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EPO特許情報会議2017で基調講演を行うDietmar Pressner氏

特許情報のプロの未来
EPO特許情報会議、11月7-9日、ブルガリアのソフィアにて開催
11月にソフィアで開催された今年のEPO特許情報会議は、幅広いトピックを取り上げて
いましたが、会議終盤において、特許情報のスペシャリストには好機に満ちた大きな変化
の時ですというメッセージが注目を集めました。
「特許情報は、仕事を創出するととも

仕事が重要であるので、彼らはプロ

これに関連して、 弁理士は業務を開

に、われわれの経済の成功の手助け

として見なされていることを認識する

始可能にする前に、専門試験に合格

となります。」

よう呼びかけました。

し な け れ ば な ら な い と Linus

これは、引退が決まっ

ている CEPIUG（Confederacy of

－ 株式会社ワイゼル訳 －

Wretblad 氏は述べました。資格は、
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ドイツに拠点を置く弁理士

極めて重要であり、人々が自分の仕事

User Groups︓欧州特許情報ユー

Andreas Feichtner 氏は、その

をするのに適任であるということを顧客

ザ グ ル ー プ 連 盟 ） 代 表 の Linus

日の始めに、特許サーチャと弁理

に伝えるものであると彼は述べました。

Wretblad 氏の講演の結論であり、

士の協力に関して講演し、両者が

彼は、特許情報のスペシャリストの資

EPO 特許情報会議の講演終盤に注

独自のスキルを有しているという事

格制度を導入しようとする CEPIUG の

目を集めました。欧州における特許情

実を強調しました。FTO 評価など

努力は継続しており、間もなく開始され

報ユーザグループの会員数は、過去 1

の分野において適切な決定をする

る予定であると述べました。

年の内に 700 人から 1000 人に増

ために、特許サーチャおよび弁理士

加したと彼は述べました。そして彼は、

の専門知識を組み合わせ、信頼で

ユーザグループの代表者らに、彼らの

きる結果を出す必要がありました。
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また彼は、EPO の Ilja Rudyk 氏およ
び Geert Boedt 氏によるプレゼンテー

ソフィアでのEPO特許情報会議2017で開催された討論会

ションを参照しながら、より広い脈略の

No. タイトル

主な成果

1

この成長しつつある分野に関する認識がもっと必要ーEPOはデータ

中で特許サーチャの仕事を捉えていま
した。彼らは、EPO および EUIPO(欧
州連合知的財産庁)による知的財産

ホワイトスポット分析は、今日の特許情報業務において、ます

2

権集約型産業に関する調査を発表し
ました。EPO の PATSTAT データベー
スからのデータを経済データにリンク付
けすることによって実施されたこの調査
は、知的財産権集約型産業が財政

3

ます重要性が高まっているか？

の品質を介して貢献できる

Freedom-to-operate:顧客は特許サーチャに何を期待する

単に弁理士だけでなく、専門分野の人材を関与させる、データ

か？

ベースおよび機械翻訳の地理的対象範囲を拡大する

特許に関する判決へのアクセスー何が最善の解決策
1

で、ECLI はどのように役立つか？

4

モニタリングおよびアラートー今日の未解決課題は何か？

多すぎるヒット件数、言語の問題および知識のない受信者が主な
障壁である：供給側における連携的な取り組みが手助けになる
であろう

5

リーガルイベントコードおよび特許のリーガルステータス情報に

新しいWIPO基準およびイベントコードがリーガルステータスデータの

関するWIPOの基準：どこへ向かうのか？

把握に役立つ

黒字を生み出すとともに仕事を創出し
つつ、経済に純益を生み出したことを
示しました。また、これらの仕事には、
平均よりも高い賃金が支払われまし

判決の完全な対象範囲を確保する、メタデータを強化する、ECLIを
ツールとして促進する

6

技術革新過程における特許情報ー特許サーチャの役目は？ 特許サーチャは、顧客の言語を話し、自分を売り込まなければなら

た。

ない、イノベータ向けの特許調査に関するより良い情報および教育

EPO のディレクターの Heiko Wongel
氏が会議において発表した別の調査
では、特許情報が欧州における技術

7
8

ビジュアルアナリティクスは、ビッグデータにおける次の突破口

異なるデータにわたる、特許データを越えたリンク付けおよび標準化がこの

となるか？

成長しつつある分野において必要である

特許評価ツールー意見交換

さまざまなツールが利用可能であって、信用を得るために、方
法論についての透明性が特に管理職レベルで不可欠である

革新をサポートすることが示されました
（PI ニュース 2017 年第 2 号 3 ペー
ジおよび 4 ページをご参照ください）。

＊

1.European Case Law Identifier（欧州の判例法識別子）

Linus Wretblad 氏は、これらの２つ
の調査を組み合わせながら、特許情
報は経済に効果的であり、それ自体が
仕事および財産の創出をサポートする
と結論付けました。
基調講演者である、オランダの DSM
社の Dietmar Pressner 氏は、イベ
ントの初日に、特許サーチャの仕事に
関する議論の場を設けました。彼の講
演タイトルは、「われわれ自身の未来を
コントロールする職業」でした。それは、
前年の先の会議で EPO の主席部長
Grant Philpott 氏によって出された主
張に対する応答でもあります。急速な

でした。それによって、特許サーチャ

討論会は、特定の質問に焦点を置い

は、新しい好機を巧みに利用し、大き

て、より少人数で行われ、参加者は、

く貢献し続けることができるでしょう。

将来の動向に関するウィッシュリストに
同意しました（表をご参照くださ

コンピュータ技術の発展を鑑みながら

会議プログラムは、基調講演における

Dietmar Pressner 氏は、「ルーチン

い）。

主要なメッセージに続き、今日の視点

ワークであるならコンピュータが人に取っ

から特許サーチャに今後重要となるで

て代わるでしょう」と、コンピュータがルー

あろういくつかの分野に重点を置きま

チンワークを奪うことになることに同意し

て、誰もが今日の必要性から自らを

ましたが、しかし、Dietmar Pressner

した。

CEPIUG の資格認定プロジェクトに

解放し、その必要性は明日には不要

氏はこれを脅威というより、むしろ特許

－ビッグデータ、オープンデータおよび

関する詳細は、cepiug.org をご覧く

になるかもしれないことを理解しなけれ

サーチャが専門知識を身に付けるいい

特許データの他のデータへのリンク付

ださい。

ばならないと彼は言いました。彼は、

機会として見なしました。「力に対抗せ

け

情報を入力するためのボタンが常に必

ず、それを使いなさい」と彼は言いまし

－マルチメディア検索および機械翻訳

要であるだろうと単に人々が思い込ん

た。適応する準備ができている人々に

など、情報検索のための新しい技術

でいた、過去の携帯電話を例として

とって、未来は明るいと彼は主張しまし

－特に中国および他のアジアの国々

挙げました。Apple 社は、iPhone を

た。彼が考える最大の課題は「既存の

における FTO 検索

発表した時、その思い込みを打ち砕

観念を捨てる」過程でした。これによっ

きました。「既存の観念を捨てる」が鍵
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会議に関する詳細および大半のプレ
ゼンテーションのコピーのダウンロード
は 、epo.org/pi-conference をご
覧ください。

－ 株式会社ワイゼル訳 －

論説

我々が出会う場所
EPOの特許情報会議は、欧州における主要な特許情報イベントとして広く認められてい
ます。特許情報会議は、特許情報分野で働く人誰もが、同じ目的を持った人々に出会
い、現在の動向について学び、未来がもたらす好機について議論することができる場所とし
て知られています。
EPO の特許情報会議では、ケータリ

とメッセージの明快さに感銘を受けまし

今年の会議は、ほかのどの年よりも、

ング業者が時間通りにランチを持ってく

た。

参加者同士を結び付け、触発するとと

るのを忘れたり、またはインターネットが

もにやる気を起こさせるものでした。この

使えなかったりしない限り、イベントの

人生では、時にあなたと永遠に共にあ

効果は、オンラインまたは電子メールで

組織チームが感情的になることはめっ

る瞬間があり、その瞬間があなたの見

は決して得ることができません。会議

たにないでしょう。しかし、今年のソフィ

方や理解を変えることがあります。ソフィ

は、特許情報のプロが集って互いに関

アでのイベントは違っていました。代表

アでは、新しいチャンスをつかもうとする

わりを持つことが、なぜそれほど重要で

者 ら は 、 基 調 講 演 者 の Dietmar

エネルギーと、会議が進むにつれ、共

あるかを示しました 。会議報告者の

Pressner 氏によって先導され、成功

通の未来に向けて共に力を合わせると

Linus Wretblad 氏の言葉を借りる

Richard Flammer

を導く時に情熱がいかに重要であるか

いう高まる義務感をわたしは感じまし

と、EPO 特許情報会議は、「我々が

特許情報および欧州特許アカデミー

を理解しました。わたしは、何人かの

た。

出会う場所」です。

主席部長

講演者が示した彼らの仕事への愛情

ESPACENET

Espacenet: 62カ国および地域向けにローカライズされたユーザインターフェース
長年にわたり、Espacenet は、EPO

献にアクセスできるようにしていまし

ユーザインターフェース上に表示されて

によって外部のユーザに提供される最

た。ここ数カ月間で、これらのバージョ

います。

も重要な検索ツールです。さらには、

ンの調和およびソフトウェアのメンテナ

Espacenet により、ユーザは、各国ま

ンスを行うため、EPO は、各国および

検索結果は、62 カ国および地域から

たは地域のユーザインターフェースを介

世界規模のデータベースを一カ所に

特許文献にアクセスするユーザ向けに

して特許検索を行うことができます。こ

集め、各国のユーザインターフェースを

標準化された操作および機能性と合

れまでずっと、各国の特許庁は、例え

調和させました。各国または地域の

わせて標準化された外観で表示されま

ば、Espacenet の自国バージョンを

特許庁のロゴは、今でも各特許庁の

す。

利用可能なローカライズされた
Espacenetインターフェース
■ 加盟国
■ そのほか

有し、それぞれの言語で国内特許文

ountries with
ational interface
PO member states active
Albania
Austria
Spain

16 Lithuania
17 Poland
18 Denmark

－ 株式会社ワイゼル訳

Countries with regional interface
－Patent Information News 4 | 2017
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検索ツールとリソース

ご存知ですか？ 欧州特許庁のツールやサービスの
多くは無料です
欧州特許庁は、特許情報ツールおよ
びサービスの障壁を軽減するために常
に努力しています。 さまざまな製品を
無料で提供することは、この目標を支
える重要な要素です。
さらに、欧州特許庁は、すべての「独自
の」データ（欧州特許庁の特許付与
プロセスで作成されたデータ）を無償で
ユーザに提供するという原則を採用し
ているため、2018 年に EP フルテキス
ト生データが無料となります。
この表には、現在無料である欧州特
許庁のすべての特許情報製品とサービ
スが掲載されています。

EPOの無料特許情報製品とサービス
製品

説明

利用可能なサイト

Espacenet

欧州特許庁に収録している全世界1億件の
特許文書を無料でオンライン検索

epo.org/espacenet

CCD

パテントファミリーの引用文献を収集するツール

epo.org/espacenet

Global Dossier

五大特許庁（IP5）および他の特許庁の特許
出願の包袋へのアクセス

fiveipoffices.org

European Publication
Server

欧州特許文書の公式な公開プラットフォーム

epo.org/publication-server

EP authority file

欧州特許庁で発行されたすべての公報番号リスト

epo.org/searching-for-patents/technical/

EP full-text search

欧州特許文書の高度な検索エンジン

epo.org/searching-for-patents/technical/
ep-full-text

EP full-text data

欧州特許文書を含む生データを収録

epo.org/searching-for-patents/technical/

European Patent

欧州特許に関する法的手続きに関する情報

epo.org/register

EPO加盟国で有効とされた欧州特許の一元化
されたリーガルステータス情報

epo.org/register

Register
Federated Register

European Patent

欧州特許のリーガルステータス情報の公式な報告

Bulletin

publication-server/authority-file

ep-full-text/data

epo.org/searching-for-patents/legal/
bulletin

EP Bulletin

欧州特許公報における情報の高度な検索エンジン epo.org/bulletin

EP bibliographic data
(EBD)

欧州特許公報の内容を網羅した生データを収録

epo.org/ebd

OPS (up to
3.5 gigabytes)

世界および欧州の特許データを機械同士で検索
しあうためのインターフェース

epo.org/ops

IPscore

特許ポートフォリオ評価ソフトウェア

epo.org/ipscore

epo.org/espacenet

epo.org/searching-for-patents/
technical/ep-full-text
epo.org/ebd
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EPOの特許情報に関する助言が必要ですか？ 利用可能なものがたくさんあります！
すべてのユーザは、使用している製品に Espacenet お よ び European
ついてもっと知る必要がある状況に遭う Patent Register Assistant も続
可能性があります。 EPO は、2017 年 いて更新される予定です。
に特許情報サポート資料の見直しと改
善に多くの努力を払いました。

さまざまな特許情報ツールの最新の
開発動向、（新）機能、およびヒン

新しいポケットガイドには、ユーザが検索 トやコツに関する最新のウェブセミナー
中に参照する最も重要なフィールド識 の録画を、epo.org/pi-videos か
別子、制限、演算子の概要が示され

ら入手できます。 録画のほとんどは、

ています。

放送後 1 ヶ月間利用できます。

リソースブックは、検索可能な単一のド 利用者はこれらの資料に、個別の製

特許情報サポート資料の概要
トピック

サポート資料

e-learning ツール**

特許情報一般

epo.orgのHelpful

Patent Information

Espacenet

Online help files

Espacenet Assistant

Pocket guide*

CPC video

epo.org/searching-for-patents/
technical/espacenet

epo.org/searching-for-patents/
legal/register

可能なすべての情報を集めた もので

セスできます。 e ラーニングツールにつ

一般引用文献

す。

いては、EPO の e ラーニングセンター

epo.org/searching-for-patents/technical/
espacenet

す（e-courses.epo.org をご参照

Tour*

Introductory video

Online help files

Register Alert

Pocket guide*

（入門ビデオ）

FAQs

Resource book*

品およびサービス Web ページからアク

対 話 型 の 「Patent Information

FAQs

Resource book*
European Patent Register

キュメント内の、特定のサービスで利用

の Web ページに完全な概要がありま

resources

Online user
manual*

introductory video*

Introductory video*
（入門ビデオ）

* = new in 2017 ** = see e-courses.epo.org

Tour」 が 更新され、Flash 形式から ください）。
HTML 形 式 に 変 換 さ れ ま し た 。

FEDERATED REGISTER

ベルギーおよびスロバキアがFederated Registerサービスに加わる
引 き 続 き の 朗 報 で す 。Federated

Federated Register サービスは、

Register サービスにすでに加入してい

European

る 21 か国に加えて（PI ニュース 2017

(epo.org/register)内で利用可能

年第 3 号をご参照ください）、さらに 2

で、Federated Register サービスに

カ国、すなわちベルギーおよびスロバキ

より、付与後の欧州特許で、これら 23

アが 10 月にこのサービスに加入しまし

カ国で「国内移行段階」に入った欧州

た。これは、加入国で有効化された欧

特許のステータスを検索可能であり、1

州特許に関する信頼性のある最新の

つの表で同時にすべての情報を閲覧す

書誌データおよびリーガルステータス情

ることができます。

Patent

Register

報に直ぐに簡単にアクセスできることを
意味しています。

Federated Register サービスに現在
統合されている各国特許庁提供のコ

Federated Register サービスは、現

ンテンツに関する情報は、EPO のウェブ

在では 23 カ国まで増加しました。加入

サイト 1 でご覧いただけます。

国は、オーストリア、ベルギー、ブルガリ
ア、クロアチア、チェコ共和国、フィンラン

Federated Register サービスの最

ド、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和

終的な目標は、拡張国ならびに有効

国、ギリシャ、アイルランド、リトアニア、

国だけでなく、全指定国における付与

ルクセンブルグ、モナコ、オランダ、ポーラ

後の欧州特許のステータスにユーザが

ンド、ポルトガル、ルーマニア、サン・マリ

アクセスできるようにすることです。さらに

ノ共和国、セルビア、スロバキア、スロベ

加入国が増えれば、PI ニュースはその

ニア、スペイン、スイス、およびトルコで

情報をお届けします。

す。
1)

－ 株式会社ワイゼル訳 －

epo.org/searching-for-patents/legal/register/documentation/federated-register
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リーガルステータス

木ではなく森を見る
リーガルイベント特許データに関するWIPOの新しい基準
新しいWIPOの基準は、現在INPADOCで使用されている何千ものリーガルステータスコードのナビゲートを
必要としている特許情報ユーザに対して救済策を提供するように設定されています。
リーガルイベント特許データは本来、特
許の出願や付与手続き、登録後の段

Not active

階も含むすべての手続情報に関する

Terminated

Filing

ものです。 今日では何百万もの特許
る情報が国内または広域特許庁の登

Termination likely/Termination

文書の数億のリーガルイベントに関す
Examination

録原簿、商業サービスプロバイダまたは
EPO の INPADOC ワールドワイドリー

Pre-grant challenge

ガルイベントデータベースを通じて入手
できます。

Grant

経験豊富な特許情報ユーザであって
も、リーガルイベント情報の流れに遅れ
をとらず、特許出願および特許付与の

Post-grant challenge

状況を把握することは困難です。
この問題に取り組むために多くのことが
行われています。特に以下の 2 つの構
想が注目されています︓

– EPO に計画された INPADOC デー

グラフ1：WIPO ST.27の
「全体的な特許 / SPC審査モデル」
特許、実用新案またはSPCの存続期間
中の審査段階(緑の四角)、キーイベン
ト(青の矢印)、および審査段階に関連
するステータス(青の四角)の関係を示
す。

タベースにおけるリーガルイベントの分

今年始めに採択された WIPO ST.27

– 特許のリーガルステータスデータに関
する新しい WIPO の基準 (WIPO
ST.27)

類スキーム

は、リーガルイベントデータの交換とユー
ザビリティの改善のための共同の努力

この記事では新しい WIPO の基準に

の 結 果 で す 。 こ の 基 準 （WIPO

ついて報告し、その重要な特徴につい

ST.27）は各特許機関が調和した方

て 説 明 し ま す 。 今 後 の Patent

法でリーガルイベントデータを交換し、

Information News では、EPO の

ユーザやサービスプロバイダがそのデータ

INPADOC 分類スキームについて見て

を理解して利用しやすくなることに役立

いく予定です。

ちます。この基準は出願審査手続き
や根底にある法律の調和を目指すも
のではないことに注意することが重要で
す。
WIPO ST.27 は一般的な審査モデ
ルに依拠しています (グラフ 1 参照)。
この審査モデルは、世界中の起こりうる
すべての特殊な審査を反映することは
できませんが、出願審査や知財権登
録後の手順を含む典型的な手順の
概要を提供します。

6
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このモデルでは、リーガルイベントは基

実例

本的に出願、知財権または特許補

リーガルイベント"異議申立" は登録 EP

完証明書（SPC）の第一の状態か

特許の登録付与後の段階において重

ら第二の状態への移行です。それぞれ

要です。 この INPADOC リーガルイベ

のリーガルイベントにはリーガルイベント

ン ト コ ー ド は"26"で あ り 、 対 応 す る

コードがあります（表１を参照してくだ

WIPO ST.27 のステータスイベントコー

さい）。WIPO ST.27 の一つの特徴

ドは次のようにして得ることができます︓

はリーガルイベントのグループを表すイ

–リーガルイベント発生後の状況︓ 異

ベント"カテゴリー"の導入です。各カテ

議申立後当該欧州特許は引き続き

ゴリーは一つの特徴的なイベント、例

"アクティブ"(A)である。

えばカテゴリーU（"支払い"）のキー

–リーガルイベント発生前の手続段

イベントは”料金支払い済み”と起こり

階︓ 当該欧州特許に対する異議申

うる詳細なイベントのリストから成りま

立が特許付与後になされた(4) 。

す。詳細なイベントはキーイベントより

–リーガルイベント発生後の手続段

も具体的であり、世界中または多くの

階︓異議申立の提出後、当該欧州

国でほとんど共通の審査実務の特定

特許は付与後異議申立段階となる

の手続きの手順を表します。

(5)。
–リーガルイベントを関連付けるキーイベ

基準に現在適されている詳細なイベ

ン ト ︓"知 財 権 レ ビ ュ ー 請 求 済 み"

ントのリストは暫定的なものであり再

(L10)。

考される予定です。このリストは

–リーガルイベントを関連付ける詳細な

WIPO ST.27 基準文書に記載され

イ ベ ン ト ︓"付 与 後 異 議 申 立 済 み"

ています (この記事の最後にある"リン

(L11)。

ク集"をご参照ください）。

–リーガルイベントに対して管轄機関が

－ 株式会社ワイゼル訳 －

使用した元の法的コード︓(26)。

IP5 特許庁を含む多くの特許機関

上記を組み合わせるとこのイベントにつ

は、WIPO ST.27 への支持を表明

いて次のステータスイベントコードが得ら

し、WIPO ST.27 に取り組んでいま

れます: A-4-5-L10-L11-26.

す。

ステータスイベントコードとは別に、特許

これに関連して EPO は、INPADOC

機関はイベントの日付、有効日のよう

データベース内の EP リーガルイベントに

なリーガルイベントに関連するカレンダー

対するステータスイベントコードを定義

の日付と補足データを提供する必要が

する作業を進めており、そのうちにこれら

あります。

のイベントコードを利用できるようにする
予定です。また他の特許機関のステー

将来の展望

タスイベントコードも INPADOC データ

WIPO ST.27 は暫定的な詳細なイベ

ベースを通して利用できるようにする予

ントリストとともに採択されました。 これ

定です。

らは WIPO が受け取るフィードバックに
応じて徐々に修正されていく可能性が
あります。WIPO は各特許機関に基
準を実行し、基準に従いリーガルイベン
トのマッピングテーブルをキーイベントに
供給するよう奨励しています。また少な
くとも毎月、好ましくは毎週リーガルイベ
ントを提供することを奨励しています。

－ 株式会社ワイゼル訳 －
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事例研究

欧州の中小企業は、どのように特許を最大限に活用するのか
EPO は、欧州の中小企業（SME

「中小企業は、欧州経済の中軸であ

にまで広範囲にわたり、異なるビジネ

げます。その企業は、市場を分析し、

s）が自社に有利になるよう、どのよう

り、EPO での全特許出願の 4 分の 1

スモデルをさまざまに実践しています。

競合他社を観察し、FTO を確実に

に特許および特許情報を利用してい

を 占 め て い ま す 」 と EPO 長 官 の

るかに着目した一連の事例を発表し

Benoît Battistelli 氏は述べました。

事例研究は、詳しい情報および助言

想を探求するのに、定期的に特許情

ています。

「これらの事例は、特許がより小規模の

を提供しており、企業が、知財管理に

報を利用しています。

行うとともに新しい技術発展への着

企業の成功のきっかけとなり、小規模

総体的なアプローチを取り、知財のス

発表の目的は、革新的な中小企業

企業のビジネス状況を一変させる可能

ペシャリストを巻き込むとともに特許情

事例は、中小企業が今後の統一特

の間で特許および特許情報の重要

性があることを証明しています。事例研

報を活用することにより、どのように自

許から期待できる利益を明らかにして

性に対する意識を高めること、自社の

究では、知的財産権が企業にとって利

社の知財戦略を実際のビジネスニー

います。これらには、EU 市場全体に

発展および成長をサポートするため

益になるよう、どのように利用され得る

ズに積極的に適用することができるか

おいて高められた法的確実性のみな

に、事例研究で説明されている会社

かを示す具体的な例を挙げていま

を説明します。

らず、時間とお金の節約も含まれま

の経験および優れた実績をどのように

す。」と Battistelli 氏は述べました。

活用することができるかを中小企業に
示すことです。

す。
携帯型注入ポンプ、投与セットおよび

事例研究では、欧州のすべての主要

患者点滴管理・モニタリングシステム

地域からの企業を紹介しています。企

のすべてを開発、製造および販売す

業は、医療技術から ICT および環境

る医療技術企業を一つの例として挙

詳細は、以下をご覧ください。
– epo.org/sme
– #IPforSMEs

EPOの中小企業事例研究は、特許情報の利用に
ついて何を明らかにしているか？
欧州の中小企業が特許制度を自社

内で事前に選定する発明に関する先

認するために行われます。より積極的

に有利になるようどのように適用してい

行技術調査のため、社外の弁理士と

な特許の使用には、競合他社の出願

競合他社の特許出願の非常に詳細な

るかの例を示す多数の事例を EPO が

協力しています。

を積極的かつ慎重に観察すること、お

分析および専門的検証が必要となるこ

よび侵害の疑いのある者に対抗して特

ともあります。

どのように作成したかは、上記をお読
みいただければ分かります。事例は、

事例における中小企業の中には、自

許を行使することが含まれます。特許

－Webdyn 社は、先行技術調査に

中小企業がどのように特許情報を利

社の業務全体において知財権に関す

ポートフォリオの管理は、特許を出願す

加え、FTO 調査が先端技術のより明

用するかに関する識見も提示していま

る意識を 高めて いる企業 もあり ま す

るか否かを査定するのに役立ち、かつ

確なアイデアを与えるであろうということ

す。

（「特許は誰にでも関わる」）。

既存の特許の商業性を分析するのに

を確信しています。

－Marinomed 社は、基本的な特許

役立ちます。

事例における中小企業の中には、会

知識を全社員に求めています。

－Voltea 社は、自社の市場ポジショ

また中小企業は、特許情報を統計的

社の事業目標の達成方法について助

－Voltea 社は、有望な発明を保護

ンを向上させ、また競合他社を注意深

に利用し、競合環境の概要を把握して

言しつつ、特許出願および出願手続

するため、革新的な研究会を立ち上げ

く観察するのに特許情報を利用してい

います。

業務に加え、企業と密接に関わる、

ました。

ます。

－Picote 社および Fractus 社は、新

－EKSPLA 社および Marinomed 社

製品の開発のため、会社の R&D 戦略

専門分野に特化した弁理士と長期
的関係を構築した企業もあります。

特許情報を利用する理由

は、特許費用の管理に自社の特許ポ

に情報を提供するのに IP ランドスケープ

ーAerogen 社は、専門的な FTO

競合他社の特許の分析は、特に技術

ートフォリオを定期的に評価していま

および IP データ・マイニングを使用してい

（freedom-to-operate） 調 査 、

的課題の代替案を見つける上で、イン

す。

ます。

競合他社の観察および特許動向分

スピレーションの源になる可能性があり

－ORCAN 社は、自社の特許ポートフ

析に基づく特許出願戦略を事業目標

ます。Micrel Medical Devices 社の

ォリオを慎重に管理するとともに共同特

中小企業は、Espacenet およびその

としています。

無線自動識別技術はこのようにして生

許所有権を回避する一方、オープンな

他の無料の公開データベースを使用し

まれました。

革新的な戦略を追求しています。

ていると報じています。中小企業は、ラ

－Cosmed 社は、研究を始める前に

ンドスケープのような高度な分析に、より
専門的なツールを使用しています。

中小企業は通常、特許問題が事業
の中心的部分となると、社内で特許

事例における中小企業は通常、既存

創作過程における早い段階での徹底

の専門知識および IP チームを強化し

の技術的解決策を見つけるために、ま

的な先行技術調査の実施を重視して

ようとします。

たは自社の発明の特許性を確認する

います。

－（しかし）Lithoz 社は、社外の特

ために、先行技術調査を実施します。

許代理人と連携しています。

FTO 調査は、自社製品が競合他社

徹底的調査または統計的概要︖

－Skelton Technologies 社は、社

の既存の特許権を侵害しないことを確

特許性または FTO について、例えば、
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詳細は、epo.org/smeをご覧くださ
い。

－ 株式会社ワイゼル訳 －

チーム座談会

特許情報をビジネスに
EPO ウィーン支局の 8 名からなるチー

を使用して手動でデータを入力してい

スおよび Open Patent Services を

ガルステータス）データベースの完全な

ムは、カスタマーが所要のフォーマットで

ました。これらは当時、最先端のコンピ

介してユーザに提供されます。チーム

データ蓄積情報を探し出すことができ

必要とする特許情報を入手できるよう

ュータ技術でした。元 INPADOC の

は、書誌データおよびリーガルステータ

ます。その情報は、毎週更新されま

に努めています。

数名のスタッフは、今も EPO ウィーン

スデータに対する深い知識を有してい

す。チームは、生データ製品の配布と

支局で働いています。

るため、複雑なデータ修正を実行でき

結び付けて、ユーザのクエリに応え、専

ます。そのため、外部ユーザは品質を

用のユーザーコミュニティフォーラム

INPADOC のチームとして創設されまし

チームの任務

高く評価しています。チームは、信頼性

通じて支援を提供しています。

た。INPADOC は、1972 年に世界知

特許データサービスチームは、

の高いレポーティングツールと正確なモ

的所有権機関（WIPO）とオーストリ

INPADOC データベースを構築し、生

ニタリングシステムにより、リーガルステー

チームは、EPO の生データを取得する

ア政府によってウィーンに設立された国

データ製品を世界中のユーザコミュニ

タスデータのエラーを検出し修正するこ

商用プロバイダ、または、知識や経験

際特許情報センターです。

ティ

とができます。

を交換するためのフォーラムとして OPS

こ の チ ー ム は 、40 年 以 上 前 、

1

に広め、また、ウェブサービスであ
EPOの 特許情報
チーム： (左から)
Sylvia Winkler, Vesna
Vajsbaher, Sonia
Kaufmann, Josefa
Kumpfmüller, Davide
Lingua, Fenny
Versloot-Spoelstra,
Christian Soltmann,
Sofie Leplae

INPADOC は、可能な限り多くの国か
ら、可能な限り時間を遡って特許デー

る

タを収集、管理、配信しました。1991

（OPS）のユーザ窓口となっていま

年 1 月 1 日に EPO が INPADOC と

す。

Open

Patent

Services

3

を

を 活用する商用プ ロバ イダ のた め の
特許データサービスチームは、EPO ウェ

EPO Raw Data Day を毎年開催し

ブ サ イ ト の 「Useful tables and

ています。次回の Raw Data Day

statistics」セクション 2 を提供していま

は、2018 年 3 月 21 日にウィーンで

す。ここから、ユーザは、DOCDB（書

開催される予定です。

誌）データベースと INPADOC（リー

EPOの生データ製品
製品

説明

INPADOC 世界でトップクラスの最も急速に拡大しているリーガルイベントデー
タベースです。50か国以上の国々の特許出願と特許のリーガル
ステータスに関する情報を提供し、現在2億2,000万レコードを
超えています。

そのスタッフを引き継いだため、
INPADOC は、20 年近くにわたり特許

日々の業務には、データ処理のため

検索および特許情報サービスを提供し

のプログラムの継続的な変更管理、

1億を超えるレコードを有しています。EPOおよび商用に生産された

ていたことになります。そのデータベース

データの分析と評価、リーガルステー

多くのデータベースの中核を形成しています。

には世界最大の公開特許文献のコレ

タスデータベースのデータを提供する

クションが含まれていました。何年もの

各国特許庁との連絡などが含まれま

間、スタッフは、キーボードや「パンチカー

す。リーガルステータスデータは、

ド」（数字や穴のある厚手のカード）

Espacenet、さまざまな商用サービ

DOCDB

OPS

Others
1）生データとは、コンピュータプログラムに入力することができるデータ、または統計分析などの
手動プロセスで使用することができるデータです。
2) epo.org/useful-tables
3) https://forums.epo.org/open-patent-services-ops-and-raw-data-subscription
-products-35/

EPOの基本となる書誌データベースで、100以上の特許当局から

自動データ検索用に設計されたこのウェブサービスは、標準インタ
フェースを介してEPOの生データコレクションへのアクセスを可能に
します。データプロバイダは、このサービスを使用してEPOのデータ
を独自のインタフェースにリンクさせることがよくあります。
例えば、フロントページの画像、各国の全文のコレクション、および欧州
特許登録簿のデータなどがあります。

1)

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

欧州特許公報

2017年1月～12月

■ EP-A2: 調査報告書なしで公開された欧州特許出願

2017年の
週平均

■ 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

EP-A 公報
EP-A1
EP-A2
EP-A1 + A2の合計

1,402
70
1, 472

EP-A3

EP-B公報

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

EP-B1+B2

72,905
3,653
76,558

2016年から
の変化
7.8%
-20.2%
6.1%

95.2%

1.6%

233

12,099

3.4%

2,054

106,801

10.1%

A1+A2の合計に占めるEP-A1の割合

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

2017年の
1月-12月の合計

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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アジアの特許情報

アジアからのニュース
TIPOの付与前リーガルステータスデータが英語でも利用可能に

さらに、タイ特許法の包括的な改正が、まもなく公聴会のプロセスに入る予定で

台湾知的財産局は、1950 年以降公開された文献について、付与前のリーガ

す。新しい規定には、出願/優先日から 18 カ月後の特許出願の公開制度、審

ルステータスと処理データ（ガゼット情報）を英語でも利用可能にしました。以

査請求の期限を公開後 5 年から 3 年へ短縮させること、登録前にいつでも出願

前までは、中国語のみで利用可能であったこれらの情報は、TWPAT データベー

を取り下げることができるようにすること、現在の特許付与前異議申立制度を特

スの英語のインターフェースに統合されました。その中身は、機械翻訳によって生

許付与後異議申立制度に変換すること、第三者による情報提供制度の導入

成されています。

が含まれています。

TWPAT データベースには現在、公開文献の書誌情報の一部として、機械翻

日本特許庁の品質に対する取り組み

訳による処理データ（ガゼット情報）とステータス（付与前情報）へのリンクが

日本特許庁と、電気通信分野で世界的な技術標準を開発する標準化団体で

あります。 英語による特許権の変更（付与後）情報は、従来通り、登録特

ある国際電気通信連合（International Telecommunication Union）

許（B 文献）の書誌情報とともに表示されます。取引データはガゼットの公開

が、最近、協力を始めました。これにより、ITU によって提供された標準化関連

周期に同期して更新され、リーガルステータスは毎日更新されます。しかしなが

文献を審査官が使用する内部データベースに蓄積し、先行技術調査の文献とし

ら、英語バージョンは毎月の更新のみで、要約データは約 2 カ月の遅れが発生

て利用することができるようになりました。その結果、日本の審査官は、発行され

します。従って、タイムラグを避けるためには、中国語バージョンのリーガルステータ

た標準に加え、新しい標準を策定する過程で企業が ITU に提出した文献につ

ス情報をクロスチェックすることをお勧めします。

いてもアクセスできるようになります。日本特許庁によれば、この協力関係の目的
は、標準を含む非特許文献における先行技術調査が、より効率的になることを

台湾知的財産局のデータベースで英語のリーガルステータス情報を調査するため

保証するためです。

の EPO のステップバイステップガイドは、これらの変化を反映するため更新されま
した︓

epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/asian/

chinese-taipei/search.html
中国における特許の優先審査
中国国家知識産権局は、特許の優先審査のための行政措置を改正しました。
新たな措置は、5 年前に発効された措置に取って代わり、2017 年 8 月 1 日
に発効されました。新しい措置の下、出願人は特許出願と同様に、実用新案
や意匠出願において優先審査の請求をすることができます。加えて、再審査と
無効手続きが、一定の条件下で促進されるかもしれません。とりわけ、出願人の
手続きを簡素化するために、優先出願の請求に必要な書類の数を減少させま

詳細な情報は経済産業省（METI）のウェブサイトでご覧になれます︓www.

した。

meti.go.jp/english/press/2017/0509_001.html
日本特許庁の審査の品質管理における様々な取り組みの詳細についても、外

特許の優先審査における行政処置は、中国国家知識産権局のウェブサイト

部専門家による審査品質管理小委員会の報告書でご覧になれます︓ www.

（現在は中国語のみ）からご覧になれます︓www.sipo.gov.cn/zwgg/jl/

jpo.go.jp/seido_e/quality_mgt/quality_mgt.htm#subcom_repo

201706/t20170628_1312314.html

rt

英語で詳細をご覧になりたい方は、以下のニュース項目をご参照ください︓
http://english.sipo.gov.cn/news/iprspecial/201707/t20170728

シンガポール特許法の改正

_1312926.html

シンガポール法務省およびシンガポール知的財産庁（IPOS）によって提案され
たシンガポール特許制度の改正案が、2017 年初めにシンガポール議会で採択

タイの最近の動向

され、同年 7 月に公聴会にかけられました。

タイ商務省知的財産局は、国内の IP ランドスケープの発展に関する多くの統計
と記事を掲載した「年次報告書 2016」を発行しました。報告書によれば、

今回の改正は、特許の質を高め、利用者にとってより使いやすい特許制度にす

2016 年の特許出願件数は 7,820 件で、2015 年の 8,167 件からわずかに

ることを目指しています。１つのキーとなる変更は、発明者による発明の先行公

減少しています。しかしながら、2016 年の登録特許件数は、2015 年の

開を含むグレースピリオドの使用の拡大でしょう。その他の変更は、2020 年 1 月

1,364 件から 1,838 件に増加しています。また 2016 年の実用新案（"小特

1 日に外国審査ルートを閉鎖し、ローカルルート（IPOS での調査と審査の組み

許"）の出願件数も 2015 年の 2,164 件から 2,621 件に増加しました。タイ

合わせ）と混在ルート（外国特許庁のサーチレポートに基づく IPOS による審

の年次報告書は、タイ商務省知的財産局のウェブサイトからダウンロードできま

査）から出願人が選択できるようにする点です。

す：www.ipthailand.go.th/en/home-eng.html
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研修
シンガポールの特許法、規則及び関連する審査ガイドラインが、2017 年 10 月

2018年のウェブセミナースケジュール

30 日より施行されました。これらに続いて、2020 年には特許制度の大幅な改

EPO は、2018 年の特許情報に関するウェブセミナーおよび研修コースのプログラ

正が実施される予定です。

ムを発表しました。ウェブセミナーは現在、登録受付中です。ウェブセミナーは、無

詳細は下記リンク先をご覧ください︓ www.ipos.gov.sg/media-events/

料、オンラインで行われます。以下が、2018 年のウェブセミナーの完全リストです。

happenings/ViewDetails/patents-and-designs-legislative-amen
dments-to-enter-into-force-on-30-oct-2017/

2018年特許情報ウェブセミナ―

2017年9月5日～6日まで北京で行われた中国専利年次会議
中国専利年次会議（CPAC）は、2008 年の北京オリンピックで使われた中国
ナショナルコンベンションセンターで行われました。この年次会議は、中国語から英
語への同時通訳で進められました。会議では SIPO 高位関係者と中国知識産
権出版社有限責任公司（IPPH）の代表者による開会の辞がありました。

日付

10:30
10:30

パテントファミリー

2月6日

10:00

CATCH UP! – 特許情報ニュース&最新情報

10:30

Espacenetによる検索の基礎

2月7日

14:00

4月18日

10:30

5月8日
5月9日

科会で、特許調査に関する講演も行いました。
中国知識産権出版社（IPPH）は、この年次会議に 2016 年の 4,000 人か
ら 100%増加の 8,000 人が参加したと報告しました。多くの国の特許庁が参
加しました。

10:30
10:30

6月6日

10:30
10:30

INPADOC

European Patent Registerの概要

Federated Register(統合登録データベース)/Global Dossier
特許情報のビジネス利用

CATCH UP! – 特許情報ニュース&最新情報
ラテンアメリカからの特許情報：1 メキシコ
INPADOC 上級

ラテンアメリカからの特許情報：
2 アルゼンチンとペルー
欧州特許公報検索
ラテンアメリカからの特許情報：3 ブラジル

6月20日

10:30

欧州判例法識別子(ECLI)による欧州全域の特許に関
する判決にアクセス

6月27日

10:30

ラテンアメリカからの特許情報：
4 コロンビアとチリ

9月11日

10:00

9月12日

10:30

CATCH UP! – 特許情報ニュース&最新情報
IPScoreによる特許ポートフォリオ管理

9月18日
9月19日
10月10日

展示会には、欧州のユーザにはよく知られているいくつかの名前を含め、12 カ国

10:00
10:30

5月30日

6月13日

招聘されました。EPO は、米国の特許情報ユーザーグループ PIUG との共同分

10:30

4月17日

5月16日

EPO は人工知能環境における特許情報の利用に関するセッションの議長として

セミナー名

1月31日

1月23日

2月14日

CPAC 2017の
メイン講堂

時間

14:00
10:30
14:00

12月11日 10:00

パテントファミリー
EPOのツールによる特許の監視とアラート
INPADOC

CATCH UP! –特許情報ニュース&最新情報

から 88 社が出展しましたが、その多くが、欧米の特許情報展示会では見られな
いものでした。
最近、中国の指導者は、イノベーションと知的財産保護を国家の優先事項とし
ました。革新的技術の創出（メイド・イン・チャイナ 2025）において、世界のリー
ダーになり、古いシルクロード（一帯一路）を復活させるための中国の取り組み
は、CPAC のようなイベントの議題とブランド戦略にも影響を与えています。CPAC
の訪問者は、世界中の知的財産活動と欧州における知的財産の動向に大きな
関心を寄せたようです。中国の一般市民の間では、知的財産と特許情報の世
界に対する認識が一般的に不足しているかもしれませんが、これは明らかに変化

ウェブセミナ―の記録
上記ウェブセミナーの一つを見逃しても、心配ご無用です。大部分は、開催後
最大１か月間、録画したものをご利用できます。
お気軽にepo.org/pi-videos にいき、興味のあるウェブセミナーをお選びくださ
い。
上記の全イベントについての詳しい情報は、
epo.org/pi-training をご覧ください。

しています。EPO のスタッフは、特許情報に精通した地元の参加者らと実り多い
議論を交わしました。
CPAC は中国との対話のためのユニークな機会であり、間違いなく注目すべきイ
ベントです：piac-china.com/eng/
アジア関連のほかのニュースは、EPO ウェブサイトの epo.org/asia の Updates
セクションをご覧ください。

－ 株式会社ワイゼル訳 －
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その他のニュース

お問合せ
www.epo.org/forums
特許情報ヘルプデスク

EPOがASEAN研修の日を主催
EPOウィーン、2018年1月26日

拡張し、有効化できるかもしれませ

ルステータス検索に役立つリソースに

今まで、マレーシア特許庁のデータベー

ん。そして、その地域にある他の国々も

ついて学んでみてください。

スの検索の仕方を知る必要に迫られた

将来、後に続くかもしれません。
日付と会場︓2018 年 1 月 26 日

patentinformation@epo.org

ことがありますか。インドネシアの特許出
願の寿命についての勉強に関心があり

このような展開は、出願人やサーチャ

EPO ウィーン

アジア特許情報

ますか。EPO はどのような種類のデータ

にとっても ASEAN 地域の重要性が増

参加費︓310 ユーロ

を、ASEAN 諸国から提供するでしょう

すであろうという兆しです。

詳しい情報と登録︓

asiainfo@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欧州
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*

asiainfo@epo.org

か。
ASEAN 諸国からの特許情報につい
発明者と投資家から、東南アジア諸

て、プレゼンテーション、討論、そして実

国連合（ASEAN）の加盟国への注

地訓練を、一日中、EPO の専門家た

目度が高まってきています。最近の同

ちと共にしてみてください。異なった特

意に基づき、欧州出願人は、もうすぐ

許制度の最も重要な特徴、そして先

自分たちの欧州特許をカンボジアまで

行技術調査、特許モニタリング、リーガ

今すぐ登録を: Search Matters 2018

発行者： Richard Flammer

(月～金, 08:00-18:00
中央欧州標準時)

2018 年 4 月 23～25 日、EPO の

人気のある「at the desk（机で）」

www.epo.org/contact

特許検索式とテクニックをハーグに学

セッションでは、参加者は個々の審査

びに来てください。

官と話し、特定の技術分野での検索
式について質問することができます。こ

*あるいは+49 89 23994500
（上記フリーダイヤルに掛けられ

様々なワークショップで、EPO の審査

のプログラムは、検索やインターネットオ

ない国からはこちらの番号を

官が、検索式、CPC、アジアの先行

ブシングズ(IoT)の課題に関するプレナ

ご利用ください）

技術、無料検索ツール及び化学と

リー講演で完結されます。

バイオテクノロジー分野の検索の複

詳しい情報と登録︓

雑性について役立つ情報を提供しま

EPOより募集中
現在、EPOでは、特許審査官として
働けるエンジニアおよび科学者を募
集中です。
技術分野のリストをご覧になり、自分

epo.org/search-matters

す。

East meets West 2018 –
AIの特許検索への影響について
報告するアジアの特許庁
2018 年 4 月 19、20 日の East

初めて、このイベントでロシア特許庁

認ください。

meets West 2018 に 参 加 し 、

と南アフリカ特許庁からの専門家をお

JPO、KIPO および SIPO が特許検索

迎えします。

epo.org/jobs

および取り組み中のプロジェクトに対す

の分野で募集があるかどうかをご確

発行情報

る AI の影響をどのように考えているかを

East meets West 2018 の全プロ

理解してください。アジアの専門家と、

グラムは、１月第一週に EPO のイベ

特許検索、クラウドサーチおよび特許

ントウェブサイトで発表されます。

標準の取り扱いに対するさまざまなアプ

epo.org/emw2018
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