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SACEPO/PDI: ユーザコミュニティの

正式な声 
SACEPO/PDIの下部委員会会議は、ヨーロッパの主要な特許情報ユーザの有志にとって自
らの見解をEPOに述べるためのひとつの年次行事です。SACEPOは、欧州特許庁常任諮問
委員会の略語であり、PDIは、特許文献および情報の問題を検討することを義務付けられて
いる特別下部委員会を表します。2017年の会議は、3月23日にウィーンで開催されました。 

 
SACEPO/PDI の下部委員会の 24
名の委員の 3 分の２は、ヨーロッパ中
のさまざまな組織によって任命され、残
りの 3 分の１は、EPO 長官によって
任命されます。次のページの表は、任
期が 2017 年末までの現在の委員リ
ストを示しています。 
 

SACEPO/PDI は小さな組織です
が 、重要な組織です。 これは 、
SACEPO/PDI が、特許情報に関す
る問題について EPO に助言するため
に設置された専門の組織であるという
事実に由来します。したがって、EPO
は、SACEPO/PDI の委員に、自らが
代表を務める組織で徹底的に議論
すること、および極めて重要な問題に
関する組織の立場に焦点を合わせる
ために会議を利用することを勧めま

す。もちろん、EPO が企画するイベン
トにおいて、または書面でも、ユーザ皆
さまからのコメントを EPO は常に歓迎
します。 
 
特許情報についてお伝えになりたいご
意見がございましたら、皆さんが所属す
る組織を代表する SACEPO/PDI 委
員に遠慮なくご連絡ください。 
 

continued on page 2 > 
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ポーランドおよびトルコが

Federated Registerサービスに 

加わる 
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SACEPO/PDI下部委員会委員 2015-2017 

スペインが Federated Register
（統合欧州特許登録データベース）
サービスに加わり、スペインで有効化さ
れた欧州特許の状況に関する情報へ
のアクセスが容易になったというニュース
で、2016年は前向きな調子で終わり
ました（PI ニュース 4/2016 をご覧く
ださい）。 
 
朗報は 2017 年に入っても続き、ポー
ランドおよびトルコもサービスに加わりま
した。およそ 2 年前の Federated 
Register サービスの開始以来、この
サービスへの参加国は、オーストリア、
クロアチア、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、リトアニア、ルク
センブルグ、オランダ、ポーランド、ルーマ
ニア、セルビア、スロベニア、スペイン、ス
イス、およびトルコの 17 か国にまで増
えました。 

付与された欧州特許は、これら 17 か
国の参加国で「国内移行段階」に入
ると、European Patent Register
内（www.epo.org/register）で
利用可能な Federated Register
により、ユーザは、その特許に関する確
実かつ最新の書誌情報およびリーガル
ステータス情報を検索することができ、
全 17 か国におけるそれらの情報を 1
つのテーブルでまとめて見ることができま
す。 
Federated Register に現在統合さ
れている各国の特許庁によって提供さ
れる内容に関する情報は、EPO のウェ
ブサイト 1)  でご覧いただけます。 
Federated Register の最終的な
目標は、全指定国、ならびに拡張国
および有効化国における付与された欧
州特許の状況にユーザがアクセスでき
るようにすることです。さらに参加国が
増えるごとに、PI ニュースはその情報を
お届けします。 
 

SACEPO/PDI 会議は、欧州特許情
報のユーザコミュニティのためだけのもの
なので、商業ベースで特許情報を提供
する企業は出席しません。代わりに、
EPO は、企業の代表機関で、EPO と
のリンクをもたない第三者機関である
PatCom を 2 回の分科会に毎年招
待してします 。会議のひと つは 、
SACEPO/PDI と同じ週にウィーンで
開催されます。その狙いは、商業的な
知的財産情報提供者に、EPO のデー
タおよび商品のこれからの変更について
事前に確実に知らせることにあります。
それにより、知的財産情報提供者は
彼らの商品およびサービスをタイミングよ
く変更することでエンドユーザの利益の
ために対応することができます。 

 リンク： 

SACEPO/PDI: 
www.epo.org/about-us/office/ 
sacepo/members/pdi.html 
PatCom: www.patcom.org 

1)       www.epo.org/searching-for-patents/legal/register/documentation/federated-register.html 

 2      Patent Information News 1 | 2017      March 2017                                                                                                                         － 株式会社ワイゼル訳 － 
 

 

氏名 出身国    代表する組織   任命者 
Gassner, Birgitte 
Indahl, Peter 
Langenskiöld, Tord 
O'Neill, Brian 
de Jong, Bettina 
Kallas, Peter 
Lorenz, Thomas 
Adams, Stephen 
Agnoletto, Dania 
Bodart, Philippe 
Dumarey, Robrecht 
Gundertofte, Klaus 
Helliwell, Susan 
Moradei, Guido 
Sørensen, Katja 
van de Kuilen, Aalt 
Andersen, 
Hans Geelback 
Chabrelie, 
Marie-Françoise 
Chaves, Dina 
Frers, Gerold 
Kereszty, Marcell 
Luoto, Kristian 
Provvisionato, Paolo 
Thulin, Marjolaine 

AT 
DK 
FI 
IE 
NL 
DE 
DE 
GB 
IT 
BE 
BE 
DK 
GB 
IT 
DK 
NL 
DK 

 
FR 

 
PT 
DE 
HU 
FI 
IT 
SE 

epi 
epi 
epi 
epi 
PDG 
PDG 
PDG 
PATMG 
AIDB 
CFIB 
BEPIUG 
CEPIUG 
BPIP 
CEPIUG 
PIF 
WON 
 

epi 
epi 
epi 
epi 
PDG 
PDG 
PDG 
CEPIUG 
CEPIUG 
CEPIUG 
CEPIUG 
CEPIUG 
CEPIUG 
CEPIUG 
CEPIUG 
CEPIUG 
nominated ad personam 

nominated ad personam 

nominated ad personam 
nominated ad personam 
nominated ad personam 
nominated ad personam 
nominated ad personam 
nominated ad personam 

 

 欧州特許登録データベース 
 

 

 

http://www.epo.org/register
http://www.epo.org/about-us/office/
http://www.patcom.org/
http://www.epo.org/searching-for-patents/legal/register/documentation/federated-register.html


特許情報利害関係者との協働 
特許情報の最大のメリットは、その提供者のいかんにかかわらず、
それを必要とする人々に広く閲覧、活用されることです。 

 EPO の達成すべき目標は、特許情報
ユーザ一人一人にサービスを提供する
ことではありません。むしろ、特許情報
ができるだけ広範囲かつ効率的に利用
されることを確実にするために、EPO
は、仲介組織を頼りにしています。仲
介組織とは、3 つのグループに分類さ
れ、商用特許情報提供事業者、特
許情報ユーザグループおよび欧州の特
許情報センターならびに各国特許庁が
挙げられます。 
 
毎年 3 月に EPO は、商用特許情報
提供業者を代表する PATCOM 機構
と会合し、最新の特許事情について開
かれた意見交換を行っています。また 3

月には、SACEPO/PDI（特許資料
情報に関する欧州特許庁常任諮問委
員会）会議を開催し、ユーザグループ
は EPO に公式に発言する機会が与え
られます（1 ページ参照）。そして 5
月には、年次 PATLIB 会議を開催し
ます。この会議は、特許情報センターの
スタッフにとって、欧州各国特許庁の特
許情報専門家に会って交流する場とな
ります。 
 
EPO は、EPO のデータを低コストで市
場に出すことによって、EPO データに基
づく特許情報について盛況で他に負け
ない商業マーケットに必要な状況を明
確かつ普遍的な条件で育て上げていき

たいと思っています。また、PATLIB ネッ
トワークをサポートすることによって、どこに
いてもローカルレベルで入手できる専門
的な特許情報が確実にあるようにするこ
とを目指しています。さらに、ユーザの代
表者と定期的に接触していることにより、
ニーズが生じればその都度対応できま
す。 
 
今春は、EPO とその特許情報利害関
係者との会議により、多忙になります。
EPO にとって重要な会議ばかりです。活
発な議論ができることを期待しています。 
 
 
 

Richard Flammer 
欧州特許アカデミー 特許情報主席
部長 
 

欧州特許登録データベースの
絞込み検索 
 特定の EPO 審決部の決定により影響
を受けた特許を欧州特許登録データベ
ースで検索できることを知っていました
か？また、特許付与日、異議申立人の
名称（氏名）、代理人の氏名、または
これらの組合せによっても検索できます。 
 
Espacenet の場合、Smart search
でフィールド識別子を使って検索を絞込
むことができます。 
 
例：審判番号 T0500/11 で取扱わ
れ た 特 許 を 検 索 す る た め に は
www.epo.org/register にアクセス
し、apl=”T0500 11”と入力してくださ

い。（注意：「/」の代わりにスペースを
入れて検索してください。） 
 
右の表は、欧州特許登録データベース
で利用可能な検索フィールド識別子の
一覧です。 
 
調査における検索フィールド識別子の
使 い 方 に つ い て の ヒ ン ト は
https://register.epo.org/help?t
opic=booleanoperators&lng=e
n の Smart search operators に
関する欧州特許登録データベースのヘ
ルプページをご覧ください。 
 

 

検索フィールド識別子の一覧 
 

フィールド 内容 例 

識別子 
in 発明者 in=siemens 
pa 出願人 pa=smith 
re 代理人 re="vande gucht" 
op 異議申立人 op=basf 
ti 発明の名称 ti="mouse trap" 
ap EP/WO 出願番号 ap=ep99203729 
pn EP/WO 公開番号 pn=ep1000000 
pr 優先権基礎出願番号 pr=ep20050104792 
fd 出願日 fd=20010526 
pd 公開日 pd=20020103 
prd 優先日 prd=19780707 
ic 国際特許分類 ic=a63b49/08 
ia 発明者または出願人 ia=Apple OR ia="Ries klaus" 

nm 
 

発明者, 出願人, 異議申立人, 代理人 nm=Sony 
 

txt 
 

発明の名称, 発明者, 出願人, 異議申立人 
および代理人 

txt=microscope lens 
 

num 
 

EP/WO 出願番号, EP/WO 公開番号 
および優先権基礎出願番号 

num=ep1000000 or 
num=wo2007117737 
 

apl 審判請求番号 apl=“T0500 14” 
grd 特許付与日 grd=2010 

 

論説 

  
欧州特許登録データベース  
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欧州特許登録 

データベース: 

2017年4月1日
からの新しい 

情報 
 
EPO への直接出願および PCT 出願
の両ルートにおいて出願人に提供され
るサーチ結果を強化するため、EPO
は、その手続の品質および透明性をさ
らに向上する新しいサービスを開始して
います。 
 
2017 年 4 月 1 日より、発明の単一
性要件違反の場合、出願人は、クレ
ーム中で最初に述べられている発明
（または単一性を有する発明群）の
特許性に関する仮意見通知書および
単一性要件違反認定の理由書を、
部分的なサーチ結果と共に受け取りま
す。 
 
部分的なサーチ結果に付随する仮意
見通知書は、欧州特許登録データベ
ースの包袋閲覧機能を介して一般に
公開されます。 

 

 

一時代の終わり 

レーザーディスク方式での光データ保存がしばらく続いていましたが、家庭でアナログに取って代わるデ
ジタルオーディオの到来の前触れとなったのは、技術系最大手企業のPhilipsおよびSonyの2社の
共同制作による1982年のコンパクトディスクつまりCDの導入でした。 
 
当初、レコード盤を交換することが考
えられましたが、再生機構は、埋設さ
れたらせん状のトラックを低出力レーザ
によって光学的に読み込むものだった
ので、合意された形式は、コンパクト
（直径 120 mm）、頑丈でかつ摩
耗しにくいものでした。しかし、これらの
物理的な利点を超えて、デジタル記
録および再生の導入により、その形式
は、生い立ちから、技術の向上によっ
て品質レベルを高めることが可能であ
ると考えられたサウンドトラックが正確
に再生できるものになりました。 
 
もちろん、データを保存するのに CDが
使用できるようになるまでに長くはかか
りませんでした。そして、1985 年に
CD-ROM が市販されました。650 
MB の初期容量により（その当時、
平均的な PC のハードディスク容量は
40 MB でした）、データ配信の進歩
は明らでした。１枚の CD-ROM は、
棚の上にあるおよそ１メートルの文書
に取って代わっただけでなく、その再現
性は、もう以前のように人々は文書図
書館まで足を運ぶ必要はなく、誰でも
全員、自分のコピーを持つことができる
ようになったことを意味しました。 
 
したがって、1987 年に、EPO は、労
力と費用のかかる紙での特許文献の
配布を、思い切って CD-ROM に置
き替えました。欧州特許出願を対象
とする最初の ESPACE ディスクが同じ
年に作られました。その新しい商品を
使用する別の誘因は、文書は、ファク
シミリ画像として保存されただけであっ
ても、索引付けが可能であり、適切な
リーダおよびソフトウェアを用いて、その
携帯型「データベース」から特定のデー
タを検索および読み出し可能なことで
した。 

CD-ROM およびそれから派生した
商品（CD-R および DVD）の全
盛期は、1990 年代でした。容量
は、技術の進歩により増加しました
が、基本の物理フォーマットは、名
称変更にもかかわらず（DVD、ブ
ルーレイ、等）、（上位互換性を
確保するために）同じでした。この
時期、EPO には 30種類の異なる
ESPACE 商品があり、そして一般
公表されることなく、ディスク媒体
は、特許庁間の効率的な文書交
換形式としての地位を確率しまし
た。 
 
しかし、まさに馬が自動車に取って
代わられたように、光ディスクは、オ
ンライン配信に大きく取って代わら
れてきました。高速で安価なブロー
ドバンド接続の出現は、人々が、
光ディスク等の中間媒体を介さず、
デジタルデータの直接アクセスまたは
コピーが可能であることを意味して
います。最後の ESPACE ディスク
は（これには、たまたまデンマークの
特許データが含まれていました）、

この年の初めに EPO によって作成さ
れ、その後、プレス工場は閉鎖されま
した。 
 
情報、特に、文書を配信するのに光
媒体を使用することは非常に少なくな
りました。実際には、光ディスクは様々
な形で、初期の使用形態に戻ってお
り、今では、皆さんがご自宅で音楽を
再生したり、DVD を見る際に、光ディ
スクに遭遇する可能性が高いでしょ
う。そして、それさえも、ストリーミングサ
ービスの出現以来、危ぶまれていま
す。 
 
最後の ESPACE CD-ROM が製造
ラインから離れると同時に、一時代、
つまり EPO が数十年にもわたり特許
情報分野で果たしてきた中心的役割
を典型的に示す重要な時代の終わり
を告げてられました。現在も、ワールド
ワイド特許情報および Espacenet
等のツールにより、EPO はその役割を
果たし続けています。 
  

 欧州特許登録データベース 
 

回顧的展望 
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クローバルパテントインデックスの新しい表示機能 

EPO のクローバルパテントインデックス
（GPI）には、図面中の符号とクレー
ム中の符号を並べて表示する新機能
が加わり、ユーザはより迅速かつ効率
的にクレームの関連性を評価できるよ
うになりました。 
 
この改善は、全体文書（原文献から
スキャンしたページと、利用可能な場
合には、全文からスキャンしたページ）
が GPI のユーザインターフェースにおい
て利用可能になっていることによって可
能となりました。また、１枚の個別の図

スクリーンショットは、（備え付けの
Patent Translation を使って他の
言語に翻訳できる）選択可能な全
文の中のクレームとそれに対応する
図面からなる結果ビューを例示して
おります。 
これらの変更によって、調査結果リス
トを閲覧するとき、調査報告書に直
接アクセスすることも可能となります。 
 
詳 細 な 情 報 に つ い て は 、
www.epo.org/gpi  にて新しい
GPI ユーザーマニュアルを参照してく
ださい。 
 

面ではなく、集成図面（すなわち、
縮小された複数の図面）をクレーム
と一緒に表示することもできます。 
 

イタリアの出願番号と優先権番号 

 イタリア特許商標庁は最近、国内の特許出願に対して、新しいナンバリングシ
ステムを導入しました。今のところ、旧シ
ステムと新システムが並行して存在して
おり、新たに提出された有効なすべての
特許出願に対して、旧形式と新形式
の両方によるナンバリングが行われてお
ります。 
 
イタリア特許商標庁のオフィシャルウェブ
サイト（www.uibm.gov.it/uibm/ 
dati/Codice.aspx）で、２種類の
ナンバリングシステムに関する詳細な情
報を参照できます。 
 
旧システムから新システムへのスムーズ
な移行が確実に行われるように、EPO
は移行日を設けました。 
ー出願日が 2016 年６月３０日以
前のものには、旧形式のみ用いられま
す。（例えば、UB2006P000904） 
ー出願日が 2016 年 7 月 1 日以降
のものには、新形式のみ用いられます。
（例えば、102015000005328） 
 
上記の結果、イタリアの出願番号と優
先権番号は現在、Espacenet と
EPO のワールドワイド・データベースにお
いて、2 種類の異なる形式でリスト化さ
れています。 
 
 
 

技術的な理由か ら 、 EPO は 、
Espacenet/EPODOC ま た は
DOCDB で使われている EPO 形式
に応じて、新しい番号を 15 桁から１
１もしくは 12 桁に圧縮するためのア
ルゴリズムを導入しました。 
 
特許出願 
ー出願種別を表す“10”が取り除か
れます。 -EPO データベースでは出
願種別コード“A”で表わされます。 
ー連続番号のうちの先頭から１番目
のゼロ（DOCDB形式）または２番
目 ま で の ゼ ロ
（Espacenet/EPODOC 形式）
が削除されます。 
 
実用新案 
ー出願種別を表す“20”が取り除か
れます。 –EPO データベースでは出
願種別コード“U”で表わされます。 
ー連続番号のうちの先頭から１番目
のゼロ（DOCDB形式）または２番
目 ま で の ゼ ロ
（Espacenet/EPODOC 形式）
が削除されます。 
 

左側の表は、２種類の EPO 形式で
連続番号のうちの先頭からのゼロが、
それぞれどのように削除されるかを例示
しています。 
 
スクリーンショットは、イタリア優先権番
号「IT20160094526」を検索して
見つけた Espacenet の例です。 
 

becomes 

以下のようになります。 

 DOCDB 

出願年 2016 
連続番号 00094526 

第１国（基礎）出願 
 出願種別  10 
出願年 2016 
先頭からのゼロ 0 

連続番号 00094526 

Espacenet/EPODOC 

出願年 2016 
先頭からのゼロ 0094526 

第１国（基礎）出願 
 出願種別  10 
出願年 2016 
先頭からのゼロ 00 

連続番号 0094526 

 

 

GPI 

 特許データ 
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全文検索：利点と隠れた危険 

特許サーチャーにとって、全文検索は、最も関連のある文献に直線的に到達するための迅速かつ最も効率的な方法です。
これまで、サーチャーが全文検索を行うことができた唯一の方法は、特定の営利企業の専用ツールを使用することでした。  
しかし、現在では、Espacenet内での全文検索の開始以来、どの特許サーチャーもそれを利用することができます。 

昨年 11 月にマドリッドで開催された EPO 特許情報会議で、GSK の Maddy 
Marley 氏は、全文検索がもたらす利点を強調するとともに、サーチャーが考慮
すべき隠れた危険を指摘して、全文検索についての見解を示しました。 
 
「当社の検索報告書の大部分は、全文および／または全文へのリンクから得ら
れた結果を示しています」と Marley 氏は述べました。彼女は、全文検索は、先
行技術調査のみならず、FTO 調査においても有効であることを強調しました。ユ
ーザが付与された特許または審査中の特許のクレームのみに調査を限定できる
場合、全文検索は、特に FTO 調査に有用です。以前の PI ニュースで報告さ
れましたとおり、Espacenet 内の CLAIMS 検索演算子を使用して、調査をク
レームに限定することができます。Espacenet には、一般的に、特許出願が含
まれていますが、付与された特許の全文も、多くの国々について利用することがで
きます。これに関する詳細は、EPOのウェブサイト： 
www.epo.org/searching-for-patents/technical/full-text-
additions.html 
からご覧いただけます。 
 

しかし、Marley 氏は、全文検索を考えているサーチャーに注意点を挙げまし
た。利用可能な全文は、データベース毎に異なるので、使用するデータベースの
蓄積期間を確認することが重要ですと彼女は言いました。化学分野の検索に
関し、全文検索は、化学構造検索の代替にならないことも Marley 氏は強調
しました。また、最良の結果を出すには、検索式が重要です。できるだけ多くの
関連する文献を検索するためには、キーワードのすべての類義語で検索するこ
と、ならびに切り捨ておよび近接演算子を最大限に使用することが重要です。
十分に検討した検索コマンドの組み合わせをブール演算子 “AND” と共に使
用すると、結果リスト内の非関連ヒット件数を減らす一助となるでしょう。 
 
Marley 氏は、アジアの特許庁からの特許文献数の増加を踏まえ、非ラテン語
のテキストにおける全文検索についても述べました。機械翻訳ツールは、サーチャ
ーの毎日の作業をより楽にしていると彼女は述べ、特に中国語文献は非中国
語スピーカーにアクセスしやすくなっていると感想を述べました。しかし、彼女の経
験からすると、韓国語の機械翻訳は依然として改善が必要なため、韓国語に
関してはリスクがあります。 
 
Marley 氏は、自らが将来期待する全文検索の改善点について述べ、会議を
締めくくりました。検索時に、実施例など、特許文献の特定のセクションをクロー
ズアップできるようにしたいと彼女は述べました。検索された文献のより簡単な自
由検索および関連するセクションの書き出し能力も望むと Marley 氏は述べま
した。最後に、機械翻訳エンジンが向上し続けることを期待すると彼女は言いま
した。 
 
Marley 氏のプレゼンテーションのスライドをご覧いただくには、EPO のウェブサイ
トの EPO 特許情報会議ウェブページ：www.epo.org/pi-conference に
アクセスしてください。 
 
 

Marley 氏によると、全文検索のもうひとつの利点は、全文中の関連する部分は
自動的にハイライト表示され、顧客と結果を共有しやすくなることです。 

 

Espacenet上のスマート検索における全文検索用検索コマンド 

コマンド    意味 例 
ftxt = 

 
文献の明細書/クレームを問わず、いずれか
の部分で見つかるキーワードを検索する 
 

ftxt = tetracyclin 
 

desc = 
 

文献の明細書中で見つかるキーワードを検
索する 
 

desc = laser 
 

claims = クレーム中で見つかるキーワードを検索する 
 

claims = volcanic 
 

 特許調査 
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CPC - 分類を使用してEspacenetで必要なものを 
見つける 

効率的な検索は、分類記号を用いて行うのが最も良い。それらは技術の範囲をより正確に網羅し、 
検索に関連しない領域を探す無駄の回避に役立ちます。 

 分類の改訂を見つけるには 
CPCの分類記号は、専門家のチームによる継続的な改訂の対象となっていま
す。分類が変更されている、または、すでに見ることができなくなっていることに気 
づいた場合は、共通特許分類体系の公式ウェブサイ（www.cpcinfo.org）
でこれらの改訂に関する情報を見つけることができます。 ウェブサイトのリストに
は、改訂された分類が表示されています。 
Espacenet の分類検索では、日付範囲トグルボタンで改訂日を反映さ 
せることができます（スクリーンショットを参照）。 
 

国際的に最も広く使用されている体系は国際特許分類（IPC）体系であり、
印刷された特許文献に一般に記載されるのは IPC 分類です。 EPO およびそ
の他いくつかの特許庁では、より細分化された CPC（Cooperative Patent 
Classification）体系で IPC 分類を補完しています。 Espacenet で分類
検索を利用する場合は、CPC で検索することになります。 

 
Espacenet で特許検索のために適切な分類記号を見つける 1 つの方法は、
結果リストを見て、あなたが探している技術に最も関連すると思う特許文書で
どの分類が最も共通して挙げられているかを見ることです。 特定の分類記号の
意味を調べるには、分類検索にそれを入力し、体系の異なる階層レベルの定
義を読みます。 

 
分類体系（IPC と CPC のいずれも）は、4 つのレベルに分かれています。 
例） 
メインクラス - C08 
サブクラス - C08F 
メイングループ - C08F2 / 00 
サブグループ - C08F2 / 001 
 

あるいは、分類検索画面に直接進み、検索フィールドにキーワードを入力する
こともできます。 入力に応じて、分類検索システムは分類記号を提案しますの
で、それらの中から最も有望な分類記号を選択することができます。 選択した
分類記号を絞り込み検索に追加し、キーワード、出願人名などと組み合わせ
ることは、Espacenet での検索を最適化するのに適しています。 
 

日付範囲トグルボタンの操作に応じて、改訂データがガイドとして分類体系
にハイライト表示されますので、分類体系の該当する分類に移行して改訂
内容を見ることができます。 
 

www.cpcinfo.org 

 
EspacenetでCPC分類を特定するには 
Espacenetの書誌データ画面の分類欄では、分類記号は以下のように 
文字スタイルを違えて示されています。 
ーIPC記号：イタリック体 
ーCPC記号：非イタリック体 
ー発明情報記号：太字 
ー追加情報記号：標準の太さ 

 

 

  共通特許分類（CPC） 
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T12は廃止に、XMLへ移行！ 

2017年1月以降、INPADOCのワールドワイドリーガルステータスデータはXMLでのみ利用可能です。 

時代に合わなくなったSGML製品は廃止されました。 

 INPADOC データベースの近代化 
これまでの 15 年間、EPO のリーガル
ステータスデータベースの生データバー
ジョンを依頼すると、”T12”と呼ばれる
SGML 形式のハイブリッドバージョンで
受け取ることになっていました。今、長
期の開発期間を経て、INPADOC デ
ータベースをより近代的で柔軟な形式
である XML に切り替えたことを発表で
きることは EPO にとって大いに喜ばしい
ことです。 
 
これらの変更は履歴データのバックファ
イルにも影響するため、蓄積データはす
べて XML形式になっています。 
 
XML 形式への移行と並行して、EPO
はワールドワイドリーガルステータスにつ
いてウェブサイト上のデータも更新しまし
た 1)。現在、2 つのページがあり、１つ
はデータが収録されている国と期間の
情報を提供するもので、もう 1 つはさま
ざまなリーガルステータスイベントのコー
ドを列挙しています。 
 
INPADOC リーガルステータスファイル
の内容と蓄積期間－完全版 
 
提供情報： 
－国コード/リーガルステータスコードに
よる統計情報 
－国コードによる統計情報 
－WIPO 国内段階に関する統計情
報 
 
表示情報： 
－最初と直近の公報の日付 
－閲覧可能な最初および直近の特許
出願の日付 

 

計画されている INPADOC 分類スキ
ームは、既存のWIPO ST.17標準お
よびリーガルステータスデータのための計
画された WIPO 標準ならびに特許情
報ユーザからのフィードバックを考慮しま
す。 
 
最 後 に 、 歴 史 的 な 理 由 か ら 、
INPADOC リーガルイベントコードは 4
文字に制限されてきました。この慣例
は、有用なイベントコードを定義する際
にますます障害を生じさせ、また、様々
な特許庁のリーガルイベントコード間に
不一致が生じるリスクを悪化させていま
す。したがって、EPO は INPADOC リ
ーガルイベントコードの新しいフォーマッ
トの開発に取り組んでいます。選択肢
として、正規の INPADOC リーガルイ
ベントコードと、対応する特許庁から提
供された元のイベントコードとを単一の
複合コードに統合することを含んでいま
す。 
 
特許情報ニュースは、この件に関する
開発状況を継続して逐次読者に提供
していきます。 
 

ワールドワイドリーガルステータスデータ(INPADOC): リーガルイベント
 

250 000 000 

200 000 000 

150 000 000 

100 000 000 

50 000 000 

0                                             

2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010   2011    2012   2013   2014   2015   2016 

■ 追加イベント     ■       削除記録            -蓄積記録 

リーガルコードとその説明-使用されて
いるすべてのリーガルコードを収録 
 
表示情報： 
－作成日 - 最終更新日 
－説明 - 配信されるイベント詳細の
原語と英語翻訳の両方の言語 
 

第二に、EPO は現在、表に示すいく
つかの特許庁からの新規および補正
データのレビューを実施している。 
 
第三に、EPO は INPADOC のリー
ガルステータスイベントのために本格
的な分類に取り組んでいます。特許
分類のような階層的な分類スキーム
の利点を有するような分類です。 
 

 
データニュース 

2016年末時点で、INPADOCデー
タベースには2億2,000万件のリーガ
ルイベントレコードがあり、2015年末
の2億件から増加しました。 
 
予定 
INPADOC ワールドワイドリーガル
ステータスデータベースを様々な方
法で強化するプランがあります。 
 
第一に、2017 年に、所有権と補
足保護証明書に関する情報交換
を、可能な限り付加情報付きで構
造化されたフォーマットで入手可能
にするための第一歩が踏み出され
ます。 
 

1)  https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/data/tables/weekly.html 

INPADOCワールドワイドデータベーの
今後の変更 

 特許庁        変更内容 
 ブラジル ブラジルデータの再検討とブラジル公報データの網羅的 

抽出 

中国 中国データの再検討と、新しいXMLフォーマットによる
統合 

EPO/WIPO 
 

PCT出願：欧州段階の移行日の統合 

日本 料金支払いに関するデータの整理 
  

 

 

 

 

 

              

  リーガルステータスデータ 
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オープンパテントサービス: 必ずバージョン3.2に移行してください 

 オープンパテントサービス(OPS)バージ
ョン 3.2 が公式にサポートされた製品
環境となったことをお知らせできるのは
EPO にとって大きな喜びです。旧バー
ジョン 3.1 も移行期間中は利用でき
ますが、徐々にオフラインになり、2017
年中頃から利用できなくなることにご留
意ください。 
 
下記の機能はバージョン 3.2 だけで利
用できます: 
ーEspacenet Smart search クエリ
構文と調和した CQL（コンテキスト・ク
エリー言語）クエリ構文 
ーCPCコンビネーションセットを検索可
能にするために加えられた新しい検索
可能なフィールド（"分類コンビネーショ
ン"(CPCC)） 

ーCPCコンビネーションセットの検索 
ーリッチフォーマットの引用（利用可
能な場合）1) 
ー3言語での特許請求の範囲を含
む文字コードフォーマット（XML）の
EP-Bフルテキストドキュメント 
ー検索可能なフィールド"特許付与
日(grd)"および"審判請求番号
(apl)" 
ー最新のCPC分類スキーム（2016
年11月1日リリース）（バージョン
3.1は過去のバージョンのCPC分類
スキームのみの提供を続けます） 
 
OPSバージョン3.2の付随資料にアク
セスするには、
www.epo.org/searching- for-
patents/technical/espacenet/

ops.html#tab3にアクセスし、新しい
バージョンへのより詳細な移行方法に
ついてはフォーラム
(http://forums.epo.org/open- 
patent-services-and-
publication- server-web-
service/topic5378.html)をご参
照ください。 
 
予定 
以前のリリースの場合と同様に、当面
の間、OPSの新旧両バージョンを並行
して利用可能に保ち、ユーザが新バー
ジョンへの円滑な移行を確実に体験で
きるようにします。 
 
予定しているスケジュールは以下のとお
りです: 

－2017年1月：バージョン3.2の全
面的利用開始－バージョン3.1は引
き続き利用可能 
－2017年6月： バージョン3.1の
停止 
  
暗号化プロトコル 
EPOは最近OPSバージョン3.1に暗号
化プロトコルTLS1.1およびTLS1.2を
追加しました。TLS1.2は現在完全に
サポートされていますので、OPSユーザ
はご自身のクライアントコードがサーバー
とTLS1.2接続を確立することを確認
する必要があります。 
   
1) リッチフォーマットは既にサポート

されていますが、利用できるかどうか

は引用データの種類によります。詳細

はPIニュース3/2016、6ページをご参照

ください。 
 

アジアの特許情報に関するEast meets West forum-2017年4月6～7日 

 2017 年 4 月 6～7 日に、アジアの
特許情報における世界のリーダーが、
オーストリアのウィーンに再び集まりま
す 。 EPO の East meets West 
forum（東西交流フォーラム）は、世
界中の特許情報ユーザに、彼らが必
要とするアジアの特許情報について議
論する定期的な場を提供しています。
もしあなたが仕事でアジアの特許情報
を定期的に利用しているなら、この
East meets West forumはまさに
あなたのためのイベントになるでしょう。 
 
East meets West forumは次のよ
うな機会を提供します： 
－非公式の場でアジアの複数の特許
庁からの専門家と会い、議論し、人脈
を築ける機会 
－日本、中国、韓国、インドおよびその
他の国を含むアジアの特許情報に関
する最新の動向を知る機会 
－ポスターセッション中に新商品とサー
ビスについて学び、データプロバイダーた
ちと話し合う機会 

国の特許情報とアジアの非特許文
献の検索に焦点を当てられます。 
 
East meets West forum がど
のようなフォーラムであるかということ
に 関 し て は 、 Patent 
Information News2016 年第
2 号にレビューが掲載されていま
す。昨年のプレゼンテーションの保
存 記 録 に つ い て は 、
www.epo.org/emw2016 をご
覧ください。 
 
今 年 の East meets West 
forum の 全 プ ロ グ ラ ム は 、
www.epo.org/emw2017 から
ご覧になれます。 
 
East meets West forum への
参加に興味がおありでしたら、 
asiainfo@epo.org までメール
をお送りください。 
 

今年のホットな話題の中には、特許情
報分野におけるいくつかの新しいテクノ
ロジーの紹介、機械翻訳の品質の評
価および増大するアジアの特許出願に
対する対応が含まれます。日本、中
国、韓国、インドの特許庁からの専門
家は、データ保護問題、法律改正お
よび特許情報にアクセスするための新
しいツールのような、最新の動向を知ら
せてくれる予定です。参加者はフォーラ
ムの全コースにわたって、専門家たちと
交流し、また深い議論に参加する機
会を得られるでしょう。 
 

選ばれたアジア特許情報製品・サー
ビスプロバイダーたちとのポスターセッシ
ョンにより、参加者は、提供を受けら
れるデータについて、じかに最新情報
を得ることができます。そしてもちろん、
世界中のアジア特許情報専門家や
特許情報ユーザとの人脈を築ける素
晴らしい機会を提供してくれる、イブニ
ングイベントもあります。 
 
2017年 4月 5日（水曜日）のフ
ォーラム前日準備段階で、数多くの
研修会（参加自由）が開催されま
す。今年の研修会では、BRICS 諸

  オープンパテントサービス 
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アジアからのニュース 

 KIPRIS データベースにファミリー情報を表示する新機能 
韓国特許庁（KIPO）は KIPRIS1) に新機能を組み入れ、すべての特許ファミ
リーの概要をグラフで提供しています。 [Details]画面の[Family Patent]タブ
をクリックした後、ファミリー特許出願をリストで表示する既存の[View Table]オ
プションと、グラフで表示する新しい[View Graph]オプション（出願日によってソ
ートされています）を切り替えることができます 。 この新しい表示オプションを使用
すると、対応するすべての出願を一目で見ることができ、どの公報がいつ出願され
たかが簡単にわかります。 
 
KIPRIS の 使 用 方 法 の 詳 細 に つ い て は 、 EPO の ウ ェ ブ サ イ ト
（www.epo.org/asia）の検索ガイドをご覧いただくか、asiainfo@epo.org
まで電子メールでお問い合わせください。 
 

インドネシア特許法の改正 
インドネシアは、新特許法（2016 年法律第 13 号）を制定し、2016 年 8
月 26日に施行されました。主要な規定は以下の通りです： 
－オンライン出願の導入。 
－「簡易特許（simple patent）」（実用新案）の対象範囲の拡大。 従
来は、既存の製品特許に対する目に見える改良にのみ簡易特許が付与されて
きました。 新法では、方法に関する新規な発明や改良にも簡単特許が付与さ
れることになります。 
－遺伝子資源および伝統的知識に対するより強い保護。 
－手頃な価格の医薬品への大衆のアクセスを容易にするための医薬品保護に
関する変更点 
 
これらの法律改正に基づき、2016 年後半にオンライン検索および出願システム
が導入されました。 
しかしながら、現在のところ、当該システムはインドネシア語でのみ利用可能で、
アクセスは登録された地元の知的財産コンサルタントに限られています
（www.dgip.go.id/）。 
 
新しい法律の全文は、WIPO のウェブサイトから入手可能です 4)。 
 

中国国家知識産権局（SIPO）の特許審査ガイドライン（2010）の改正草
案 
公示によると、中国国家知識産権局（SIPO）は一般公衆からの意見を募集
するために、その特許審査ガイドライン（2010）の改正案を 2016 年 10 月
27 日、公表しました。改正草案に対する一般からの意見募集は 2016 年 11
月 27日までで、関係者からはすでに意見が提出されています。 
 
改正された項目は、知的活動の法則および方法、コンピュータプログラム、無効
審判および期限に関連するものです。出願書類の閲覧に関しては、係属中の特
許出願についても、公衆が実体審査期間中に審査官が発行した通知書、調査
報告書および決定書を閲覧できるよう規定した項目が追加されました。 
 
予定されている改正と現在の規定とを比較したチャートを含む詳細情報は、中国
国家知識産権局（SIPO）のウェブサイト（中国語のみ）の専用セクションから
利用できます 5)。 
 
 
ア ジ ア か ら の 上 記 以 外 の ニ ュ ー ス は 、 EPO の ウ ェ ブ サ イ ト
（www.epo.org/asia）の［Updates section］をご覧ください 

 

JPO: IoT に基づく技術の特許分類 
2016 年 11 月 14 日、日本特許庁（JPO）は Internet of Things
（IoT）関連技術のための新しい特許分類（ZIT）を導入しました。 特許情
報ユーザおよびサーチャは JPO の特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）での
検索で、現在この新しい特許分類を使用できます。 
 
この分類は、ユーザがこの技術分野における先行技術の特許文献を見つけ、検
索する上で役立ちます。 さらに、IoT に基づく発明に対する特許権取得予測
性を向上させるでしょう。 
 
JPO は、海外の特許庁、特に IP5 特許庁（日本、米国、欧州、中国、韓
国）にこの新しい分類を使用するよう奨励しています。 詳細は、経済産業省の
英語版ウェブサイトをご覧ください 2)。 

 

インドの特許出願手続に関する利害関係者による議論 
インド特許庁は、2016 年 12 月 14 日に開催されたステークホルダーミーティン
グ（利害関係者会合）で提起された質問に対する回答を、つい先日、閲覧で
きるようにしました。質問と回答の全リストは、インド特許庁のウェブサイトから入手
できます 3)。 
 
回答では、2016 年新（改正）特許規則の実施方法、デジタル署名の代替
および出願人が出願公開前に自らの包袋にアクセスする可能性を含む諸問題
について明確に説明しています。 
 

1) http://eng.kipris.or.kr/enghome/main.jsp 
2) www.meti.go.jp/english/press/2016/1114_01.html 
3) www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/News/299_1_Response_by_CGPDTM_to_the_issu

es_ raised_in_Stakeholders_meeting_on_14-12-16_at_Delhi.pdf 
4) www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=ID 
5) www.sipo.gov.cn/tz/gz/201610/t20161027_1298360.html 
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アジアのタンゴ？ 

EPO アジア情報サービス、第 1回ラテンアメリカデーをウィーンにて開催 

 メキシコでの電子ファイル閲覧請求には、どのような手続が必要ですか？アル
ゼンチンの特許種別コード A6 とはどの
ような特許文献でしょうか？チリ出願の
リーガルステータス情報をどのように調査
できますか？ブラジルにおける特許と追
加特許との違いは何でしょうか？  
 
このような質問やさまざまな疑問に答え
るべく、アジア情報サービスの Jutta 
Haußer 氏と Jürgen Mühl 氏は、
EPO の第 1 回ラテンアメリカデーを企
画し、2017 年 1 月 31 日、EPO の
ウィーン支局で開催しました。サーチャ、
情報検索専門家、各国の特許庁長
官が本イベントに招かれ、アルゼンチ
ン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ
を中心に、特許制度、データ蓄積期
間、検索オプションについて多くの情報
を得ることができました。 
 

特に重要な情報：FTO 調査および
リーガルステータス調査 
EPO のスピーカーは、前置きを簡単に
一通り説明した後、上記 5 か国にお
ける特許の歴史と最新の出願動向に
ついて概要を述べました。これら 5 か
国すべてにおいて、特許権は 100 年
以上前から導入されてきましたが、主
として各国の WTO への加盟の結果
として、TRIPS 協定に基づいて各国
の知的財産法を変更する必要が生じ
た 20世紀末にかけて実施されたいく 

つかの改正までは、あまり重要な役割
を果たしておりませんでした。今日で
は、5 か国とも、TRIPS 協定、パリ条
約、PCT（特許協力条約）など特許
権保護に関する主要な国際協定の加
盟国ですが、重要な例外が一つありま
す。アルゼンチンは PCT の加盟国では
ありません。このことは、アルゼンチン以
外の国の出願人は、アルゼンチンに直
接出願することによってのみ、アルゼン
チンで特許保護を受けることが可能に
なることを意味しています。 
 

左側の表に示す WIPO による 2016
年のデータによれば、出願件数の多い国
は、ブラジルとメキシコであり、それぞれ約
30,000 件、約 18,000 件でした。残
りの 3 か国の出願件数は、約 2,000
件から約 4,000 件でした。80％を超え
る出願が、外国人によるものであり、新
規技術内容に関する最初の出願となる
出願件数は比較的少ない。そして、驚く
ことではありませんが、セミナー出席者の
ほぼ全員の関心は、主にリーガルステー
タス調査と FTO調査でした。 
 
この点においてリーガルステータス調査と
FTO 調査で重要なことは、データ蓄積
期間が最新かつ信頼できることです。
EPOは、ブラジルとメキシコのリーガルステ
ータス情報を INPADOC（国際特許情
報センター）に含めて、それらの要請に
応えています。 
 
アジア情報サービスのラテンアメリカ事業
はこれで終わりではありません。何かご質
問 ・ ご 意 見 が ご ざ い ま し た ら
asiainfo@epo.org までご連絡くださ
い。第２回ラテンアメリカデーで参加者に
関心のあるテーマを皆様から早い機会に
ご提案いただけることを期待しておりま
す。 
 

ラテンアメリカ―受理官庁別特許出願件数 
 
35 000 

30 000 

25 000 

20 000 

15 000 

10 000 

5 000 

0 

ブラジル メキシコ アルゼンチン チリ コロンビア 

■ 合計 30218 18071 4125 3274 2242 

■ 居住者 4641 1364 546 443 321 

■ 非居住者 25578 16707 3579 2831 1921 

資料：WIPO ”World Intellectual Property Indicators” 2016 
 

「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-A 公報  
■ EP-B1: 欧州登録特許明細書の欧州登録特許明細書の訂正公報 EP-A1 1 406 18 278 8.2%    

EP-A2 75 981 –14.2%  
Note: The table does not include statistics on European patent applications   EP-A1 + A2の合計 1 481  19 257  6.7% 
filed via the PCT route (Euro-PCT applications). These are published by WIPO   A1+A2の合計に占めるEP-A1の割合    94.9%  1.2%    
and are not made available by the EPO unless they are in a language other       EP-A3  206   2 682 –8.3% 
than English, French or German. Currently about 60% of all European pat-     EP-B 公報                                                                                                
ent applications are Euro-PCT filings. EP-B1+B2 1 853 24  087 –0.7% 

欧州特許公報 
2017年1月～3月 

2017年の  2017年の    2016年から 
 平均 1月-3月の合計 の変化 

 

   

  

       

 ラテンアメリカ 

 公報コーナー 
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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）の統計は含まれません。これらのEuro－PCT出願が英語、フランス語、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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是非ご参加ください－EPO特許情報会議2017 
今秋に開催される EPO 特許情報
会議は、仕事で特許データを扱って
いる方々の出会いの場になります。
2017 年 11 月 7 日～9 日、ブル
ガ リア共和国ソフ ィ ア の Sofia 
Balkan Hotel で開催されます
（11 月 6 日には研修コースが開
催されます）。 

本会議は、ブルガリア共和国特許
庁との共催です。 
 
会議全体のプログラムや参加手続
方法についての情報は、2017年 6
月に公開します。 
 

本イベントの e-mail アラートへの登録
は、 
www.epo.org/pi-conference ま
でお願いいたします。 
 

2017年開催  
無料特許情報ウェブセミナー 
最新の EPO 特許情報を常に把握し
ておくためには、EPO 主催の無料のオ
ンライン・ウェブセミナーのいずれかに参
加することは良い方法です。2017 年
の開催予定は下記のとおりです。ご関
心のあるテーマについて、今すぐカレン
ダーを空けておいてください。詳細は、
www.epo.org/pi-training をご覧
ください。 

EPO ウェブセミナーを見逃してしまった
場合 
間もなく、EPO は、実際のウェブセミナ
ーのいくつかを動画として EPO ウェブサ
イトに一定期間公開するサービスを開
始します。もしご関心のあるウェブセミナ
ーを見逃してしま った場合には、
www.epo.org/pi-videos をご覧く
ださい。 
 

www.epo.org  

3/27 11.00 特許情報 Newsflash 
 4/5 11.00 特許情報の業務への活用 
 4/10 11.00 オンライン・セルフヘルプ 
 5/10 11.00 多様なEPデータ検索方法 
 6/26 16.00 特許情報Newsflash 
 9/6 11.00 特許分類の特殊性 
 10/25 11.00 特許情報Newsflash 
 10/27 14.00 パテントファミリ 
 10/3 14.00 INPADOC（国際特許情報センター） 

10/4 14.00 ブリックス特許情報：ブラジル 
 10/11 

 
14.00 ブリックス特許情報：ロシア連邦 

 10/18 14.00 ブリックス特許情報：インド 
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 12/16 

 
14.00 ブリックス特許情報：南アフリカ 
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2017年開催 無料特許情報ウェブセミナー 
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