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EPO－リンクト・オープン・データ

(Linked Open Data)の公開開始 

リンクト・オープン・データ（Linked 
Open Data）とは？ 
リンクトデータ（Linked Data）と

は、World Wide Web Consortiu
m（W3C）によって策定された標準
形式で公開されたデータを指します。
標準形式とは、簡単かつ形式化され、
機械判読可能な形式です。データ内
の要素は、Uniform Resource Ide
ntifier（URI：URL に似ています）
を使用して特定されているため、あるデ
ータセットのデータを別のデータセットの
データにリンクさせることができます。リン
クトデータはリンクさせることが可能であ
るため、さまざまなソースからのデータ同

士を結びつけることが容易になり、最新
かつ革新的なアプリケーションが実現さ
れます。URI を指定すれば、リソースに
関するデータをさまざまな形式でウェブ
上で入手できます。 
 
「オープン（Open）」という言葉

は、誰でもデータを自由に入手でき、
思い通りに使用および再公開できるこ
とを意味しています。 
 

EPO が提供しているものは？ 
EPO の新製品は、「Linked open

 EP data」と称されています。「EP」と
は、欧州特許（European Patent

s）を指します。このデータには、1978
年以来、EPO が公開した特許文献
（特許出願および登録特許）の完
全コレクションが網羅されています。ま
た、データは毎週更新され、以下のよう
な、公開特許文献の最も重要な要素
が含まれています。 
－発明者および出願人の名前 
－日付および番号 
－英語、フランス語およびドイツ語の要
約書およびタイトル 
－技術分類（国際特許分類および
CPC） 
－特許文献および非特許文献の引
用 
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電話帳 

EPO は、欧州特許公報および共通特許分類（CPC）の分類体系に関するリンクト・オープ
ン・データの提供を開始しました。これにより、データサイエンティスト、ウェブディベロッパ、学者、
企業など誰もが特許データとその他の情報とを簡単に結び付けることができるようになりました。 
 

 

－株式会社ワイゼル訳－ 



 
利用例 
HTTP、URI、SPARQL などの標

準的なウェブテクノロジーを使用して、L
inked open EP data を照会、取
得、閲覧することができます。SPARQ
L は、リソース・ディスクリプション・フレー
ムワーク（RDF）の標準クエリ言語で
す。 
 
図 1 は、EP 1430076 A2 に公

開されているすべての出願人とその国
を検索するための SPARQL クエリを示
しています。 
 
クエリは、3 つの企業/組織のリスト

を返しています（図 2参照）。 
 
上記の例は、EPOの Linked ope

n EP data のみに基づいたものです。 
 
このデータと外部ソースとを結び付け

る方法として、以下の例が挙げられま
す。 
－特許抄録の専門用語を、ウィキ

ペディアのリンクトデータバージョンである
DBpedia の定義にリンクさせることが
可能 
－出願人および発明者情報におけ

る国および地域を、GeoNames デー
タベースの対応する地理的エンティティ
にリンクさせることが可能。これにより、
数か国語での地理的エンティティの検
索、境界のポリゴンの X 座標および Y
座標の検索などが可能 
 

－他の出願（PCT 出願、優先権
書類、パテントファミリーメンバー）と
の関係 
 

Linked open EP data には、E
uropean Publication Server に
HTML、PDF、XML 形式で保存さ
れている公開特許文献の全文への
参照および CPC の要素も含まれて
います。一部の情報（出願人および
発明者などの公開特許文献に関す
るデータ）は、公開された情報のまま
ですが、その他の情報（IPC、CPC、
引用文献、ファミリー）は、継続的に
更新されます。 
 

Linked open EP data の利用
方法は？ 

Linked open EP data は、特
許データと非特許データとを結び付け
る新しい方法をもたらします。 
 

Linked open EP data の利用
例 
－Linked open EP data を使用
して、欧州特許の最新情報を取得
し、例えば、ウェブページに組み込む 
－他の特許データ公開者からのデー
タにリンクさせる 
－ダウンロードして独自のデータベー
スを作成する 
－ビジネス情報や他の非特許情報と
結び付ける 
－オープンデータライセンスに基づいて
自由に再利用する 
 

Linked open EP data の入手
先は？ 
データや説明資料は、epo.org/li

nked-data の新しいウェブページ Li
nked open EP data から入手でき
ます。 
 
随時使用するために、EPO のリン

クトデータサービスとして、簡単なデー
タブラウザ、アプリケーションプログラミン
グインタフェース（API、図 3 参
照）、およびクエリインタフェースなどが
あります。大量に使用するためには、
バルクデータをダウンロードすることが
可能です。 

Figure 1: Example of a SPARQL query 

Figure 2: Screenshot of the result of a linked open EP data query 

epo.org/linked-data 

Figure 3: Linked open EP data browser 
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EPO 2017年 年次報告書－豊富な統計情報 
EPO の 2017 年年次報告書が EPO のウェブサイトで入手可
能となりました。欧州の特許申請、特許付与、異議申立に関
するデータなど、主要なビジネス分野の概要が盛り込まれていま
す。 
 
2017 年と過去 4 年間との比較や、欧州特許の主要な品質
指標も公表されています。 
 
また、ダウンロードセンターもあり、PDF や Excel 形式の膨大な
データを提供しています。 
  

 

 
prefix patent: 

<http://data.epo.org/linked-data/def/patent/> 

prefix vcard: <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#> 

SELECT ?ApplicantName ?ApplicantCountry  { 

<http://data.epo.org/linked-data/data/publica- 

tion/EP/1430076/A2/-> 

patent:applicantVC ?applicant . 

?applicant vcard:fn ?ApplicantName; 

vcard:hasAddress/patent:countryCode 

?ApplicantCountry . 

} LIMIT 100 
 

 

－株式会社ワイゼル訳－ 

http://www.epo.org/linked-data
http://www.epo.org/annual-report2017
http://data.epo.org/linked-data/def/patent/
http://www.w3.org/2006/vcard/ns
http://data.epo.org/linked-data/data/publica-


  

さまざまな変化が起こっています 

本号の４ページと５ページでは、過
去８年間にわたる欧州特許情報の主
な成果について振り返っています。我々
の分野では非常に大きな変化が生じて
いますが、変化は今後も継続し、むしろ
加速することになるでしょう。 
 
人工知能は、今日の広く存在するテ

ーマであり、心動かされるテーマです。あ
る人には不安を引き起こし、ある人には
熱狂を引き起こします。また、人工知
能は、特許と特許調査に影響を及ぼ
すことは間違いないでしょう。 
 

専門的なレベルでは、Espacenet
が今年中にリニュアルされることが予想
さ れ て い ま す 。 ２ ０ 年 前 の
Espacenet の開始以来、最も大規
模なリニュアルとなるでしょう。また、さま
ざまなリーガルステータスイベントのカテ
ゴリーを導入したことによってリーガルス
テータスデータを使いやすくしたＥＰＯ
の努力の最も重要な成果も我々は目
の当たりにしています。これは比較的あ
りふれた進展のようにも思えますが、リ
ーガルステータスデータを処理する方法
を今後変えていく可能性があります。 

 
このような話題は全て、今年の特

許情報会議の議題に予定されてい
ます。この会議は、１１月１２日か
ら１４日にかけてブリュッセルで開催
されます。プログラムは公開されたばか
りです（１２ページ参照）。登録
は、すでに始まっています。 
 
さまざまな変化が起こっています。

今年の特許情報会議は見逃せない
のではないでしょうか。 
 Richard Flammer 

特許情報および欧州特許アカデミー 
主席部長 
 

  

３月２１日にウィーンでユーザー会
合が行われ、ＥＰＯのバルクデータ製
品の最近の動向と既存の特許情報
製品の新しい機能について議論されま
した。欧州特許庁のデータ専門家およ
びネットワークに対して話しをする良い
機会でした。 
  
このイベントは、専門的なレベルの

特許データに特化しており、特許情報
の利害関係者およびユーザーとの一連
の会合、たとえば、PatCom､SACEP
O/PDI および PDG/IMPACT の会
合や、ＥＰＯ特許情報会議、East 
meets West フォーラムなどを補う重
要なイベントです。このイベントは、EP
O にとって、データベースを構築してい
る方々から直接、期待やニーズを聞く
機会として重要であります。 
 

恒例により、EPO チームは、EPO
の DOCDB（ワールドワイド書誌検索
データベース DOCDB）と INPADO
C（ワールドワイド・リーガルステータス
データベース INPADOC）の最新の
動向を発表しました。これらのデータベ
ースはユニークであり、市場で入手可
能なほとんどの特許データベースの基
礎となっています。INPADOC は、今
年特に注目を集めました。Raw Data
 Day 2018 は、EPO にとって、カテゴ
リー化プロジェクトについて報告する機
会でした。WIPO ST.27 による第１
レベルのカテゴリーが INPADOC に導
入間近です。 
 
そのほかのプレゼンテーションは以下

についてでした。 
－EP-A4 の文献データ（欧州段階
に移行したＰＣＴ出願の補充調査
報告書）を通常のＸＭＬベースの配
信に追加するプロジェクト 

－将来の WIPO 標準 ST.37 に沿っ
た特許公報のオーソリティファイルに関
する情報 
－欧州の判例法識別子（ECLI）デ
ータベースの動向 
－今年４月から利用可能となってい
る新サービスである、EPO のリンクト・
オープン・データ（１ページ参照） 
 

WIPO の代表者は、WIPO の製
品とサービスに関する最新情報を提供
しました。この日の締めくくりに、Fraun
hofer Institute の講演者から、デー
タサイエンティストコミュニティの視点から
の興味深い知見が得られました。スピ
ーチでは、ビッグデータのコンテキストに
おける特許データの場所について、EP
O を代表して行っている研究について
述べられました。 
 

欧州特許庁は従来、イベントにサプ
ライヤの方々を招待しています。このイ
ベントは、欧州特許庁にとっては、特
許データ製品を扱っている方々とお会
いできれば、その方々のニーズを理解
する良い機会であり、また、サプライヤ
にとっては、欧州特許庁の高品質要
件をもっと良く理解することができるで
あろうと確信しています。 
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イベント 

論説 

EPO Raw Data Day 2018 

欧州特許情報ではさまざまな変化が起こっています。今年のEPO特許情報会議は    
見逃せないのではないでしょうか。 
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Patent Translate 
２０１２年２月２９日に Paten

t Translate が立ち上がったことによ
り、特許文献の自動翻訳は大きな技
術的進歩が遂げられました。今日で
は、英語、フランス語およびドイツ語か
ら欧州特許機構加盟国の２８の公
用語への翻訳およびその逆の翻訳を
提供しています。ユーザーはまた、英
語から中国語、日本語、韓国語およ
びロシア語への翻訳、およびその逆の
翻訳もできます。 
 
概念は単純でした。異なる言語の

２つのパテントファミリーが同等であると
いう前提に基づき、そのパテントファミリ
ーを、学習により品質の向上ができる
翻訳エンジンに入力しました。ＥＰＯ
はこの作業のパートナーとして早々と
Ｇｏｏｇｌｅを見つけ出し、「コーパ
ス」（言語対における同等な特許テ
キストの大規模なコレクション）を提
供することに同意し、自動翻訳サービ
スのトレーニングを行いました。 
 
２０１７年には、ニューラル機械

翻訳と呼ばれる新技術により、Paten
t Translate はさらに改善され、EPO
と Google との連携は機械翻訳技術
の最前線に置かれるようになりました。 
 機械翻訳は、人間の翻訳に取って
代わるだけでなく、特許調査員が以前
にはアクセスできなかった大量のデータ
へのアクセスも可能にしています。たと
えば、２０１３年には、ＥＰＯは、そ
の時点で入手可能な中国の特許文
献を英語に翻訳するには１６,００
０人／年かかるだろうと推定していま
した。Patent Translate は、そのす
べての文献およびそれ以降公開された
さらなる文献を、英語で瞬時に、か

分類された特許文献を分類ベースで
より正確に検索することを可能にしま
した。 
 

Federated Register（統合欧
州特許登録データベース） 
欧州特許は、付与されると国内

特許の束となり、各国内特許はそれ

 
グローバルドシエ 
PI ニュース２０１５年第２号で

お伝えしたとおり、グローバルドシエは、
５大特許庁のプログラムの産物であ
り、EPO、日本特許庁、韓国特許
庁、中国国家知識産権局および米
国特許商標庁の共同事業です。その
目的は、各特許庁が作成した特許
出願のファミリー（複数の特許庁に提
出された同一発明に関する出願）の
情報に互いの特許庁がアクセスできる
ようにし、その情報を一般に利用でき
るようにすることです。現在、カナダ、中
国、日本、韓国、米国およびＰＣＴ
（国際）特許出願の包袋を閲覧す
ることができます。グローバルドシエは、
European Patent Register に組
み込まれており、また、Espacenet を
介してアクセスすることもできます。中
国語、日本語または韓国語の文献が
英語で必要な場合には、自動機械
翻訳が用意されています。 
 
グローバルドシエは、各特許出願に

ついて複数国の特許庁からの全ファイ
ルにワンストップアクセスができるため、
ユーザーから大きな称賛を得ていま
す。その使いやすさと英語への機械翻
訳が自由に利用できるため、高い利
用度を維持しています。 
 

つ、読者が発明の本質を理解するの
に十分な品質レベルで提供していま
す。もしこのような情報を人間の翻訳
者が翻訳したら不可能だったでしょう。 
 

Patent Translate は、以前には
読むことができなかった特許を読むこと
を可能にし、技術的知識の普及を後
押ししています。史上初めて、世界中
のほぼすべての特許文献の内容を、
読みたい人なら誰でも読むことができ
るようになりました。 
 
共通特許分類 
２０１０年１０月２５日、ＥＰ

Ｏ長官の Benoit Battistelli 氏と
知的財産担当次官兼米国特許商
標庁（USPTO）長官の David Ka
ppos 氏は、共通特許分類（CP
C）創設に向けた道を開く共同声明
に合意し、２０１３年１月１日に
CPC の利用が開始されました。 
 
ＣＰＣは、ＵＳＰＴＯおよびＥ

ＰＯの分類体系（それぞれＵＳＰ
ＣおよびＥＣＬＡ）を合わせて、共
通のものに変える方法として利用開
始されました。ＣＰＣは大部分がＥ
ＣＬＡに基づいています。現在、Ｃ
ＰＣはＥＰＯやＵＳＰＴＯだけで
なく、世界中の各国特許庁にも利用
されています。ＣＰＣは、あらゆる特
許調査員にとって不可欠なツールとな
っており、専門の特許調査員によって

ぞれの国が管理責任を負います。した
がって、さまざまな情報源からの情報を
一元管理するニーズ、つまり、Federa
ted Register プロジェクトの開始に
至ったニーズがありました。 
 
このプロジェクトのディープリンクと呼

ばれる第１段階では、European P
atent Register のユーザーは、リンク
をクリックすると、欧州特許に対応する
国内特許登録データベースエントリに
直接アクセスできます。このように国内
特許庁のオンライン登録データベース
にアクセスできる国の数は、すでに３４
か国に達しています。 
 
第２段階では、すべての参加国

（現在は２７か国（５ページの記
事参照））からの最も重要なリーガ
ルステータスデータの一覧表が１つの
画面で得られます。このシステムは、各
国特許庁の登録データベースからのデ
ータを「ライブ」で自動検索し、それを
照合し、簡潔な形で提示することによ
って、欧州特許の有効な国と失効した
国をユーザーに瞬時に表示します。 
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回顧  

８年間の業績 

Benoit Battistelli氏が２０１０年７月に欧州特許庁長官に就任して以来、特許情報プロジェクトは、 
重要視されており、ユーザーに大きな利益をもたらしています。彼は、６月末に８年間の任期を終えます。
Patent Translateや共通特許分類、Federated Register（統合欧州特許登録データベース）、   
グローバルドシエなどの構想によってなされた目覚ましい進展について振り返るにはちょうど良い時期です。 

 

－株式会社ワイゼル訳－ 



   
 

 

  

とても良いニュースを続けますが、
Federated Register に既に参加し
ている２６か国（ＰＩニュース２０
１８年第１号参照）に加え、４月
末にはもうひとつの国、すなわち、英国
が参加しました。したがって、統合欧州
特許登録データベースは現在、英国で
有効となった欧州特許の書誌情報お
よびリーガルステータス情報も提供して
います。 
 

Federated Register は２０１
５年４月に開始しましたが、現在の参
加２７か国は、オーストリア、ベルギ
ー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリ
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、モナコ、オランダ、ノルウ
ェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニ
ア、サンマリノ共和国、セルビア、スロバ
キア、スロベニア、スペイン、スウェーデ
ン、スイス、トルコおよび英国です。 
 

Federated Registerは、Europ
ean Patent Register(epo.org/r
egister)内で利用可能ですが、Fed
erated Register によって、付与後
の欧州特許が上記２７か国において
国内段階に移行するとすぐにその欧州
特許に関して信頼できる最新の書誌
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、かつ、それをすべて
１つの表で閲覧することができます。Fe
derated Register に現在統合され
ている各国特許庁が提供するコンテン
ツに関する情報は、ＥＰＯのウェブサイ
ト１で入手できます。１） 
 
最終的には、Federated Registe

r の目標は、全指定国、拡張国および
認証国において付与後の欧州特許の
ステータスに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た場合に
は、ＰＩニュースでお知らせいたしま
す。 
 

件に達しました。 
 INPADOC はユニークであり、しばし
ば、特許情報の専門家にはＥＰＯ
特許情報のドル箱であると見なされて
います。多くの商業サービスは、このリ
ーガルステータスデータの品質を信頼
しています。 
 
２０１７年の夏の間に、Espace

net で検索可能な文献の数は１億
件を超えました。Espacenet が１９
９８年に開始された時には、２，０
００万件の文献しか提供されていま
せんでしたので、２０年も経たないう
ちに５倍に増えたことになります。 
 
この著しい成長からわかるのは、世

界中の特許と特許出願の件数がい
かに急速に増えているのかということ、
そして、データが利用可能になり次
第、このデータをデータベースに収集す
るというロジスティクスにおけるＥＰＯ
のすばらしい活動についてであります。 
 
近年の進歩により、EPO は、依然

として世界有数の特許情報提供者
であり、今後長きにわたって、その順
位を維持するのに有利な地位にいま
す。 
 

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

   
  

英国は、２０１８年４月２６
日、統一特許裁判所協定（ＵＰＣ
Ａ）の批准書を寄託したと発表しま
した。現在、批准国の総数は１６か
国になります。 
 

EPO 長官の Benoit Battistelli
氏は、このニュースを歓迎し、「英国に
よる今日の批准により、欧州統一特
許の発効の実現に向けた決定的な
一歩を踏み出しました。私たちは今、
欧州の新しい特許に手の届く範囲内
にいます。新しい特許は、我々のイノ
ベーション部門をサポートし、管理を簡
素化し、コストを削減し、法的安定性
を向上させることでしょう」と述べまし
た。 

 
欧州統一特許の発効には、有効な
欧州特許件数が多い上位国であるフ
ランス、ドイツおよび英国を含む、ＥＵ
加盟国２６か国のうち１３か国の
UPCA への批准が必要となります。２
０１７年には、批准国が必要数に達
しましたが、ドイツと英国の批准はまだ
行われていませんでした。フランスは２
０１４年に批准しました。欧州統一
特許裁判所は、ＥＰＯによって付与
された欧州統一特許（後に欧州特
許にもなる）の有効性および侵害に
関する訴訟を検討する、特許専門の
裁判所です。欧州統一特許裁判所

は、統一特許パッケージの一部を構成
しており、国際協定に基づいています。
この国際協定は、ＥＵ加盟国の議会
によって批准される必要があります。一
方、欧州統一特許自体は、２０１
２年に採択された２つのＥＵ規制に
基づいています。 
 
epo.org/unitary-patent 
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Federated Register  

 

欧州統一特許  

英国が統合欧州特許登録データベースに参加 

英国が欧州統一特許裁判所協定を批准 

Espacenet のリーガルステータス
登録件数が２億件、特許文献が１
億件に 
２０１６年の初めに、EPO の世

界規模リーガルステータスデータベース
（INPADOC）の登録件数は２億

 

－株式会社ワイゼル訳－ 

http://www.epo.org/searching-for-patents/legal/register/documentation/federated-register.html
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http://www.epo.org/unitary-patent


  

認証協定 
認証協定は、欧州特許機構と認証

協定を締結したヨーロッパ以外の諸国
において、特許出願人に権利保護を
得る方法を提供します。認証協定の
下では、欧州特許出願および欧州特
許は、それぞれの国において、国内特
許出願および国内特許と同等の効力
を有します。欧州特許出願および欧州
特許は、それぞれの国の国内法令の
対象となり、欧州特許機構がその加盟
国に付与した特許と同等の保護を得
ることになります。そのためには、出願人
は、欧州特許の出願時に、認証国で
の保護を請求しなければなりません。
保護には、EPO への認証手数料の支
払いが必要です（各国の認証手数料
の金額は、EPC 締結国の指定手数
料の金額に基づいています）。 
 
現在、認証協定が有効な国々は、

以下の通りです。 
－モロッコ 
－モルドバ共和国 
－チュニジア 
－カンボジア 
 

欧州特許の再登録 
「再登録」とは、いくつかの国におい

て、他の特定の国で付与された特許
を、自国の法令に基づいて認める法
律制度です。特許権者は、当該地域
に対して特許の効力を拡張したい場
合、再登録要求を提出しなければな
りません。これらの国々の大半は、この
ような要求の提出に一定の期限を設
けています。しかし、期限を設けていな
い国では、結果として外国特許の存
続期間中のどの時点においても特許
権者の要求が承認されます。旧英国
領の多くの国々は、この制度を採用し
ています（詳細は、表のリンク先からご
覧いただけます）。 
 

香港 
香港特別行政区は、特例です。香

港は独立した特許制度を有していま
すが、英国を指定国とする欧州特許
の拡張も認めています。詳細は、官報
4／2016 をご覧ください（表のリンク
をご参照ください）。 
 
結論 

欧州特許の完全な地域的対象範
囲を把握しておく必要がある場合、考
慮すべき非欧州地域がいくつかあると
いうことを覚えておいてください。この記
事は、欧州特許が有効である可能性
のある地域の一覧を提供するためのも
のではなく、むしろそれに関連する複雑
さを説明するためのものです。 

海外領土における EPC 締結国の
国内法令による保護 
欧州特許がヨーロッパ以外で有効と

なり得る別の理由は、欧州特許条約
（EPC）の締結国が、欧州特許を
国内法令のもとに許容しているからで
す（たとえば、海外領土または属領に
おいても）。したがって、英国について
は、欧州特許は、マン島も対象になり
ます。フランスおよびオランダは、自国の
海外領土を自国の特許対象に含み
ます（たとえば、フランス領ポリネシア、
ニューカレドニア、キュラソー島およびシ
ントマールテン島）。ただし、オランダに
関しては、アルバ島は含まれません。デ
ンマークにおいては、グリーンランドまた
はフェロー諸島を含みません（表のリン
ク先をご参照ください）。 
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ヨーロッパを越えた各国特許の拡張に関する情報源 
（古いものもあり） 

 発行機関 内容 URL 
EPO 

 
EPC第10章に関する国内法令についての
冊子 

epo.org/national-law 
 

EPO 官報 4／2004, 179頁 
 

archive.epo.org/epo/pubs/oj004/04_04/04_1794.pdf 
EPO 

 
官報４／2016, 580頁 epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/ 

etc/se4/p580.html 
INPI (フランス) 

 
フランス領ポリネシアへの拡張に 
関する発表 

inpi.fr/fr/nationales/accord-dextension-portant-effet- 
en-polynesie-francaise-des-titres-de-propriete 

オランダ 公式発表 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2014-65.html 
UK IPO 

 
海外への英国知的財産権の拡張に 
関する情報 
 

gov.uk/government/publications/extension-of-uk- 
intellectual-property-rights-abroad 

 

ご存知でしたか？  

ヨーロッパ以外で有効な欧州特許 
インド洋、カリブ海、東南アジア－欧州特許が有効であろう地域を考える際、これらの地域は 
思いつかないかもしれません。しかし、欧州特許が有効な地域の一覧が欲しいのであれば、 
これらの地域を忘れてはなりません。 
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http://www.epo.org/national-law
http://www.archive.epo.org/epo/pubs/oj004/04_04/04_1794.pdf
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/etc/se4/p580.html
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/etc/se4/p580.html
http://www.inpi.fr/fr/nationales/accord-dextension-portant-effet-en-polynesie-francaise-des-titres-de-propriete
http://www.inpi.fr/fr/nationales/accord-dextension-portant-effet-en-polynesie-francaise-des-titres-de-propriete
http://www.gov.uk/government/publications/extension-of-uk-intellectual-property-rights-abroad
http://www.gov.uk/government/publications/extension-of-uk-intellectual-property-rights-abroad


  

特許情報ユーザーの利益のための  

ネットワーク化・・・ 

・・・5月3日、4日にリュブリャナで開催されたPATLIB2018会議で 
多様な顧客グループに提供するサービスをどのように改善できるか？ 
変化していく環境に、どのように適応するか？ 
我々が行うことをどのように推し進め、認知度を高めることができるか？  

特許オリンピ

ック－通常の

特許検索大会

ではない 

EPO長官 Benoit Battistelliによる

PATLIB2018の開会  
トルコのHacettepe技術移転センター

のEsra Yardimoglu氏による、PATLI
B再教育プロジェクトに参加した結果

の発表 

送別－Katharina Maes氏、Burkhardt 
Oelwein氏、そしてHeidrun Krestel氏 

にとっての最後のPATLIB会議でした。

EPOのPATLIB組織チームの主要な  

メンバーで、来年度中に退職します。 
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イベント 
 

スロベニアの首都で開催された今年
の PATLIB 会議において、このような
質問が挙げられ、議論され、解決策が
出されました。会議には、ヨーロッパの
PATLIB ネットワークを通じて 200 人
の専門家が集まりました。 
 
異なるヨーロッパ地域の代表者から

構成された準備委員会は、総会のプ
ログラムをまとめ、PATLIB ネットワーク
のメンバーから受け取った提案に基づ
いてブレイクアウトセッション（分科
会）を行いました。 
 
基調講演は、ブロックチェーン・テクノ

ロジーおよびそれが知的財産分野にど
のような影響を与え得るかに関するも
のでした。他の本会議講演では、EPO
の、最近の SME(中小企業)ケースス
タディ（epo.org/sme をご参照くだ
さい）、EUIPO のサービスおよび EU
の Value Intellectual Property 
for SMEs(VIP4SME) project
（中小企業のための知的財産価値
評価プロジェクト）について注目してい
ました。別の講演では、ドイツの中小
企業に提供されるスリム化した IP 審
査、"IP pre-diagnosis lite (IP事
前審査ライト)" について議論が交わさ
れました。 
 

PATLIB ネットワークからの講演者
らは、各自が所属する PATLIB センタ
ーで開始され、実行された成功的なプ
ロジェクトについて報告しました。報告
の内容は、知的財産権について中小
企業に戦略的アドバイスを提供した体
系的な方法から、ゲーム製品に関する
知的財産権の意識を向上させた事例
まで、多岐にわたりました。あるセッショ
ンでは、国際マーケットにおいて、知的

史上初の特許オリンピックが、ミラノ
工科大学 (Politecnico di Milan
o) にて、2018年 9月に開催されま
す。特許オリンピックは、同場所で開
催される CEPIUG（Confederacy 
of European Patent Informati
on Users Groups：欧州特許情
報ユーザーグループ連合）10 周年
記念コンファレンスの直前に行われま
す。 
 
他の特許検索競技大会は、キャリ

ア開発、サーチエンジンの比較、クラウ
ドソーシング、学術課題および研究費
獲得などを目的としていました。 
 
多忙だった特許情報会議の日の

後のある夜に、アメリカのある場所で
熱心な 4 人のグループが集まったと
き、やや違った特許検索競技大会の
アイデアが生まれました。 
 
そのアイデアは、競争であるがフレン

ドリー、集中的であるが楽しい特許検
索イベントを開催するというものです。
検索スキルおよび特許への情熱を披
露するイベントです。 
 
特許オリンピックは、様々な特許検

索製品のテストではありません。特許
オリンピックは、単に自分のスキルを他
の人のスキルと競い合わせるもので
す。特許オリンピックは、真剣なイベン
トですが、特許検索への愛着によって
動かされるものとなるでしょう。 
 
特許オリンピックは、営利目的では

なく、ボランティアによるものです。 
 
詳細は、patentolympiad.org を
ご覧ください。 
 

財産権を活用し、いかに顧客をサポー
トすることができるかについて、集中的
な討議が行われました。 
 
今年の PATLIB 会議のハイライト

のひとつは間違いなく、１年間の
PATLIB 再教育プロジェクト（PI ニュ
ース 3／2017, ５頁をご参照くださ
い）をまさに完了した講演者 4 人の
チームによるプレゼンテーションでした。
EPO によって体系づけられた１年間
の徹底した研究を経て、IP 審査サー
ビス導入に対する PATLIB センターの
認知度の向上から、新しい特許情報
サービスの立上げまで、講演者らは全
員、自分が所属する PATLIB センタ
ーにおいて、報告すべき重要な成功を
収めました。EPO にとって、この印象
的なプレゼンテーションは、当該プロジ
ェクトがその参加者たちにもたらした価
値の証でもありました。 
 

“ い つ も の よ う に ” と 、 今年 の
PATLIB 会議のある参加者は書き送
りました。“イベントは、最も高い期待に
応えてくれました。心よりお祝いいたし

ます。”  
 
しかし、PATLIB2018 の最も重要

な側面は、特許情報ユーザーの利益
のためのネットワーク化でした。 
 

PATLIB2018 の全プログラムおよ
びプレゼンテーションは、epo.org/pat
lib で閲覧可能です。 
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国別フォーカス：南アフリカ、イラ
ン、ロシア 
今年のフォーラムのハイライトの 1 つ

は、南アフリカの国家知的財産権機
関である南アフ リカ知的財産庁
（CIPC）長官の Rory Voller 氏
率いる南アフリカの高官代表団の訪
問でした。 Voller 氏は、南アフリカの
特許制度、今後の法改正、地方レベ
ルで知的財産を促進するための政府
対策について包括的に概説しました。 
 
参加者は、Qingqing Li 氏による

中国の「Belt and Road Initiative
（シルクロード経済ベルトと 21 世紀
海洋シルクロード：一帯一路）」の
状況における知的財産の役割と、
Oggu Prasad Rao 氏によるインド
特許制度の最近の進展についてのプ
レゼンテーションに興味を示し傾聴して
いました。 

開会の挨拶で EPO 副会長である
Raimund Lutz 氏は、会議の中心
テーマである「つながる」に焦点を当て
ました。「つながる」は、アジアの特許情
報の最新動向やホットな話題に精通
することと同様に、世界中のユーザーと
専門家との個人的な接触や交流も促
進するということです。 
 
アジアの３大特許庁が人工知能に

取り組む 
最近、誰もが人工知能（AI）につ

いて話しており、ロボティクス、データマ
「Belt and Road Initiative（シルクロード経済ベルトと21世紀海洋シル
クロード）」の役割についてのプレゼンテーション 

 

 
中国国家知識産権局（SIPO）

を代表する Haijing Liu 氏は、ビック
データに基づくパテントマイニングと特許
評価の新技術を検討しました。 韓国
特許庁（KIPO）の Jung Hoon 
Ha 氏は、特許文書の意味分析を行
う新しい方法に焦点を当てました。日
本特許庁（JPO）を代表する長部
喜幸氏は、AI 技術を様々な分野で
実施するための JPO の行動計画を提
示しました。例えば 特許分類、先行
技術検索、さらには顧客の要求にも対
応可能な AI 技術を将来的に使用す
る予定です。 
 
アルゴリズムと専門知識 
AI は、特許製品やサービスのプレゼ

ンテーションにおいても共通する話題で
した。 プレゼンテーションの最初の発表
者は、商用プロバイダである発明通信
社、JAPIO、incoPat でした。 彼ら
は、セマンティック検索、特許ランドスケ
ープ、ニューラル機械翻訳を使用して、
アジアの特許データの作業範囲の拡

大を提供する新しい AI ベースの
検索ツールを発表しました。 
 
自動化に向けたこれらすべての

開発や動きにもかかわらず、まだ人
間が果たす重要な役割が、EU の
IPR ヘルプデスクの Jim Stoopm
an氏と EPO のアジア特許情報サ
ービスの Christine Kämmer
氏による講演で強調されていまし
た。 どちらのサービスも、主に人間
の経験と専門知識に基づいてカス
タマイズされたスペシャリストサポー
トをお客様に提供します。 
 
会場でのディスカッションでは、自

動化されたツールと人間の経験が
互いに補完し合い、アルゴリズムと
個人的な専門知識の両方がアジ
アの特許データを検索するための
場になるというのが一般的な意見
であると感じました。 
 

東西間での活発な議論 
 

イニング、自然言語処理、ブロックチ
ェーン技術などの流行語が、特許情
報の世界においても他のところと同じ
ように頻繁に登場しています。したが
って、今年の East meets West
において、AI が大盛況を収めたのも
驚くことではありません。 
 
しかし、これらの新技術は特許検

索においてどのような役割を果たして
いるでしょうか？ これについて、アジ
アの 3 大特許庁の代表者が最初の
専門家パネルセッションのプレゼンテ
ーションで検討しました。 

イランの特許制度を紹介する

Kamran Bagheri氏 
 

East meets West で初め
て、ロシア特許庁（ROSPATEN
T）が講演を行いました。 Ilya 
Kononenko 氏は、ROSPATE
NT の新しい発行システムやさまざ
まな手続き、例えば 特許権の移
転とライセンス供与のためのブロッ
クチェーン技術の使用計画など、
最近の動向について概要を説明
しました。 
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イベント 
 

East meets west 2018: つながる 
 日本から南アフリカ、FTO検索からブロックチェーン技術まで、今年のEast meets Westフォーラムは、幅広い国と分
野にまたがっていました。 また参加者も同様に、アジアの特許情報の交換のために集まった100人を超える特許調査
員、弁理士、データプロバイダ、科学者、各国特許庁の代表者など、多様でした。 

 
 

－株式会社ワイゼル訳－ 

http://www.alexandermueller.at/


     

国別フォーカスの締めくくりとして、
イランからの特許情報に注目が集ま
りました。 テヘラン大学の知的財産
管理担当教授であ る Seyed 
Kamran Bagheri 氏は、自国の
科学技術の発展を背景にイランの
特許制度について紹介しました。 
若者の人口、大学卒業者の割合が
高く、新規事業数が非常に多いイラ
ンは、多くの可能性を秘めており、ナ
ノテクノロジーのようないくつかの分野
においてグローバルリーダーの 1 つで
す。 対照的に、特許制度は未だ初
期段階にあり、特許検索範囲は限
られています。 
 
個人的な親交と活発な議論 
このフォーラムで特集された様々

なトピックと地域の多様性によって、
参加者は十分に議論することができ
ました。 ポスターセッション、約 20
社の商用プロバイダによるサービス発
表、参加者が集まって選んだトピック
を議論するラウンドテーブルといった、
人的ネットワークを構築する上で素
晴らしい機会がありました。 これらの
イベントでは、アジアの FTO 検索か
ら 特 許 お よ び 標 準 、 ク ラ ウ ド
（crowd）検索まで、多岐にわた
るテーマが議論され、特定の地域、
特に南アフリカとロシアの特許情報に
も焦点が当てられていました 。 
ARABPAT プロジェクトについての 4
つのアラブ諸国の専門家と話すこと
ができるラウンドテーブルもありまし
た。 

Patent Documentation 
Group (PDG: 特許文書グループ)の
作業部会  (working group) 、
IMPACT は 2018 年 4 月 23 日お
よび 24日にウィーンの EPO において、
75 回目の会合を開きました。会合は
EPO の East meets West フォーラ
ムの直後に開かれた PDG 作業部会
の第 3 回目の会合でした。中国、イン
ド、日本、韓国、ロシアからの参加者を
含む 50 名以上の出席があり、これま
でのところ、PDG 作業部会の過去最
大の会議となりました。 
 

PDG は、２００９年の East 
meets West のワークショップ「ユーザ
ー・コミュニティが必要とするもの － 東
と西の間での効果的な協同にむけて」
で初めて議長を務めました。そのとき以
来、アジアの特許庁と PDG が共通の
関心事項を話し合うフォーラムとして、
定評のある役割を果たしてきました。今
年、この意見交換はその翌週の PDG 
IMPACT で続けられました。 
 

IMPACT 部会が最近注目している
テーマの一つは、特許出願人名の調
和化です。PDG IMPACT の活動に
より、出願人名の調和化が五大特許
庁と WIPO のアジェンダにも挙がりまし
た。2018 年 1 月、PDG IMPACT 
は、東京の産業界と五大特許庁との
グローバルドシエ・タスクフォース会合に
おいて、プレゼンテーションを行い、その
中で、PDG は出願人名を調和化する
ための実際的なアプローチを提案しまし
た。ウィーンの PDG IMPACT ミーティ
ングの間、日本特許庁は、新しい提案
を持つグループおよび PDG のメンバー
の中でその提案について話し合うことに
同意したグループと接触を持ちました。
同グループは、インドおよびロシアに関
するユーザーの要望もまとめました。
PDG のメンバーにとって、EPO の
INPADOC データベースにインドのリー
ガルステータスデータを定期的に供給す
ることは、特に優先順位の高いテーマ

です。ユーザーは、ロシアから一定
量のバックファイルリーガルステータス
データが必要です。両特許庁から
積極的な対応がありました。 
 
特許情報のユーザーと各国特

許庁との間で協力しあうことは、両
者に利益をもたらすと強調したいで
す。一つの例は、新しい WIPO 標
準 ST.27 の確立です。新しい
WIPO 標準 ST.27 は、特許のリ
ーガルステータスや、専門家でさえ
も問題を提起し続ける課題を明ら
かに識別するために使用可能なコ
ードを提供します。2013 年の
PDG の提案に続いて WIPO レベ
ルでこの課題について話し合い、各
国特許庁との集中的な議論の
後、WIPO 標準 ST.27 は、
2017 年に承認されました。上記
のように、会合を重ねて確立された
標準は、特許庁とユーザー両者の
観点からのニーズと課題をよりよく
理解した上でのみ実現可能なもの
でした。さらに、各国特許庁は、価
値あるインプットを提供するために、
ユーザー・コミュニティとの共同作業
を可能にし、例えば、五大特許庁
の枠組みの中のグローバルドシエの
「受け身的な」役割について、ユー
ザーと集中的な話し合いを行うよう
な活動を優先しています。PDG 
IMPACT は、例えば、ラテンアメリ
カの特許庁からのデータの範囲を
増やすために、スペイン特許商標
庁、EPO と WIPO との共同作業
において、積極的な役割も果たし
ています。そして、中東や北アフリカ
に向けても活動を広げているところ
です。このような特許庁とも協力し
あうために、同様なアプローチを確
立することができるという自信があり
ます。 
 
Peter Kallas博士, BASF SE 
代表 
PDG IMPACT作業部会 
 

Mohammed Tahiri presenting 
his “personal view” on EMW 

 
East meets meets West でお馴
染みの、モロッコ産業商業財産権庁
（OMPIC）の Mohammed Tahiri
氏は、閉会の辞で、ARABPAT のよう
なプロジェクトを開発する際のユーザー
との緊密な接触の重要性を強調しまし
た 。  こ れ は 今 年 、 Richard 
Flammer 主席部長が結びの言葉で
再度言及した、「つながる」という East 
meets meets Wes フォーラムの中
心テーマと結びついています。 同氏は、
East and West のようなフォーラム
で、ユーザーと専門家、常連の出席者
と新規参入者、そして一般的には世
界各地の出席者の間に構築または強
化された絆について話しました。 
 

East meets meets 2018 のプレ
ゼンテーション内容は、epo.org/em
w2018 から入手できます。 
 
次回開催予定日：East meets 

West 2019, 2019 年 4 月 11、
12日 
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SIPO の構造改革 
2018年 3月 13日に、中国の全国人民代表大会は、新しく設立された市

場監督国家管理(SAMS)のもとで、中国国家知識産権局(SIPO) に置かれ
た様々な機関の再編計画を承認しました。SIPO は、特許、実用新案および
意匠に加えて、今後、商標 (以前は、中国国家工商行政管理総局:SAIC に
よって管理されていました) および 地理的表示 (以前は、国家質量監督検験
検疫総局:AQSIQ によって取り扱われていました) も取り扱うことになります。公
式声明によると、その目的は、特許と商標の管理と執行を強化し、調和化する
ことです。 
 

JPO の J-PlatPat の新しい検索機能 
2018 年 3 月 12 日に、日本特許庁(JPO) は J-PlatPat の新しい検索

機能を開始しました。特許および実用新案データベースが、コンピュータとソフトウ
ェアデータベース、および他の非特許文献データベースと組み合わされ、一度にそ
れらすべてを検索できるようになりました（日本語のみで）。近接検索の機能も
提供されています。古い特許文献も現在は機械可読フォーマットで利用できるの
で、キーワードで検索および機械翻訳が可能です。 

 
正確なデータ範囲を含む詳細は、以下で利用できます。 

inpit.go.jp/j-platpat_info/othersinfo/201803-
release.html (日本語のみ) 
 
韓国－Industry 4.0関連の発明のための早期審査 
大韓民国特許庁（KIPO）は、第 4 次産業革命に関連する出願

に対し、優先審査制度を導入しました。優先審査を適用できる 7 つの
中核技術分野は以下の通りです：人工知能、IoT(モノのインターネッ
ト)、3D 印刷、自律型車両、知能型ロボット、ビックデータおよびクラウ
ドコンピューティング。優先審査では、審査請求から最初のオフィスアクシ
ョンまでの期間がわずか 6 か月に短縮されます。この新規則は 2018
年 4月 24日に発効しました。 
 
ベトナムにおける特許手続きの最近の変更 
2018 年 1 月 15 日、ベトナムの知的財産法の施行規則の改正

が施行されました。 最も顕著な新しい特徴のいくつかは次のとおりで
す。 
－後期 PCT国内段階登録に対する 6 か月の猶予期間の廃止。 
31 か月の締め切り後の国内段階登録は、もはや許可されていませ
ん。 
－オフィス・アクションに対応するための期限の延長。例えば、予備的拒
絶に対する回答は 2 か月から 3 か月、特許査定後の料金の支払い
は 1 か月から 3 か月。 
－不可抗力の場合の期限の延長。例えば、最初の 42 ヶ月の期限が
切れた後に審査請求を提出するために 6 ヶ月間を追加。 
 
クウェートが PCT の下で出願を受け入れる 
2016年 9月以降、PCT制度の一員となっているクウェート特許庁

は、2018 年 3 月 27 日、PCT（特許協力条約）出願がクウェート
での国内段階に入ることを受け入れ始めました。 
 

IPO、2016/17年次報告書を発表 
インド特許庁（IPO）は、最近、2016/17 年度の年次報告書を

公表しました。年次報告書には、主要な知的財産権すべてに関する
統計が含まれています。付与された特許件数は 2015-16 年の
6,326件から 2016-17年の 9,847件まで、55.3％増加しました。
一方、特許出願件数は、2015/16 の 46,904 件から 2016/17 の
45,444 件にやや減少しました。年間の出願件数において、インドで最
も一般的な知的財産権は、商標です。2016-17 年に、IPO は
278,170 件の商標出願を受けましたが、2015-16 年の 283,060
件から、商標出願もわずかに減少しています。年次報告書はオンライン
で入手できます： 
ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOAnnualReport/1_
94_1_1_79_1_Annual_Report-2016-17_English.pdf 
 

新しい J-PlatPat: 特許文献（国内外）と非特許文献の 一括検索 

新しい J-PlatPat: 分類とキーワードの組み合わせ 

そのほかのアジア関連ニュースは、epo.org/asia.のUpdate section
をご覧ください。 
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アジアからの特許情報 
 

 

アジアからのニュース 
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Global Patent Index (GPI) の
ユーザーであるなら、アジアの文字で書
かれた出願人名をクエリに含めること
で、検索の完全性を高めることができ
ます。 
 
例えば、毎月のモニタリングの内容

で、出願人が京都大学の文献を検索
したいとしましょう。EPO のワールドワイ
ド書誌検索データベース(DOCDB)に
おいて、"UNIV KYOTO" および "国
立大学法人京都大学" が、京都大
学の名称としてよく使われます。 
 
–Query No. 1: DFE1 = 201711 
and APP = "univ kyoto" 

56 文献の結果が表示されます。そ
の中には、原語（すなわち日本語の
文字）の出願人名の文献もありま
す。 
 

 

注：この割合は 2018 年 4 月に行われた調査
を示しています。ローマ字での名前が漸次完成さ
れるにつれて、値は、時間とともに変化することがあ
ります。出願人名が原語でのみ利用可能なアジア
の実用新案は除きます。 
 
1) サーチコマンド DFE = 201711、2017 年
11 月に、GPI に初めて追加された公報のリストが
表示されます。更に詳しい情報は、 Patent 
Information News 2/2016 の６頁をご覧く
ださい。 
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欧州特許公報 
2018年1月～6月 

2018年の  2018年の   2017年から 
週平均     1月-6月の合計            の変化 

 

特許検索 

 

 
公報コーナー 

   
     
     
       
       
    
   

EP-A 公報                                                                                
EP-A1                              1,533              39,863            9.4%      
EP-A2                                   65               1,862           -7.3%    
EP-A1 + A2の合計            1, 598              41,557             5.2%        
A1+A2の合計に占めるEP-A1の割合                 95.9%             0.7%                
EP-A3                                 143                3,726           -38.4%      
EP-B公報                                                                                    
EP-B1+B2                        2,167              56,349              5.5% 

－ 株式会社ワイゼル訳 －                                                                                                   Patent Information News 1 | 2018 
 

– Query No. 2: DFE = 201711 
and APP = "国立大学法人京都大
学" 

35 文献の結果が表示されます。そ
の中には、出願人名がローマ字表記
ではない文献があります（日本や中
国のような国は、原語で表記された出
願人名の公報を受け取ったあと、EPO
がローマ字で表記された出願人名の
同じ公報を入手できるまで、通常数か
月かかります）。 
 
– Query No. 3 (推薦クエリ): DFE 
= 201711 and APP = "univ 
kyoto" or "国立大学法人京都大
学" 

83 文献の結果が表示されます。
"univ kyoto" のみの文献もあれば、
"国立大学法人京都大学" のみの文
献もあ り ま す 。 そ の他は 、 "univ 
kyoto"および "国立大学法人京都
大学" の文献です。 
 
つまり、Query No. 3 は、ローマ字

と日本語文字の名前の組み合わせの
おかげで、初期段階でより完全な検
索を提供しています。この組み合わせ
は、特に、１つのシンプルパテントファミ
リーに属していない公報の検索と関連
します。ある公報が、あるパテントファミ
リーの１つであるなら、多くの場合、ロ

ーマ字で表記された出願人名をもつ
別のパテントファミリーを通して、その公
報を検索することが可能です。 
 
上記の表は、今年１月に初めて

GPI に追加された中国、日本そして
韓国の出願の割合を示しています。こ
れは、原語で記載された出願人名を
使ってのみ検索可能なものと、ローマ
字で記載された名前を使って検索可
能なものがあります。 
 
 

GPIの検索結果を改善するためにアジアの文字を使うこと 

「公報コーナー」はEPO 公報についての最新統計を提供します。 
■ EP-A1: 調査報告書付きで公開された欧州特許出願 
■ EP-A2: 調査報告書なしで公開された欧州特許出願 
■ EP-A3: 欧州調査報告書 
■ EP-B1: 欧州登録特許明細書   
■ EP-B2: 欧州登録特許明細書の欧州登録特許明細書の訂正公報  
 

注記：表には、PCTルート経由で出願された欧州特許出願（Euro－PCT出
願）の統計は含まれません。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。  



  

EPO特許情報会議2018 
会議プログラムの登録開始 
EPO 特許情報会議 2018 が 11

月 12 日～14 日まで、クラウン プラ
ザ ブリュッセル ル パレスホテルにて行
われます。今年の EPO 特許情報会
議は、またしても欧州で最大の特許
情報専門家たちの集まりとなりそうで
す。 
 
会議のプログラムは、以下の通りで

す。 
－今年後半に開始予定の新しい
Espacenet を含め、欧州特許情報
における最近の進展。 
－人工知能と意味検索、リーガルス
テータス検索と非特許文献についての

セッション 
－特定の問題について徹底的に議論
するための小グループディスカッション 
－分類ベースの検索、特許期間の延
長、特許分析、そしてリーガルステータ
ス検索などのテーマについての研修
（11月 12日～14日） 
－経験豊富なサーチャーからの実用的
なヒントを用いた通常のプレゼンテーシ
ョン 
 
とりわけ、EPO 特許情報会議とは、

集いの場であり、特許サーチャー、特
許庁職員および商用特許情報プロバ
イダたちが意見や経験を交換するため
に一堂に集まるイベントです。 

 
詳細および本イベントへのご登録

は、epo.org/pi-conference にて
お願いいたします。 
 

退職 
PI ニュースの編集者として 20 年以

上務めた Katharina Maes 氏が、6
月 30 日に EPO を退職しました。
Katharina 氏は、記事の細部や含み
を読み取ることに長けており、PI ニュー
スに親しみを込めて、彼女ならではの
貢献をしてきました。編集チーム全員よ
り Katharina 氏に心からの感謝を申
し上げたいと思います。 

 

意思決定者のための

IP統計学会議 
アリカンテ、スペイン 

2018年10月23日、
 

 
EPO は、PATSTAT のユーザーの日
を設け、メインプログラムに加えて 10
月 22 日に講習会を行う予定です。
OECD により組織された IP データ講
習会も、同日行われます。更なる詳
細については、追ってお知らせします。 
 

予定を空けておいてください！  
意思決定者のための IP 統計学会
議は、意思決定プロセスにおける IP
データ分析では、世界的に主要なイ
ベントです。 oe.cd/ipsdm 

epo.org  
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