしており、これらのデータは毎週更新されていま
す。"China and Global Patent Examination Inquiry"サービスは、
http://cpquery.sipo.gov.cn/ でご利用いただけます。
本システムをどのように利用するかを手順を追って説明する利
用説明書は、ヨーロッパ特許庁のアジア特許情報ウェブページ
（www.epo.org/searching/asian/china/search.html）からご利用いただ
けます。

J-PlatPat には、ヨーロッパ、米国、中国、韓国、イギリス、
ドイツ、フランス、スイスおよびカナダからの特許情報が含ま
れています。一方、FOPSIER（フォピサー）は、ロシア、オー
ストラリア、台湾からの特許および実用新案の公報を提供して
くれます。シンガポールとフィリピンからのデータは近いうち
に追加される予定です。
FOPSIER（フォピサー）には、www.foreignsearch.jpo.go.jp
らアクセス可能です。

か

注釈付きのスクリーンショットを含む詳細な説明は、経済産
業省（METI）の次のウェブサイトからご覧いただけます。
www.met i.go.jp/english/press/2015/0806_02.html
韓国特許法の最近の改正および近い将来の改正
2015 年 8 月 1 日現在、韓国特許法の改正により、分割出願を
提出するための追加の期間が出願人に与えられることになりま
した。以前は、分割出願は補正の期間または拒絶査定から 30 日
以内に限ってのみ許可されていました。この改正は、特許査定
から３カ月までに分割出願が可能であることを意味します。
韓国特許庁（KIPO）はまた、特許法の包括的改正が 2016 年ま
たは 2017 年に有効になると予測していると発表しました。
計画されている改正の一つは、審査請求の提出期間が、出願
日から 5 年以内から 3 年以内に短縮されることです。これによ
り、韓国の規定が日本と中国の規定に合されることになります。

台湾での実態審査繰延に対する新たな規定
2015 年 4 月 1 日から、台湾特許庁（TIPO）は、発明特許出願に
おける実体審査の繰延に対する新たな規定を設けました。以前は、
発明特許出願の実体審査を請求する期限は出願日から 3 年でした。
新しい規定の下では、出願人は、実体審査請求書の提出からいつ
でも実体審査の繰延請求をすることが可能です。但し、出願日か
ら３年を超えてはなりません。実体審査の繰延を請求する場合、
出願人は台湾特許庁に、
「実体審査を開始する日」を指定しなけれ
ばなりません。請求に追加料金はかかりません。実体審査の繰延
はその特許出願の公開日に影響を及ぼしません。

別の規定は、特許審査官による「職権再審査制度」です。現
在、審査官は、特許査定以降の手続きに対し影響を及ぼすこと
はありません。しかし、改正法の下では、審査官が拒絶理由を
見つけた場合、自身の元の特許査定を取り消し、当該出願に対
し職権による再審査を開始することが可能になります。その他
の改正としては、特許無効審判において審決の前に、特許権者
に通知し、期間を定めて訂正書提出の機会を与えること；無効
審判の係属中に訂正審判を請求する場合の新しい規定；および
冒認出願の場合に正当な権利者へ特許/実用新案を移転するこ
と、などがあります。

既に拒絶理由通知または特許査定がなされている場合、既に分
割出願が提出されているか、あるいは第三者によって既に実体審
査請求が提出されている場合は、実体審査の繰延はできません。
また、加速審査プログラムまたは特許審査ハイウェイを通じての
早期審査を申請している場合も、実体審査繰延請求はできません。

韓国特許庁はまた、以前 2007 年に廃止した「付与後異議申立
制度」を再導入する計画です。改正案では、この制度は「特許
取消申請制度」と呼ばれ、その手続きは以前の異議申立制度と
非常に類似しています。付与された特許および実用新案の特許
権の設定登録があった日から６カ月以内に、誰でも韓国特許審
判院に取消申請をすることが可能になります。いずれの当事者
も、特許法院での決定に対して上告することができます。した
がって韓国は、2015 年 4 月に付与後異議申立制度を再導入した
日本に続くことになります。

詳細は TIPO のウェブサイト、
www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=545331&ctNode=7127&mp=1 （中国語
のみ）でご覧いただけます。
日本‐外国特許情報検索のための新たな国内プラットフォーム
2015 年３月に J-PlatPat を開始してから、日本特許庁は 2015 年 8
月 7 日にまた別の検索システムを開始しました。
「外国特許情報サ
ービス（FOPSIER）」です。この外国特許情報サービスを利用すれ
ば、日本国内の利用者が外国の特許情報を無料かつ日本語で検索
することが可能です。このサービスはまた日本語への機械翻訳も
提供します。

－株式会社ワイゼル訳－

改正予定の韓国特許法の詳細は以下のサイトからご覧いただ
けます。www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.ip_info.amend_law.
BoardApp&board_id=amend_law&catmenu=m02_02_02.
アジアの特許情報に関するその他のニュースは EPO ウェブサ
イトの www.epo.org/asia “Updates”セクションをご覧ください。
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その他のニュース

EPO 特許情報会議 2015
参加登録は、
2015 年 9 月 25 日
に終了します。
EPO 特許情報会議の参加登
録は 9 月 25 日に終了します。
11 月 10～12 日にコペンハ
ーゲン中心部にある DGI-byen
1
会議センター で開催される
EPO 特許情報会議は、欧州に
おいて今年最大の特許情報専
門家の集会になりそうです。
プログラムは以下の通りで
す。
- 欧州特許情報の最新の動向
に焦点を当て、「次は何か」
を問う
- 特許統計学と特許分析に関
する主要分科会
- 特定の問題についての徹底
的な意見交換のための討議
ラウンド
- EPO の権利状況、アジアから
のニュース、特許解析論、共
通引用文献およびパテント
ファミリーなどのテーマに

関し、11 月 9、12 日に研修
- 経験豊かなサーチャーからの
実用的なヒントがある通常の
プレゼンテーション
とりわけ、EPO 特許情報会議
は、特許サーチャー、特許庁職
員、そして商業的な特許情報の
プロバイダーが、一堂に会して
意見や経験を交換するイベン
ト、IP 専門家のための会議の場
であります。
参加登録の締切、9 月 25 日を
お見逃しなく！

East meets
West Forum
2016 年 4 月 21、22 日、
ウィーン
アジア特許情報に関する
EPO の年次フォーラム、East
meets West が、2016 年 4 月 21、
22 日にウィーンでおこなわれ
ます。4 月 20 日に会議前研修
講座を開催します。
昨年のイベントについての
情報は下記でご覧いただけま
す。
www.epo.org/emw2015

このイベントのより詳しい情
報および参加登録は、下記にア
クセスしてください。
www.epo.org/pi-conference

意思決定者のための IP 統計学会議
2015 年 11 月 3、4 日、ウィーン るのは、技術革新、無形資産、
参加登録は今すぐに！
産学連携、企業の原動力、そし
て科学技術関連の課題を取り扱
「意思決定者のための IP 統計
う、意思決定者、学者、アナリ
学」は、意思決定プロセスにお
スト、弁護士およびその他の専
ける IPR(知的財産権)分析に関す
門家です。
る 世界的 に主要 なイベ ントで
す。今年は 11 月 3、4 日にウィ
メインプログラムに加え、
ーンで開催されます。
EPO は PATSTAT ユーザの日およ
び講習会を 2015 年 11 月 2 日に
参加登録は、2015 年 9 月 25
開催します。
日に終了します。
このイベントが対象としてい

www.epo.org/ipsdm

www.epo.org
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