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2億のリーガルステータスの登録
EPOのその計画をあまり信じていなかったでしょうが、実際、まさに幸運な偶然の一致
が起きました。期限通り、ほぼ正確にEPOのウィーン支局の設立25周年記念日に、ワー
ルドワイド・リーガルステータスデータベースの登録件数が2億の大台に達しました。
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　EPOは、オーストリアの機関
INPADOCを引き継いだ1991年
に、2つの大きな特許データベー
ス：INPADOCの書誌データベース
とそのリーガルステータスデータ
ベースに対する責任を負いまし
た。当時より重要だと考えられて
いたのは、42カ国および2000万件
以上の特許を網羅する書誌データ
ベースでした。リーガルステータ
スデータベースは、まだその開発
の初期段階にありました。ほんの
12カ国だけが参加しており、デー
タは少量の登録件数から構成され
ていました。

　長年にわたって、INPADOCの
書誌データはEPO独自の既存のコ
レクションに統合されました。現
在、統合されたデータセット
は、90カ国以上を網羅し、
Espacenetを含むEPOのサービス
の多くの根幹を成しています。

リーガルステータスデータベー
スは、離散データのコレクション
のままでした。それは独特なもの
であり、しばしば、特許情報エキ
スパートによって、INPADOCから
受け継いだ物の本当の財産と見な
されています。市場で利用できる
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　「信頼性が高く、総合的で、最新のリーガルステータスデータは投
資決定の必要条件であり、INPADOCは重要なデータの多くを、ウィー
ンのそのチームによって見事に管理された状態で提供しています。
ユーザコミュニティにとって、INPADOCは宝です。」
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の移行のような特許制度における
より複雑な手続き経路の情報に関
する理想的なリソースでもありま
す。この国内段階移行データは、
特許出願の潜在的な対象領域を追
跡するのに役立ちます。   

　補助保護証明書や他の国の同類
の保護形態は、医薬品等の技術分
野における知的財産制度の重要な
特徴です。厳密に言えば、これら
は特許でも特許手続きの一環でも
ありませんが、特許権の存続期間
が満了した後にその権利が存続す
るものです。ワールドワイド・
リーガルステータスデータベース
は、多数の国についてそれらを含
んでいます。

　データ量が増加するにつれて、
ユーザはそれに関する統計解析を

登録件数

57 041 219
42 576 378
25 157 880
21 360 693
15 972 667
12 771 998
9 308 661
1 800 815
1 442 271
1 139 951

登録件数の
パーセンテージ

29.2%
21.8%
12.9%
10.9%
8.2%
6.5%
4.8%
0.9%
0.7%
0.6%

登録件数によるワールドワイド・
リーガルステータスデータベース
の地域／国別特許庁トップ１０

国家

EP
JP
US
CN
WO
KR
DE
GB
CA
FR

行う必要があることがわかりま
す。PATSTATのEPOワールドワイ
ド・リーガルステータスデータ
ベースは、統計作業に適したもの
にカスタマイズした、リーガルス
テータスデータベースの特別な
バージョンです。

　EPOチームは、水面下で、過去
数年間にわたって、リーガルス
テータスデータベースの完全な近
代化に取り組んできました。その
ことはユーザにはほとんどわかり
ませんでしたが、これが大事業と
なりました。これにより、確実
に、EPOが収集するリーガルス
テータスデータに関する高品質の
サービスを提供し続けることがで
き、そのシステムが将来にわたっ
て十分に機能することができるよ
うになります。

製品ニュース

GPIの追加情報 
EPOの高度なワールドワイド特許検索ツールであるグローバルパテントインデックスのより速い検索、
結果一覧表示、ナビゲーションおよび統計につながる、アップグレードがちょうど行われました。

アップグレードには、検索フィ
ルターに使用可能な検索結果数を
10,000件から1,000,000件に増加し
たことも含まれます。この拡張
は、GPIの統計機能を使用する時に
特に興味深いものです。例えば、
簡単な統計解析を行うために、検
索フィルター結果を使用すること
ができ、まもなく相互参照統計
（2つの統計基準の複合効果を示
す二次元チャート－例えば、経時
的な技術分野トップ20）を提示す
ることも可能になるでしょう。

　GPIのデータベースは、毎週金曜
日の中央ヨーロッパ標準時12:00に
追加文献で更新されます。GPIヘル
プメニュー「データベース・
ウィークリーコンテンツ」は、現
在、初めてGPIに追加された公報

（「作成された文献」）および最
初の公報の後に修正された公報
（「補正された文献」）の数を、
所定の週お よび国コード毎に識
別する機会を提供します。修正
は、書誌情報の変更や公報参照の
変更など、多数の形態のうちのい
ずれをとることも可能です。

　役立つヒントとしては、検索条
件STA=C（「作成された文献」）
をWBIB=YES（「今週の書誌デー
タ」）と組み合わせて使用するこ
とです。これにより、週一回のモ
ニタリング、すなわち、最新週の
検索を行う時、新しい公報のみが
検索されることになります。な
お、まもなく月単位でのモニタリ
ングも実行可能となるでしょう。

詳細は、www.epo.org/gpiを
ご覧ください。

GPIの検索フィルター

検索用のCPC群トップ20を示す、GPIの統計機能の例

－ 株式会社ワイゼル訳 －
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多くの商用サービスは、EPOによ
るこのリーガルステータスデータ
の品質に頼っています。

　特定の特許が有効かどうかを知
ることは、多くの場合、戦略的な
経営判断にとって重要です。長年
にわたって、ワールドワイド・
リーガルステータスデータベース
は、この分野において増加してい
る質問に答えてきました。最近の
中国、日本および韓国からのデー
タの追加は、データベースを特許
のリーガルステータスに関する情
報について本当に世界的なものに
変化させた、重要な功績でありま
した。

　世界的全体対象範囲としている
ことによって、このデータベース
は、PCT手続やPCT手続から国内ま
たは領域内移行手続への特許出願



       Patent Information News   1 | 2016       January 2016       3

なぜ特許情報なのか？
近年の記事ヘッドラインで幾度も見てきたように、「大きすぎて潰れない」企業は
ありません。誰であろうと、事業を継続したい場合、やりたくなりがちなことの
一つはリスクを最小限に抑えることです。

論　　説

　あたかも「特許出願人」につい
て説明し得る人々が世界にいるか
のように、この表題が語られてい
ます。実際は、もちろん、誰も自
分自身を初めは「特許出願人」だ
と考えません。特許を出願するこ
とは、複雑な経営戦略における単
なる一つのささいなことにすぎま
せん。特許制度について知識の豊
富なユーザは、特許制度は費用が
かかり、わかりづらいことを知っ
ています。彼らは、それにはそう
なる理由があること、また、知的
財産が自らの権利であるか他人の
ものであるかとは無関係に、その

知的財産に関わる決定を行う時に
適切な情報を得る必要があること
も知っています。

　特許制度は、情報に通じたユー
ザと質の高い手続きが協働し得る
時に機能します。特許情報は、そ
れを達成するための一つの鍵で
す。25年間、EPOは、そのウィー
ンの支局で、世界中のデータを世
界に供給する、特許情報の大手プ
ロバイダーでした。そして、これ
からもそうあり続けます ― より
多く、より速く、より良い形で。
これらの三つの言葉は、将来の特

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

許情報に関する我々の目標を要
約したものです。

　特許情報は、経済活動をしてい
る人々をサポートするために存在
しています。我々は、全ての人を
単に「特許出願人」と呼ぶ誘惑に
屈してはならず、特許情報が社会
に行う貢献をより全体的な視点で
理解しなければいけません。これ
を続ければ、EPOはこれからの25
年間およびそれ以降もこの分野の
リーダのままであり続けることを
確信しています。

5大特許庁の協力

第3回グローバル・ドシエタスクフォース会議をワシントンで開催
グローバル・ドシエ（GD）構想の達成に向けた次のステップの決定に進展

にアクセスしています。GDTF会議
において、EPOは、今年末まで
に、グローバル・ドシエ包袋サー
ビスをWIPOのCASEシステムに接
続し、PCT包袋へのユーザのアクセ
スを可能にし、さらにCASE参加特
許庁の合意のもと、それらの国の
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一般ユーザのヨーロッパグローバル・ドシエサービスへのアクセス状況
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包袋へのアクセスまでも可能にし
ようとしていることを示しまし
た。

　会議では、５項目の「優先事
項」が議論されました。全体とし
て、業界代表団は、各特許庁の進
捗状況に、非常に満足しました。
来年には、各特許庁は、5項目の
「優先事項」についても具体的な
構想を明確にするために、取り組
み方を合わせる予定です。EPOが
先導しているアラートに関するト
ピックにおいて、出願のファミ
リーすべてのIP5メンバーのア
ラートを取得する機能は非常に有
用であろうとの言及が業界団体か
らありました。EPOは、登録ア
ラートとRSS配信の経験を他のIP5
の特許庁と共有して、この分野で
の共通のアプローチを見つけるこ
とが可能になることを期待してい
ます。

　2月初旬に、USPTOは、ワシント
ンで第3回グローバル・ドシエタス
クフォース（GDTF）会議を主催し
ました。GDTFは５大特許庁（IP5
オフィス）からの代表団だけでな
く、WIPOと５大特許庁の各地域

2015年度の月間のアクセス数

て、具体的な進展を遂げていま
す。例えば、EPOは、昨年6月
に、米国出願書類を追加し、５大
特許庁グローバル・ドシエ包袋
サービスを完成させました。現
在、毎月約40,000ユーザが、その
グローバル・ドシエ包袋サービス

からの５業界団体
（BusinessEurope、JIPA、KINPA 
、PPAC、AIPPI/IPO）を含んで構
成されています。その主な活動
は、特許情報の検索と、5大特許庁
にわたっている特許ポートフォリ
オの効率的な特許審査処理を簡素
化することができる変更を確認し
て実行することです。

　PIニュース 2015年第3号でお伝
えしたように、以前の会議（2015
年1月開催）とその後の５大特許庁
長官会合（2015年5月開催）にお
いて、すべての当事者は、５項目
の「優先事項」からなる構想につ
いて同意しました。それ以来、５
大特許庁は、いずれもグローバ
ル・ドシエサービスの導入におい

－ 株式会社ワイゼル訳 －
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特許ニュース

　この朗報は、新しい統一特許に
参画するEU各国を代表するメン
バーで構成された特別委員会が、
二次的な法的枠組みにまで踏み込
んで統一特許に対しての一連の合
意形成に成功したことによる大き
な進歩によりもたらされたもので
す。これらの合意は、施行規則、
予算および財政規則、更新料金大
系、EPOと参加各国の間の更新料
金分配のための規則から成り立っ
ています。 

　統一特許制度がスタートするた
めに事前に必要なものは、すべて
の統一特許について侵害や無効を
争うことのできるヨーロッパ統一
特許裁判所（Unified Patent Court 
(UPC)）の存在になります。フラン
ス、ドイツ、英国を含む13の国
が、統一特許裁判所（UPC）設立
条約を批准した時点で、統一特許
裁判所と統一特許システムはとも
に誕生することになります。現在
までにフランスを含む9か国が批准
をしており、さらにいくつかの国
が間もなく批准することが予想さ
れます。

　統一特許制度が次第に現実的な
ものとなっているため、ヨーロッ
パ特許庁（EPO）は制度発足と同
時に特許情報ユーザのニーズに確
実に応えられるように作業を継続
します。現在は次の二点に注力し
ています：
– 特許データベースにおいて、統一

の効果をもつヨーロッパ特許
（EP）を確実に簡単に認識する
ことができるようにすること

– 新しいオンライン登録簿中の統一
特許について、明確で最新で完全
な情報を供給すること 

EPOは統一特許の準備をする 
2015年12月15日、ヨーロッパ特許庁Benoît Battistelli長官は、ヨーロッパ特許庁は「法律的にも、
技術的にも、運用上においても統一特許を誕生させる準備をする」と表明しました。

データベースにおける　　　　　
統一特許の検索

ユーザはヨーロッパ特許庁
（EPO）に対して、特許データ
ベースの中で、統一特許を認識す
ることができ、容易に検索するこ
とができるようになる、という
ニーズを持っています。例えば、
あるユーザは統一特許群に対する
統計的な解析を実施したいと考え
ており、このことは統一特許群を
電子的にフィルターにかける方法
がある場合にのみ可能となりま
す。ヨーロッパ特許庁（EPO）は
この問題に対し、多くのユーザグ
ループや他の専門家から情報を得
ており、現在、この目的を達成す
るためにいくつかの選択肢を評価
しているところです。

統一特許の登録
　統一特許が現実のものとなった
時に、EPOが新しく実施しなけれ
ばならないことの一つは、統一特
許の記録簿の維持になります。統
一効果を有する各ヨーロッパ特許
（EP）に対して新しい記録簿が含
む情報の種類は以下のようなもの
が例示されます：
–  統一効果に対する請求の公示
– 統一効果の記録
– 統一効果の対象国
– 統一更新料金の納付
– 統一特許の譲渡、移転、失効、

ライセンス、制限、取消 

　この新しい統一特許登録簿は
European Patent Register（ヨー
ロッパ特許登録簿）の一部をな
し、その機能、さらに、その外見
や使い勝手において、European 
Patent Registerに密接に関係した
ものになります。

スウェーデンの Awapatent の
Marjolaine Thulin氏は特許登録簿
データの第一人者であります。彼
女は昨年11月にコペンハーゲン
で開催されたEPO特許情報会議に
おいて来るべき変化に関連して彼
女が必要とする情報についてプレ
ゼンテーションをしました。 

　統一特許は長期的にはおそらく
物事を単純化させるであろうとい
うことを認識したうえで、彼女
は、統一特許開始後の移行期間に
特許サーチャーが抱えることにな
ると考えられる問題点について予
想しました。特に、彼女は、統一
特許の保護の請求があったかどう
か、もしあったとすればその保護
によりどの国がカバーされている
のか、についての情報を見つける

ことができるようになることを望
みました。ヨーロッパ特許庁は統
一特許登録簿についてすでにこの
情報を供給することを約束してい
ます（上記の箇条書きのリスト参
照）。

「従来の」ヨーロッパ特許（EP）
についての新しい情報
　新しい統一特許に伴って、新し
いヨーロッパ統一特許裁判所がで
きます。ヨーロッパ統一特許裁判
所は統一特許の訴訟の裁判管轄権
だけでなく、EPO構成各国に「従
来の」方法で移行された、現時点
で有効なほぼ300万件を含むヨー
ロッパ特許の裁判管轄権も有する
ことになります。

n  統一特許制度に参加しており、UPC合意の批准も2016年2月中旬まで
     におこなった国
n  統一特許制度に参加しているが、UPC合意の批准がまだである国
n 統一特許制度に参加していないEU加盟国
n 他のEPC参加国（制度への参加の有資格国ではない）

5ページに続く

－ 株式会社ワイゼル訳 －
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1) Marjolaine Thulinのプレゼンテーション内容
はEPOウェブサイトwww.epo.org/pi-conference 
で見ることができます。

UPCに提起するか、それとも各国
での管轄権のある国内裁判所に提
起するかを決定するかは原告の判
断になります。移行期間終了後
は、離脱が申請されている場合を
除き、UPCは従来のヨーロッパ特
許について、締約国における侵害
もしくは無効の裁判を扱うことが
できる唯一の管轄権を有すること

となります。

　Thulin氏は前述のプレゼンテー
ションにおいて、離脱に対して注
意を促し、統一特許に対する保護
が請求されていない場合、特許
サーチャーは特許権者がUPCの離
脱を選択したかどうかを知る必要
があると言及しました。

　離脱の宣言は、ヨーロッパ出願
／特許に関するものであって、統
一特許に対するものではないの
で、ヨーロッパ特許登録簿におい
て公告されます。

イベント 出版物

サーチ・マターズ 2016：
特許サーチ専門家なら必須の
イベント

サーチ・マターズは、特許サー
チ専門家に、EPOの他の追随を許
さない舞台裏をお見せする唯一の
セミナーです。今年のイベントは6
月9，10日に、オランダ　ハーグに
て行われます。サーチ・マターズ
２０１６はEPOの特許サーチ戦略
とテクニックを展示し、経験豊か
な特許審査官による最重要課題に
ついてのワークショップを開催さ
れます。6月8日、すなわち実際の
イベントが開催される前に、参加
者の多くは個々のEPO審査官と個
別に話をし、具体的な技術領域に
おいて彼らがどのように特許検索
を行うのかという質問をする機会
が与えられます。

サーチ・マターズのプログラム
では6つのセッションで24のワーク
ショップが開催されます。通常の
トピックスに加えて、バイオテク
ノロジー、製薬、医療用デバイ
ス、アジアの先行技術のように領
域に絞った特別ワークショップが
開催されます。4つの全体講義
は、EPOのフリー・データベース
の検索、周知の知識、最新のCPC
における改定の問題をカバーしま
す。

　他のハイライトとしては、基調
演説者として、Ben Murphy氏を
迎えた講演会もあります。彼は、
新しい環境保全技術開発を専門と
するIPグループのビジネス創始者
であり、投資および育成対象とな
る企業を探しています。彼のプレ
ゼンテーションにおいては、初期
投資の世界について見通しを共有
し、いかに成功への機会を最大化
し失敗の可能性を最小化するかに
ついて、そのような見通しを反映
させるかが示されます。彼は、初
期の知財への財務上の適正評価と
調査の極めて重要な役割の解析に
ついて特に焦点を合わせる予定で
あります。

　さらなる情報と参加を希望する
方は、www.epo.org/search-
mattersをご覧いただきたい。

IP5 統計レポート2014年版
　2015年5月にキーIP5統計指標の
限定セレクションを発表した
が、5大特許庁は2015年12月にIP5
統計報告書全文で2014年を対象と
する最終的な数字を発表しまし
た。

　5大特許庁は、この包括的な報
告書で、その統計データを照合し
て公開し、世界的な特許取得活動
を説明し、5大特許庁での活動に
ついて説明し、特許付与手続に関
する情報を提供します。IP5統計レ
ポートは、5大特許庁のそれぞれ
について、年次報告書を補足して
います。

　IP5統計レポートに加えて、IP5
のウェブサイト上で、5大特許庁
は、出願件数IPCコード、ごとの付
与件数、手数料ならびに出願に関
連する経済情報についての詳細な
統計データシートも提供します。

日本

中国韓国

EPC
加盟国

アメリカ

43	713
(44 888)

23	481
(22 922)

88	904
(85 195)

84	967
(88 686)

12	991
(11 346)

33	499
(29 481)

10	866
(8 985)

6	134
(5 708)

1	147
(982)

4	837
(4 211)7	995

(7 476)

2	064
(2 002)

41	193
(42 278)

16	299
(16 004)

29	992
(29 510)

28	105
(27 526)

20	604
(20 899)

33	287
(31 820)

15	093
(13 273)

11	738
(10 194)

　IP5統計レポート2014年版と2014
年までの5大特許庁用の更新統計デー
タリソースはwww.fiveipoffices.org/

statistics.htmlでご利用いただけま
す。

ご意見をお寄せください！
　IP5統計レポート2014年版の読者を
対象とするオンライン調査は、レ
ポートの発行時点で開始されまし
た：www.surveymonkey.com/r/
IP5StatsReportSurvey。

原出願国（最初に挙げられている出願
人または発明者の住所または居所）ご
との、2013年に付与手続に入る地域内
特許出願のIP5圏内の動向（カッコ内は
2012年の数字）。

４ページの続き
　7年間の移行期間を経て、従来の
ヨーロッパ特許の出願人と特許権
者は、UPCから離脱することが許
可され、これまでと同様に、国レ
ベルで取り扱われるすべての侵害
や無効の手続きができます。この
離脱の最終期限は移行期間終了の
一か月前です。離脱を申請してい
ない場合、移行期間内であれば、
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新機能

　まず最初に、サポートされる第一言語は英語、フランス語、ドイツ語で
あり、追って加盟国の他の言語のサポートが加えられます。ユーザが検索
する言語を選択し、その言語で検索文を入力することができます。この
「ユーザによる言語指定（user-asserted language）」は、Espacenetの
全文検索において重要なコンセプトです。全文検索は、Advanced search
画面とSmart search画面で使用することができます。

Advanced search画面
　Advanced search画面における全文検索を実施するには、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
選択します。これにより、自動的に以下の全文検索画面が表示されます。

Espacenetの全文検索 
Espacenetの全文検索が2016年3月15日に稼働を開始しました。Patent Information News 4/2015
にて報告のとおり、この全文検索は検索結果をなおさらに改善する新たな方法をサーチャーらに
提供する便利な新機能であります。

　この全文検索画面には 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
ドが表示されます。

　ここに、選択した言語のキーワードを入力することができま
す。Worldwide EN (またはFRもしくはDE)データベースを選択した時は、
キーワードを入力しなければなりません。入力しない場合、検索結果に多
くのノイズが含まれてしまいます（訳者注：キーワードを入力しないと検
索は実行されず、入力を促すメッセージが表示されます。）

　もちろん、発明者名、出願人等、その他の検索項目で検索精度を高める
ことができます。

Smart search
　Smart searchでは、まず、いつもどおり１つ以上のキーワードから検索
を始めます。ここでは、タイトルと要約のみでの検索になります。

　そして、 「検索絞込（Refine search）」をクリックすると、全文デー
タベースを選択するドロップダウン・メニューを含むSmart search画面
に戻ります。全文データベースを選択すると、表に示されるフィールド
識別子を使用して検索を実行することができます。

6       Patent Information News   1 | 2016       January 2016

　Espacenet の全文検索の結果リストに表示される項目は、公開または登
録特許公報の記載に基づくものです。Espacenetが登録公報のテキストを
収録している場合には、HTMLで利用可能になります。これは、「Patent 
Translate」を使用して他の言語に翻訳できることを意味します。 

なぜ全文で検索?
 　"Perfect search" は関連公報すべてを検索しますが、無関係の公報は検
索されません。全文検索が可能なことは、関連文書を多数検索する機会を
増加させます。 欠点は、時には検索結果に無関係文書が増えてしまうこ
とです。重要な検索では、それだけの価値があります。

　スクリーンショットに示されている例では、"drone"と"rotor"を検索
し、タイトルと要約検索で31件、全文検索で534件の検索結果が得られて
います。これは、全文検索が、全文検索でなければ見逃す可能性のある公
報を検索しうる可能性を示しています。分類検索やその他の検索技術を使
用して関連性の低い公報を一部除外することができます。

もっと知りたい?
　EPOのウェブサイトとEspacenetのランディングページで、Espacenet
の新しい全文検索のフル・デモンストレーションを提供する今後の
webinars の案内をチェックしてください。

Espacenetで全文検索 ― Smart searchに新しい検索コマンド

 検索コマンド　　　　                   説　明 　例

ftxt =　　　文書全体にあるキーワードを検索します　　  ftxt = tetracyclin

desc =  desc = laser明細書にあるキーワードを検索します

claims = 請求項にあるキーワードを検索します  claims = volcanic 
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ヒントとこつ

共通引用文献 ‒ Espacenetの隠された
財宝の１つ
簡単に言うと、CCD（共通引用文献）はシンプルパテントファミリーを構成する特許出願のリスト
を生成し、サーチレポートと出願人からの引用文献のリストが、それらに対応する特許出願とと
もに画面上に表示されるものです。

　２つの異なる引用文献の詳細を
並べてみたい場合は、画面上部の
ボタンをクリックして“Double 
inspector”を開き、見たい２つ目
の引用文献上で右クリックし、現
れた小さなポップアップメニュー
から“Inspector 2”を選びます。

　これは、例えば、（なぜそれがX
カテゴリの引用文献となったのか
を知る上で）審査官が引用した先
行技術文献と原文献を比較した
り、あるファミリーメンバーのあ
る審査官が引用した文献と、他の
ファミリーメンバーの審査官が

引用した文献を比較する機会を提
供しています。

　“Citation only view”を選択す
ると、同じ引用文献が複数存在す
る場合は、画面上でグループ化さ
れます。

　CCDは、ヨーロッパ特許庁の
REFIデータベースに基づいてお
り、30を越える特許庁からのデー
タを含んでおり、2500万件以上の
特許出願に対して2億300万件もの
引用文献から成っております。

図１：CCDをクリックする
と、CCDインターフェース
の新しいウィンドウが開か
れます。

1) REFIの収録情報は、ヨーロッパ特許庁のウェブサイトで提供されています：
www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/raw-data/data/tables/regular.html

“Double inspector”は、２つの文献
を並べて表示することができる
（例ではクレーム）

同じ引用文献が複数存在する
場合は、グループ化される

　ヨーロッパ特許庁は、改善された
ナビゲーションの機能数やデータダ
ウンローディング、改善されたオン
ラインドキュメント等のCCDの強化
策を多数検討しています。

　データや機能についてより深くカ
バーしている今後のCCDウェビナー
については、ヨーロッパ特許庁の
ウェブサイト上のアナウンスや
Espacenetのランディングページを
チェックしてください。

　CCDは、特許出願だけを一覧表
示したり、審査官の引用文献だけ
を表示したり、引用文献のない出
願を隠すことができます。

　CCDの重要な利点は、CCD
ビューワ（出願公報と引用文献の
リストを表示する）で一覧表示さ
れた中から、２つの文献を同時に
開くことができ、それらを“インス
ペクター”と呼ばれる左右に並んだ
２つのウィンドウで比較表示でき
る点です。

　CCDにアクセスする方法
Espacenetで個々の特許のレコー
ドを見ているときに、ナビゲー
ションメニューに“INPADOC 
patent family”オプションが含まれ
ていることがわかるでしょう。こ
のオプションを選択して、パテン
トファミリーメンバーの一覧表示
の上部にある水平メニューの中の
リンクから、CCDにアクセスする
ことができます（図１参照）。

　CCDインターフェース
CCDインターフェースを開くと、
画面左にパテントファミリーのメ
ンバー毎の引用文献が一覧表示さ
れることがわかります。画面右に
は各特許庁によって調査された分
類範囲が表示されます。リストの
引用文献をクリックすると、画面
右の分類情報と入れ替わって、そ
れらの詳細が表示されます。書誌
情報、明細書、クレーム、原文献
のイメージから選択することがで
きます。
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ひ　　と

　ミュンヘン工科大学で情報科学
を学んだ後、Georgは、Siemens社
においてプログラムの設計の分野
で仕事を始めました。 1998年10月
１日にウィーンのEPOで働き始
め、彼の最初の大きな課題は元の
リーガルステータスデータベース
を近代化することでした。

　リーガルステータスデータベー
スの発展におけるGeorgの果した
役割をいくら強調してもしすぎる
ことはありません。彼は多かれ少
なかれ定期的に世界中の60カ国を
越える、すなわち北米、ラテンア
メリカ、WIPO、EPO、ロシア特許
庁、アジアやアフリカの特許庁か
ら、リーガルステータスデータを
受信します。彼は、新たなデータ
を解析して、特許イベントと追加
情報を識別します。彼はデータを
組み入れるために使用すべきアル
ゴリズムを作成し、それに応じて
プログラマーに指示します。毎年
およそ5～10個の新しい説明を追加
し、40の既存の説明を、データの
変更、または新規イベントの追加
を反映させるために作り替えなけ
ればなりません。Georgによって
提供されたアルゴリズムを次に使
用して、この情報をデータベース
に入力することができるようにプ
ログラム化、すなわち、均一な、
所定のフォーマットに変換しま
す。その後、プログラムの結果は
Georgによってテストされ、正し
い場合には承認されます。

リーガルステータスデータの立役者：
Georg Huber
Georg Huber氏は、2003年以来ヨーロッパ特許庁のワールドワイド・リーガルステータスデータ
ベースのコンテンツに関する責任者として勤めてきました。2016年6月1日、彼は職業人生、すな
わち特許情報の世界から引退します。PIニュースは、この機会を記念するために彼に
インタビューを行いました。

　年二回、Georgは、カテゴリー表
を作成します。そのようなカテゴ
リー表がないと分け入れることがで
きないリーガルステータスデータの
ジャングルの中でユーザが方向を見
つけるのに役立つことを目指すツー
ルとして、このカテゴリー表は世界
的に高く評価されています。このカ
テゴリー表は、すべてのイベント
コードを、失効、回復、特許の制
限、異議申立手続及び補助保護証明
書の扱いなどの24カテゴリに分類し
ています。

　Georgによると、彼の仕事に対す
る愛着は、リーガルステータスデー
タベースが非常に重要であり、他の

類を見ないものであることがほぼ
確実であるという事実から生じて
います。

　その意義内においてユニークな
このデータベースは、ほとんどす
べての商用プロバイダで使用さ
れ、また、例えば、Espacenet、
ヨーロッパ登録簿、GPIとPATSTAT
用に、EPO内の多数の商品の基礎を
形成しています。

　すべての国内特許庁、すべての
国際機関は、異なる量および異な
る品質のデータを異なる間隔で提
供しています。均質なデータベー
スにこのように過剰の情報を統合
し、可能な限り最新に維持して
ユーザのニーズを満たすよう、大
きな挑戦であり、このことが真の
動機づけになっています。

　データは、時間の経過とともに
その重要性を全く失うことなく、
今後さらなる発展が必要になりま
す。しかしながら、これからは、
ワールドワイド・リーガルステー
タスデータ以外のことに自分の時
間を捧げることになるGeorg Huber
氏なしで、そのような発展を成し
遂げなければなりません。Georgは
家庭を中心としながら、新しい、
未知の領域、すなわち養蜂に本腰
を入れるつもりです。実際に、最
初の4群の蜂コロニーが彼のところ
に配達されたところです！

Georg Huber

　ワールドワイド・リーガルス
テータスデータベースは、現在、
平均で毎年2500万件追加され、２
億件以上のデータセットを含んで
います。

　リーガルステータスデータを読
み出す際の主な問題の1つは、既に
存続期間が満了している特許を、
再び権利有効化することができる
かどうかだと認識しています。
「特許は死ぬこともあり得ます
が、生き返させることも可能で
す。生き返させるすべての可能性
が使い果たされたときにのみ、そ
の特許は本当に死んだことにな
る」とGeorgは言います。

1) https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/raw-data/data/tables/regular.html
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特許分析

情報のチャート化
うまく視覚化すると数字や表などのデータを見ただけでは気づかないかもしれない重要な
内容を明らかにすることができます。図１に示すグラフはその一例です。

図1 : 1995-2014年に出願されたC40B(コンビナトリアルケミストリ)のIPCサブクラスが付与されている 
特許であって更にG06(計算)の分類も付与されている特許。円の大きさは特許出願件数を示す。

図２: 図１の作成に使用したパテ
ントプールは、ここでは中央区画
の"C40B AND G06"として規定し
ている。
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　図１から約15年前に出願件数の
ピークがあり、それ以来漸減して
いることがすぐにわかります。技
術のあらゆる分野でコンピュータ
の影響が増えていることを考える
と、この結果に驚く人もいるで
しょう。

　EPOの新しい特許分析ツールで
あるPATSTATオンラインを使って
どのようにこの分析を行ったか次
の2ページでご覧いただけます。

　グラフ中でご覧いただいている
ものはコンビナトリアルケミスト
リ分野の特許出願であって計算分
野の特許分類も付与されている特
許出願に付与されているIPCサブ
クラスのトップ２０です（図２参
照）。これらのIPCサブクラスの
トップ20はX軸の出願日に対応し
てY軸にプロットされています。
円の大きさは特許出願件数を示し
ています。
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1) Siehe http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/d/ma2a.html

特許分析

　2月の美しい晴れた冬の日にEPO 
の同僚たちはコンピュータ利用
（computer-implemented）技術
（間違って"ソフトウェア特許"と
呼ばれることもある）がどのよう
な影響をコンビナトリアルケミス
トリ分野に及ぼしたか深く考えて
いました。複合領域が"ホット"、
すなわち複合領域で特許出願が多
数あり、この領域で伸び続ける作
業をコンピュータが取って代わっ
てきているという考えをサポート
するために、彼らはPATSTATオン
ラインを使って前のページで示し
たグラフを作成し、その議論に何
らかの解明をもたらすことにしま
した。

　彼らがどのように検討したかは
以下の通りです。

ステップ１：分析範囲を決める
　大きな特許データ集合を使って
作業する場合、特定の技術領域か
ら関連する特許を迅速に検索する
よい方法は適切な特許分類を複数
組み合わせて使用することです。
コンビナトリアルケミストリはIPC
サブクラスC40Bに分類されてい
て、"計算による寄与"はIPCクラス
G06で特定されています。このこ
とをPATSTATオンラインが理解で
きる指示に翻訳するためには、特
許分類C40BとG06が付与された特
許出願の交点を見つける短いSQL
クエリを書く必要があります。 
SQL クエリはデータベースからい
くつかのレコード（この場合は特
許出願）を選択するように関係
データベースに指示するもので、
最も簡単な形式では、取り出した
いデータの列、テーブル（この場
合は二つあり、各々は IPCコード
に関するもの）および条件を示す
SELECT、FROM、WHERE言語を含
んでいます。

PATSTATオンライン－クエリの作成から統計的情
報までを支援する三つの簡単なステップ

これはそのSQLクエリがPATSTATオンラ 
インの画面でどのように見えるかを示し
ています:

　これらは母集団の中でもっとも
よく出現した分類ですがこの母集
団をC40BとG06の両方の分類を持
つものとして定義したのでそれら
がトップ20に入っていても驚くこ
とではありません。また"出願人　
対　優先日"、"出願人　対　出願
人"（共同出願人を示す）のような

組み合わせによる他のタイプの分
析も行えます（図２参照）。

そして結果は？
　このグラフから21世紀初頭は明
らかに コンピュータの使用とコン
ビナトリアルケミストリの複合領
域における特許出願の全盛期だっ
たことがわかります。

　1994-95年に第一の複合技術とし
てG06F（電気的デジタルデータ処
理）、G06K（形状によるデジタル
標識およびデータセンシング）お
よびG06N（計算モデル）があ
り、1996年にG06Q（医療、生物
学および科学的な患者のデータの
管理）が続いています。そして
1997年にはG06T（イメージング技
術）、続いて1999年には
G06G（化学プロセスのアナログ分
析）の分類が付与された特許が出
てきたことがわかります。2002年
に微減した後、ほとんど一定に年
間150件の特許出願の流れが続いて
います（PATSTATオンラインでバ
ブルの上にマウスを重ねると出願
件数が表示される）。2010、2013
および2014年にイメージング技術
の特許がないことは意外でした。
特定の（小さな）特許集合に基づ
くグラフは、もちろんこれらの分
野の動向を完全に包括的に描写す
るものではありません。（G06が
付与されているかどうかにかかわ
らず）C40Bが付与されているすべ
ての特許出願を見てみると 
C12Q（微生物を含む測定又は試験
方法）のような、C40Bと共に付与
されているG06とは別の特許分類
も全体傾向に大きな影響を与えて
いることもわかります（図３参
照）。またC40Bのみに基づいたグ
ラフである図３に見られる2005年
の減少が、複合領域の特許（9ペー
ジ、図１）では見られなかった点
も興味深いです。

図１

ステップ２：クエリを実行する　
　虫眼鏡アイコンを選択してクエ
リを実行しデータベースから2547 
"行" 取り出します。これらの行は
実際にIPCのG06とC40Bが両方付与
されている特定の出願です。これ
で この特許出願のセットを統計に
使うことができます。

ステップ３：グラフを作る
　"Statistics（統計）" タブを選択
す ると "cross-reference（相互参
照）"グラフを選択するオプション
画面が表示されます。相互参照グ
ラフはユーザがXとY軸に表示すべ
きデータを設定するだけで作成で
きます。各交点における特許出願
件数を示し、たくさんの特許出願
を素早く視覚化できるものがバブ
ルチャートです。このグラフは簡
単にユーザの要望に合わせること
ができます。9ページの例はX 軸に
出願日、Y軸にIPCのトップ20サブ
クラスを設定することでそれぞれ
のIPCコードで何年もわたる特許出
願傾向を示しています。 図２

11ページに続く
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オーストリア、ギリシャ及びスイスが
Federated Registerサービスに参加
　2015年はチェコ共和国とアイル
ランドがFederated Registerサー
ビスに参加し、これらの国に移行
したヨーロッパ特許の状況に簡単
にアクセスできるようになったと
いう朗報で締めくくられました
（参照Patent Information News 
4/2015）。

　この朗報は2016年にも続いてお
り、更にオーストリア、ギリシャ
及びスイスの三カ国が参加するこ
とになりました。

　最終的にFederated Registerの
ゴールは、すべての指定国の登録
欧州特許のステータスならびに延
長や国内手続へのアクセスを提供
することです。

　現在10カ国がこのサービスに参
加しています。 Patent 
Information News では今後も参加
国増加に関する最新情報をお伝え
してまいります。

　Federated Registerは
www.epo.org/registerにて利用で
きるEuropean Patent Registerの一
部のサービスです。

ご意見をお寄
せください!

EPOはウェブサイトの "Searching 
for patents（特許検索）"のペー
ジを更新しました。更新により主
な用途である技術情報、法的情
報、ビジネス情報をグループ化す
る構成としました。 "Helpful 
resources（お役立ち情報）"と呼
ばれる新しいセクションでは特許
情報スペシャリストに役立つサ
ポート資料を提供しています。 
www.epo.org/searching- for-
patentsにアクセスしてご覧に
なってください。

ご意見を website@epo.org　
宛にお送りください。

10ページの続き
　これらのデータは実際のもので
すが、このグラフはPATSTATオン
ラインのユーザが、説明（または
反証）のために有意義なデータや
グラフを作ることがどのくらい速
くできるか説明するための単なる
例として提供するものです。この
グラフを作るのにかかった時間
は？ディスカッション30分と
PATSTATオンラインでの作業10分
でした。ご自身で試してみたい場
合は、www.epo.org/patstatから
PATSTATオンラインの2か月間無
料のトライアル登録ができます。
詳細情報とサンプルクエリはダウ
ンロードセクションで入手できま
す。

図３: 1995-2014年に出願されたIPCサ
ブクラスC40B(コンビナトリアルケミ
ストリ)が付与されている特許。円の
大きさは特許出願件数を示す。 
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研　　究

FTO調査の重要項目

目的

調査対象

ツール

注意点

最終報告書

製品または方法の商業化を妨げる可能性
のある知的財産権を特定すること。
該当地域または国において有効な特許および
実用新案。
広い収録範囲と法的状況情報を提供でき、特許
請求の範囲と明細書での調査ができる、利用可
能な最適データベース。
特許請求の範囲に加え、明細書も調査対象とする
（均等物）。
調査対象；検索式；使用したデータベース；関
連する文献、関連する特許請求の範囲、明細書
中の説明文を示す、弁理士用のリスト。

　それゆえ、特定の装置、製品ま
たは方法が第三者の知的財産権
（IP）を侵害することなく利用で
きるかどうか判断し、初期の段階
で潜在的な問題や法的紛争を回避
するようにさせることが不可欠な
のです。このことは、回避策の開
発を助け、市場と競合環境におい
て深い理解をもたらすことも可能
です。

　これらのリスクを評価するため
に使用される手段が、実施可否
（FTO）解析になります。侵害可能
性のある知的財産権または出願の
特定、詳細な解析を行います。FTO
解析なしでは、企業は巨大な財務
戦略的なリスクに自らを置くこと
になります。第三者の有効な知的
財産権の存在による重要製品の生
産または販売の禁止コストは、FTO
解析を実施するためのコストをは
るかに超えるものです。

　特許競合の問題は、例えば、権
利保護されている方法、装置また
は製品の使用に伴ってR&D段階に
おいてさえ生じる可能性がありま
すので、十分に開発された製品や
方法にFTO解析を限定するべきでは
ありません。FTO解析が実施される
典型的な状況として、下記があり
ます。

実施可否（FTO）解析：究極の特許調査
製品やサービスの開発と改良は複雑で費用のかかるプロセスです。間違いを犯した場合、このプロセス
が進むごとに指数関数的に大きなコストになっていきます。最終製品の生産や販売の問題からそのよう
な間違いがプロセスの後期段階において生じた場合、すぐに、何十万ユーロ、さらには何百万ユーロも
のコストが生じ得ます。

– 製品開発過程のコンセプトとデザ
イン設計時

– 新製品の市場投入時
– 製品のアップグレード時
– ライセンス交渉時 

　FTO解析を確実に実施するに
は、特許情報もしくは問題の調査
に関する深い専門知識またはアク
セスを有する個人と、特許や法律
の専門知識を有する個人との協力
が欠かせません。さらなる要素と
して、顧客の全体的状況や必要事
項を理解することです。

　FTO解析の対象、すなわち、顧
客にとって必須の、製品や方法の
構成要素（構成要素一覧表の形式
をとることができます）や、解析
を実施すべき国を定めることから
始めます。

　その後、解析対象がいずれかの
特許、特許出願または実用新案の
保護範囲に入るかどうかを判断す
るために作成した検索式に基づい
てFTO調査を実施します。そのた
めに、適切なキーワード、関連性
のありそうな特許分類を、顧客と
緊密に協力して定めます。その場
合、顧客は主要な競合相手の名
称、技術用語、同義語、商品名な
どを提供することが可能です。 

　FTO調査は侵害するおそれのあ
る知的財産権を探すことであり、
そのため焦点は特許請求の範囲の
記載内容におかれます。しかしな
がら、特許付与手続きの過程にお
いて特許請求の範囲は、発明の詳
細な説明に基づいて変わることが
あります。そのため、FTO調査に
おいては発明の詳細な説明につい
ても解析しなければなりません。

　しかし、権利保護の範囲は特許
請求の範囲の文言だけでなく、発
明の詳細な説明や図面に基づいて
解析される点にも注意することが
重要です。また、均等物（欧州特
許条約第69条の解釈に関する議定
書で定義されている範囲）につい
ても考慮する必要があります。こ
れらのことは、さらに解析するた
めに文書を選別する際、FTO解析
の対象に正確に対応した技術内容
の文書を選別するだけでなく、合
理的に同等の技術内容が開示され
た文書も選別することを意味して
います。

　FTO調査は、問題の対象製品ま
たは方法の商業的使用が意図され
ている国々において、特許、特許
出願および実用新案を探すことで
す。そのため、国内特許に加え

て、ヨーロッパ特許やPCT出願のよ
うな超国家的な特許文献を考慮す
る必要があります。特にPCT出願
は、締約国が不特定であって、保
護範囲が非常に広いです。さら
に、PCT出願が、調査対象国におい
て有効な知的財産権になるかどう
かも分かりません。

　FTO調査は、広範囲の技術分野を
含む高品質の特許データベースを
使用することにより、最適に実施
されます。その理由は関連分野も
含むことになるからです。また、
それらは、潜在的にFTO調査関連性
を有する特許文献の法的状況も示
す必要があります。さらに、選択
したデータベースは、現在有効な
または将来有効になると考えられ
る知的財産権をすべて示さなくて
はなりません。このようにするた

13ページに続く
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知的財産権による保護も考慮した
ことになります。例えば特に重要
な製品や責任リスクが高い場合に
おいて、FTO解析の経済的重要性
が高まれば高まるほど、例えば、
経験豊富な異なるサーチャーによ
るいくつかのFTO調査、または異
なるデータベースを使用したFTO
調査により、前記解析結果を確認
することがより重要になります。

　FTO調査の最後には、通常弁理
士によるさらなる評価のために、
結果は適切に文書化されなければ
なりません。これは、調査対象を
定義し、使用した検索式とデータ
ベースを詳細に説明し、十分に構

成された調査報告書を含みます。
それらのデータベースの特徴と収
録範囲も含みます。調査において
特定された知的財産権と出願は、
パテントファミリーメンバーを含
む最も重要な書誌情報と、FTO解
析の対象が侵害する恐れのあるす
べての特許請求の範囲、評価に関
連する明細書中の記載内容、およ
び選択された特許文献の法的状況
に関する情報とを含む一覧表に挙
げることができます。

　たとえ細心の注意が払われたと
しても、FTO調査の結果には常に
ある程度の不確実さが含まれてい
ます。これは、使用するデータ

出版物

EPOの公報 ‒ ウィーンの編集局
（2016年現在）
　EPO公報はEPOからの公式情報
および一般的な通知と、EPC（欧
州特許条約）とその履行に関連す
るその他の情報源でもありま
す。EPO公報には、管理理事会と
審判部からの通知、手数料に関す
る情報、ヨーロッパ特許庁代理人
一覧表、そして加盟国からの通知
も含まれています。

　EPO公報編集局は、以前はミュ
ンヘンを拠点としていましたが、 
2016年1月にウィーンに移動しまし
た。現在は Walburga Bookjans に
よって率いられています。

　EPO公報は英語、フランス語、
ドイツ語で発行されており、年12
回、毎月月末に発行されま
す。PDF又はHTML形式としてオン
ラインで読むことができます（印
刷物としての出版は2014年に廃止
されました）。

　www.epo.org/official-journal

ベースの収録範囲が通常の不完全
なことと既に述べた均等論の問題
だけでなく、特許制度そのものに
起因する場合があります。例え
ば、特許出願は通常18月の経過後
にのみ公開される点です。そのた
め、少なくとも重要な解析につい
ては、FTO調査を更新しなければ
なりません。すなわち、この不確
実さが、商業的な決断を下すとき
になってしばしば非常に重要にな
るFTO解析を妨げるようなことが
あってはなりません。

1) www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/d/ma2a.html を参照してください。

Walburga Bookjans

12ページの続き
めには、データベースは最低でも
20年または、問題の技術に補助保
護証明書が付与されている場合に
は、さらにかなり過去に遡らなく
てはなりません。

　顧客との協議の際、付与されて
いる知的所有権の有効性や特許競
合状況に関するより正確なレポー
トを作成するために、FTO調査に
非特許文献やそれ以外の自由実施
可能な先行技術も含めることは価
値があると考えられます。装置又
は製品は意匠権によっても保護さ
れていることがあり得るので、上
記のようにすることによって他の
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アジアからのニュース
SIPOの年金納付情報が英語で利用可能になりました
　最近リニューアルされた”中国・グローバル特許審査情報照会”（http://
cpquery.sipo.gov.cn/）において、中国特許庁（SIPO）は中国特許、実用
新案、意匠に関する年金納付情報をオンライン調査可能にしました。こ
のオンライン照会ツールで参照可能な包袋情報は、2010年2月10日以降の
出願に限定されています。一方、年金納付データは1985年まで遡ること
ができます。これは2005年8月以降のデータしか含まないSIPOの中国語の
年金納付データベースより対象範囲が広いです。年金納付情報は毎週更
新されます。

　年金納付情報を調査するための手順を追ったガイド、EPOのアジア特許
情報ウェブページ（www.epo.org/asia）で、英語と中国語の両方で参照
できます。

進行中の韓国特許法に対する大改訂が進行中
　韓国特許庁（KIPO）は特許法の多くの規程の改訂を計画中です。これ
らの改訂は、2016年後半から2017年の早い段階で発効されると思われ
ます。主な変更点として、付与後異議申立制度を導入することと、審査
請求期間を出願日から5年であったのを3年に短縮することが含まれま
す。

　これらの規程とは別に、職権による再審査制度、無効審判継続中の特
許に対する訂正審判請求に関する新たな規程、そして通常実施権に関す
る新たな規程が変更点としてさらに含まれます。詳細情報は、KIPOの
ウェブサイト（韓国語のみ）のプレスリリースを参照ください：
www.kipo.go.kr 。

KIPO、2016年半ばに様々な新規程を導入
　進行中の特許法改正に加えて、KIPOはユーザの利便性と出願人のサー
ビス向上のため、特許、意匠、商標について新たな規程を導入します。
これらは2016年5月発効が予定されています。

　とりわけ、新たな規程では、審査官による拒絶の原査定が審判部に
よって取り消された場合、審判請求手数料は出願人に払い戻されます。
現行制度では、出願人は審判手続のために納付した手数料を取り戻すこ
とができません。意匠に関しては、新たな規程によると、意匠権の回復
は、実施要件を満たしているか否かにかかわらず、全ての意匠権に認め
られます。現行法では、意匠権の回復は、意匠権が実施されている場合
にのみ認められます。詳細情報は、KIPOのウェブサイト（韓国語のみ）
のプレスリリースを参照ください：www.kipo.go.kr 。

ロシアでニュース・リリースされた新バージョン情報検索システム　　
　2016年1月末、ロシアの 連邦産業財産権機関（FIPS）が情報検索シス
テムの新バージョンを立ち上げました。登録ユーザとゲストユーザに分
かれていたエントリーポイントは一つに統合され、ゲストユーザのパス
ワードはもはや必要なくなりました。データベースの選択画面と検索
フォーム画面はすべて英語で提供されており、非ロシア語圏の人々によ
る情報検索を容易にしています。

　システムは、http://www1.fips.ru/wps/portal/IPS_Enより接続可能で
す。

　アジアに関するより詳細な情報は、EPOウェブサイトwww.epo.org/
asiaの更新情報を参照ください。

JPOによる審判手続における背景情報の提供
　2015年4月1日より日本では付与後異議申立制度が再導入されたことに
より、日本特許庁（JPO）は審判手続との違いについて、多くの質問を受
けています。これらの問い合わせに応えるため、JPOはよくある質問とそ
れらに対する回答について英語のウェブサイトを作成しました
（www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/appeal_trial_qanda.htm）。
ユーザはJPOに審判について直接メールで問い合わせすることもできます
（メールアドレスはウェブサイトで提供されています）。

　さらに、2016年1月12日より、JPOは任意に選択した審決情報につい
て、人手による英訳文の公開をウェブサイトで始めました
（www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/decisions.htm）。

－株式会社ワイゼル訳－
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公報コーナー

EP-A2
Total EP-A1 + A2
Percentage EP-A1 of total A1+A2          
EP-A3
EP-b documents
EP-B1+B2

週間
2016年平均

1 265
111

1 376

216

1 558

合計
2016年1月～3月

16 444
1 439

17 883
92.0%

2 813

20 251

前年度
2015年比

6.6%
–20.2%

3.8%

–28.1%

19.1%

"公報コーナー"では、EPO発行公報における、直近の統計を提供します。 ヨーロッパ特許公
報n EP-A1: ヨーロッパ特許出願公開明細書（サーチレポート付）　　　　　　2016年1月～3月
n EP-A2: ヨーロッパ特許出願公開明細書（サーチレポートなし）
n EP-A3: サーチレポート
n EP-B1:  ヨーロッパ特許明細書 EP-A documents 

n EP-B2: ヨーロッパ特許訂正明細書  EP-A1

備考：
　表の統計データはPCTルートを経由したヨーロッパ出願（Euro-PCT出
願：EPOを受理官庁としたPCT出願）を含んでいません。これらの公報は、
公報言語が英語、フランス語、ドイツ語以外である場合を除き、WIPOに
よって発行されており、EPOによるものではないためです。近年は、ヨー
ロッパ特許出願の60%程度が、Euro-PCT出願となっています。

2016年1月1日以降に出願されるインド特許出願
のための新しい出願番号形式

新しい出願番号形式（2016年1月1日より効力を発する）

yyyy/J/T/nnnnnn 
– 出願年を示す4桁の数字（yyyy）
– インド特許庁の受理官庁を示す1桁の数字（J）
– 出願の種類を示す1桁の数字（T）
–  インド国内の全ての特許庁における連続する整理番号である

6桁の数字（n）
J =  インド特許庁の受理官庁：
1 =  デリー
2 =  ムンバイ
3 =  コルカタ
4 =  チェンナイ
T =  出願の種類：
1 =  通常出願
2 =  通常分割出願
3 =  追加の特許の通常出願
4 =  条約出願
5 =  条約分割出願
6 =  追加の特許の条約出願
7 =  PCT国内段階出願
8 =  PCT国内段階分割出願
9 = 追加の特許のPCT国内段階出願

審査請求番号の形式（2016年1月1日より効力を発する）

r/yyyy/J/nnnnnn       X/yyyy/J/nnnnnn
–  出願の種類を示す1文字

(R = 通常審査請求, X =早期審査請求)
–  出願年を示す4桁の数字（yyyy）
– インド特許庁の受理官庁を示す1桁の数字（J）
– インド国内の全ての特許庁における連続する整理番号である

6桁の数字

　インド特許庁は、大晦日
に、2016年1月1日以降に効力を発
する新しい特許出願の番号形式を
導入する庁令を公布しました。新
しい体系は、分割出願や追加の特
許を含む9種類の出願の識別を容易
にすると考えられます。受理官庁
を示す都市コードの略語は、もは
や出願番号の一部ではありませ
ん。そのコードは、インド国内の4
つの特許庁に対応した1から4の範
囲のうちの１つの数字に代わって
います。早期公開請求されたもの
を除いて、2016年に出願されたも
のはまだ公開されていません。し
かしながら、表に示した新しい番
号体系を知っておくと役立つと思
われます。インドや他のアジア諸
国で使われている番号形式に関す
る詳細な情報は、ヨーロッパ特許
庁のアジア特許情報ウェブページ
の“番号体系”セクションで見ること
もできます。

　2016年1月1日以降に出願された
特許出願には、自動的に新しい番
号体系による番号が付与されま
す。さらにインド特許庁は、2016
年1月1日より前に出願されたもの
について新しい体系内に番号を付
与し直す意向を発表しました。

　現在は、両方の番号体系が並行
して存在します。

　新旧の形式が並行して存続する
期間がどれだけ続くかという質問
は、2016年4月21日と22日に
ウィーンで開催されるヨーロッパ
特許庁の東西フォーラムで扱われ
る多くのアジア特許情報トピック
スの１つになると考えられます。
早期公開請求のあった出願を除い
て、2016年の出願はまだ公開され
ていません。しかしながら、表に
示されている新番号形式をみれ
ば、その有用性に気付きます。

　インドや他のアジア圏の国で使
用される番号形式に関する詳細な
情報は、EPOのアジア特許情報
ウェブページ（www.epo.org/
asia）の"Numbering system"の
項目で見ることができます。

1) www.ipindia.nic.in/OfficeCircular/officeOrder_31December2015.pdf

－株式会社ワイゼル訳－



お問合せ

www.epo.org/forums

特許情報ヘルプデスク 
patentinformation@epo.org

アジア特許情報 
asiainfo@epo.org 

研修
pitraining@epo.org 

販売＆配信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ヨー
ロッパ特許に関するあらゆる事
項のお問合せにご利用できます: 
Tel.: 00 800 80 20 20 20*
(月～金,　08:00-18:00 
中央ヨーロッパ標準時)
www.epo.org/contact

*あるいは+49 89 2399-4500 
（上記フリーダイヤルに掛けら
れない国からはこちらの番号を
ご利用ください）
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　マドリードで開催されるEPO特
許情報コンファレンスは、特許情
報を仕事で取り扱う人々によって
今秋の交流の場となります。この
コンファレンスは2016年11月8－
10日にかけて、ノボテルマドリー
ドセンターで開催されます（11月
7日に研修コースを予定）。

　コンファレンスはスペイン特許
商標庁との協賛で開催されます。

へント、オランダ
2016年9月19日～21日

　OECDブルースカイフォーラムは
10年毎に開催されます。科学とイ
ノベーションに必要なデータに注
目し、科学、技術、イノベーショ

予定を空けておいてください ー
EPO特許情報コンファレンス2016

科学イノベーション指標に関する
OECDブルースカイフォーラム

シドニー、オーストラリア
2016年11月15日～16日

　今年の意思決定者のためのIP統計
学会議（IPSDM）がオーストラリア
特許庁主催で、2016年11月15－16
日にシドニーで開催されます。3月
末前に参加登録サイトが設けら
れ、5月30日までに参加登録された
場合に早期割引の対象となります。

意思決定者のためのIP統計学会議

　コンファレンスの全プログラム
情報と参加登録方法に関する情報
は2016年6月に明らかになります。

　このイベントに関するeメールア
ラートの設定は、www.epo.org/pi-
conferenceで行ってください。

ンのデータおよび指標に関してOECD
が長期的戦略を打ち立てることを支
援します。

　詳細情報は、www.oecd.org/
science/blue-sky.htm を参照くだ
さい。

　前年と同様に、EPOによる
PATSTAT ユーザーワークショップ
とPATSTATデータベースの入門
ワークショップが、会議に先立っ
て開催される予定です。

　論文募集開始についてはウェブ
サイトを随時確認ください：
www.ipsdm2016.com 。

－株式会社ワイゼル訳－


	2億のリーガルステータスの登録
	GPIの追加情報
	論説
	第3回グローバル・ドシエタス
クフォース会議をワシントン
で開催
	EPOは統一特許の準備をする
	サーチ・マターズ 2016：
特許サーチ専門家なら必須のイベント
	IP5 統計レポート2014年版
	Espacenetの全文検索
	共通引用文献 ‒ Espacenetの隠された財宝の１つ
	リーガルステータスデータの立役者：
Georg Huber
	情報のチャート化
	PATSTATオンライン－クエリの作成から統計的情報までを支援する三つの簡単なステップ
	オーストリア、ギリシャ及びスイスがFederated Registerサービスに参加
	ご意見をお寄せください!
	実施可否（FTO）解析：究極の特許調査
	EPOの公報 ‒ ウィーンの編集局（2016年現在）
	アジアからのニュース
	2016年1月1日以降に出願されるインド特許出願
のための新しい出願番号形式
	公報コーナー
	その他のニュース
	お問合せ
	発行情報



