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PATSTAT Online: a new member of the patent information services for experts family 
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PATSTAT オンライン：エキスパート向け 

特許情報サービスファミリーの新商品 
 

PATSTAT オンラインは、EPOの特許統計データベースである PATSTATにて 

問い合わせおよび統計分析が可能な新しいウェブベースのインターフェースです。 

PATSTAT オンラインを使用して、分析結果を視覚化し（図 1参照）、さらに 

オフラインで使用するために結果セットをダウンロード可能です。 
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図１：1995 年から 2012 年にかけてのナノバイオテクノロジー／ナノメディシン分野

における上位出願人の経時的出願傾向を視覚化した図。図は PATSTAT オンラインの内

蔵チャートを利用して作成。 

作感により、書誌的およびリ

ーガルステータスデータベー

スについて問い合わせ、結果

セットをダウンロードし、デ

ータを視覚化することが可能

です。 

 

 PISE （エキスパート向け特

許情報サービス）の名称で現

在利用可能なツールには、ヨ

ーロッパ特許出願および明細

書、ヨーロッパ特許公報およ

び Global Patent Index（表 1

参照）が含まれます。 

 

 生データ形式の PATSTAT商 

 PATSTATオンラインは、エキ

スパート向け特許情報サービ

スファミリーの新商品です。

このエキスパート向け特許情

報サービスは、過去数年間に

わたって開発されてきたもの

で、上級特許サーチおよび特

許情報用の書誌的およびリー

ガルステータス特許データへ

のアクセスを可能にする一連

のウェブベースツールです。

www.epo.org/piseの中央のエ

ントリポータルから、これら

のツールを使用することがで

きます。これらのツールに共

通する操作画面の見た目や操 

 

品ラインとは異なり、

PATSTATオンラインにより、

最初にデータをローカルデー

タベース管理システムにアッ

プロードすることなく

PATSTATデータベースにアク

セスし、それから、データを

扱うことができます。 

 

 高度な特許統計の特異なデ

ータ源である、PATSTAT商品

ラインのデータベースは、特

許情報および統計の分野にお

いて標準となっています。 
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 新サービス 
 

 

特許サーチをご自身の携帯電話で 
 

 

 
表 1：エキスパート向け EPO特許情報サービスデータベースの概要 

 

 

商品名 
 

商品内容 
 

更新頻度 
 ヨーロッパ特許出願 

および明細書 

 

‐公開されたヨーロッパ特許文献の書誌的および全文データの検索 

‐ヨーロッパ出願およびヨーロッパ特許の全文検索は EPOサービスだけ 

 

毎週 

 

ヨーロッパ特許公報 

 

‐全ヨーロッパ特許出願の書誌的および手続きデータへのアクセス 

‐選択されたヨーロッパ出願および登録特許の確認および経過追跡に適

する 

 

毎週 

 

Global Patent 
Index 

‐世界特許データ検索用の EPOの先進ツール 

‐書誌的およびリーガルステータスデータに基づいて特許文献を検索 

毎週 

 

PATSTAT オンライン 

 

‐PATSTAT商品ラインのデータベースへのインターフェース 

‐問い合わせおよび統計分析の実施 

‐データの視覚化および結果セットのダウンロード 

年に 2回 

 

 
 

１ページの続き 

 

これらのデータベースは、１億

件近くにも上る特許文献の付加

価値のある書誌的特許データを

世界中の特許庁のうちの 90%を

上回るところから提供します。

これらのデータベースは、世界

中の 40か国を上回る各国のリ

ーガルステータスデータ、およ

び European Patent Register

からの書誌的、法的および手続

き関連のデータを網羅していま

す。現在、PATSTATオンライン

を使用することで、PATSTATの

世界中の書誌的およびリーガル

ステータス特許データへのアク

セスが可能です。これに続い

て、間もなく European Patent 

Registerデータへのアクセスが

可能になると思われます。 
 

 PATSTATオンラインは、強力

なハードウェアプラットフォー

ム上で動作し、加えて新しいデ

ータベース管理システムからの

利益を受け、高い処理速度およ

び信頼性を保証します。 

 

 EPOは、そのユーザとさらに

協議して PATSTATオンラインを

さらに発展させ、より一層使い

やすいものにしていきます。 

 

パイプラインにおいて既に実施

された改善の一つは、アクセス

障壁を下げる簡単な形式をベー

スとしたユーザインターフェー

スで、より多くのユーザが

PATSTATに以前よりも使いやす

さを感じ、特許情報および統計

のメリットを利用できるように

なっています。 

 PATSTATオンラインの詳細

は、PATSTAT商品ラインおよび

エキスパート向け特許情報サー

ビスの

patentinformaiton@epo.or に

メールでご連絡ください。 

 

 EPOは Espacenetおよび

European Patent Registerのモ

バイル版を小型スクリーン用に

最適化されたウェブサイト

m.epo.orgに追加しましたの

で、ご自身のスマートフォンを

利用して、世界最大の技術情報

無料収集データである EPOのデ

ータベース内で特許サーチが移

動中にできるようになりまし

た。 

 

 2014年に開始した携帯ウェブ

サイトは、移動中のユーザが必

要とするサービスおよび情報を

中心にしています。 
 

 特許サーチを含めたことで、

ユーザからの重要な要求を満た

しています。最近のオンライン

調査では、ユーザの 70%近くが 

Espacenetのモバイル版が欲し 

いと述べ、また約 60％が、

European Patent Registerを携

帯サイトに追加して欲しいと述 

べました。 

 
 モバイル版で実際に検索した

結果からしますと、モバイル版

はデスクトップ版に似ています

が、よりコンパクトで、効率化

されています。モバイル版は、

「スマートサーチ」のように機

能する基本的サーチと、条件の

組み合わせが可能である高度な

サーチが可能です。 

 

 いくつか制限があり、現在の

ところ、検索結果を 100件まで

しか表示できませんが、それを

上回る検索結果がある場合には

その旨わかるようにシステムが

構築されており、最も関連する

ものを検索するためにクエリー

の絞り込みができます。一日に

ダウンロードできるデータ量 

は、デスクトップ版と同じレベ 

ルに制限されています。 
  
携帯ウェブサイトに関するご意

見またはご提案がございました

ら、website@epo.orgへメール

でご連絡ください。 
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 論説 
 

 

特許情報進展の年 
特許情報にとってすばらしい年であったとして、2015 年が歴史に残るのは 

明らかです。2014 年の中国、日本および韓国からのデータ収集に大きな 

進展が成し遂げられたことを祝った後、データの統合時期を迎えることを 

期待していました。その期待以上の結果となりました。 
 

 

 
 

 

 特許審査手続き 
 

 

EPO はその調査方法を試験的に公開 
 

 

 

 

 PIニュース前号でお伝えし

たように、グローバル・ドシエ

は、既に特許情報ユーザにとっ

て数百ユーロもの節約となって

おり、５大特許庁のファイルへ

の直接アクセスをユーザに提供

しています。我々の Federated 

Register（統合欧州特許登録デ

ータベース）は、ヨーロッパ特

許の登録後の経緯を確認する必

要のある人々のための時間とお

金を節約するサービスとして同

様の将来性を示しています。 

 特許分析の分野では、特許情

報業界の意識が高まってきまし

た。新たに立ち上げた PATSTAT

オンラインツールにより、幅広

い対象データに対処するととも

に、今まで以上により多くの

人々に特許統計を開放できるよ

うになります。 

 

 8ページでご紹介している

Espacenetの全文検索は、近年

で最大の Espacenetの進展の一

つを象徴しています。そして、

我々の新しいモバイル機器向け 

 

特許検索サービスにも、多くの

称賛を寄せられています。 

 

 ウィーンの EPOで私が率いて

いる特許情報チームが 2015年

にこのような素晴らしい進歩を

立ち上げることができたことを

誇りに思います。ユーザの皆様

が求めているツールを開発する

ために我々が必要とするフィー

ドバックをお寄せいただき誠に

ありがとうございます。 

 
Richard Flammer  
特許情報及びヨーロッパ  

特許アカデミー主席部長 

 

 2015年 11月 1日、EPOは、

あるプロジェクトを開始しまし

た。プロジェクトでは、限られ

た試験期間中、審査官が実施す

る調査に関する追加情報が提供

されます。 

 

 EPOは、PCTおよび EP手続き

において EPOによって作成され

る全調査報告書に添付される

「調査方法に関する情報」とい

う新たなシートの形で、この新

しい情報を提供します。 

 

 情報シートには、以下に関す

る詳細が記載されています。 

‐審査官が先行技術の調査で 

使用したデータベース 

‐調査範囲を定義する分類記号

（例えば、IPCおよび／または 

CPC分類） 

‐調査において使用された 

キーワード 

‐関連する先行技術の調査に 

使用されたその他の手段 

 

記載されている情報の種類は、

試験段階中に変わる場合があり

ます。 

 ヨーロッパ出願について実施

された調査に関して、その情報

シートは、European Patent 

Register内の“All documents” 

メニュー項目から一般に公開さ

れています。PCT手続きにおいて

実施された調査に関して、その

情報シートは、WIPOの

PATENTSCOPE上のファイル閲覧か

らご覧いただけます。情報シー

トは、各特許庁によって公開さ

れている調査報告書関連書類の

一部にはなりません。 

 

 この情報シートが出願人およ

び第三者に有用であるかどう

か、どの程度まで有用であるか

を試験的に確認します。情報シ

ートの試験的な公開は、2015年

11月 1日に開始し、2016年 12

月 31日に終了の予定です。これ

により、透明性が向上するだけ

でなく、EPOが特定の出願の調査

をどのように実施しているか、

さらに、時がたつにつれて、EPO

が通常その調査業務にどのよう

に取り組んでいるかを公に理解 

していただくのに役立つことを期

待します。 

 

 試験段階の終了時点で、EPOは

試験プログラムの結果を評価し、

このプログラムを 2017年に完全

に実施すべきかどうか、どのよう

に実施すべきかを判断します。必

要であれば、試験的プログラムが

延長される場合もあります。 
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   ESPACENET 
 

 

  Espacenet で関連特許を検索する 
特許サーチャーは、パテントファミリー内の様々な特許を見つけるのに苦労することはめったにありませんが、 

何か別の点で関連している特許文献についてはどうでしょうか？ ベルリンの EPO審査官である Alain Materne氏と 

Gershom Sleightholme 氏による EPO 特許情報会議でのプレゼンテーションにおいて、この問題が検討されました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
表 2：表 1に示されている一群の出願内で更に文献を検索するためのサーチ 

 
 
サーチ                    検索結果件数 注 

 
 
 

出願人= SONYおよび優先権日=198904 626 単に優先権日1989年4月で出願人をSONYとして検索した場

合、検索結果件数が多すぎる。 
 

出願人= SONYおよび優先権日=198904および 
出願日=199004 

 

179 出願日（1990年4月）を追加して検索した場合でも、ヒット

件数が多すぎ、関連性のない発明も多数。 
 

出願人= SONYおよび優先権日=19890427 
 

121 優先権日を正確な日付（1989年4月27日）で検索した
場合、件数は減るが十分ではない。 

出願人= SONYおよび優先権日=19890427および

IPC=G06TまたはH04N 
 

87 分類記号を追加して検索した場合、検索結果件数は減るが、

関連性のない特許がまだ存在する。 

 
出願人= SONYおよび優先権日=19890427および

IPC=G06TまたはH04Nおよび発明者=Gillard 
 

9 一人の発明者名を追加して検索した場合、件数はさらに減る

が、一群における特許のうちヒットしないものがある（全発

明者名で検索すれば、おそらくより効率的）。 

 出願人= SONYおよび優先権日=19890427および 
出願日=19900411 

 

14 優先権日および出願日を正確な日付（1989年4月27日および

1990年4月27日）に設定して検索した場合、関連する出願文

献がヒットした。 

  
 

 
表 1：優先権で関連付けられていない一群の出願 14件 

 
公報番号        出願人        優先権番号 

 
 
 
 
  

EP395263 Sony GB198900009643 
EP395264 Sony GB198900009644 
… … … 
EP395276 Sony GB198900009656 

 
 

 1883年のパリ条約は、「優先

権」の思想を特許制度に導入し

ました。基本的に、ある加盟国

において発明に関して特許出願

をおこなう場合、親出願の優先

権を主張して、他の加盟国で同

じ発明に関して特許出願するの

に 1年の猶予期間があります。

同じ発明に関して、優先権出願

日より後に他の特許出願がおこ

なわれても、発明者が自身の特

許取得を妨げられないことをこ

の制度は保証しています。 

 

 優先権の概念のプラスの副次

的効果としては、同じ優先権番

号を主張する複数の特許出願

が、その優先権番号によって互

いに関連付けられ得るというこ

とが挙げられます。これは、い

わゆるパテントファミリーとし

て知られているものをまとめる

古い方法であり、多くの特許サ

ーチャーによく知られているも

のです。 

 

 しかし、一人の出願人が、関

連する発明に関して複数の特許

出願をおこなうが、共通の優先

権を主張しないことが起こる可 

能性もあります。表１はそのよ

うな例の一つを示し、出願人が

一群の特許出願において、新技

術の様々な特徴に関して権利保

護をねらっていました。 

 

 Alain Materne氏と Gershom 

Sleightholme氏は、このような

事例を特定する方法を提案しま

した。関連する主題に関する一

群の特許出願は、同じ出願人に

よっておこなわれ、同時期また

は立て続けに行われる傾向にあ

ることに両氏は気付きました。

一人以上の発明者が同一である

ことが多くみられます。したが

って、コツは単純に、これらの

特許出願が共通して有する可能

性があるデータ項目を検索する

ことです。一般的に、通常の特 

 

許サーチの際に非常に似た特許

出願に出くわすことが多いで 

しょう。これは、一群の特許出

願には、このような文献がより

多く存在すること、そして、そ

れらを検索するためにサーチを

拡大する価値があるというサイ

ンにもなり得るでしょう。 

 

 一群の特許文献を検索するの

に Espacenet（Advanced 

search）で使用し得る検索コマ

ンドのいくつかを表 2に示しま

す。この場合、優先権日および

出願日を組み合わせると、正し

い結果が得られます。時には、

そのような優先権日と出願日だ

けの検索式では、関連性のない

特許を拾うことなく、関連性の

ある特許がすべて上がってくる 

ようにならないこともあるで 

しょう。最終的には、何らかの

形でマニュアルよる選別を用い

て関連特許のリストを仕上げる

必要があるかもしれません。 

 

EPOからのヒント‐優先権日に

関するサーチに「優先権番号」

のフィールドを使用 

 Espacenetは、優先権日に関

するサーチ手段を正式には提供

していません。しかし、その目

的のために「優先権番号」 

フィールドをご利用いただけま

す。これは「出願番号」フィー

ルドでも同じで、「出願番号」

を使用して、出願日の検索が可

能です。最初に年を、それか

ら、月、日の順で入力すること

をお忘れなく（例えば、27 

April 1989の場合、19890427

と入力してください）。ご希望

の場合、出願人の出願件数規模

に応じて、年（例えば、1989）

のみ、または月（例えば、

April 1989の場合、198904と

入力）のみ検索することもでき

ます。上記のプレゼンテーショ

ンの全内容は、

www.epo.org/pi-conference  

からご覧いただけます。 

 

http://www.epo.org/pi-conference
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  先行技術調査 
 

審査官のアドバイス：調査表を作成する! 
  今年 11月にコペンハーゲンで開催された EPO 特許情報会議で高く評価されたプレゼンテーションにおいて、EPO の審査官

Emmeline Marttin 氏は、調査方法を発展させる調査表の使用方法を説明しました。 

 

 
 

 

図 1 
 

 
 

 

 
 

 HCTZ 2nd drug bilayer Tablet   3D printing   
Keywords hydrochloro- 

thiazide, 
HCTZ 

combination bilayer, 
bi layer, 
multilayer 

tablet 3D, three 

dimension 

CPC A61K31/549 A61K9/209 A61K9/2095 
A61J3/00 

 

Concept HCTZ 2nd drug Bilayer Tablet 3D printing 

Keywords hydrochloro- 
thiazide, HCTZ 

combination bilayer, 
bi layer, 

multilayer 

tablet 3D, three 
dimension 

 

 特許審査官は、先行技術調査、および請求項に係る発明の特許

性を明らかにする文献の検索のエキスパートです。彼らの常套手

段は、「調査表」を作成することで、調査を開始します。EPO特

許情報会議での講演の際、Emmeline Marttin氏は、調査表の目的

は、皆さんが検索したい発明を構成する主要概念を収集すること

であると述べました。 

 

 プレゼンテーションにおいて、Emmelineは、ヒドロクロロチア

ジドの第 1層と第 2の活性薬剤を含む第 2層とから成る 2層錠剤

の例を説明しました。その錠剤は 3D印刷を利用して製造されまし

た。これに基づいて、彼女は、自身の調査表にいくつかのキーワ

ードを入れました（表 1）。 

 

 次のステップは、各概念の調査に使用可能な特許分類記号を探

すことでした。通常、この目的には、共同特許分類（CPC）を使用

することを Emmelineはお勧めしています。Espacenet内でこれを

実施する方法が二通りありますと彼女は言いました。すなわち、 

‐キーワードで検索し、検索された文献中の分類記号を確認 

すること。 

‐Espacenetにおいて「分類サーチ」機能を使用すること。 

 

 これら 2つのオプションうち一つ目の方法がより効率的である

ことが分かったと彼女は述べました。例えば、“bilayer”および

“tablet”を検索すると、その結果の中に CPC記号 A61K9/209が

頻繁に現れることが直ぐ分かりました（図 1参照）。そして実際

に、A61K9/209は、「・・・少なくとも 2層の薬剤を含有する」

錠剤の分類記号です。 

 

 サーチャーとして、皆さんはこのような方法で実施し、調査表

が極力完全になるまで、各キーワードに対する CPC記号を特定し

なければなりません。次に、どの概念がご自身のサーチにとって

より重要であるかを決定し、概念に優先順位をつけなければなり

ません。例示のサーチでは、3D印刷の概念は、検索すべき発明の

製品クレームの基本的な構成ではなかったので、それほど重要で

はありませんでした（表 2）。 

サーチ方法の次のステップは、サーチを実施することです。各

概念にキーワードまたは分類記号の両方ではなく、どちらか一方

だけを使用して検索しなければなりません。このアプローチによ

り、一連のサーチが、異なる検索結果を有するという結果になり

ます（表 3参照）。 

 

 

 
Search Strategy Hits 

1 A61K31/549 AND A61K9/209 19 

2 (hydrochlorothiazid* OR hydrochlorthiazid* 
OR HCTZ) AND A61K9/209 

15 

3 A61K31/549 AND (bilayer* OR multilayer*) 5 

4 (hydrochlorothiazid* OR hydrochlorthiazid* OR 
HCTZ) AND (bilayer* OR multilayer*) 

8 

Total documents  37 

 

 文献の合計数は、文献の中には 2回以上ヒットしたものがあ

るので、個別のサーチの合計よりも少なくなっています。最終

的な文献数 37件は、サーチャーがマニュアルで確認するのに適

当な数です。 

 

 続けて Emmelineは、最初の概念にふさわしい文献が見つかっ

て、細部を部分的により深く掘り下げて調べる必要がある場合

に、どのようにそのサーチを絞るべきか説明しました。このサ

ーチでは、3D印刷に焦点が置かれました。この特徴が自明であ

るか（つまり、進歩性をそなえているかどうか）を評価するた

め、薬剤の 0次放出（一定速度での放出）が達成されるべき 3D

印刷利用の理由に焦点を置く必要があり、3D印刷と組み合わせ

た状態での効果について先行技術を対象に調査する必要があり

ました。 

 

 上記のプレゼンテーションの全内容は、 

www.epo.org/pi-conference からご覧いただけます。 
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イベント 

EPO 特許情報会議で特集されたさまざまなトピック 
イベントの歴史において最も大がかりなプログラムの一つに関連して、11 月 10 日から 12 日にかけてコペンハーゲンで 

開催された今年の EPO 特許情報会議では、特許情報がいかに変化に富み、複雑になってきているかが示されました。 

そして、その根幹にあるのは、品質が最も重要な要素であるということで、ユーザや供給者が一様に何を求めているかが

明らかにされました。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「EPO は、高品質で世界をリードする特許情報を 

約束します。」 

EPO 長官 Benoit Battistelli 

 EPO特許情報会議における歓迎挨拶で Benoit Battistelli長

官は、特許情報は、技術または法律情報源としての伝統的な使用

の域を越えて拡大し続けていると述べました。信頼性のある IP

統計は、ビジネスおよびテクノロジーにおける最新の傾向を把握

するのに役立ち、そして質の高い IP情報は、革新および経済を

推進することができると長官は述べました。 

 

 EPOは PATSTATオンラインを開始して、統計に関する EPOの世

界的特許データベースへの直接的なアクセスを提供するととも

に、自分自身で PATSTATデータベースを格納するために自由に使

える技術的手段を持っていない特許サーチャーおよびその他の

IPエキスパートなど、新たなターゲット集団に特許分析を開放

することを Battistelli長官は発表しました。長官の歓迎挨拶に

続いておこなわれ、特許分析が特許情報の場でいかに急速に注目

を集めてきているか明らかにした幾多のプレゼンテーションにお

いて、長官の発言は反響を呼んでいました。 

 今日、特許サーチャーは、特許分析を実施するという難題をこ

なし、そして有意義な結果を得ていることを役員の Steve Royle

氏は実例により説明しました。学んだ一つの教訓は、分析結果を

添えて送付するメッセージは、まさにどのようにその結果を表現

するかによって、大きく変わり得るということであったと Royle

氏は述べました。これについて、彼は、アストラゼネカ社の PCT

国際特許出願を示す 2つのグラフを用いて説明しました。両グラ

フは、同じデータを使用して作成されておりますが、一方のグラ

フから、米国出願が近年どのように全出願件数の大半を占め始め

たかということが分かり、もう一方のグラフから、出願件数のピ

ークは 2010年であったことが浮き彫りになりました。 

 
特許情報会議 2015で 

出席者に挨拶をする EPO長官

Benoit Battistelli 

 

同じデータ（アストラゼネカ社の PCT出願）に基づいている

異なる 2つのグラフから、全く異なる結論を導き出すことが

できます。 

 
 会議の中で最も評価を受けた発表の一つにおいて、Magister

社の Stephen Adams氏は、Steve Royle氏のプレゼンテーショ 

ンを補足し、グラフや画像を啓発的にとらえ、グラフや画像がコ

ミュニケーション全般にいかに重要であるかということを説明し

ました。 

 

 特許分析に使用されるデータの改善がどの程度まで実施されて

いるかを示したプレゼンテーションでは、ルーバン大学（KUL）

の Julie Callaert氏は、出願人名の統一化について話ました。

彼女は、上位特許出願人のデータセットに関し、PATSTAT内の異

なる特許出願人名の数を 115,000から 2,500に減らすことが

（98%削減!）可能であったことを明らかにしました。非常に多く

の特許分析が、信頼および再現可能な方法でそれぞれの出願人名

義の特許をまとめることがユーザにできるか否かにかかっている

ので、この事実は、非常に重要であると彼女は述べました。 
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「私個人的には、EPO特許情報会議は、自分の疑問の 

大半に対する答えがいつも見つかる場です。」 

 
会議報告者 Birgit Binjung 

 

 

「IP 市場の改善の障壁は、認められた方法または基準、 

それらの内容または一貫性が欠如していることでは 

なく、方法や基準はあっても、それらの結果への 

信頼がほとんどないという事実が広く知られていない 

点にあります。」 
知的所有権の妥当性評価に関するエキスパートグループ 
2013年 11月 29日付最終報告書 

ダークデータ」および認知 

コンピューティング 
 

主要な講演者 Steve Boyerによる今後の特許調査に 

おける予測分析性 

 
特許分析 

 

PATSTATオンラインの開始、分析結果の提示方法が認

識にどのような影響を及ぼすか、出願人名統一化、 

地域ごとの分析 

 
特許所有権 

 

特許所有権データの標準化 

 CPC エキスパート用全ニュースについての要点説明 

 特許情報 

プロフェッショナルの今後 

 

特許情報プロフェッショナルの認定の導入に関する 

主要ニュース 

 
European Patent Register

およびグローバル・ドシエ 

 

欧州統一特許に向けた Registerの準備、 

グローバル・ドシエの開発への提案 

 

Espacenet による検索の 

ためのヒント 

 

関連特許の特定、調査表の構築 
 

特許モニタリング 

 

新しい刊行物の量の急増にかかわらず絶えず 

最新情報を提供すること 

 
特許評価 

 

企業戦略における特許評価の重要性の高まり 

 

 

 分析結果の再現性は、品質に貢献する要因の一つであり、そし

て、EPOチームのプレゼンテーションの裏側にあるメッセージで

した。最新の進展情報のお知らせに加え、ユーザが EPOのデータ

およびサービスについて必要としている情報を確実に入手できる

ようにするために、EPOが取り組んでいる業務についても発表さ

れました。 

 

 欧州統一特許の導入の兆しが見えてきた中、Marjolaine 

Thulin氏は、European Patent Registerに焦点を置いて講演し

ました。来る数年間のうちに、ヨーロッパ特許が存続しているか

どうかをユーザが確実に追跡できることが重要になってくるだろ

うと彼女は強調しました。彼女は、特許が欧州統一特許の効力を

受けるかどうか、そして、どの国がその対象となるかを示しなが

ら、自身の夢のインターフェースの模型を発表しました。欧州統

一特許の効力を受けない特許に関し、彼女は、その特許権者が欧

州統一特許裁判所を選択するかしないかを知る必要がありまし

た。 

 Big Innovation Centre の Birgitte Andersen氏による重要な

スピーチから始まった一連のプレゼンテーションでは特許評価に

ついて取り上げられ、3名の専門家による講演でも続いて取り上

げられました。Peter Kaldos氏は、知的所有権の妥当性評価に

関する欧州委員会のエキスパートグループによる報告を発表し、

IP市場の改善時期が到来したと結論付けました。デンマーク特

許商標庁の新たな取り組みである IPMarketPlaceは、この点にお

いて適切な方向へ確実な一歩を踏み出しました。コペンハーゲン

大学の Karin Beukel氏は、特許戦略が企業内の全体的な評価戦

略の一部であることが必要であることを確認した大規模な調査に

ついて報告しました。「『戦略的思考』は、中核的 IP能力（特

許出願または契約書を作成するスキルとは正反対のスキルである

可能性が非常に高い）である」と彼女は述べました。 

 

 最終的に会議のハイライトの一つは、コンピューティングと、

検索技術がどのように発展しているかに関する Steve Boyer氏に

よる重要なスピーチでした。カリフォルニア州にある IBMの

Almadenリサーチセンターで働く Steve Boyer氏は、インターネ

ット上の最初の無料特許検索サービスの一つである、1990年代

の IBMの特許サーバーの基礎を築いて以来ずっと特許情報分野の

第一人者です。今年の会議でのプレゼンテーションは、彼が「ダ

ークデータ」と呼ぶものを可視化および実用化することに注目し

ていました。彼は、認知コンピューティングおよび機械による概

念の文脈的学習の概念を紹介しました。彼は、よりオープンで高

品質なデータ、好ましくは情報源から直接得るデータについて協

力を求めました。そのような協力により、コンピュータシステム

が、世界中のデータから新たな見識および予測分析性を導き出せ

るようになることを彼は望んでいます。 

 

 EPO特許情報会議の詳細、さらにプレゼンテーションおよび討

論円卓報告のダウンロードについては、 

www.epo.org/pi-conference をご覧ください。 
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商品ニュース 
 

全文検索および Espacenetへの安全な 

アクセス 
 2016年の第１四半期に Espacenet上で 2つの重要な機能、すなわち全文検索および 

安全なアクセスが開始されます。 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
new search commands for full-text searching in Smart search on Espacenet 

Command    meaning Example 

ftxt = retrieves keywords found anywhere 
in the document 

ftxt = tetracyclin 

desc = retrieves keywords found in the 
description section of documents 

desc = laser 

claims = retrieves keywords found in the claims claims = volcanic 
 
 

全文検索 

 2016年の第 1四半期から、

EPOの英語、フランス語、およ

びドイツ語の全文データにおけ

る検索が Espacenet上で可能と

なります。これらの言語でコン

ピュータ読み取り可能なバージ

ョンを EPOが保有している全特

許文献の全体の内容が検索でき

るようになります。一度には 1

言語によるデータベースの検索

のみ可能となります。 

 

 ユーザのリクエストへの直接

的な応答である、この新しい機

能は、サーチャーらに調査にお

いて関連文献を検索する新たな

方法を提供するようになり、そ

して、これは近年における

Espacenetの最も重要な改善の

一つです。 

 

 全文検索を実施するため、ド

ロップダウン・メニュー内の

Worldwide EN（または FRもし

くは DE）データベースを選択し

なければなりません。これによ

り、自動的に全文検索画面が表

示されます。 

 

 

 全文検索画面には、Advanced 

searchオプションのユーザに馴

染みのある検索フィールドの大

部分が含まれますが、タイトル

フィールドおよびタイトルまた

は要約フィールドの代わりに、

新しいキーワード・フィールド

があります。 

 
 この検索フィールドでは、選

択した言語でのキーワード入力

が可能です。Worldwide EN（ま

たは FRもしくは DE）データ 

  

 

ベース内で検索する際、キーワ

ードを入力しなければなりませ

ん。入力しないと、検索結果に

多くのノイズが含まれてしまい

ます。もちろん、ユーザには、

発明者名、出願人等、その他の

検索項目で検索を高めるオプシ

ョンがあります。 
 

 Smart search画面は、フィー

ルド識別子 ftxt =（文書全体に

おける検索用）、desc =（明細

書内のみでの検索用）または

claims =（クレーム内のみでの 

検索用）を用いて、3つの公用

語のうちの 1言語による全文検

索を提供します。 

 

 英語、フランス語、およびド

イツ語のデータ内で全文検索を

実施する能力は、単なるスター

トです。更に全文言語データが

利用可能となってアップロード

されるのに伴い、今後 EPOは他

の全文検索オプションを追加し

ていきます。 

 

 

安全なアクセス 

 

 EPOは Espacenetへの全アク

セスに安全な“https://”プロ

トコルを間もなく採用するの

で、Espacenet内で調査をモニ

タリングしている他のユーザを

懸念している人においては、よ

り安心感が高まることになりま

す。これにより、Espacenetの

ウェブページ上を閲覧している

際にユーザが何をおこなってい

るかについて第三者による監視

を防止します。 

 

 “https://”プロトコルは、

ユーザの皆さんが使用している

サイトおよびそれが依存するい

かなるウェブサーバーも認証済

であって、皆さんが認証済であ

ると信じているサイトに間違い

ないことを意味しています。 

ユーザと Espacenetとの間で交

換された全データは暗号化され

ます。これにより、ユーザと

Espacenetとの間の情報のやり

とりについて第三者による傍受

を防止します。“https://”プ

ロトコルは、ユーザの

Espacenetサービスとの通信を

誰も傍受または改ざんできない

ことを保証します。 

 

 多くの特許調査は、機密保持

が確保された環境において実施

すべきであることを EPOは認識

しています。したがって、この

Espacenetへの安全な新アクセ

ス方法は多くのユーザに安心を

もたらすでしょう。 

 

 Espacenetの新バージョンに

は、共通引用文献（CCD）およ

び CPCコンビセットを検索する

オプションへの追加アクセスポ

イントも含まれます。 
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イベント 
 

 

IP統計の力 
 2015年 11月 3日および 4 日ウィーン開催の意思決定者のための IP 統計学会議 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 約 200名のエキスパートらが

11月初めにウィーンに集まり、

IP統計に基づいた最新の政策お

よびビジネス関連の事跡につい

て議論しました。今年 EPOと経

済開発協力機構（OECD）によっ

て共催された年次会議は、IP 

データ、統計、および分析の使

用における近年の進歩について

公的および民間部門の意思決定 

 

者に通知し、かつ重要情報の必

要性および潜在的な欠点を特定

するためのプラットフォームを

提供します。 

 

 イベントにおいて特に関心が

寄せられたトピックのいくつか

を以下の段落に記載します。 

 

特許市場 

 世界でいくつかの調査チーム

が、特許権の世界的な移転に関

する情報を使用してテクノロジ

ー市場により多くの光を当てよ

うとしています。Yann Ménière

と彼の共著者は PATSTATのリー

ガルステータスデータベースを

使用し、EPOによって特許許可

を受ける前およびさまざまな

EPO加盟国において移行手続き

を完了させてからのヨーロッパ

特許の取引を追跡、定量化、お

よび分析するために PATSTATの

リーガルステータスデータベー

スを利用しています。彼らは特

に医療機器部門に焦点を置いて

います。この部門は、ヨーロッ

パにおいて革新および経済活動 

 

 

の主要情報源です。彼らは、特

許の平均 35％がその存続期間の

うち少なくとも一回は再譲渡さ

れることに気付きました。彼ら

の調査において、彼らがグルー

プ内の取引（例えば、税金対策

目的）と実際の市場取引との区

別ができるようにする方法論も

開発しました。 

 

 調査者らは、付与後の所有権

の変更は、各国の登録記録に十

分に記録されていないことがよ

くあることに気付きました。こ

のことは、企業がライセンスに

ついて問い合わせをおこなうた

めに関連するテクノロジーの所

有者を特定することを困難にさ

せ、そして、機能する特許市場

の妨げとなります。 

 

技術的新規性に関する 

特許に基づく識別子 

 特許データは、経済的または

技術的な識別子の基礎となるこ

とがしばしばあります。

Reinhilde Veuglers2と彼女の

共著者は、発明の技術的な新規

性について新たでより包括的な

評価方法を開発するため、公に

なっている特許データの膨大な

量と高い信頼性を活用してきま

した。彼らのアプローチにおい

て、技術的新規性の概念には、

２つの面、すなわち組み合わせ

による新規性および知識の独自

性による新規性が含まれます。

新しい識別子は、特許の分類記

号に関する情報を特許引用文献

情報と一緒に使用して、将来の

画期的な発明を見分け、その開 

 

 

 

発にどのような独創的過程が必

要とされるかについての理解を

向上させるのに役立つことがで

きます。 

 

特許品質 

 Alberto Galassoと Mark 

Schankerman3は、特許の付与後

の無効が、それまでの特許権者

によるその後の技術革新に与え

得る影響に注目しました。特許

の無効は、それまでの特許権者

による将来の発明活動について

平均して 50％の減少につながる

ことを彼らは発見しました。そ

の影響は一様ではなく、企業の

種類および市場環境によって変

わります。この影響は、小規模

な技術革新的企業にとっては大

きく、特にそのような企業が多

くの既存大企業と競わなければ

ならない場合に莫大であります

が、大企業にとってはほぼ無視

することができると考えられま

す。このことは、無効手続きを

切り抜けることができる質の高

い特許が、とりわけ小規模な技

術革新的企業にとっていかに重

要であるかを示しています。 

 

高レベルの産業パネル 

ディスカッション 

 今年のイベントは、最高の

IP専門家から成るパネルディス

カッションも主催し、「統一 IP

管理」のテーマ、そして、異な

る産業部門において経営してい

る様々な規模の企業にとって、

それが何を意味するのかについ

て議論されました。議論の結果

の一つは、IPが企業に対する価 

 

値を作りだすために、IPマネジ

メントは、研究開発および技術

革新マネジメントと、さらに企

業の一般事業戦略とも軌を一に

しなければならないということ

でした。しかし、良好な統一化

に対する主な障壁の一つは、IP

関連内部情報へのアクセス可能

な範囲が限定されていることが

多く、IP権利に関して即座に利

用可能な外部情報へのリンクが

ないことです。 

 

PATSTAT 
EPO世界特許統計データベー

ス（PATSTAT）は、再び、大半

の会議に役立つ特許データの主

要情報源となりました。

PATSTATは、特許ベースのデー

タ分析の標準情報源と考えられ

ています。企業レベルおよび産

業レベルのデータのみならず、

商標および意匠も対象としなが

ら、PATSTATを他の IPデータベ

ースとリンク付けするための取

り組みがおこなわれています。 

 

 詳細は、www.epo.org/ipsdm 

に掲載の IPSDM会議からご覧い

ただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) ヨーロッパの制度における所有

権の移転：医療機器の事例、Laurie 

Ciaramella, Catalina Martinez, 

Yann Ménière 

2) 特許ベースの識別子による技術

的新規性の評価、Dennis 

Verhoeven, Jurriën Bakker, 

Reinhilde Veugelers 

3)大企業および小企業による特許権

と技術革新、Alberto Galasso, 

Mark Schankerman 
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特許引用文献 

EPO の引用文献データベース

に 2,000 万を超える引用文献

が追加されました 

 
調査報告書：X 文献が X 文献で

なくなる時期は？ 

  

 引用文献ベースの調査は、

特許調査の際に関連文献を直

に入手する非常に強力なテク

ニックとなり得ます。要する

に、特許許可手続きにおいて

出願人、特許庁、または第三

者により特許が引用された場

合、その手続きの対象である

特許出願に関係が深い技術を

その特許が記載しているに違

いないと思われるでしょう。

そのため、EPOは、その引用文

献データを非常に重要視して

います。ユーザは、

Espacenet、Global Patent 

IndexおよびPATSTATだけでな

く、多くの商用サービスを介

して引用文献データを利用で

きます。 

 

 EPOは、特に調査報告書の引

用文献データ特有の価値を長

い間認識してきました。各出

願の調査報告書は、担当技術

分野の知識が豊富な熟練審査

官がその出願を多くの他の公

報と関連付けるためにおこな

った努力の結果を示していま 

す。調査報告書の情報と文献

相互間のリンクは、その技術

分野の先行技術を詳しく検討 

し、より関連性の高い文献を

検索するために、通常審査官

および特許サーチャーによっ

て再び利用されています。 

 

 この目的のために、EPOの

収集データには、30か国を上

回る国々の特許庁から収集さ

れた1億6,000万件を越える引

用文献が含まれています。こ

の夏、長年続くデータ交換協

力協定の一環として、米国特

許庁は、2001年から2011年の

間に公開された全ての米国特

許出願の引用文献データを

EPOに提供しました。これ

は、150万件の特許出願から

の2,000万件の特許引用文献

が加えられたことになり、

EPOの引用文献データベース

内の米国公報件数が約20％増

加したことを示します。 

  

 上記の説明の通り、このよ

うな引用文献データは、熟練

審査官の努力の成果です。

EPOの計算によると、現在初

めてユーザが利用できるよう

になった、米国特許庁によっ

て一括して提供された引用文

献データは、4,000人/年の作

業量に相当します。 

 

 

 欧州調査報告書に精通してい

る皆さんは、EPOがヨーロッパ

特許出願について調査を実施す

ると、調査報告書には、審査官

によって検索された文献の関連

性の識別子が含まれていること

をよくご存知でしょう。 

 

 “X”は、最も関連性が高い

ことを示します。これは、通

常、調査において検索された文

献が、請求項に記載されている

発明の特許性を疑わしくしてい

ると審査官が考えているという

ことを意味しています。 

  

“X”の Xまたは Iへの分割 

 2011年の9月に、EPOは内部

で、2種類の“X”引用文献に区

別し始めました。この区別は調

査報告書では見られませんが、

引用文献の新しいカテゴリ、タ

イプ“I”としてEuropean 

Patent Registerおよび多くの

商用データベースでご覧いただ

けます。 

 

 2011年9月28日より後に公開

された調査報告書中の引用文献

について： 

‐“X”は、新規性の理由から 

特に関連のある単一の文献で 

あることを示す。 

‐“I”は、進歩性の理由から 

特に関連のある単一の文献で 

あることを示すが、調査報告 

書の書面では引き続き“X” 

と示されます。 

 

 欧州調査報告書における他の

カテゴリは、今回の変更の影響

を受けず、従来通りです。これ

らのカテゴリには、以下が含ま

れます： 

‐“Y”は、他の“Y”文献と組 

み合わせた場合、特に関連性

が高いことを示す文献。 

‐“A”は、技術的背景を示す 

文献。 

‐“D”は、本出願明細書中に 

引用されている文献。 

 

 

EP2367127の European Patent Register内の引用文献 

 さらにめったに使用されない

カテゴリは、“E”、“L”、

“O”、“P”、および“T”で

す。これらの説明は、各欧州調

査報告書のフッターおよび

www.epo.org/law-

practice/legal-

texts/html/guidelines/e/b_x_

9_2.htm 

に掲載のEPO審査ガイドライン

（B部、第X章、段落9.2）をご

覧ください。 

 

 



Patent Information News 4/2015 December 2015 11 －株式会社ワイゼル訳－ 
  

 
 

分類 
 

 

2016年1月1日以後のIPCの変更 
 WIPOは、2016年1月1日付で効力を生じる国際特許分類（IPC）体系の改定を発表しました。  

 
 

  

 
 

  –    
   
   

B60W  
  

  
 

  
   
  

 
  
 
  
  

  

  

  
  

H02K 11/00 

  

 分類記号の変更に関する全詳

細は、WIPOのウェブサイト： 

http://web2.wipo.int/classif

ications/ipc/ipcpub の新しい

アドレスからご覧いただけま

す。このページにアクセスした

ら、左の欄の“Version”を

2016.01に設定してから、

“Compilation”タブをクリッ

クしてください。フランス語版

は、左の欄の“Language”メニ

ューからお選びいただけます。 

 

 “Compilation”タブでは、

変更箇所は、表に示されてお

り、以下の記号を使用して識別

されています。 

D－削除 

C－範囲の変更を伴う修正、 

つまり再分類を含む 

M－範囲の変更を伴わない修正 

つまり再分類を含まない 

N－新規 

U－この言語バージョンでの 

変更はないが、IPCの他の 

言語バージョンでは変更有り 

 

 表には、実質的に修正された

サブクラス／メイングループが

示されています。幾つかの追加

変更（表に示されていない）

は、“M”カテゴリに分類さ

れ、項目のタイトルがわかりや

すくなっているだけです。 

 

 

 2016年 1月 1日より、EPO

は、IPCの新しいバージョンで

分類された文献の公開を開始し

ます。これらの変更による影響

を受けるバックナンバー内の文

献については、徐々に再分類を

おこなう予定です。 

ユーザは、前バージョンの記号

を用いた追加検索で、IPC検索

を補うことが可能です。EPOは

米国特許庁と共に、2016年の最

初の数ヵ月のうちに、CPC体系

を新しい IPCに一致させるため

の努力もしてまいります。 
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研修 
 

 

特許情報セミナーおよびウェビナー2016 
 
ウィーンの EPOでの研修セミナー 

   
  

  
  
  

 

2016年無料特許情報ウェビナー 

 

日付 時間  ウェビナー名  
11 Jan 11.00 特許情報ユーザサポート隔月ウェビナー 

 
 

18 Jan 14.00 リーガルステータス 

 
 

26 Jan 11.00 PATSTAT オンライン 

 
 

15 Febr 11.00 BRICS 諸国の特許情報：ブラジル 

 
 

15 Febr 14.00 パテントファミリー 

 
 

16 Febr 11.00 EP0000001 A1 から始まる、ヨーロッパ A および B 公報の全デ

ータの検索 

 

 

22 Febr 11.00 BRICS 諸国の特許情報：ロシア連邦 

 
 

23 Febr 11.00 共同特許分類（CPC）入門 

 
 

24 Febr 10.00 Newsflash  
29 Feb 11.00 BRICS 諸国の特許情報：インド 

 
 

7 March 11.00 BRICS 諸国の特許情報：中国 

 
 

7 March 14.00 特許情報の要点 

 
 

9 March 11.00 共同特許分類（CPC）上級 

 
 

14 March 11.00 特許情報ユーザサポート隔月ウェビナー 

 
 

5 April 11.00 ヨーロッパ特許公報による書誌的 EP データの検索 

 
 

5 April 14.00 IPscore による特許ポートフォリオマネジメント  
26 April 11.00 Global Patent Index（GPI）入門 

 
 

26 April 14.00 特許情報のビジネスへの利用 

 
 

27 April 10.00 Newsflash  
9 May 11.00 特許情報ユーザサポート隔月ウェビナー 

 
 

24 May 11.00 Global Patent Index（GPI）‐上級 

 
 

6 June 11.00 アジアにおいて登録された特許の無効化 

 
 

29 June 10.00 Newsflash  
12 Sept 11.00 特許情報ユーザサポート隔月ウェビナー 

 
 

27 Sept 11.00 パテントファミリー 

 
 

28 Sept 10.00 Newsflash  
3 Oct 11.00 リーガルステータス 

 
 

18 Oct 11.00 特許情報の要点 

 
 

14 Nov 11.00 特許情報ユーザサポート隔月ウェビナー 

 
 

30 Nov 10.00 Newsflash  
 

 

セミナー番号 セミナー名                          期間     日付 

（日数） 

PI05-2016 特許情報のビジネスへの利用 3 2月 29日～3月 2日 

PI01-2016 特許統計および PATSTAT商品ライン入門 2.5 3月 14日～16日 

PI02-2016 Global Patent Index（GPI）による EPOの世界データの検索 2 5月 10日～11日 

PI06-2016 特許調査セミナー 4 9月 19日～22日 

 

 2016年向 EPOの特許情報研

修スケジュールが発表されまし

た。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。集合研修も通常ウィ

ーンの EPOオフィスで開催され

ます。 

 

集合研修 

 4日間の総合特許調査セミ 

ナー（SPS）が 2016年も 2回開

催されます。第 1回目の SPSは

4月に開催され、特に各国の特

許庁および PATLIBセンターの

スタッフを対象とします。一

方、9月開催の SPSは、民間部

門、弁理士、大学等からの参加

者が対象です。より高度な製品

およびトピックへの洞察を含

め、SPSでは、特許調査に取り

組むために初心者が知っておく

べきすべてが提供されます。 

 

 上記 SPSコースを補完するセ

ミナーとして、“Global 

Patent Index（GPI）による特

許文献の検索”および“特許統

計および PATSTAT製品ライン入

門” などの専門セミナー、な

らびに“特許情報のビジネスへ

の利用”なるタイトルのセミ 

ナーがあります（表をご参照く

ださい）。後者は、これまでと

まったく違う実践的なプロセス

指向の観点から主題に取り組む

新しいコンセプトであり、調査

課題の分析を通じて調査結果の

視覚化および報告手法を参加者

に指導します。 

 

 詳細およびウェビナーへの参

加申込は、

www.epo.org/search-events  

にアクセスしてください。 

 

ウェビナー 
 2016年に 5回（2月、4月、6

月、9月および 11月の最後の水

曜日）開催予定の“特許情報

newsflashes” に加え、EPOの

ユーザサポート・エキスパート

による新シリーズの無料ウェビ

ナーは、EPOの特許情報商品お

よびサービスに関して皆様方か

ら頻繁にお問合せをいただく質

問に対する回答を提供します。 

 

 PATSATオンライン、Global 

Patent Index（GPI）、共同特

許分類（CPC）、特許情報のビ

ジネスへの利用、および BRIC

諸国やアジア諸国の特許情報な

ど、専門的なトピックに関する

特定の短期間講習も提供されま

す。 

 

 ウェビナーの中には既に参加

受付を開始しているものもあ

り、さらに多くのウェビナーが

今年のコースに追加されます。

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、

pitraining@epo.orgの特許情報

研修までご連絡ください。 

 

http://www.epo.org/search-events
http://www.epo.org/pi-training
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European Patent Register 
 

 

European Patent Registerのさらなる改善を 

実績に 2015年が締めくくられる 
 European Patent Registerが大盛況なうちに 2015 年は終わりを迎えます。ユーザからのフィードバックを組み込んで 

11月に稼働した最新版には、検索結果リスト内に追加された仕分けオプション、検索結果リスト表示区画内のナビゲー 

ション改善版、そして統合欧州特許登録データベース（Federated Register）内の新しい表デザインが含まれています。

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) www.epo.org/searching/free/register/documentation/federated-register.html 

 下記の表から最新版におけ

る変更の概略を手早く見るこ

とができます。また、

Federated Register内の

“Register last updated”

の欄は、“Record last 

updated”に名称変更されま

した。この欄は、記録が最後

に更新された日付、またはそ

の情報がない場合は、国内登

録が最後に更新された日付を

表示します。 

 

 各加盟国の特許庁によって

Federated Registerに提供さ

れた内容の詳細は、EPOのウ

ェブサイトでご覧いただけま

す。 

 

 
検索結果リストを代理人名で仕分けするオプション 

 検索結果リストから原簿の記録を見た際に前／次の検索結果に飛ぶオプション 

Federated Registerは今のところ登録済特許のみに有効、それ以外はグレー表示 
 

Federated Registerの表の読みやすさを向上 
 拡張国料金が納付されていない場合、拡張国へのディープリンクの禁止 
 

Quick search画面の削除 
  

代理人名による仕分け 

 

検索結果リストの他の検索結果に飛ぶための新しい「前」［次］オプション 
 

  この最新版における改善内

容の詳細は、

https://register.epo.orgを

ご覧ください。 

 

Federated Registerサービスを 

通じて登録記録の検索が新たに 

可能となった国  々

 2015年 4月の Federated 

Registerサービスの開始は、

指定国全体における登録済ヨ

ーロッパ特許の状況の概要に

シングル・クリックでアクセ

ス可能な新しい機能の記念す

べき導入となりました。 

  

 3か国から開始して、

Federated Registerサービス

は、2015年 11月にさらに 2か

国、つまりチェコ共和国とア

イルランドが加わって、程な

く 5か国へと拡大しました

（PIニュース 3/2015を参

照）。 

 

 

 今のところ、Federated 

Registerプロジェクトに参加

している国は、チェコ共和

国、フィンランド、アイルラ

ンド、ルクセンブルグ、ルー

マニア、セルビア、およびス

ロベニアです。さらにいっそ

う多くの国々が自国の登録記

録に必要な技術的変更を加え

るにつれ、このサービスは拡

大を続けるでしょう。 

http://www.epo.org/searching/free/register/documentation/federated-register.html


14 Patent Information News 4/2015 December 2015 －株式会社ワイゼル訳－ 
  

 
 

アジアからの特許情報 
 

 

アジアからのニュース 

 
 
 

 
 

公報コーナー 
 

 

 
「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: 調査報告書付きで公開された欧州特許出願 

■ EP-A2: 調査報告書なしで公開された欧州特許出願 

■ EP-A3: 欧州調査報告書 

■ 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～12月  

 2015 年の 
週平均 
 

2015年1～12月の 
合計  

 

2014 年から

の変化 
 

EP-A 公報 

EP-A1 1 187 62 897 12.0% 

EP-A2 139 7 352 –51.2% 

EP-A1 + A2 の合計 1 325 70 249 –1.9% 
A1+A2 の合計に占める EP-A1 の割合 
 

89.5% 

EP-A3 301 15 949 –16.0% 

EP-B 公報 
EP-B1+B2 1 308 69 310 4.2% 

 

香港の特許制度の来たるべき改正 

 香港特別自治区のプレス・リリースによると、特許制度改

革に向け法的枠組みを提供するため、香港政府は 2015年 11

月 11日に、立法議会に特許法改正（修正）議案 2015を提出

しました。主要な改正点は、“既存の再登録制度”に加え

て、香港特許庁が自ら審査をおこなう標準特許“Original 

Grant”制度が導入されることです。これにより、出願人は指

定されている外国特許庁の一つにまず出願する必要なく、香

港特許庁（HKIPD）に直接出願できるようになります。また、

いわゆる“短期特許”の規則も改善されます。香港特許制度

のこの基本的改革は、2011年以来議論されてまいりました。 

 

 特許法改正（修正）議案2015全文のPDF版を含め、この改正

に関する全文書は、HKIPDウェブサイト 

www.ipd.gov.hk/eng/intellectual_property/patents/consul

tation2011.htmの専用セクションからダウンロードできま

す。 

 
TIPOの特許データベースTWPATがモバイル機器によっても利用可能に 

 台湾特許庁（TIPO）は、特許検索システム TWPATの特別 

バージョンをモバイル機器向けに最近立ち上げました。簡素

化された検索インターフェースを利用して、ユーザは、キー

ワード、番号および日付に基づいて、特許、実用新案および

意匠を検索できます。名称および複数の検索フィールドの組

み合わせでサーチするためのより複雑な検索インターフェー

スも利用可能です。特許検索機能に加え、このモバイル版を

介してリーガルステータス検索も可能です。現在、モバイル

インターフェースの利用は中国語に限られています。 

 

 TWPATのホームページ http://twpat.tipo.gov.tw/の新しい

ボタンから、または 

http://twpat-simple.tipo.gov.tw/tipomobilec/mobilekm 

の新しい URLを直接訪れることで、モバイル版にアクセスで

きます。 

インドのIP施行規則に関する最新情報 

 2015年 10月 26日に、インド特許庁は、修正特許法の草案

を一般の人々からの意見を求めて発表しました。意見の公募

期間は発表から 30日以内に設定されました。 

 

 インド特許庁はコンピュータ関連の発明（CRI）に関するガ

イドラインを最近発表しました。そのガイドラインは、この

技術分野の特許出願の審査に一様かつ一貫した基準を設ける

ことを目的としています。 

 

 プレス・リリースはすべて関連する法的資料の全文と共に

IPOのウェブサイト 

http://www.ipindia.nic.in/ 

のニュースセクションからご覧いただけます。 

 

日本の意匠データへのより良いアクセス 

 2015年10月に、日本特許庁は、登録意匠公報検索専用ツー

ルである“画像意匠公報検索支援ツール（Graphic Image 

Park）”のサービスを開始しました。このツールは、画像 

マッチング技術を利用し、ユーザによって入力されたグラ 

フィック画像を登録意匠公報に掲載されたものと比較しま

す。“Graphic Image Park” は無料で使用可能ですが、現

在、www.graphic-image.inpit.go.jp/において利用できる言

語は日本語に限られています。 

 

 このツールの詳細内容は、 

経済産業省（METI）の英語版ウェブサイト

www.meti.go.jp/english/press/2015/0928_02.html 

でご覧いただけます。 

 

 日本の意匠データは、世界知的所有権機関（WIPO）のグロ

ーバル意匠データベース内でも検索可能になりました。この

データベースは、ハーグ制度の下で登録された国際意匠全体

での同時検索を可能にするもので、

www.wipo.int/designdb/en/index.jsp 

から、これにアクセスできます。 

 

 上記以外のアジアからのニュースについては、EPOのウェブ

サイトwww.epo.org/asiaの最新情報セクションをご覧くださ

い。 

  

 

http://twpat.tipo.gov.tw/
http://twpat-simple.tipo.gov.tw/tipomobilec/mobilekm
http://www.ipindia.nic.in/
http://www.meti.go.jp/english/press/2015/0928_02.html
http://www.wipo.int/designdb/en/index.jsp
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データに関するニュース 
 

中国のデータの変更 

 
インド：EPO データベース内の 
新テストデータ

 
 

 

オーソリティファイル‐特許番号を知って 

いるが、他に何もわからない場合のアクセス先 

 

 

 

1) www.fiveipoffices.org/activities/globaldossier/authorityfiles.html 

 
EPオーソリティファイル内の公報識別子 

 

識別子    意味 

E 未公開の EuroPCT 公報 

S 補充欧州調査報告書 

W 取り下げ 

R 再発行された公報 

N 未使用の公報番号 

M 関連書類が見当たらない公報記録 

D 公開後削除 

U 不明の公報番号 

C 不完全な公報文献 

 
 

 来る数ヵ月間にわたり、EPO

が中国から受信するデータに

多数の変更が加えられる予定

です。 

 

リーガルステータスデータ 

 中国特許庁（SIPO）は、英

語によるリーガルステータス

データの配信を停止すると EPO

に通告してきました。その代

りとして、中国特許庁は、 

リーガルステータスコードお

よび中国語の説明を使用する

ことになります。 

 中国特許庁は、中国語と英

語で各コードの意味を示す対

照表も閲覧可能にします。こ

の新しいデータ配信方法によ

り、EPOは従来通り、全リーガ

ルステータスイベントを把握

し、そして各イベントについ

て英語の説明を提供すること

ができるはずです。 

 

出願人名 

 今後、特許権者の変更を報

告する際、SIPOは、該当する

名称または氏名を中国語で通

知するだけです。 

 

要約書 

 SIPOは、従来通りの人によ

る翻訳の代わりに、機械翻訳

された実用新案および登録特

許の英語の要約書の提供を開

始しますが、中国特許出願公

開公報に関しては人によって

翻訳された英語の要約書の提

供を継続します。 

 

 ユーザは、Espacenetおよび

EPOが配信したデータに基づい

ている他のサービスにおい

て、これらの変更を目にする

でしょう。 

 

  インド特許庁および EPO

は、インドからの特許情報へ

のアクセス向上に対する特許

情報コミュニティの要求に対

応する方法について、互いに

協力してきました。この目的

を達成するために、EPOは、

2015年 4月から 10月の期間を

対象とするインド特許庁から

受信したテストデータセット

の EPOデータベースへのアッ

プロードを 11月に終了しまし

た。データセットには、対応 

する PDF画像と併せて、書誌

事項および全文データが含ま

れています。 

 

 サーチを実施している際

に、EPOデータベース内のイン

ドに関するデータを時々ご覧

になるかもしれません。すべ

て順調にいけば、両特許庁間

の協力が継続するにつれて、

収集データは増えていきま

す。 

 

 オーソリティファイルは、

特許庁または地域機関によっ

て発行された全特許文献の公

開番号のリストを提供しま

す。他国の特許庁が利用可能

な特許文献に欠けているもの

がない状態でアクセスできる

ようにすることが主な目的で

す。特許情報のユーザが、特

許番号だけを持っていて、通

常のデータベース内で対応す

る文献を見つけることができ

なかった場合、オーソリティ

ファイルは非常に役に立ちま

す。オーソリティファイル

で、少なくともその番号の公

報が今までにあったかどうか

を確認することができます。 

 

 五大特許庁（つまり、EPOな

らびに中国、日本、韓国およ

び米国特許庁）はすべて、IP5

ウェブサイト 1でオーソリティ

ファイルを公開してきまし

た。 

 

各ファイルは、番号が少な

くとも 1回でも公開された特

許文献のすべてについてそれ

らの公開番号を提供するはず

です。したがって、これに

は、（例えば、後々取下げさ

れた USPTO出願または破棄さ

れた文献の場合のように）公

開された文献が利用できない

公報、もしくは書誌的データ

の公開のみに関する公報の番 

号も含まれます。 

 

EPオーソリティファイル 

 EPオーソリティファイル

は、EPOによって発行された全

特許文献の公開番号の徒切れ

のない連番リストを提供しま

す。 

 

 データ整合性の確認用に、

EPオーソリティファイルに 

は、特許文献が（取下げや削

除により）発行されなかった

公報または入手不可能な公報

（見当たらないもの、再発行

されたもの、再公開されなか

った国際公報）の公開番号も

含まれます。 

 

 EPオーソリティファイル

は、半年ごとに更新されます

（最終更新日：2015年 9月 30

日）。 

 

公報識別子 

 EPオーソリティファイル内

で公報識別子が付記されてい

ない公報は、「通常の」公報

として欧州公開サーバーから

入手可能です。それ以外の公

報には、いずれも、表に示さ

れている上記公報識別子のう

ちの一つが付記されていま

す。 

 

 詳しい説明およびEPオーソ

リティファイル内の公報識別

子の各々の実例は、 

www.epo.org/searching/free/

publication-

server/authority-file.html

をご覧ください。 

http://www.fiveipoffices.org/activities/globaldossier/authorityfiles.html
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その他のニュース  
ARIPO patent  register 

 

 
 

 

 

Google が非特許文献に 
CPC を使用 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.epo.org 

   East meets Westフォーラム 

2016年 4月 21日、22日ウィーン 

 

 アフリカ広域知的財産機関

（ARIPO）はオンライン登録出

願や原簿サーチサービスを新

たに開始しました。これは、

http://eservice.aripo.org/p

dl/pah/advanced 

SearchScreen.doから、さらに

WIPOの特許登録ポータル

（www.wipo.int/branddb/port

al/portal.jsp）からもご利用

いただけます。 

 

 Googleは、機械分類モデル

により、共同特許分類（CPC）

コードを用いて Google 

Scholar内の文献を分類したこ

とを発表しました。Google 

Patentsで検索する際にチェッ 

クボックスの“Include  

non-patent literature 

（非特許文献を含む）”を 

選択すると、システムは

Google Scholar内の文献も検

索します。  

https://patents.google.com

を参照してください。 

 アジア特許情報に関する 

EPOの年次フォーラム、 

すなわちEast meets Westが

2016年4月21日、22日に 

ウィーンで開催されます。 

事前研修コースは4月20日に開

催されます。 

 

www.epo.org/emw2016 
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