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PATLIBセンターは 商標、著作

しばしば"PATLIBセンター"と呼

PATLIBセンターで働いている多

ばれる300組織を超える特許情報

くの人は経験豊富な特許調査の専

権、意匠、および実用新案のような

報サービスも提供できる場合があ

援も提供することができます。

センターがEPOの加盟国に散在し
ています。

PATLIBセンターは特許情報と
関連問題へのローカルアクセスを
提供しています。PATLIBセン

ターは地域の産業、経済そしてビ
ジネス状勢に精通していて、企業
家、中小企業、個人発明家および
学生たちに価値ある情報を提供し
ています。

門家であり、次に示す他の特許情
ります。

– 技術および競合相手の監視

他の知的財産権に関する実務的な支

提供するサービスの規模や範囲は
PATLIBセンターごとに異なりま

す。相談に乗ることに重点を置いて

– 特許統計

いるところもあれば、特許調査サー

– 特許評価/監査
– 特許戦略のアドバイス
– 商業化や技術移転のガイダンス

ビスを提供しているところもありま
すし、徹底的に特許分析を行うとこ
ろもあります。

2ページに続く >

－ 株式会社ワイゼル訳 －

Patent Information News 2 | 2016

June 2016

1

1ページの続き

PATLIBセンターの多くは、起業

家や中小企業のための週間ニュー
スレターや教育ビデオなどの知的
財産権に関する優れたオンライン

情報を持っています。EPOウェブサ
イト上のPATLIBディレクトリーを
参照することにより、より多くの
情報を見つけることができます1。
ヨーロッパ全域で革新的な人々
がローカルレベルで特許および特
許情報について適切なアドバイス
を確実に見つけられるようにする

ためにPATLIBセンターは重要な役

最近のパイロットプロジェクト
では、クライアントの発明や技術
コンセプトをより良く分析する方
法、それらをサーチ戦略にまとめ

表１：PATLIBセンターを3組織以上保有する国
におけるPATLIBセンターの数

る方法、特許の専門家ではない人

						

トを作成してサーチ結果を示すこ

ドイツ

た。パイロットプロジェクトの経

ポルトガル

ジネス利用に関するオンライン

ルーマニア

ています。

イタリア

が理解できるように詳細なレポー

ポーランド

とをPATLIBのスタッフは学びまし

フランス

験に基づき、現在EPOは特許のビ

スペイン

コースをPATLIBスタッフに提供し

イギリス

本コースは、2016年分は既に予

フィンランド

技術支援（各メンバー用の調査

ターやナショナルオフィスへのト

ハンガリー

ツールやすべてのメンバー用のお
互いにコミュニケーションをとる
ためのプラットフォーム）をネッ
トワーク上で受けて活動していま
す。

レーニングを容易にしています。
やはりパイロットプロジェクト

から得られた経験に基づいて、

PATLIBネットワークのメンバーは

毎年恒例のPATLIBカンファレン
ス は、PATLIBコミュニティのメン
バーがお互いに顔を合わせて経験

を共有する良い機会です。PATLIB

2016は５月の初めにへルシンキで
開催されました。カンファレンス
のレポートは３ページを参照して
ください。

PATLIBセンターのサービスポー

トフォリオを強化するために、

PATLIBセンターを特許情報サプラ
イヤからイノベーションを支援す

現在専用のディスカッション

フォーラムにアクセスできます。
このディスカッションフォーラム

22
21
17
16
15
13

ベルギー

約で埋まっていますが、以前より
も広範なグループのPATLIBセン

24
22

ブルガリア

割を果たしているとEPOは考えてい
ます。PATLIBセンターはEPOから

58
27

11
11

チェコ共和国

10
7

オーストリア

6

スロバキア共和国

デンマーク
ギリシャ
リトアニア
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4
4

エストニア

3

アイスランド

3

ラトビア

3

でお互いにそしてEPOの専門家と

情報、経験および資料を共有して
います。

このパイロットプロジェクトの

新しいデザイン
PATLIB2016カンファレンスの開始

ラーであるグレーとレッドを含む

にタイミングを合わせて、PATLIB

ことにより、PATLIBネットワーク

ような手段はイノベーターに公平

ネットワークは新しいビジュアルデ

て必要とするすべてのサポートを

ンはネットワークを抽象的に表現し

な土俵を作り、知的財産権に関し

ザインを採用しました。このデザイ

受けることができる環境を構築す

たもので、EPOのコーポレートカ

るのに役立ちます。

様々な色の正方形が重なっている
が構成する高い多様性を象徴して

います。お近くのPATLIBセンター

で新しいPATLIBのビジュアルデザ
インを探してみてください。

る存在に新しく方向づけることを
目的とする活動をEPOはサポート
しています。

1) www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/patlib/directory.html
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PATLIBセンター:
ヨーロッパ中に特許情報を普及する
支援組織

PATLIBセンターはEPOの地域大使のようなものです：特許情報センター
（略してPATLIBセンター）が330組織も加盟国に配置されています。
EPOはそれぞれの地域における

ローカルセンターの努力と加盟国

れました (レポートは下記を参照し
てください)。

りローカルセンターのネットワー

イノベーションプロセスに関わ

の特許庁とを連係させることによ
クをサポートしています。各々の

る人々が特許情報を使用すること

ドバイスや専門的知識を提供して

術的な問題を解決するためのイン

のネットワークのために"PATLIBカ

す。また他人の知的財産権を侵害

た。今年のカンファレンスは5月３

けることにも役立ちます。PATLIB

センターはIP関連問題についてア

は重要です。 特許情報は複雑な技

います。 EPOは1990年以来毎年こ

スピレーションを提供してくれま

ンファレンス"を開催してきまし

するような代償の大きい誤りを避

日～４日にヘルシンキにて開催さ

センターは、あなたがヨーロッパ

のどこにいようともあなた自身の

言語でローカルな知識に基づき特
許に関する助言を確実に行うとい
う役割を果たしています。

EPOがPATLIBネットワークを支
援できることをとても嬉しく思い

ます。そしてPATLIBカンファレン
スはPATLIBが目標を達成すること
を支援するイベントであることを
確信しています。

Richard Flammer

特許情報及びヨーロッパ

特許アカデミー主席部長

ts

特許情報ユーザーのためのネットワーク形成 ...
... PATLIB2016 カンファレンス in ヘルシンキ

５月３日～４日開催

– 様々なクライアントのグループ

す。ある分科会ではヘルスケア分野

に提供するサービスをどのよう
に改善できますか？

PATLIB2016
A networking event

– 顧客にIP情報を提供するために
どのようにデジタルメディアや

3 – 4 May 2016
Helsinki, Finland

通信を使用すればよいですか？

か？

これらはヨーロッパのPATLIBネッ
www.epo.org/patlib

が集まったヘルシンキで行われた今

PATLIBネットワークの発表者

年のPATLIBカンファレンスで取上げ

は、彼らが立ち上げ、彼らの

問です。

たプロジェクトについて報告を行

られ、議論され、答えが得られた質

異なるヨーロッパの地域の代表者
で構成された準備委員会は、ネット
ワークのメンバーから受け取った提
案に基づき本会議と分科会のプログ
ラムをまとめました。

－ 株式会社ワイゼル訳 －

イライトは工業用インターネット

専門家をサポートし、そして製品を

およびデジタルマーケティングの

PATLIBが関心を高め、研究者や医療
市場に送り出すことを支援するかを
主に議論しました。

説したゲスト講演でした。

しかし"PATLIB2016-ネットワー

力協定と他のIP関係者との知的パー

トナーシップを通して特許情報セン

のネットワーク形成でした。 あ
る参加者の言を借りますと、"私

とはいずれも活発な意見交換につな

（そしてたくさんのことを学びま

な側面は特許情報ユーザーのため

ターの質と認知度を高めるというこ

は素晴らしい時間を過ごしました

がったテーマでした。

した）。さらに将来共同してやれ
るとよい多くの人と近付きになれ
ました。"とのことです。

カンファレンスのプログラム全

いました。 テーマは、顧客中心の

文とプレゼンテーションのすべて

PATLIBサービスを開発するように

がEPOのウェブサイト

工夫された、発明者への入門編か

（www.epo.org/patlib）に公開さ

らIPファイナンスツールキットに

プ"のコンセプトにつながっていま

おかげで開かれる機会について概

ク形成イベント"のもっとも重要

PATLIBセンターで実行して成功し

までわたり、 "リーンスタートアッ

が作業方法や社会に与える影響、

ドではPATLIBの業務環境改善につい
て議論しました。各国特許庁との協

らうにはどうすればよいです

トワークから200名を超える専門家

のIP情報に特化し、どのようにして

幾つかのディスカッションラウン

– 若者にIP問題に興味を持っても

多くの参加者たちにとってのハ

EPOのBattistelli長官による
PATLIB2016のオープニングスピーチ

れています。
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ESPACENET

Espacenet ‒ よく受ける質問
Espacenetのユーザーから、EPOの特許情報ユーザーサポートチームにさまざまな質問が
多数寄せられます。いくつかの質問はより頻繁にお問い合わせいただきます。
現時点で最も頻繁に受ける質問は以下の通りです。
質問１

質問２

以来、Espacenetにアクセスしよ

イド・データベースを検索して

れない」とのエラーメッセージが

た」との表示でしたが、現在で

ブラウザをChromeに更新して

うとすると、「ページがロードさ

表示されます。何が問題なので

しょうか？

以前は.....についてのワールドワ

100,000件を超えるヒット数があっ
は“10,000”と表示されます。なぜで
しょうか？

回答１

回答２

問題を伝えています。当分の間

し、かつサーバーが過負荷にならな

できます。

数を最初の10,000件に制限すること

EPOは、Google Chromeにこの

は、次の回避策を使用することが

お使いのブラウザが125％に
ズームされている場合に

Espacenetを開くときだけGoogle
Chromeはエラーになります。こ

の問題を解決するためには、単純
に100％または110％にブラウザ
をズームアウトしてください。

Espacenetでの全文検索を可能に

いことを確実にするために、ヒット
が決定されました。なお、表示文献
数（500件）はこれまで通りです。

大量のデータ内を検索するために
は、日付範囲を使用するか、または

出願人名と日付範囲を組み合わせて
使用することをお勧めします。

EPO特許情報ユーザーサポートチーム左から右へ：
Iris Danner, Lisa McDonald-Maier, Patricia Thiery, Stephanie James

質問３

Espacenetが安全な環境で現在使

用できるようになったと最近読み

ましたが、Espacenetをオープンし

たいときはいつもhttps://を入力す

る必要がまだあります。これでよ

いのですか？

回答３
Espacenetは、現時点では、デ

フォルト設定ではセキュアなイン

ターフェイスを開くようになって
いません。安全な環境で作業したい
場合は、セキュアなURLを入力しそ

れをブックマークすることができま
す。そうすれば、Espacenetを開く

たびにそれを再入力する必要がなく
なります。

Espacenetを使う上でお役に立つ

上記以外の便利なヒントについて
は、www.epo.org/forumsでのオン
ラインフォーラム（投稿欄）をご覧
ください。

従来の方法ではズーム率を変更
することができないこともありま

す。その場合には、Espacenetを

ロード中にCTRL+ Rを押しながら

すぐに数字キーボード上のマイナ
スキーを押すとうまく行くことが
よくあります。この方法でうまく
行かない場合には、Espacenetの

タブを閉じ、新しいタブでそれを
ロードして、再度CTRL+ Rとマイ

ナスキーを試してみてください。

4

Patent Information News 2 | 2016

June 2016

－ 株式会社ワイゼル訳 －

特

許

分

析

単なるカラフルな絵ではありません

現代アートの一作品のように見えるかもしれませんが、このページに示されているイメージは、実際には、
ヘリコプターのローターの分野における「被引用文献」としての特許文献のデータをもとに作られたものです。
さらに、この技術分野が他の分野にどのように波及してきたかについて、このイメージはいくつかの興味深い
事実も明らかにしています。
ホットスポット "B27C"

多くの特許サーチャーは、技術

開発のための調査や他の特許調査
において、関連の可能性がある文
書を検索するためのテクニックの
一つとして被引用文献の分析をお
こなっています。

また一方、一つの分野の技術が
別の分野で引用されているのであ
れば、両分野は互いに何らかの形

ある分野の技術が別の分野にも広

チャートにおいて、分類別の技術

のが日常生活で見られることです。

軸）と最先出願年（縦軸）に従っ

て、宇宙・航空分野で開発されたも
また別の例として、治療活性を有す
る化合物が、意図されたもの以外の
疾病を治療するために使用されるこ
とです。

このチャートは航空宇宙分野から
の一例です。それはEPOのPATSTAT

でどのように重なり合っているか

成されたもので、回転翼航空機と回

についても被引用文献は興味ある
情報をもたらすことができます。

商品ラインのデータを基礎として作
転翼の分野からの特許文献を引用し
ている特許文献（特許ファミリーに
グループ化されたもの）の件数を表
しています。

－ 株式会社ワイゼル訳 －

これらの被引用文献は、この

がっているという一つの実例とし

で関連性があるに違いないという
仮説に基づき、技術が別々の分野

ウォームスポット

分野（IPCサブクラスレベル：横
てグループ分けされています。

一見すると、回転翼航空機と回

転翼は、それらの分類である

「B27C」が付記されている「ホッ
トスポット」（非常に集中してい
るサブクラス）で示されるよう

に、非常に特定されている技術の
ように思われます。しかしもっと
しっかりと見れば、ホットスポッ
トではなくても、間違いなく

「ウォームスポット」（集中して
いるサブクラス）と呼ぶことので

きる別の領域が2箇所にあることに
気が付きます。これらの領域は、
たとえば、蒸気タービン、風力

タービン、およびポンプ技術を含
んでいます。

被引用文献の解析は、すべての
技術分野に適用することができ、
単なる学究的な練習問題ではあり
ません。特許情報の実務に関わっ
ているかたの日常業務に有用なも
のとすることもできます。たとえ
ば、ある会社がその会社の通常の
領域外の技術を利用したりやマー
ケッティングをしたいと考える技
術分野や市場の候補を絞り込むた
めに使うことができます。
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GPIユーザーのための
特許モニタリング機能の改善

Global Patent Index (GPI) は特許モニタリングの点で適応性が大幅に上がりました。
新しい検索条件、すなわちDFE（最先取り入れ日）により、ユーザー

“WITH”演算子により、たとえば、付与されたEP特許（履歴変更発生

は任意の特定の日にデータベースに最初に掲載された特許文書を検索す

日：2016年3月、変更日EVD = 201603）－ 表２を参照して、読者の特許

できます。

（例、CCAT=X のCPSR = EP2816123）調査報告書を含む特許文献、また

ることが可能です。DFEをほかの検索のいずれとも組み合わせることが

たとえば、DFE = 201604 and IPC = A47J37/10 によって、2016年4月に
追加され、IPC記号A47J37/10を有する文献がすべて検索されます。

を特に関連性が高い（カテゴリー X）として引用している

は特定の技術分野の特許文献 － に対して提出された異議申立（変更コー

ド EVC = 26）を、特定の分類記号（例、CPCAD=201601の

CPC=Y02E001050）が付与され次第、検索することが可能です。

旧バージョンの場合、新しい文献は、検索クエリ：WBIB=YES

combined with STA=Cを用いて、週単位で検索することしかできません
でした。データベースに初めて収録された公報、すなわち補正されたも

の（たとえば、アブストラクトが追加された、CPC記号が割り当てられ

たなどの理由によってデータベースに再収録されたもの）ではない公報

を検索する方法としては役立ったのですが、このクエリは現在の週から
文献を検索するだけでした。

CPCコードのような分類記号を特許モニタリングに用いる場合、それ

らの分類記号は公開後に付けられたときのものであって、技術分野に

表２：”WITH”および”AND”演算子
公報１
2016-03-11

2013-10-23

公報２

2016-03-25

2010-03-01

よっては公開から数か月後に分類記号を付ける国もあることを考慮に入

[RAP2]

EP特許に基づく権利の移転

[26]

異議申立

[26]

異議申立

[17P]

審査請求

EVD = 201603 and EVC = 26

れるべきです。

EVD = 201603 with EVC = 26

✔

GPIの別の新機能は“WITH”演算子です。“WITH”演算子によって同じ情

公報２

✔

✔

報分野の検索用語を含む文献が検索されますので、“AND”演算子より正

確な調査が可能になります（表１をご覧ください）。

この新機能の詳細および実例については、www.epo.org/gpiの

GPIユーザーマニュアルをご覧ください。

表１：

“WITH”演算子によって結果がより正確になる検索の例
組み合わせ可能な条件

国コード、番号、種別コード、日付
出願人名、居所または住所を有する国名
発明者名、居所を有する国名
	

特許公開／公告番号またはNPLの書誌情報、
引用カテゴリー、被引用出願人

リーガルステータス変更コード、
変更日、変更事項
分類

6

分類記号、分類付与日
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－ 株式会社ワイゼル訳 －

判

例

法

ヨーロッパ特許庁（EPO）審判部の審決が
EUのe-Justice Portalで検索可能に
EPO審判部の審決は、多くのEU加盟国からの他の判例法とともに、EU

e-Justice Portal上の判例データベースはECLIを含むさまざまな条件を

のe-Justice Portalでの検索が可能になりました。この新しいサービスは、

用いた検索を提供しています。これを達成するために、判例情報提供国

らそのテーマに関する判例法を一緒に集めることができることを意味し

「ECLIサイトマップ」を作成します。これらのサイトマップは、その

一回の検索で、特定のテーマについて検索すると共に、複数のソースか
ます。

e-Justice Portalの判例検索インターフェースには、こちらからからア
クセスできます：

https://e-justice.europa.eu/content_ecli_search_engine-430-en.do 。

ECLI ‒ヨーロッパの判例法識別子（European case law identifier）
新しい判例データベースの1つの基本的な部分は、ヨーロッパの判例法
識別子、略して「ECLI」の概念です。データベース内の判例法の判決また
は審決には、それぞれ識別子が１つずつ割り当てられます。

ECLIはEUにおける判例法の識別と参照を標準化するための手段を表れ
しています。現在、欧州司法裁判所およびEPOに加えて10のEPC加盟国が
この取り組みに参加しています。
EPOのデータに関しては、EPO審判部の全コレクション内の各審決に

はそれぞれその国のために必要なデータベースのメタデータを含む、

後、データベース用にインテックス化されます。確認したい判例法の判
決または審決およびそれに関連する書誌データへのアクセスは、「ホー
ム」ウェブサイト上のコンテンツへのリンクを介して提供されます。

EPOのECLIサイトマップは、審決データベース中の審決と、PDF版の
審決書類へのリンクを提供します。また、これらのECLIサイトマップ

は、関連する特許公報のデータも提供します。このことは、第三者の特
許データベースからEPOの判例法データと審決へのリンクを構築するた

めにこれらのサイトマップデータを使用することが原則としては可能で
あることを意味します。

EPOの審決サイトマップに関する情報は、自社の特許情報サービスの

強化を模索している商用プロバイダなど、興味を持つすべての人が利用
可能です。patentdata@epo.orgへ、テスト用サイトマップデータをリク
エストしてください。

ECLIが割り当てられています。ECLIは一意の識別子であるため、EPOの審

決を引用するために、またEPOのウェブサイト上の審決データベースで検
索語として、ECLIを使用することができます。
EPOの審決用ECLIの例
EP:BA:2002:D000300.20020503
EP = EPO

BA = EPO審判部（Boards of appeal of the European Patent Office）
2002 = 審決が下された年(例)

D000300 = D0003/00 (審決番号)

20020503 = 2002.05.03 (審決日)

ECLIの構造に関する詳細につきましては、e-Justice Portal1をご覧くだ
さい。

1) https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-ii-en.do?member=1

－ 株式会社ワイゼル訳 －
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リーガルステータスデータ

ステータス識別子：どんなもので、
何のために使われるのか？

この記事では、European Patent Register中のヨーロッパ特許出願と付与された特許に関して表
示されるステータスデータ、すなわちステータス識別子について述べます。これらの識別子は
各特許文献の履歴における最新の変更事項をひと目見ただけで示します。
ヨーロッパ特許を取得するため

特許サーチャー、弁理士、そし
て他の特許情報の利用者は、たと

には次の2つのルートがありま

中かどうかや、付与された特許に

ロッパ特許条約（EPC）の規定が

えば、特許出願がまだ審査に係属

対して異議申立が提出されたかど
うかを確認するために、特許出願
や付与された特許の現在のステー
タスを知る必要がよくあります。
ヨーロッパで特許権を得るため
にEPOに提出された特許出願は、

す：Euro-directルートーーヨー

付与手続全体に適用される；およ

ステータス

到達している最新の手続段階

1ステータス

特許権者による取り消し

びEuro-PCTルートーー最初の国際

特許の限定

規定が適用されるが、選択官庁と

特許の取消し

階ではヨーロッパ特許条約の規定

異議申立手続の終了

段階では特許協力条約（PCT）の

補正された形で特許維持

してEPOにおけるその後の広域段

異議申立の却下

が適用されます。

異議申立期間内の申立なし

現在のステータスに特に関心が向
けられる傾向にあります。これら

表1：ヨーロッパ特許出願と特許の最新ステータス

EPOはEuropean Patent

特許付与
出願取下げ

の出願は、EPOの特許出願および

Registerに特許出願および付与手

出願のみなし取下げ

を経て行くので、それらのステー

す。公開されたヨーロッパ特許出

特許付与の意図の通知

れた特許文献および公式の通信記

審査進行中

す。それだけでなく、European

出願公開済み

付や出願のリーガルステータスの

不明

付与手続においてさまざまな段階
タスは変化します。

手続の第1段階は、出願時の審
査、方式審査、ヨーロッパ調査報
告書の作成、および特許性に関す
る予備見解書並びに出願および調
査報告書の公開から成っておりま
す。

第2段階は、実体審査とヨー
ロッパ特許の付与からなります。
その後、特許に対しては異議を申
し立てることができ、それによっ
て特許が付与された形のままで維
持されたり、補正された形で維持
されたり、あるいは取り消しに

続のそれぞれの段階を記録しま

願については、それぞれ、公開さ

審査請求済み

Patent Registerには、手数料の納

国際出願公開済み

変更などの事項に関する情報も含
まれています。これは、利用可能
なデータが大量なので早期に利用

生じた二重出願の状態を、一方の出願の手続を停止することによって、一つの
出願に統合）。

特許出願や付与されたヨーロッパ
特許の最新のステータスを確認す
る上で、特許情報利用者のお役に
立つと考えます。

この点が、European Patent

取り消したりすることもできま

す。“About this file”の部分におい

て真価を発揮するところで

て、最新のステータスが正確に何
であるか、たとえば、出願特許が
公開されたかどうか、特許が付与
されたかどうか、異議申し立て手

8

*apn: 別出願への統合（例：FAXによる出願と書類による出願が行われたことにより

可能とするのは難しいが、特定の

Registerの特別な機能の１つとし

す。

手続終了_apn*

録がすべて利用可能となっていま

なったりします。付与された特許
は、特許権者の請求で限定したり

出願拒絶
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続の結果がどうなったか、特許が
失効したかどうか確認することが
できます（表１参照）。

このような確認が可能なこと

は、選択した特許出願や付与され
た特許の関連度を評価するときに
役立つだけでなく、それ以上のも
のがあります。すなわち、技術分

EPOがPATSTAT製品グループの1つ
であるPATSTAT Registerにおいて
もステータス識別子を公開してい

る理由はここにあります。

我々は、次号のPI-Newsの中で、
このステータスデータの使用方法
を示します。

野の統計分析と特許ポートフォリ
オの評価の基礎にもなります。

－ 株式会社ワイゼル訳 －

IP5

鍵となるIP5統計指標

早期の統計に対するユーザのニーズを満たすため、5大特許庁は、鍵とな

るIP5統計指標2015年版を示す情報画像を2016年3月末に公表しました。そ

の情報画像には、2015年の5大特許庁レベルの全体的なトレンドを示す予
備データが含まれています。

これに続き、年次IP5統計報告書完全版が2016年の第4四半期に公開
されます。
詳細は、www.fiveipoffices.org/statistics.htmlをご覧ください。

鍵となるIP5統計指標2015年
ここの統計値はすべて速報値です。

IP5統計報告書2015年完全版は、2016年の第4四半期にご覧いただけるようになります。
特許庁別、原出願ブロックごとの特許出願件数
1%
2%

27%

2015年の
5大特許庁における
特許出願件数

8%

7%

3%

3%

1%

7%

4%

6%

EPC 加盟国
日本

1%

7%

中国

15%

韓国

48%

EPO

JPO

KIPO

SIPO

アメリカ

15%

USPTO

その他

6%

4%
4%

13%

81%

78%

88%

50%

318 721

213 694

1 101 864

589 410

3%
160 022

出願件数小計

出典：5大特許庁、速報値2016年3月

5大特許庁での特許付与件数の推移
(2005-2015)

+8.6%

1 000 000

EPO
800 000

JPO
KIPO
SIPO
USPTO

特許出願増加率（前年比）

600 000

400 000

5大特許庁での特許出願件数の推移

200 000

(2005-2015)

2 500 000

EPO
JPO

0

2 000 000

KIPO

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SIPO
USPTO

2011

2012

2013

2014

2015

出典：5大特許庁、予備データ2016年3月

1 500 000

1 000 000

500 000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5大特許庁による2015年の特許付与件数

0

出典：5大特許庁、予備データ2016年3月

公報コーナー
「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。
■ EP-A1:

■ EP-A2:

ヨーロッパ特許出願公開明細書（サーチレポート付）

ヨーロッパ特許出願公開明細書（サーチレポートなし）

■ EP-A3:

サーチレポート

■ EP-B2:

ヨーロッパ特許訂正明細書

■ EP-B1:

ヨーロッパ特許公報
2016年1月～6月

ヨーロッパ特許明細書

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。

－ 株式会社ワイゼル訳 －

週間

合計

前年度

2016年平均

2016年1月~6月

2015年比

1 313

34 129

EP-A documents
EP-A1

102

EP-A2

Total EP-A1 + A2

11 415

Percentage EP-A1 of total A1+A2
EP-A3

EP-B documents

EP-B1+B2

2 652

36 781

92.8%

10.6%

–26.5%

6.7%

232

6 034

–22.9%

1 745

45 373

33.4%
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ts

ウィーンで開催されたEast meets West:
グローバル特許情報関係者の再会
ウィーンのEPOでの4月には、East meets Westフォーラムとして知られている、特許情報の
エキスパートらのユニークな集まりが伝統的に付きものになっています。2016年4月21日～22日に、
その伝統通り、参加国が多様性に豊んでいることでよく知られているフォーラムは、25か国から100名
を超えるの特許情報プロを迎えて今年も開催されました。
総会の間、日本特許庁（JPO）

最新の情報を収集することができ

は、 2015年に導入された異議申立

たと述べられました。このように

の将来性に関する情報を提示しま

イベントの内容を高い水準に維持

した。日本において付与された特

できたことは、フォーラム総括者

許について争うためには、第三者

Richard

には、現在、異議申立によるかま
たは無効審判によるかの二つの選

からの有益な情報のお蔭」に尽き

択肢があります。講演者による

ます。

と、異議申立制度を導入した大き
な理由は、過去数年間無効審判請

フォーラムの終了時、日本特許

求件数が減少し、一般大衆によっ

情報機構（Japio）のYukio

て有効性が争われたことのない弱

Takahashi氏が挨拶を述べる形

い特許がもたらされたことにより

で、East meets Westの生みの親で

ます。新たに導入された異議申立
制度により、付与された特許の有
効性を争うための、より簡単で、
より低コストの、より迅速な方法
が提供されるに違いありません。

あるGunther Vacek氏に賛辞が送ら

英語翻訳の提供を開始しました。

また、1992年より前の公開特許書
類の全文データが徐々に無料で提

供されるようになります。1971年

から1993年の日本の公開公報の全

文データは、既にJPOのＪ-PlatPat
データベースで閲覧可能であり、
近々もっと多くのデータが作成さ
れます。

ら8年を経て、現在進められている

中国特許法の第４次改正作業の概
要について述べました。たとえ

ば、より重い制裁を導入する等に
よって、特許権の保護を強化する
ことと、たとえば、職務発明に関
する規定を定義しなおすこと等に
よって、特許の利用を促進するこ
とを主な目的としています。

今回の改正により、意匠の保護
範囲も広がり、その保護期間は、
10

き継がれた際、Vacek氏は日本特許

および無効審判手続が変更になりま

情報サービスの担当者でした。そ

す。

れ以来、特許情報は、紙の時代か
らエレクトロニクス時代へ移行し

「3大特許庁」によるプレゼン
テーションの締めくくりとして、韓

ました。我々は長い道のりを経

ンデータ方針に基づく新しい特許情

タを提供しているので、誰もが非

国特許庁（KIPO）は、政府のオープ

て、今日、僅かな費用で電子デー

報普及戦略を紹介しました。KIPO
は、他の情報源からの情報に対し、

常に高度な特許情報を利用できる

KIPRIS/KIPRIS Plus データベース中

円卓会議でのディスカッション

とTakahashi氏は述べました。特許
ドキュメンテーショングループを

代表して講演したPeter Kallas氏が

の特許情報を接続することによっ

を通じ、参加者らは、ラテンアメ

れたオープンデータ」として提供し

わるアジアのトレンド、またはア

する予定のVacek氏は、世界中の特

略等のテーマについて深く意見交

してきました。Kallas氏は、数十年

なことを言い忘れていましたが、

表し、East meets Westは、いつも

英語間の機械翻訳および人が介在す

人名・発明者名検索およびビッグ

した。

トをいくつか紹介しました。

会でフォーラムは締めくくられ、

て、特許情報サービスを「リンクさ
ます。

中国特許庁（SIPO）は、実質的
な特許法改正を最後に実施してか

れました。1991年に国際特許情報
センター（INPADOC）がEPOに引

10年から15年に延長され、再審査

ユーザの要求を満たすため、JPO

は、審決書について、マニュアル

Flammer氏の言を借りれ

ば、「参加者および運営スタッフ

ユーラシア特許庁（EAPO）は、
その商品およびサービスに関する詳
細内容を説明し、出願のロシア語‐
る機械翻訳等のEAPOのプロジェク
インド特許庁からの講演者は、

2016年当初に導入された出願番号

の新しいフォーマットのみならず、
特に全文検索おける、公用インド特

リカの特許情報、特許とカネに関

言及したように、2016年末に退任

ジアにおいて特許を争うための戦

許情報の劇的な変化を目の当りに

換をする機会を持ちました。大事

に渡るVacek氏の業績に感謝の意を

アジアの特許情報の分野での出願

ウィーンをわが家にすると言いま

データの課題に関する同時進行部

ムは、2017年4月6日～7日に

た。

今年のプレゼンテーションおよび

の双方から情報が提供されまし

参加者からの反応において、

許全文検索システム（InPASS）

フォーラムによってユニークな

説明しました。

供されたので、多数のプロが

データベースの新しい機能について

Patent Information News 2 | 2016

June 2016

次回のEast meets Westフォーラ

データ提供者およびエンドユーザ

ウィーンで開催される予定です。
詳細は、www.epo.org/emw2016
からご覧いただけます。

ネットワークによる討論の場が提

－ 株式会社ワイゼル訳 －

アジアニュース

アジアからのニュース
日本特許庁は1992年より前の全文データの提供を始めています

2016年3月1日、日本特許庁は1992年より前に公開された特許文献の

全文データの提供を開始していると発表しました。1971年から1993年ま
での公開公報の全文データはすでに作成されています。他の種別の公報
データは、まだ作成過程であり、今後提供されることになります。

全文データには、J-PlatPatデータベース（www.j-platpat.inpit.go.jp/
web/all/top/BTmTopEnglishPage）を介して無料でアクセスできま

す。J-PlatPatの英語版を介してアクセスするユーザーには、書誌データ

さらに、日本特許庁は先ごろ、外国の特許権者による更新手数料の直接
納付を可能にするための法改正を行いました。2016年4月1日以降、日本国
外に住所または居所を有する特許権者は、日本の特許代理人を介して行う
必要なく、日本特許庁に直接更新手数料を納付することが可能になりまし
た。詳細な情報は以下のウェブサイト（www.jpo.go.jp/torikumi_e/
hiroba_e/160401_renewing_outside.htm）で見られます。

台湾特許庁は、特許と商標のオープンデータを提供しています
公式発表によれば、台湾特許庁は、現在ウェブサイトで、特許と商標の

内の“Detail”（詳細）タブをクリックすることで機械翻訳による英訳文が

オープンデータを編集した形で提供しています。リーガルステータス情報

介してしか入手できません。

式のプラットフォーム（中国語のみ）を介して、無料でデータを取得する

提供されます。全文データそのものは、日本語版のインターフェースを

や2言語で出願された場合などの関連データも利用可能になっています。公
ことができます（https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/

OD01.aspx）。プラットフォームは、台湾特許庁の特許・商標公報の最新

の更新と同期されています。

韓国の商標審査システムの広範囲にわたる変更
韓国特許庁は先ごろ、出願人のための手続を改善するため、商標に関す

る審査システムをいくつかの面で改定しました。主な変更点は、商品分類
の変更可能範囲の拡大と意見書の提出期間の延長（以前は、正式な通知の
受領日から2か月だったが、現在は4か月）です。

日本語による全文データの英訳文を
入手するには、“Detail“（詳細）を
クリックしてください。

詳細な情報は、韓国特許庁の2016年2月23日のニュース（韓国語のみ）
をご参照ください（www.kipo.go.kr）。
GCC特許庁の新しい英語ウェブサイト

先ごろ、湾岸アラブ諸国協力会議の特許庁（GCC特許庁）は、英語ウェ

ブサイトの新バージョン（www.gccpo.org/DefaultEn.aspx）を立ち上げま
した。特許検索システムに加えて、ウェブサイトには、特許を出願する方

法や料金表、統計、特許公報へのリンク等の基本情報が含まれています。
コンピュータ関連発明の審査ガイドラインの最終バージョンがインドでリ

リースされました

関係者からの提案や意見を考慮した後、インド特許庁は、コンピュータ

関連発明の審査ガイドラインの最終バージョンを発行しました。ガイドラ
これらの全文データの大半は、OCRによるスキャニングによって自動
的に作成されます。しかしながら、1992年より前に公開され、拒絶理由
として、異議または審判決定書や、国際調査報告書などにおいて、日本
特許庁の審査官/審判官によって引用された公報の場合、2016年1月1日
以降、全文データは人手入力によって作成されます。

詳細な情報は日本特許庁の発表内容を参照ください（www.jpo.go.jp/

seido_e/s_gaiyou_e/h280229_fulltext.htm）。

インはコンピュータ関連特許出願の均一かつ一貫性のある審査を図るに違
いありません。
審査ガイドラインは、インド特許庁のウェブサイト（www.ipindia.nic.in/
iponew/GuidelinesExamination_CRI_19February2016.pdf）でPDFファイル

として英語で利用できます。

アジアからの詳細な情報は、EPOウェブサイト（www.epo.org/asia）の
更新セクションをご覧ください。

日本特許庁における手数料と手数料の納付方法の変更

2016年4月1日、日本特許庁にて、改定された料金表の適用が開始され

ました。特許に係る手数料（出願手数料、審査請求料、更新手数料な

ど）については、約6～7%の減額になりました。商標については、約

20%の減額です。新旧料金表の比較は、日本特許庁の英語版ウェブサイ

ト（www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/ryoukin_e/revision_fee_2015.htm）で見
ることができます。
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ロシアで発行された特許情報へのアクセス
－ 第1部：ユーラシア特許庁

本稿は、ロシアからの特許情報を概説するパテント・インフォメーション・ニュース用2部シリーズの第
1部です。今回の論文はユーラシア特許庁における公報類とそれらの発行手続を調べたものです。このシ
リーズの第2部は、ロスパテント（ロシア特許庁）の特許文献発行担当機関である連邦知的財産権特許・
商標庁によって入手可能にされた無料データベースに焦点を合わせることになります。
世界最大の国として、ロシア連邦は、ヨーロッパの会社を含む外国の
投資家にとって非常に重要です。この国において発明を特許化したいな
らば、ロシアで使用可能な情報源について十分な知識を持つことは欠か
せません。

この論文は、ユーラシア特許制度とユーラシア特許庁（EAPO）の無料

情報源について概説します。

ユーラシア特許庁（EAPO）およびユーラシア特許条約
ユーラシア特許条約は1994年9月9日にモスクワで署名され、1995年4
月12日に発効しました。モスクワにあるユーラシア特許庁は1996年にそ
の業務を開始しました。ユーラシア特許庁は特許出願を受け付けると共
に、ユーラシア特許の付与官庁でもあります。現在、ユーラシア特許条
約の締約国は以下の8か国です：アルメニア、アゼルバイジャン、ベラ

ルーシ、カザフスタン、ロシア連邦、タジキスタン、およびトルクメニ

出願および登録実績
1996年～2015年末までの期間に、ユーラシア出願が約43,700件あり、
ユーラシア特許が約22,700件EAPOにおいて付与されました。
公報種別コードおよびナンバリングシステム
EAPOの公報種別コード（A1,A2,A3,A8,A9,B1,B2,B3,B8,B9）はEPOによっ
て使用されているものと同一です。しかしながら、EPOと違って、公開／

公告された特許出願に新しい公開／公告番号が割り当てられるのではな

く、もとの出願番号が種別コードと組み合わされて公開／公告されます。
出願番号は9桁の数字からなっています。最初の4桁の数字は特許出願が
行われた年を表し、残りの5ケタの数字はシリアル番号を表します。このシ
リアル番号の最初の数字は出願方式を示しています（表１参照）。le 1:
Significance of the 5th digit of the application number

スタン。モルドバ共和国は2012年4月26日にユーラシア特許条約から脱退

しました。この脱退前に出願されたEAPO特許出願およびEAPO付与特許
は現在もなお有効であり、モルドバ共和国によって認められています。

表1：出願番号中の5番目の数字の意味

ユーラシア特許付与手続
多くの点において、ユーラシア特許庁の特許付与手続はEPOのものに非

0

常によく似ています。ユーラシア特許出願はEAPOに提出しなければなり
ませんが、ロシアなどの幾つかの締約国については、その国の官庁にま
ず出願しなければなりません。ユーラシア特許条約の下では、その加盟
国のうちのいずれかの国に住所または居所を有しない出願人はユーラシ
ア特許弁護士による代理が必要です。出願はいずれの言語でも可能です

が、EAPOの公用語かつ手続言語であるロシア語の翻訳文を追って提出し

ペーパー出願

ADEPT e-filing（2013年に廃止された出願制度）

7

EAPO-ONLINE e-filing

9

付与された特許に使用されている数字は6桁からなり、連番で割り当てら
れています。

なければなりません。ユーラシア特許に対する異議申立提出期間は、付
与された特許の公告日から６ヶ月です。

仮保護を早期に得るための手段として早期公開が可能ですが、EAPOに

おける早期審査制度は現在ありません。

特許番号は6桁の連続番号です

ユーラシア出願は締約国をすべてカバーし、特許付与されますと、そ

のユーラシア特許は加盟国における有効化やいずれかの国内言語への翻
訳を必要とすることなく、統一効果を有します。特許権者は、各締約国

の更新料金を直接EAPOに納付し、EAPOはこの納付された料金を後日加

盟国間で配分します。
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EAPOの特許情報源

Espacenetは広範に亘るEAPO特許データを提供しています。さらに、

ユーラシアEspacenetサーバー（ea.espacenet.com）は1996年以降の発明
に関するすべてのユーラシア出願および特許の完全コレクション集を提供
しています。B公報コレクション集はロシア語の全文検索が可能です。B
公報については、書誌事項データ、要約および発明の名称は英語でも

検索可能です。
EAPOの公式特許情報源には、公報、公報サーバー、特許登録データ
ベース（Patent Register）およびユーラシア特許情報システム

（EAPATIS）が含まれます。EAPOのホームページおよびデータベースエ

ントリーポイントは英語で利用可能です。しかしながら、より深い階層構
造のウエブサイトレベルでは、ページはロシア語のみになります。

ユーラシア特許公報は、各公報の書誌事項データおよび要約／クレーム
と、公報の訂正を含んでいます。さらに、先に取り下げられた出願の回復

締約国とモルドバ共和国
の領域における特許の有効性
についての情報

EAPOはユーラシア出願についてオンライン包袋閲覧を提供していませ
ん。特許出願の手続状況に関する詳細な情報は出願人にしか入手可能で
なく、第三者は入手できません。

EAPOの公報サーバーはさまざまな検索条件による絞込検索オプション
を提供しています。検索フォームおよび検索対象情報はロシア語でしか
利用できません。

のような通知も、対応する出願または特許番号に符合する履歴コードリス
トと共に、公報に掲載されます。
通

公報番号

告

出願番号
IPC
日付：わかっている場合、正
確な日にち；範囲（年、月）

公報
種別コード
公告された通告の履歴
コードリスト

検索

消去

絞込検索

ユーラシア特許情報システム（EAPATIS）は2,000年に開始され、現在
付与された全ユーラシア特許の履歴情報については、Eurasian Patent

Register（ユーラシア特許登録データベース）が正しい検索対象データ

ベースです。そこでは、制限手続、特許権存続期間延長登録証、代理人
変更または特許権者データの変更に関する情報を含む、付与後履歴デー
タも表示されます。個々の締約国において部分的に取り消された特許の

場合、EAPOは特許公報を新規に発行しません。関連する国について新し
いクレームが取消通知と共に公告されます（たとえば、特許番号EA
003144 B1を参照）。
各締約国からの更新料金納付情報も入手可能です。納付を怠ってし
まった更新料金についてEAPOは6箇月の猶予期間を認めており、また、
納付期限後3年まで特許回復請求が可能です。

6,000万件を越える特許資料を備えています。これらの特許資料に

は、EAPOの特許出願（ロシア語版）の完全コレクション集、EAPOのB公
報の英文翻訳、および1924年以降のロシア特許庁の資料が含まれていま

す。また、PCT国際出願の国際調査・国際予備調査において使われる最小
限の資料に含まれる、EPO,

USPTO,

ロシア特許庁、およびその他の

国々からの資料、EAPO自体により発行された資料、ならびにポストソ連
邦の独立国家共同体からの資料も含まれています。データ蓄積範囲に関
する詳細な情報はEAPOのウエブサイトで得られます。

EAPATISの2種類のデータベース（ユーラシア特許データベースおよび
CISPATENTデータベース）はゲストモードで無料アクセス可能です。ゲ

ストモードでは、上記以外の24種類のデータベースにおいて番号検索を
実施することもできます。技術分野および番号検索、ロシア語および英
語での語幹処理や、近接および切り捨て演算子をその他の多くの高度な
機能と共に含む全文検索を可能にするクエリ・ビルダー（問い合せ内容
作成機能）のような、幾つかの検索オプションもあります。
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EAPATIS ‒ クエリ・ビルダー
❏ Help: 検索条件の正
しい入力例

特許情報分野におけるEAPOの将来計画
ウイーンでのEPO年次East meets Westフォーラムのプレゼンテーショ

ンにおいて、ユーラシア特許庁（EAPO）のAndrey Sekretov氏は特許情報

分野のおけるEAPOの将来計画を披露した。Sekretov氏によると、EAPO

は、バックナンバーのファイルを未加工データ商品として提供し、光学
ディスク商品の予約出版を停止することを検討していました。ま

た、EAPOはその機械翻訳システムを利用して、より多くの公報（たとえ
ば、A公報に関するデータ）をロシア語から英語に、また、その逆に英語
からロシア語に翻訳することを詳細に検討中です。履歴コードの領域で

は、EAPOは、ヨーロッパ特許の有効期間の満了やフランチャイズ契約に
❏ 全文検索
❏ 独自クエリの作成
❏ ブーリアン検索
❏ 検索条件を組み合わせる
❏ Helpに示すように書き込むべき検索条件（Siemens/PA）

関する情報について新しい履歴コードを導入することになります。さら

に、Patent register中の有効性に関する表に、より詳細な情報が加えられ
ます。

お問い合わせ先
このテーマに関するより詳細な情報については、EPOのアジア特許情報
サービス（asiainfo@epo.org）にお問い合わせください。

ヨーロッパ特許登録簿

オランダと旧ユーゴスラビア連邦のマケドニア共和国が
Federated Registerサービスに参加
さらなる朗報です。既に10のEPC加盟国が参加しているFederated

Registerサービス（詳細はIssue 1/2016のPIニュースを参照）に、5月に

さらに2か国、すなわちオランダと旧ユーゴスラビア連邦のマケドニア共
和国が参加しました。これにより、これらの2か国において有効化された

ヨーロッパ特許に関して、信頼性のある最新の書誌情報とリーガルステー
タス情報へのアクセスが容易になります。

2015年4月に3か国で始まったFederated Registerサービスは、以下の
12か国が参加するまでに成長しました：オーストリア、チェコ共和国、

フィンランド、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、ギリシャ、アイルラ
ンド、ルクセンブルグ、オランダ、ルーマニア、セルビア、スロベニア、
およびスイス。

European Patent Register (www.epo.org/register)内において利用可能
なFederated Registerは、付与されたヨーロッパ特許がこれらの12か国に
おける国内段階に移行次第、それぞれの国におけるそのステータス情報の
検索を可能にし、検索結果をまとめて一覧表の形で見ることができます。
Federated Register に統合されている、各国特許庁から提供された内容
に関する情報は、EPO website1で確認することができます。
最終的には、すべての指定国、ならびに拡張国および有効化国にわたっ
て、付与されたヨーロッパ特許のステータス情報へのアクセスを提供する
ことがFederated Registerの目標です。Patent Information Newsは参加国
が加わるごとに逐次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の一部を成しています。
1) www.epo.org/searching-for-patents/legal/register/documentation/federated-register.html
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トレーニング

特許情報ウェビナー（オンラインセミナー）‒ お見逃しなく！
EPOの無料ウェビナーは、居なが
らにして、EPOからの最新の特許情

特別なテーマに関するウェビナー

表１：特許情報の無料ウェビナー（2016）

報ニュースについても通じていられ

また、対象グループ全体のための

専門家向けテーマについての具体的

タイトル

る道です。

なウェビナーもあります。2016年後

ニュース速報
特許情報ユーザーサポートチームによる隔月ウェビナー

このウェビナーイベントは、年間

パテントファミリー

20回ほどあり、各1時間ほどです。

リーガルステータス

表をご覧になって、興味のある

特許情報の要点

許情報ユーザーサポートチームの

特許情報ユーザーサポートチームによる隔月ウェビナー

ウェビナーイベントは、EPOの特許

ニュース速報

情報商品やサービスに関して、頻繁

(patentinformation@epo.org)の前

または当日ライブ上で送られた質問

ウェビナーを“www.epo.org/vc”の

サイトで今すぐ登録してください。
以上および他のイベントの詳細に

に受けるご質問（FAQ）について議
論する場です。ユーザーサポート
チームは、ウェビナー

ガルステータス、特許情報の要点な
どの部会があります。

ニュース速報

ユーザーサポートチームとの交流特

半では、パテントファミリー、リー

ついては、“www.epo.org/pi-

特許検索についてのセミナー

9月19日～22日、ウィーン

特許検索に関する包括的な4日間のセミナー（Seminar on Patent

に対して喜んでお答えします。 こ

Searching (SPS)）が、再び、2016年9月に、ウィーンのEPO施設で開催さ

効に利用するために役立つ具体的な

います。このセミナーは、特許検索を新たに始めるかたが、より高度な商

ユーザーが学ぶ場です。

知っておくべきことをすべて提供します。

こは、EPOからの特許情報をより有

れます。特に、民間、弁護士、大学などからの参加者をターゲットにして

サポート資料を見つけるべき場所を

品とテーマへの理解を深めることを含め、良いスタートを切るために、

training”をご覧いただく

か、pitraining@epo.orgへ特許情報

トレーニングについてお問合せくだ
さい。

詳細情報と登録：www.epo.org/search-events

特許性調査の新しいオンラインコース
EPOによる新しいオンラインコー

新しいコースの内容は以下のと

スは、特許性調査について学ぶこと

おりです：

るでしょう。

– 検索テーブルの設定方法を含む、

に熱心な人に、興味を持ってもらえ

このオンラインコースはもともと
特許庁審査官用に企画されたもので
あり、特定の特許出願に関連する先
行技術を見い出すための方法論に焦
点が当てられています。

このコースを受講すると、どのよ

うにして特許庁審査官のように検索
するかを学ぶことになります。その
結果、特許性を評価するために関連
性のある文献が存在する場合にはそ
れが見い出れる見込みの低くない検

検索の準備

– 検索の実行
– 検索結果の評価

特許出願に関して先行技術を検索

この新しいコースを試すために
は、“https://e-courses.epo.org”の
サイトへ行き、検索コースフィー
ルドで、"Searching prior art

based on patent applications"（特
許出願に基づく先行技術検索）と

入力してください。

索を特許出願またはその原案につい
て実施できます。

－ 株式会社ワイゼル訳 －
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お問合せ

EPO特許情報カンファレンス2016
プログラム配布、登録受付中

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

今年のEPO特許情報カンファレン
スは、ノボテルマドリッドセン

ターで11月8日～10日に開催され、
ヨーロッパにおける特許情報の専
門家の最大の集まりになることが
今回も予想されます。

csc@epo.org

査、そのほか多数のテーマに関

が一堂に集まり、意見や経験を交換す
るイベントであり、出合いの場です。
詳細情報およびイベントへの登録

は、 “www.epo.org/pi-conference”を
ご確認ください。

交換のための討論会

– EPOからのリーガルステータス

8 – 10 November 2016
Madrid, Spain

情報の取得、アジアからの

発

テントファミリーなどのテーマ
について、11月7日～10日に開

発行者: Richard Flammer

ニュース、特許解析ツールとパ

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:

催される研修

Tel.: 00 800 80 20 20 20*
08:00-18:00

中央ヨーロッパ標準時)

– 経験豊富なサーチャーからの実

Information and registration:
www.epo.org/pi-conference

用的なヒントを含んだ通例のプ

www.epo.org/contact

レゼンテーション
EPA_PatentInformationConference-2016.indd 1

ご利用ください）

（freedom-to-operate; FTO）調

員、および商用特許情報プロバイダー

– 特定の問題に関する詳細な意見

EPO
Patent Information
Conference

センター(CSC)

れない国からはこちらの番号を

び全文検索、侵害回避

ンスは、特許サーチャー、特許庁職

の特許情報の概観

販売＆配信カスタマーサービス

（上記フリーダイヤルに掛けら

– 特許モニタリング、引用文献及

とりわけ、EPO特許情報カンファレ

– スペインとラテンアメリカから

pitraining@epo.org

*あるいは+49 89 2399-4500

– ヨーロッパ特許情報の最新動向

する部会

研修

(月～金,

プログラムには、下記内容が
含まれます。

30.05.16 15:37

特許分類（CPC）方式に関するト

レーニング用モジュールを多数一
緒にし、「コンビネーション・

セット」に補完的な資料を最近追
加しました。

情

報

編集者: D. Shalloe, K. Maes, 寄
稿者: I. Danner, C. Kämmer, H.

Krestel, A. lahaye, P. le Gonidec,
m. michalec, I. muñoz Ozores, Y.
Sanchéz García, I. Schellner, C.
Soltmann, E. Straková

共通特許分類（CPC）に関する
オンライントレーニング
EPOとUSPTOは、共同で、共通

行

詳細情報:
www.cooperativepatent
classification.org/Training.html

デザイン：Atelier 59
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