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新しいEspacenetをテスト

できる準備が整いました 
2018年9月に発行されたPIニュース2018年第3号では、Espacenetによる20年間の
特許検索の成功を祝いました。Espacenetは、成長し大人になり、「ベビー」、すなわち 
Espacenetの新バージョンが生まれようとしています。1998年以来最も抜本的に特許
検索ツールが改訂されます。正式発表前のしばらくの間、EPOは、ユーザに新バージョン 
を試してもらうよう要請し、ユーザからのフィードバックを募集しています。 

EPO 長官の AntónioCampinos
氏は、先のブリュッセルでの EPO 特許
情報会議で、新しい Espacenet の
ベータ版を一般公開することを発表し
ました。同氏によりますと、新バージョン
には「多くの高度な機能が追加され、
これまで以上に特許情報にアクセスし
やすくなる」とのことです。 

新バージョンは、とりわけ、専門家、グラ
フィックデザイナー、ソフトウェアアーキテ
クト、開発者、そして最も重要である、
多くのユーザたちが協力して作り上げた
ものです。彼らは、ニーズについての質
問に応じ、さまざまなプロトタイプについ
てフィードバックを行いました。もちろん、
標準ユーザはいません。開発者は、さ
まざまなニーズや使用ケースを考慮す
る必要がありました。 

新しい Espacenet プロジェクトの主
な目的は、以下の通りです。 
 
- EPO と各国特許庁のインターフェー
スを調和させる 
- EPO データベースと各国データベー
スで全文検索を可能にする 
- Espacenet を再構築してより高
度な機能を組み込む 

continued on page 2 > 
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新しい Espacenet を利用する場合
には、epo.org/espacenet-beta
にアクセスしてください。 
 
新しい Espacenet をはじめて開く
と、インターフェースは非常に「クリー
ン」であり、高頻繁に行う作業を簡単
にできるようにデザインされていることが
わかります。ユーザフレンドリなデザイン
の一例は、一行のスマート検索バー
です（図 1）。クエリを修正できるよ
うに常に表示されています。もう一つ

- より迅速かつユーザフレンドリな検索
体験を提供する 
 
最初の二つの目的は 2017 年に達
成されており、EPO は、公用語である
英語、フランス語、ドイツ語だけでなく、
中国語、日本語、韓国語のインターフ
ェースも提供しました。各国の Espac
enet サービスには、現在、62 の国と
地域が含まれています。これには、各
国の Espacenet インターフェースを運
営する 30 の EPO 加盟国だけでな
く、Latipat、ARABPAT を通じてアク
セス可能な EPC 認証国、およびユー

図2：検索結果リストとドキュメントペイン 

図１：どのページからもアクセス可能な、一行のスマート検索バー 
 

ラシア特許機構が含まれます。ルック・
アンド・フィールは統一されています。 
 
新しい Espacenet の主な特徴は次
のとおりです。 
- 容易に検索可能なクエリビルダ 
- よりリッチ、クリーン、かつ迅速な検索
結果一覧 
- 検索結果のフィルタリング 
- リーガルステータス一覧表を改善し、
パテントファミリー全体をカバー 
- さまざまなサイズの画面（タブレット
やスマートフォンなど）で検索可能なレ
スポンシブデザイン 
 

は「エンドレス」結果リストです。これは、
インテリジェントアルゴリズムを使用して
検索結果を順位付けし（図 2）、サ
ムネイル画像または画像のみを表示し
ます。 
 
さらなるマイルストーンは、フィルタリング
機能の導入です。出現頻度の最も高
い分類、出願人、発明者、特許当局
などが表示され、また、クエリを絞り込ん
で高度な検索結果が可能です（図
３）。 
 
新しいアドバンスドサーチ機能（図
４）はフレキシブルでダイナミックです。
この機能により、論理的関係を図示し
ながら、さまざまな書誌事項フィールド

図3：フィルタリング機能 

図4：アドバンスドサーチ 

を組み合わせ、カスタマイズされた複雑
なブールクエリを作成できます。また、検
索結果を見失うことなく、いつでもアド
バンスドサーチとスマートサーチを切り替
えることができます。 
 
これからはあなた次第です 
新しい Espacenet を試してみてくださ
い。新しいインターフェースの右上にフィ
ードバックフォームが特設されています。
これをご使用していただき、お気づきの
問題点をご報告ください。 
 
epo.org/espacenet-beta 

図5：すべての画面で利用できるフィー

ドバックフォームへのアクセス 
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ベータ版とは何か？ 
ベータとは、ソフトウェア開発において、完全ではないソフトウェア、または、まだバグを含
んでいる可能性があるソフトウェアを指す用語です。新しい Espacenet のベータ版
は、まだ完全な機能やデータカバレッジを提供していない可能性がある、あるいは、ま
だ完全に安定していない、応答性が良くない、またはバグがないわけではないという点
で、今後発表される完全版と異なります。 
 
ベータ段階は、新しい Espacenet をより大きなユーザコミュニティに公開するための
重要な最終テストです。Espacenet の現行バージョンは、新しいベータ版と並行して
運用されます。 
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EPO特許情報会議で起こった 

バックトゥザフューチャー 

新しい EPO長官 António Campin
os 氏が、EPO 特許情報への強いコミ
ットメントを示したことを聞いて、私は嬉
しく思いました。彼は、ユーザと情報交
換することや、EPO が世界をリードする
特許情報提供者としての地位を維持
するためにやるべきことを行うことを誓い
ました。 
 
現在、特許情報は大きな進化―革命
と呼んだほうが良いかもしれませんが―

を遂げています。人工知能の登場によ
り、検索方法が大きく変わる可能性が
あります。さらに、新しい Espacenet
（1 ページを参照）は、無料検索ツ
ールの分野に影響を与えることは間違
いありません。ぜひ新しい Espacenet
を試して、フィードバックをお寄せくださ
い。 
 
私はまた、この場を借りて、特許情報
専門家のための QPIP 認定制度の立

ち上げに長年の努力を費やしてきたす
べての人々に祝辞を述べたいと思いま
す。これは素晴らしい成果であり、特
許検索業界の将来を保証することに
貢献することでしょう。７ページの記事
をご覧ください。過去の経験の認定申
請の期限、2019 年 3 月をお見逃し
のないように。皆様のご支援により、こ
の制度はすばらしいスタートを切ること
ができます。 
 
 

Richard Flammer 
特許情報および欧州特許アカデミー 
主席部長 
 

  

 欧州特許条約書の新版は、およそ3
年ごとに発行されます。次の版（第1
7版）は2019年に発行予定です。
一方、EPCのHTML版は定期的に更
新され、最新の条文を提供していま
す。EPCの正式な全条文が含まれて
おり、その発効からの（例えば施行規
則の）改正もあります。 
 

EPC、施行規則、および料金に関する
規則（RFees）の PDF は、定期的
に更新され、EPO ウェブサイトで入手
できるため、最新の条文を簡単にダウ
ンロードして印刷することができます。P
DF は、改正されるたびに更新され、e
po.org/epc-in-html の EPC の H
TML 版の目次ページからアクセスする
ことができます。 
 
「Guide for applicants」、2018
年 4月 1日時点の情報に更新 
欧州特許の取得ガイド、「Guide for 
applicants」（第 18 版、2018 年
6 月）は、発明者、企業、およびその
代理人に欧州特許の申請に必要な
手続きの概要を説明するためのもので
す。さまざまな段階をスムーズに進むた
めの実践的なアドバイスを提供してい
ます。 
 

図1：HTMLとPDFとで入手可能な

EPCの最新版 12 月には、HTML 版（epo.org/
guide-for-applicants）が更新さ
れ、欧州特許庁の審査ガイドライン
へのリンクが 2018年 11月 1日以
降有効な版へのリンクになります。H
TML版と最新の PDF およびプリント
版（第 18 版）との変更点は、右
上のボックス、”Show modificatio
ns(変更を表示)”をチェックすることで
表示できます。 
 

Patent Information News 4 | 2018 December 2018 3 

 

 

論説 

 
 法律文書 

PI ニュースの前号では、一連の特許情報記念イベント、中でも INPADOC リーガル
ステータスの 40 周年を祝いました。今度は未来に帰る時です。それこそまさにブリュッ
セルの 2018年 EPO特許情報会議で起こった出来事でした。 

欧州特許条約（EPC）の最新版、HTMLとPDFで入手可能 
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「私たちはポリシーを持っています。私たちは経験、ツール、そして能力を持っていま
す。そしてこれらが一緒になって特許情報への信頼できるコミットメントを形成して
います。」EPO の新長官 António Campinos 氏は、このように述べ、EPO が
特許情報の分野での 40 年間の業績をさらに発展させる意向があると断言しま
した。彼は、11 月 12 日から 14 日までブリュッセルで開催された 2018 年の E
PO特許情報会議の開会式で講演していました。 
 
Campinos 長官は、新技術の将来と進歩に期待しつつも、新技術の良し悪し
について意見が分かれるかもしれないことを認めました。「我々は、新技術の真の
価値について議論する必要がある」と彼は述べました。 
 
彼の発言により、会議全体の雰囲気が方向づけられました。会議で繰り返し話
題になっていたのは、新技術でした。 
 

EPO長官António Campinos氏 

WissensWert の Gabriele Kirch-Verfuß氏は、セマンティック検索に注目
しました。セマンティック検索について「一つの検索用語ではなく、完全な文章で
ある検索入力の意味に焦点をあてた検索である」と定義しました。彼女は、マニ
ュアル検索では、人間がキーワードを使用し、同義語に頼って、同義語によって
生じた「誤った」結果を除外し、文脈で単語を組み合わせ、特許分類を使用し
ていると述べました。セマンティック検索方法も同じことをする必要があり、プログ
ラマーは人間の介入を必要としないソリューションを探し出さなければならないで
しょう。用語と分類に基づく確実な検索ツールを手放す時期はまだ到来してい
ない、と彼女は結論付けました。 
 
彼女が行った研究について説明します。Bodkin IP の Andrea Davis 氏
は、セマンティック検索ツールによる結果は、手動検索の結果と比較した場合、
一貫性がないのではないかと気づきました。あるセマンティック検索ツールは、関
連性の高い文書を見つけることができませんでした。また、セマンティック検索ツ
ールがうまく機能した場合でさえも、最も良いツールで、関連性の高い文書は 6
7％しか見つかりませんでした。検索プロバイダーが検索アルゴリズムを秘密にし
ておく必要があることを考えると、セマンティック検索ツールはブラックボックスのまま
であることを認めざるを得ない、と彼女は述べました。しかし、ツールが信頼でき
るものであるためには、その提供者は、明確で比較可能な基準を使用し、実
行可能な検索の品質について正直に伝えなければならない、と述べました。 
 
Amplified ai の Samuel Davis氏は、人類の進歩を促す新しいツールには
ふさわしい場所が常に存在するという考え方を持っています。同様に、特許調
査においても、人間のスキル、例えば、文書を読むことなどには、それにふさわし
い場所が常に存在していました。彼は、コンピュータの能力の強み、すなわち、
短時間のうちに大量のデータを扱うことができ、さもなければ人間が見逃してし
まう可能性のある文書を探し出すことができること、を認識しています。彼は、特
許専門家たちが、利用できるツールを使用し、それに応じて自らの役割を適応
させるための新しい方法を見い出すだろうと予測しました。 
 

会議登録受付 

人工知能 
新技術の重要性が最も明確に証明されたのは、人工知能（AI）に関する 2
時間のセッションでした。特許サーチャは、自分たちが使用する検索ツールにおい
て最も強く AI の影響を感じることでしょう。 
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「特許情報へのコミットメントは現在も継続しています。私たちは
この分野を 40 年間リードしてきましたし、今後もリードすることを
目指します。」 

EPO長官António Campinos氏 
 

イベント 

今年のEPO特許情報会議の最重要課題、

新技術「New technologies」 
2018年の EPO特許情報会議は、3日間にわたり、一つのトピックが繰り返し登場しました。 
そのトピックとは、新技術、新技術がもたらすチャンス、および、新技術の課題です。 

 

－株式会社ワイゼル訳－ 



続中の特許または攻撃を受けやすい特許を特定するための、過小評価されて
いるツールです。」 
 
これが、EPO の Christian Soltmann氏がWIPO Standard ST.27 をモ
デルとした INPADOC の新しい分類体系を発表した背景にありました（PI ニ
ュース 2017年第 4号、6頁を参照）。Croix de Durantou の Bettina 
de Jong氏とWilson Gunn の Chris McDonald氏はセッションの締めくく

Robrecht Dumarey氏 EPOのPhilippe Aladenise氏（中央）は、参加者に新しいEspacenetのデモを行って
います。 

新しい Espacenet のベータ版の発表 
新技術がまた議題に上がりました。EPO は新しい Espacenet のベータ版を
参加者に発表しました。（PI ニュース本号のカバーストーリーをご覧くださ
い）。 
 

FTO調査およびリーガルステータス調査 
プレゼンテーションの最後に、FTO 検索とそれに必要な特許情報ツールに注目
が集まりました。ベルギーの弁理士 Michaël Beck氏は、特許が生きているか
死んでいるか、もし死んでいる場合は復活する可能性があるかどうかをサーチャ
が把握できる必要があると雄弁に主張しました。同氏は、「リーガルステータス
情報は、無効な特許を除外することで検索結果を管理し、および無効化手

りに、FTO 調査の準備の仕方や、見つかった文書を調査するときのクレームの解
釈の仕方について説明しました。 
 
ベルギーの貢献 
ベルギー知的財産権庁とベルギーのメンバーを含む三つのユーザーグループ（W
ON、BEPIUG、および CFIB）との密接な協力のおかげで、会議には強いベル
ギー色がありました。基調講演者はともにベルギー人であり、実務的な話し合い
の全体のセッションは、ベルギーを拠点とする特許情報スペシャリストにより行われ
ました。セッションでは、非特許文献、PCT 出願の欧州段階への移行、ならび
に、欧州の異議申立ておよび審判情報について話し合われました。これらの詳細
については、PI ニュースの今後の号で紹介いたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

詳細情報や会議の発表内容については、epo.org/pi-conference で 
ご覧になれます。 
 

ベルギー副首相 Kris Peeters氏 

Johannes Schaaf氏 
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EPO長官、ユーザからフィードバックを募集           

Campinos長官は、EPOが2019年初頭に協議を行う予定であることを発表し、会議参
加者に協議への参加を呼びかけました。「皆さんをお招きし、フィードバックをお聞きしたいと
思っています。」「そうすれば、特許情報の分野における皆さんの将来のニーズが満たされ、
また、40年前に始まった皆さんへのコミットメントを継続することができます。」 

今年のイベントのトピックは？ 

－EPO長官、特許情報に対する EPO のコミットメントを再確認 
－新しい Espacenet：ベータ版の発表 
－人工知能（AI）および AI が特許調査に与える影響 
－ユーザによるユーザのための実務的な話し合い 
－FTO調査およびリーガルステータス調査 
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参加者がEPO特許情報政策に影響を及ぼすチャンス 

「ディスカッションラウンド」は、20 年以
上にわたって EPO 特許情報会議の
重要な役割を果たしてきました。それ
ぞれのディスカッションラウンドは、参加
者が最大 40 人に限定されており、プ
レゼンテーションや講演の場ではなく、
特許情報コミュニティのあらゆる関係
者間の真の対話のための場でありま
す。 
 
ブリュッセルで開催された EPO 特許
情報会議 2018 でのディスカッションラ
ウンドでは、技術的なものから戦略的
なものまで、幅広いトピックが取り上げ
られました。ディスカッションラウンドは活
発であり、EPO が製品やサービスをど
こに投入するかを決める手助けとなる
有益な結果を生み出しました。 
 
それぞれの議長は、会議の終わりに短
い発表で結果をまとめました。また、そ
の文書も作成しましたので、以下の会
議のウェブページをご覧ください。 
 
epo.org/pi-conference 
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ブリュッセルで開催されたEPO特許情報会議2018でのディスカッションラウンド 

No. Title Main outcomes 
1 
 

リンクトオープンデータは、特許情報からより多くの価
値を引き出すのにどのように役立っているか？ 

－出願手続き中に引用された非特許文献に固有の識別子を割り当てる 
－プライバシーの問題とリンクトオープンデータとの対立に対処する 
－多くの特許庁がこの分野で行動を起こすことを促す 

 
2 
 

リーガルイベントデータの未来 －より多くのデータ（特許権者、代理人など）が必要 
－二つのレベルのアプローチ：サーチャのためのリーガルイベントデータ、 
およびリーガルスペシャリストによる分析のためのリーガルイベントデータ 

－夢のシナリオ：完全なパテントファミリーのリーガルステータスの一覧表 
 

3 
 

分類を使用した検索―どのような障害が残ってい
るか？ 

－分類の時期に関する詳細情報の提供 
－新興技術へのより迅速な適応が必要 
－ユーザが検索に適した分類記号を探し出し理解するための 
さらなる支援 

 4 
 

人工知能―今から10年後の特許情報の利用方
法は？ 

－特許サーチャは自らのスキルを適応させ磨く必要がある 
－AI を利用するツールは透明性のあるものでなければならない 
（ブラックボックスソリューションを回避する）必要がある 
－AI検索ツールのパフォーマンスを比較するための独立した 
ベンチマークが重要 

 5 
 

Federated RegisterおよびGlobal Dossier
―現在のサービスの批判的考察 

－特許が生きている／アクティブではない／死んでいるかどうかを示す 
簡単なフラグの付与 

－Global Dossier の対象範囲の拡大 
－アラートサービスの改善 
 6 

 
ブロックチェーン―IPに影響を与えるか？ －登録データベース、手数料管理、ライセンシング、優先権書類の 

タイムスタンプにとって潜在的に重要 
－開発中のテクノロジを監視するために重要 
 7 

 
ソフトウェア関連発明のデータベース検索―何を
検索するか。 

－この重要なトピックに関するウェビナーが必要 
－分類記号を使用したソフトウェア検索のためのオプション拡充への 
取り組み 

 8 
 

「強い IP ポジションを持っているのか？」―取締役
会からのこのような質問に対する答え方 
 

－データベースでの名寄せの実現および企業ツリーの提供 
－発明者に固有の識別子 
－成功にはコミュニケーションスキルが不可欠 

 
イベント 

EPO特許情報会議でのディスカッションラウンド 

 

－株式会社ワイゼル訳－ 

http://www.epo.org/pi-conference


  

 QPIPは、間もなく導入される制度
に基づいて資格認定される特許サー
チャおよび特許アナリストに使われる
新しい称号です。 
 
資格認定制度は、特許ドキュメンテ
ーショングループ（PDG）、欧州特
許情報ユーザーグループ団体（CE
PIUG）、および特許情報ユーザー
グループ（PIUG）のボランティアに
よる数年間に及ぶ努力の結果で
す。 
 
特許サーチャまたは特許アナリストの
方であれば、QPIP は自分へのプレ
ゼントになるかもしれません。 
 
QPIP として認定されることは、特許
情報の検索と分析の能力があること
を示し、特許法および特許システム
に関する実践的な知識を有している
ことを意味します。この制度では、Q
PIP は、毎年の継続的専門能力開
発（CPD）活動に参加することに
よって、最新の知識やスキルを維持
することが求められます。要求される
コアコンピタンスと CPD についての詳
細情報は、QPIP の認定を担当す
る機関である、QPIP の国際標準
委員会（ISBQPIP）の規則第 1
8条と第 23条をご覧下さい１。 
 

な特許情報専門家であれば過去の
経験認定（prior-experience rec
ognition (PER)）によって QPIP に
なることができることを発表しました。 
 
これは、欧米に居住する、PER を申
請したい特許情報専門家向けの募
集です。このような申請者のための申
請期間は、2018 年 12 月 10 日か
ら始まり、2019 年 3 月 11 日の中
央ヨーロッパ時間の 23時 59分（米
国東部標準時の 17 時 59 分）に
終了します。締め切りが過ぎると、欧
米の居住者は PER を申請することが
できなくなります。 
 
PER の申請手続きの詳細情報につ
いては、ISBQPIP 第 7 条および規
則第 18 条、第 19 条を参照してくだ
さい２。QPIP のウェブサイトでは、PER
申請用紙 3 も入手できます。これは、
PER を申請するかどうか決めるための
ガイドとして、また、必要な証明書類の
チェックリストとして役立ちます。 
 

QPIP ウェブサイトの FAQ セクション 4

に、以下の質問に対する詳しい回答が
掲載されています。 
 

QPIP の認定はそれゆえ、プロフェッシ
ョナリズムの基準を設定します。これに
より、雇用主や顧客などの業界関係
者は、従業員、求職者、サービスプロ
バイダーを評価できます。また、QPIP
の認定は、認定された特許サーチャや
特許アナリストたちが自らの業界の水
準を維持する大きな責任があることも
示しています。さらに、特許サーチャや
特許アナリストの業務は、無料のリソ
ースやオンラインツールに置き換えられ
るのではないかと誤解されてしまう場
合もありますが、QPIP の認定によっ
て、彼らの業務に信頼性を与えます。
また、特許情報専門家になるための
方向性を明確にし、この業界へのニュ
ーカマの呼び込みに貢献できるかもし
れません。 
 
2018 年 8 月 31 日、ISBQPIP は
非営利団体として正式に設立されま
した。その 10 日後の 2018 年 9 月
10日、イタリアのミラノで開催された C
EPIUG の 10 周年記念会議で、IS
BQPIP の監督審議会は、経験豊富

詳しくは、qpip.org をご覧ください。 
 

1) qpip.org/ArticlesRulesSchedules 
2) Ibid. 
3) qpip.org/PER 
4) qpip.org/PERFAQ 
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1. PERによってQPIPになるための

条件は何ですか？ 
   
2. 申請条件をすべて満たしている

かどうかわからない場合はどう

したらいいですか？ 
   
3. PERの申請料はいくらですか？ 
   
4. QPIPの登録を維持するための手数

料はかかりますか？ 
   
5. ISBQPIP委員会の委員として従

事する時間はどれくらいです

か？ 
   
6. 各ISBQPIP委員会の任務は何です

か？ 
   
7. QPIPは開業するためのライセンスで

すか？ 
   
8. 私は欧米に住んでいません。

PERの申請はいつできますか？ 

 
資格認定 

 

 

 

 

 

 

QPIP（有資格の特許情報専門家）になるための

申請―締め切り2019年3月11日 
過去の経験を基にQPIPになりたい方のための申請が12月10日に始まりました。 
締め切りは、2019年3月11日です。 

 

－株式会社ワイゼル訳－ 

http://www.qpip.org/ArticlesRulesSchedules
http://www.qpip.org/PER
http://www.qpip.org/PERFAQ


  

 
 非常に良いニュースを続けます。Fed
erated Register（PIニュース201
8年第3号参照）に既に参加してい
る29か国に加えて、もう一つの国が9
月初めに参加しました。エストニア共
和国です。現在、Federated Regis
terは、エストニア共和国で有効な欧
州特許の書誌情報およびリーガルステ
ータス情報にも簡単にアクセス可能に
なりました。 
 
Federated Registerは、2015年
4 月に開始され、この 3 年間で 30
か国が参加するまでに成長しました。 
 
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、エストニア共和国、フィンラ
ンド、マケドニア旧ユーゴスラビア共和
国、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、リト
アニア、ルクセンブルク、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、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／リヒテンシュタイン、トル
コ、イギリス。 
 
Federated Register は、欧州特
許登録データベース（epo.org/regi
ster）内で利用できます。上記 30
か国に国内段階に移行した後、付与
された欧州特許について信頼性の高
い最新の書誌情報およびリーガルステ
ータス情報を取得でき、一つの表でま
とめて閲覧することができます。 
 
Federated Register に現在組み
込まれている各国特許庁によって提
供されたコンテンツに関する情報は、E
PO のウェブサイト１で入手できます。 
 

モルドバ共和国の登録データベース
は、「Federated Register」「Legal 
status」ビューの「Validation state
s」セクションから入手でき、リーガルステ
ータス情報を含んでいます。クリックする
だけで、モルドバ共和国で有効となった
欧州特許に関する信頼性の高い情報
を得ることができます。 
 
Federated Register に参加してい
る各特許庁は、ディープリンクサービスを
通じてどの文書にアクセスできるかにつ
いて定めています。各参加特許庁のリ
ストとデータ収録範囲は、以下から入
手可能です。 
epo.org/searching-for-patents
/legal/register/documentation
/ data-coverage.html。 
 

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

IP5  

情報ハブとしてのIP５ウェブサイト 
最終的には、すべての指定国、さらに
は拡張国および認証国における登録
欧州特許のステータス情報へのアクセ
スを実現することが、Federated Reg
ister の目標です。さらに参加国が増
えた場合は、PI ニュースでお知らせい
たします。 
 
欧州特許登録データベースからモルド
バ登録データベースへの直接リンク 
欧州特許登録データベースのもう一つ
の変化は、ディープリンクが拡張され、
モルドバ共和国も対象となりました。モ
ルドバ共和国はディープリンクが可能と
なった最初の認証国です。 
 

IP５の五庁は、各庁のウェブサイトの
さまざまなセクションへの便利なリンクの
リストをトピック毎に作成しました。新し
い「Online resources（オンラインリ
ソース）」セクションは、情報ハブとして
の IP５ウェブサイトの役割を強めるも
のです。以下のトピックを取り上げてい
ます。 
 
－ニュースと重要なお知らせ 
－特許の申請 
－オンライン出願 
－法律関係の情報源 
－料金と様式 
－特許情報 
－ラーニングとイベント 
－年次報告書／統計資料 
－ユーザフィードバック 
－一般情報 

fiveipoffices.org/resources.
html 
 
利用統計によると、特許情報が
最も人気のあるトピックです。 
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 統合欧州特許登録データベース（Federated Register） 

 

 
 

エストニア共和国が統合欧州特許登録データベースに参加 

 

－株式会社ワイゼル訳－ 

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


  

 
特許協力条約（PCT）のもと、「国
際機関」として機能している特許庁
は、別名「PCT 出願」として知られてい
る、いわゆる「国際特許出願」を扱って
います。しかし、この「国際段階」の間、
特許の付与はありません。代わりに、
PCT 出願が、調査報告書、出願の
公開、そして要求に応じて特許性の予
備審査に関係する国際段階の終わり
まできたら、出願人は、「国内段階へ
移行」を希望するかどうか、決定しなけ
ればなりません。 
 
「国内段階へ移行」は、PCT 出願が、
さらなる手続きのため、そして特許付与
の決定のために国内特許庁に渡され
るときです。欧州特許庁は国際機関
ですので、EPO には「国内段階」はあ
りません。代わりに、国際特許出願が
EPO の前に同等の段階へ移行すると
きに使用される用語は、「欧州段階へ
移行」または「広域段階へ移行」です。 
 
PCT 出願を審査した後、EPO が欧
州特許を付与することを決定する場
合、その欧州特許は、出願人が申請
したヨーロッパ諸国の各国で有効にさ
れなければなりません（混乱を招くよう
ですが、「国内段階」とも呼ばれる段階
です）。 
 
 
31 ヶ月後に欧州段階へ移行 
図 1 は、「Euro-PCT 出願」としても
知られている、欧州段階へ移行する
PCT 出願の通常の流れを示していま
す。通常、欧州段階への移行は、優
先権の出願日の後、31 か月で行わ
れます。ただし、いくつか例外がありま
す。 
 
- 出願人はより早期に欧州段階への
移行を選択することができます。31 か
月を待つ義務はありません。 

WO 公報が存在する場合、EP 公報
はありません 
欧州の特許出願を監視する人々が知
っておくべき重要な事実は、PCT 出願
の世界知的所有権機関（WIPO）
による公報（WO 公報）は、Euro-
PCT 出願による公報（EP 公報）に
代わるものです。言い換えれば、EPO
は国際公開公報を再発行しません。
WO 公報が英語、フランス語、または
ドイツ語の場合、その後の EP 公報
は、EP 公報番号などの書誌事項のデ
ータに限定されます。Euro-PCT 出願
の EP 公報を見れば、一般的に WO
公報への参照だけが見られるでしょう
（図３参照）。この規則の例外は、
WO 公報が英語、フランス語、または
ドイツ語以外の言語の場合です。この
場合、出願人は翻訳文を提出しなけ
ればなりません。EPO はこの翻訳文を
その後の EP公報として公開します。 
 
この記事は、11 月 13 日にブリュッセ
ルで開催された EPO 特許情報会議
2018 で 、 弁 護 士 Robrecht 
Dumarey 氏が行ったプレゼンテーショ
ンに触発されたものです。Robrecht
氏のプレゼンテーションは epo.org / 
pi-conference で入手できます。 
 

図1 欧州段階へ移行するPCT出願の流れ 

図2 欧州段階への移行を示す欧州特許登録簿からの抜粋 

 
- 出願人が欧州段階への移行の期
限を逃した場合、出願人はさらなる
手続きを要求するという救済策を利
用できます。 

 
- 最後に、出願人は優先権主張を放
棄することができます。したがって、31
か月の期間の開始日を通常は約 12
か月、PCT 出願が提出された日まで
移動します。 
 
PCT 出願が依然として潜在的に欧州
段階へ移行することができるかどうかを
結論付けるとき、上記の可能性を考
慮することは重要です。欧州特許登
録簿で Euro-PCT 出願の跡をたどる
ことができます（図 2）。アラート登録
機能は自動追跡を提供します。 
 

   
 １）RO：受理官庁(Receiving Office) 

 ２）ISA：ROによって指定され、適用可能な場合
は出願人によって選択される国際調査機関
(International Searching Authority) 

 ３）SISA：補充国際調査機関(Supplementary 
International Searching Authority) 

 ４）IPEA：国際予備審査機関(International 
Preliminary Examining Authority) (ISAに関して、
ISA = EPOまたは北欧特許庁(XN)またはヴィシェ
グラード特許機構(XV)またはオーストリア特許庁
(AT)、スペイン特許商標庁(ES)、フィンランド特
許庁(FI)またはスウェーデン特許登録庁(SE)の場
合のみEPOである) 

 ５）出願日または最先の優先日から。31ヶ月の期
限は欧州段階への移行に適用される(指定官庁[第
一章]および選択官庁[第二章]としてEPOの前に) 

 ６）EPOとの二国間協定に基づく。現在、拡張国
は２ヶ国 

 ７）モルドバ共和国、モロッコ、チュニジア、そ
してカンボジアは2018年3月1日から発効 

図3  Espacenetの通知：EP 3 000 
000がWO 2014/206532として公開 

されている 
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 特許手続 

 

「欧州段階」へ移行するPCT出願：クイックガイド 
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手続き上の違い 
ライセンス契約(実施権許諾契約)とは、登録特許の権利者または特許出願人
が、他の当事者、ライセンシーに対して、特許または出願の対象となる事項を利
用する権利を付与する文書です。EPC や EPO では、ライセンスは特許出願に
対してのみ登録でき、登録特許に対してはできません。欧州特許が付与される
と、ライセンスの登録は、その特許が有効にされた国の国内特許庁によって行わ
れます。EPC の締約国、認証国、および拡張国の大部分は、公式のライセンス
契約を立証書類として提出し、ライセンスを国内特許登録簿に登録するために
は特別料金が支払われる必要があります。2 
 
欧州特許出願のライセンスの登録は必須ではなく、出願人とライセンシーがそのよ
うな行為を要求し、登録料を支払った場合にのみ行われます。ライセンスは、独
占的または非独占的ライセンスまたはサブライセンスとして欧州特許登録簿に登
録することができます。さらに、欧州特許出願のライセンスは、完全な出願または
その一部だけをカバーすることができます。 
 
ロシアでは、特許法はライセンサーを特許出願人としてではなく特許所有者として
言及しているため、現在の法律では特許出願のライセンス登録は許可されていま
せん。ただし、ロシア特許の付与がまだ保留にされている間にライセンス登録を許
可するという進行中の法改正があるため、将来的に変更される可能性がありま
す。現在の法的文書では、自発的ライセンスと強制的ライセンスを区別していま
す。 後者は特定の例外的な状況では認められなければなりません。（例えば、
国防のため、または付与日から 4 年間、ロシアで発明が商業的に使用されてい
ない場合）。ロシア特許庁に任意の独占的または非独占的ライセンスを登録す
ることは必須です。 そうでなければ、ライセンスはロシアでは有効になりません。ライ
センス契約の登録要求を提出するときは、ロシア特許庁に手数料を支払う必要
があります。 
 
表 1 は、EPO とロシア特許庁におけるライセンス登録手続きの基本的な比較を
示しています。 
 

情報源 
欧州特許出願の場合、ライセンス登録に関する情報は欧州特許登録簿
（epo.org/register）で利用可能になります。ここで、特許付与手続き中
のファイルについて記録されたイベントをチェックできます。EPO がライセンスを登
録すると、イベントはシステムによって処理された日付とともに、「Licence (ライ
センス)」の下の「Event history (イベント履歴)」ビューに表示されます（図
1 を参照）。 
 
 

図1：EP3278678の「Event history」を示す欧州特許登録簿からの抜粋 

ライセンシーおよびライセンス情報は、「About this file (このファイルについ
て)」ビュー（図 2 を参照）および「Legal status (法的状況)」ビューにも表
示されます。 
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表1：EPOおよびロシア特許庁でのライセンス登録手続き 

EPO ロシア特許庁 
法的参照: 
EPC第73条; EPC規則22～24; ガイドラ

インE-XIV、6 

法的参照: 
ロシア連邦民法の第1233、1235か
ら1239、1367および1369条 

特許出願のみ登録可能 付与された特許のみ登録可能（現在） 

ライセンスは、完全な出願または

その一部のみに対してのみ付与 
ライセンス契約は、付与される権利の 

範囲を定義 

出願人およびライセンシーの要請によ

る登録 
登録必須 

手数料の支払いは必要 手数料の支払いは必要 
 

ロシア 

EPOとロシア特許庁（Rospatent）による   

ライセンス登録 ― 手続き上の違いと情報の検索 
この記事は、アジア（この場合はユーラシア）の国々の手続き上の側面とそれに相当するヨーロッパの特許付与
手続きの手続き上の側面を比較し、対応する特許情報の入手先を説明するPIニュースシリーズの第2回です１。
この第2回の記事では、ロシア特許法および欧州特許条約（EPC）に基づく特許および特許出願のライセンス 
の登録、ならびに公式情報源からのそれぞれの特許情報の検索について説明します。 
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図2：EP3278678の「About this file」の情報を示す欧州特許登録簿からの抜粋 

ライセンス登録要求に関連した、公に利用可能な文献と提出物を確認するた
めに、「All documents (すべての文書)」ビューを調べることができます（図
3参照）。 
 

図5：発明および実用新案についてOfficial Bulletinで利用可能な英語の 

ナビゲーション 
図6：ロシア特許番号2191987のライセンス登録を示す通知の例 

図3：EP3278678の「All documents」を示す欧州特許登録簿からの抜粋 

登録簿での検索を、ライセンスが登録されている出願に限定することはできません
が、1978年以降すべての欧州特許出願および特許に関する書誌的データおよ
び 手 続 き デ ー タ を 含 む EP Bulletin search デ ー タ ベ ー ス
（epo.org/bulletin）で、これを行うことができます。EP Bulletin search の
70 の検索基準の中には、2 つのライセンス情報があります（図 4 参照）。EP 
Bulletin search データベースは無料です。 
 

図7：ロシア特許庁がライセンス契約を登録している特許の検索 

表 2 に、EPO とロシア特許庁のライセンスに関する情報の入手先の基本的な 
比較を示します。 
 

図4：EP Bulletin searchデータベースで利用可能なライセンス関連の検索基準 

ロ シ ア の特許 に つ い て 、 ロ シ ア 特許庁は 、 そ の Official Bulletin
の”Notifications”セクションに発明および実用新案のライセンス契約の登録に
関する情報を掲載しています。3英語でのナビゲーションが利用可能で（図 5参
照）、このイベントのタイトルは「Contracted granting of right of use(使
用権の契約付与)」です。登録通知は、登録に関する詳細情報を含む個別の
PDF 文書として入手できます。この詳細情報はロシア語でしか利用できません
（図 6参照）が、テキストをオンライン翻訳エンジンにコピーすることができます。 
 

ライセンスが登録されているロシア特許に検索を限定することも可能です。この目
的のために、Official Bulletin の検索可能なバージョンを使うべきです。4 拡張
検索では、「Type of Object(オブジェクトの種類)」として「Inventions(発
明)」を選択し、「Type of Document(文書の種類)」として「Notices(通
知)」、「Type of Notices(通知の種類)」として「Granting rights(権利の付
与)」、および対応する名前、この場合は「Contracted granting of right of 
use(使用権の契約付与)」を選択してください。そして、検索を実行します（図
7参照）。 
 

このトピックに関する詳細、またはロシアその他の特許情報に関する質問について
は、asiainfo @ epo.org で EPO のアジア特許情報サービスにお問い合わせ
ください。 
 

1) PIニュース2018年第1号に掲載されたこのシリーズの最初の記事で、インドでの付与前異議と
EPOでの第三者の意見を比較しました。 

2) 詳細については、epo.org / national-lawで「EPCに関連する国内法(National law relating to the 
EPC)」を参照してください。 

3) www1.fips.ru/wps/portal/ofic_pub_en/#page=bulletin&type=IZPM 
4) www1.fips.ru/wps/portal/ofic_pub_en/#page=search&type=IZPM&number=0 
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表 2: EPOとロシア特許庁のライセンスに関する情報の入手先 

 EPO ロシア特許庁  
 欧州特許登録簿に表示されている情
報（"About this file", "Legal 
status", "Event history"および
"All documents"） 

発明および実用新案に関するOfficial 
Bulletinに表示される情報
（"Notifications"） 

 

 EP Bulletin searchデータベースにライ
センスが登録されている出願に検索を限
定可能 

検索は、Official Bulletinの検索可
能バージョンにライセンスが登録されて
いるロシア特許に限定可能 

 

 

 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  (19) RU (11)   2 191 987 

 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ   СЛУЖБА 
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ 

(12) ИЗВЕЩ ЕНИЯ К ПАТЕНТУ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ 
 

QB4A   Государственная регистрация предоставления  права использования по договору 
Вид договора: лицензионный 

Лицо(а), предоставляющее(ие) право использования: 
Андриевский  Леонид Григорьевич (RU), 
Исаев Владимир Владимирович (RU), 
Николаев Владимир Федорович (RU) 

Лицо(а), которому(ым) предоставлено право использования: 
Акционерноеобщество "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" 
(RU) 

Условия договора: неисключительная лицензия на срок действия патента 
на территории РФ 

Дата и номер государственной регистрации предоставления права использования по договору: 
04.07.2018    РД 0257636 

Дата внесения записи в Государственный реестр: 04.07.2018 
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http://cpquery.cnipa.gov.cn/ 

中国国外にいるユーザは登録手続きする上で技術的な問題に遭遇するかもし
れません。そのような場合に、EPO のアジア特許情報サービスは、CNIPA と協
力して、ユーザプロファイルを作成できるように支援することができます。中国のオ
ンライン包袋閲覧システムの利用に関して何か支援が必要な場合またはご質問
がある場合は、asiainfo@epo.org までお問い合わせください。 
 
JPO が専門審査ガイドラインを発表 
2018 年 7 月と 10 月に、日本特許庁（JPO）は、モノのインターネット
（IoT）関連技術とライフサイエンス分野の最新の審査ガイドラインを発表しま
した。JPOはまた、PCT国際調査および予備審査ハンドブックを更新しました。 
 
最新版のガイドラインの英語版は、 
www.jpo.go.jp/english/ip-rights/laws/examination/index.html 
でご覧になれます。 
 
インドの言語政策―特許情報に及ぼしうる影響 
インド商工省産業政策促進省（DIPP）は、産業財産権に関する政策の策
定も担当していますが、最近、2017-2018 年年次報告書を発表しました。
「公用語政策の実施」の章では、2017年と 2018年に講じられた、言語政策
を正しく適用するための措置について説明しています。この文書に記載されてい
る問題の一つは、ヒンディー語で受領されたすべての公文書はヒンディー語のみ
で回答しなければならないということです。 
 
インド特許情報のユーザにとって、これは、インド特許庁のインド特許全文検索
システム（INPASS）のオンライン包袋閲覧で入手できる文書の可読性に影
響を与える可能性があります。INPASS は、http://ipindiaservices.gov.i
n/ publicsearch でご利用になれます。 
 
DIPP の 2017-2018年年次報告書をお読みになりたい場合は、次の URL
にアクセスしてください。
http://dipp.nic.in/sites/default/files/annualReport_English_08
March2018.pdf 
 
さらにアジアの特許情報ニュースをご覧になりたい方は、epo.org/asia の
「Updates」セクションをご利用ください。 
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   アジアの特許情報 

アジアの特許情報ニュース 
 
KIPO の韓国知的財産権情報サービス（KIPRIS）と One Portal 
Dossier に新機能追加 
One Portal Dossier（OPD）サービス（http://kopd.kipo.go.kr/）と
は、EPO の Global Dossier の韓国特許庁（KIPO）版です。この OPD サ
ービスでは、五庁（IP5）、WIPO、カナダおよびオーストラリアの電子ファイルを
入手することができます。また、中国および日本の特許については、ほとんどの包
袋書類の英語機械翻訳も提供しています。 
 
KIPO は最近、いくつかの機能を追加してサービスを向上させました。例えば、包
袋書類の特定の種別のみ（拒絶理由通知書や先行技術情報に係る文献な
ど）を表示するためのフィルタリング機能を追加しました。また、新しい文書が追
加されるたびに自動的にユーザに通知する RSS フィードもあります。 
 
KIPO の OPD サービスは韓国語でのみ利用可能です。EPO のアジア特許情
報サービスでは、「epo.org/asia」の「Korea―Searching in databases」
セクションにおいて、OPD サービスのステップ・バイ・ステップの詳細な検索ガイドを
提供しています。 
 
KIPO はまた、8月上旬、KIPRIS検索システムに新しい機能を導入しました。
これにより、化学特許および実用新案の検索結果をフィルタリングすることが可
能になります。「representative chemical formula」ボタンをクリックすると、
選択図として化学式を含む検索結果のみが表示されます。この機能は現在、
www.kipris.or.kr/khome/main.jsp の韓国語インタフェースでのみ利用
可能です。 
 
イランで有効な意匠と商標の分類に関する国際条約 
2018 年 4 月 12日、イラン・イスラム共和国は、知的財産権の分類に関する
二つの国際協定に加盟しました。 
- 意匠の国際分類を制定するロカルノ協定 
- 標章の登録のための商品およびサービスの国際分類に関するニース協定 
 
両協定は、2018 年 7 月 12 日にイランで発効しました。詳細は、
「wipo.int/treaties/en/」サイトの「WIPO-administered treaties」の
WIPO からのお知らせ「notifications」でご覧になれます。 
 
CNIPA の中国特許照会システム（CPQUERY システム）を利用したオンライ
ン包袋閲覧／料金支払い状況閲覧 
CPQUERY システムは、中国の特許庁（CNIPA）が提供する、中国特許の
料金支払いを確認するための現在唯一公開されている情報源です。
CPQUERYは、http：//cpquery.cnipa.gov.cn/の英語インタフェースを通
じて、中国の特許、実用新案および意匠の包袋へのオンラインアクセスを可能に
しています。ユーザは、CNIPA の拒絶理由通知書だけでなく、出願人が手続き
中に提出した文書も閲覧することができます。 
 
2018年 8月現在、CPQUERY の検索ポータルサイトでは、個人の携帯電話
番号を事前に登録する必要があります。登録後は、各セッションの前にログイン
が必要ですが、引き続き無料でアクセスできます。 
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意思決定者のための知的財産統計
会議（IPSDM）、2018年10月
23日、24日、アリカンテで開催 

見出すことを目的としていました。
各受賞チームのソフトウェアは、デー
タエキスパートが IP データが大量に
あると判断した際に何を達成できる
の か に つ い て実証 し ま し た 。
Luciano Kay 氏 と Carlos 
Mozzati 氏 の ソ フ ト ウ ェ ア
InnovationPulse１は、トップレベ
ルの組織、所在地、および技術を
分析することにより重要な知的財
産活動を特定しています（図 1
参 照） 。 Daniel Hain 氏 と
Roman Jurowetzki 氏 の

2018 年、意思決定者のための知的
財産統計（IPSDM）年次会議がア
リカンテで開催されました。欧州連合知
的財産庁（EUIPO）と経済協力開
発機構（OECD）が共催した会議で
した。そして最初の IPSDM の課題「ビ
ッグデータアナリティクス」の受賞者を発
表しました。 
 
会議は、EUIPO で行われていたことを
鑑み、商標、意匠および著作権での
貢献も含みました。会議は、EUIPO
長官 Christian Archambeau氏に
よって開かれました。彼は、意思決定の
基礎としてのデータの重要性を強調
し、ブロックチェーンや３Ⅾプリンティング
とともに第四次産業革命に入ったとき、
どのようにして焦点が最終生産物から
デザインに変わったのかについて説明し
ました。OECD 次長の Dirk Pilat 氏
は、会議を共催した最初の商標局が
EUIPO であるという事実を歓迎しまし
た。彼は、会議の焦点が、エビデンスに
着眼した IP問題や競合問題の広がり
の分析に当てられていることについて言
及し、統計データがなければ私たちは
皆意見を持っているに過ぎないと述べ
ました。 
 
会議のプレゼンテーション内容は、
oecd.org/site/stipatents/でご覧
になれます。以下は、特許情報専門
家にとって最も興味深いと思われます。 
 
- 「海外の研究開発投資の抑止力と
しての IP リスク：知的財産戦略、暗
黙知、複雑性、技術力」  - René 
Belderbos（ルーヴェン・カトリック大
学）、Joseph Park（マーストリヒト
大学） 
 
- 「特許訴訟保険の効果：NPE から
の エ ビ デ ン ス 」  - Bernhard 
Ganglmair（欧州経済研究センター
（ZEW））、Christian Helmers
（サンタクララ大学）、Brian Love

図１ InnovationPluseの概要ダッシュボード 

（サンタクララ大学） 
 
- 「特許権保護が発明者の移動に
与える影響」 - Eduardo Melero
（マドリードカルロス三世大学（Car
los III de Madrid））、Neus P
alomeras（Universidad Carlo
s III de Madrid）、David Weh
rheim（IESE ビジネススクール） 
 
- 「標準必須特許とグローバル・バリ
ュ-・チェーン：ゲームチェンジャーとし
ての中国の出現」- Knut Blind、
Maximilian von Laer、Florian 
Ramel（ベル リ ン工科大学） 
 
- 「研究開発から市場へ：トップレベ
ルの研究開発投資家のマーケティン
グ力を捉えるための商標の使用」 - 
Carolina Castaldi（アイントホーフ
ェン工科大学）、Mafini Dosso
（欧州委員会共同研究センター） 
 
- 「知的財産権の一致と補完性」 - 
Marco Grazzi（ ボ ロ ー ニ ャ 大
学）、Chiara Piccardo（ボローニ
ャ大学）、Cecilia Vergari（ボロ
ーニャ大学） 
 
知的財産権と人工知能（AI）に
関するパネルディスカッションで、マック
スプランクイノベーションコンペティション
研究所の Dietmar Harhoff 氏
は、AI が害を及ぼすのを避けるため
に、医療および製薬業界のようにアル

図２ Global Patent Explorer 

ゴリズム認証が必要かどうかを問いかけ
ました。彼は生産性を向上させるため
の AI の大きな可能性を強調しました
が、データが少数の大手企業だけの手
に渡った場合のデータアクセス、そしても
っと重要であると思われる、データ所有
権の問題を提起しました。米国特許
商標庁（USPTO）のチーフエコノミス
トである Andrew Toole 氏は、
USPTO長官の Andrei Iancu氏が
AI への取り組みを優先事項としている
と報告しました。AI は新しい話題では
ありませんが、最近では AI により予測
のコストが格段に下がっている、と彼は
述べました。しかし、それでも人間は意
思決定に関与する必要があります。予
測はそのプロセスの一つのステップにす
ぎません。 
 
IPSDM の課題「ビッグデータアナリティ
クス」は、IP データへのアクセス、統合、
分析、および視覚化の斬新な方法を

Global Patent Explorerは発明的
活動（inventive activity）につい
て、地図上におとして視覚化しています
（図 2 参照）。Global Patent 
Explorer は、技術の独創性と将来の
方向性などを知るうえでの手掛かりとな
ります２。 
 
IPSDM 会議の前に PATSTAT ユー
ザーデーが開催されました。PATSTAT
の使用方法に関するベストプラクティス
を 交 わ す 絶 好 の 機 会 で し た 。
PATSTAT は今なお、特許統計に関
する世界最大規模のリファレンスデータ
ベースです。 
 
詳細については、
oecd.org/site/stipatents/をご覧
ください。 
 

1) innovationpulse.com 
2) gpxp.org 
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拡大審判部の背景情報 

 
EPC第 112条に基づく照会 
拡大審判部の主な役割は、EPC の
統一された出願を確実にすることで
す。それは、EPC 第 112 条（1）に
定められた条件の下で、審判部または
EPO 長官によって言及された基本的
に重要な法的事項を審決します。審
判部が、訴訟手続の係属中、または
自身の申立または当事者の要求に応
じて、拡大審判部に法的事項を照会
した場合、拡大審判部は、訴訟案件
で係属中の他のどの問題についても審
決せず、この点のみを決定します。そし
て、訴訟自体に関する審決は、照会さ
れた法律事項に関する拡大審判部の
審決によって束ねられた照会委員会に
よって行われます。EPO 長官はまた、
問題が法律の統一された出願の確
保、または重要な法律事項に関するも
のであり、2 つの審判部がその問題に
ついて異なる審決を下した場合には、
照会を行うことができます。係属中の
訴訟手続を含まない EPO 長官による

EPO は、新しいバルクデータ製品：
EPO審判部の審決を立ち上げたばか
りです。1 データは XML 形式で無料
で入手できます。これは EPO のデータ
ベースから年 2 回抽出され、EPO 審
判部の審決の全文が含まれていま
す。 
 
各更新には、EPO の設立以降の審
決が全て含まれています。現在、この
製品には 37,000 以上の審決が含
まれています。 
 

照会の場合、拡大審判部は諮問機
関として機能し、したがって、照会され
た法律問題について審決ではなく意
見を発します。 
 
EPC 第 112a 条に基づく再審理の
申立 
拡大審判部のさらなる仕事は、審判
部の審決に関する限定的な司法審
理です。再審理の申立は、例えば、
根本的な手続き上の瑕疵が生じたこ
と、あるいは犯罪行為が被疑審決に
影響を与えた可能性があることなど、
EPC第 112a条に規定されている理
由でのみ提出することができます。再
審理の申立がうまくいった場合、審理
中の訴訟審決は保留にされ、審判部
の前に訴訟手続が再開されます。 

審判部は、EPO の前の手続において
最初および最後の司法段階です。審
判部の課題は、欧州特許条約
（EPC）の下で、EPO の第一審部
門の紛争審決を再審理することです。
このように、審判部は EPO の受理
課、調査部、異議部および法務部が

EPO ウェブサイトの専用セクションに
は、審判部についての最新情報が掲
載されており、その手続規則などの文
章が含まれています。3 
 

1) epo.org/searching-for-patents/data/bulk-data-sets/boards-of-appeal-decisions.html 
2) epo.org/law-practice/case-law-appeals/advanced-search.html 
3) epo.org/law-practice/case-law-appeals.html 

OPS：現在、19か国の全文XMLデータが利用可能です 
Open Patent Services（OPS）
には、現在、文字コード化された、19
の機関からの（「明細書」および「クレ
ーム」と呼ばれる）全文データが含ま
れています。これらのうちの 11 か国は
最近追加されたばかりです：ベルギ
ー、クロアチア、キプロス、アイルラン
ド、ルクセンブルク、モルドバ、モナコ、
ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、お
よびルーマニアです。 
 
この最新のデータは、全文データがす
でに OPS の XML で利用可能であ

った 8 つの特許機関、オーストリ
ア、カナダ、EPO、フランス、スペイ
ン、スイス、イギリス、および WIPO
に追加したものです。 
 
次の構成要素を使用して、OPS
の公開データサービスを介してデー
タを取得できます。 
- 全文（その言語バージョンが利
用可能であるか、そしてクレームお
よび/または明細書が利用可能で
あるか、確認することが推奨されて
います） 

- クレームおよび 
- 明細書 
 
文字コード化された全文データの適
用範囲についての情報は、Latest 
full-text coverage（「最新の全
文適用範囲」）の表で利用可能で
す。 1 この表は毎日更新され、
Espacenet で利用可能な全文の
適用範囲を示しています。OPS の適
用範囲は同じですが、上記の国/機
関に限定されています。 
 

EPO の特許データ専門家に連絡
することができます。 
Patentdata@epo.org 
 
OPS の 詳 細 に つ い て は 、
epo.org/ops をご参照ください。 
 

1) epo.org/searching-for-patents/technical/full-text-additions.html 
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データ 

 

 

 

無料のバルクデータ製品として、現在利用可能な

EPO審判部の審決 

下した審決の独立した再審理を提供
します。 
 
審判部は、以下から成っています。 
- 拡大審判部、 
- 28 の技術審判部、 
- 法律審判部および 
- 懲戒審判部。 
 
審判部の審決は、毎日更新される検
索可能な審決データベースでも利用で
きます。2 
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http://www.epo.org/searching-for-patents/data/bulk-data-sets/boards-of-appeal-decisions.html
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EPO の  "Best of Search 
Matters"ウェブページは、もともとその
検索事項トレーニングイベントのために
開発された内容へのアクセスを提供し
ています。それは EPO 審査官の検索
ストラテジー、ツールとテクニックについて
学ぶための貴重な資料です。 

 
この資料は、自分のペースでの学習に
興味を持っている中小企業を含む特
許情報ユーザとの尽きることのない適
合性のために選ばれました。 
 

"Best of Search Matters"は、
最 近 エ ル ゼ ビ ア (Elsevier) の
World Patent Information ジ
ャーナルに発表されました。これは、
無料でダウンロードできるプレゼンテ
ーションと 16 の記事のスライドと記
録を提供しています。内容には 4 つ
のセクションがあります。 
- ツールとデータベース 
- 検索ストラテジー 
- EPO の手続きと主導権 

- 課題と具体的なトピック 
 
資料は、多様で込み入っています。特
許検索の基本から先行技術を構成す
るものについての議論に至るまで、ここ
に集められたものは、特許検索の新参
者と長年の経験を持つ特許サーチャの
両方に関係しています。 
epo.org/best-of-search-
matters 
 

Search Matters 

   
  

2019 年 5 月 6 日から 8 日にミュ
ンヘンへお越しください。EPO の特
許検索ストラテジーとテクニックにつ
いてさらに学びましょう。 

さまざまなワークショップで、参加者は、
検索における AI やブロックチェーンの影
響、検索ストラテジー、アジアの先行技
術などを含む幅広いトピックを詳しく調
べ る だ け で な く 、 Espacenet や
PATSTAT などのような無料検索ツー
ルについても、より多く知り、自動車や
ICT、化学分野における検索の複雑さ
を探究することができます。 
 
好評の「 at-the-desk（その場で
の）」セッション中に、参加者は個別に
試験官と話をしたり、特定の技術分野
における検索ストラテジーについて尋ね
たりすることができます。 
 
詳 細 な 情 報 お よ び 登 録 ：
epo.org/search-matters 
 

今日の毎年恒例の Search Matters(検索事項)イベントは、「EPO での検
索と文書化方法に関するセミナー」が開始された 1980 年代に起源が遡りま
す。当時、セミナーでは、EPO での質が紹介されました。「質」とは、高品質のデ
ータにアクセスして、専用の検索ツールを使用し、明確な手順で管理され、高
品質の結果を生み出している、高い能力のあるスタッフを意味しています。 
 
出願人のコミュニティからやって来た参加者は、自分たちが選択した分野におい
て、EPO でどのように検索が行われたかを体験するために、審査官との「その場
での」セッションに個別に招待されました。このイベントは、世間一般では「出願
人のセミナー」として知られていました。 
 
それ以来、イベントは拡大し、今ではどんな人に対しても開かれています。
Search Matters に特有の「その場での」セッションは、現在、正式のレクチャー
とワークショップによって補完されています。焦点は依然として検索の品質にあり
ますが、メッセージは、出願人や検索者も高品質のデータに基づいて高品質の
検索を実行できるということです。EPOQUE のような審査官の検索ツールにアク
セスできない場合でも、広範囲にわたる市販品と同様に、Espacenet、
European Patent Register、Global Patent Index のような高品質の
特許データで、世界的に有名なツールを、使用することができます。 
 

Search is the foundation of the patent. 
Get it right to ensure quality and value in your IP. 
Meet our examiners and join the EPO’s premium 
event, for search matters. 

This year’s event will take a technological focus 
on artificial intelligence. 

Search Matters 2019 
6-8 May 2019 
Munich, Germany 

epo.org/search-matters 

1) epo.org/best-of-search-matters 
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欧州特許公報 
2018年1月～12月 
 

 

研修 

イベント 

 

 
 公報コーナー 

   
      
     
        
        
    
   

Best of Search Matters (検索事項のベスト) - 先行技術検索に関する資料 

今すぐご登録を: Search Matters 
 

EP-A 公報                                                                                  
EP-A1                                1,524              79,235            8.7%      
EP-A2                                     60                3,122          -14.5%    
EP-A1 + A2の合計               1, 584             82,357             7.6%          
A1+A2の合計に占めるEP-A1の割合                   96.2%             1.0%                
EP-A3                                    101               5,249          -56.6%      
EP-B公報                                                                                    
EP-B1+B2                           2,477             128,794          20.6% 

2018年の  2018年の   2017年から 
週平均     1月-12月の合計          の変化 

 

 

「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。  

－株式会社ワイゼル訳－ 



  

ウェブセミナースケジュール2019 
EPO は、2019 年の特許情報に関
するウェブセミナーのプログラムを発表
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、無料
オンラインで行われます。左記が、ウェ
ブセミナーの完全リストです。 
 
ウェブセミナーの記録 
ウェブセミナーを見逃しても、心配ご
無用です。ウェブセミナーの大部分
は、開催後最大１ヶ月間、録画し
たものを利用できます。お気軽に、
epo.org/pi-videos にアクセスし、
興味のあるウェブセミナーをお選びくだ
さい。 
 

特許情報ウェブセミナー 2019 

日付 時間 セミナー名 
パテントファミリー 

epo.org  
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1月18日 10.30 
1月30日 10.30 INPADOC 基礎 

2月5日 10.30 PATSTAT オンライン 
2月12日 10.00 

 
EPO認証国からの特許情報：モルドバ共和国 

2月15日 10.30 
 

リンクトデータとしてのEP特許情報とCPC分類 

2月19日 10.00 
 

EPO認証国からの特許情報：モロッコ&チュニジア 

2月20日 10.00 欧州特許登録簿の序論 
2月26日 10.00 

 
EPO認証国からの特許情報：カンボジア 

3月6日 10.00 新Espacenetの序論 
3月27日 10.30 INPADOC 上級 
5月7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  
発行情報 

  

6月4日 10.30 新Espacenetの概要 
6月5日 10.30 新Espacenet：高度な機能 発行者: Richard Flammer 

編集者: D. Shalloe 

寄稿者: F. Basty, T. Bereuter, 

N. Clarke, R. Dumarey (IP Hills), 

R. Feinäugle, B. de Jong (CEPIUG), 

C. Kämmer, Y. Sánchez García, 

S. Kaufmann, J. Schaaf, I. Schellner, 

E. Straková 

デザイン: Atelier 59 

 
Patent Information News  

発行元： 
欧州特許庁の特許情報および
欧州特許アカデミー総局 
Rennweg 12 

1030 Vienna, Austria 

tel.: +43 1 52126 0 

 
 

Espacenet と INPADOCは 

登録商標です。 

 

ISSN 1024-6673 

9月11日 14.00 パテントファミリー 
9月18日 16.00 PATSTAT オンライン 
9月25日 14.30 INPADOC 基礎 

10月2日 10.30 欧州特許登録簿の序論 
10月9日 14.30 INPADOC 上級 
11月19日 14.30 アジア特許情報：1 中国 

11月26日 14.30 アジア特許情報：2 日本 

12月3日 14.30 アジア特許情報：3 韓国 

12月10日 14.30 アジア特許情報：4 インド 

 
IP5 統計レポート 2017 

IP5特許庁は、2017年の統計レポート
を発表しました。そのレポートでは、昨年
の出願動向が注目され、IP5特許庁の
いくつかの活動が記述されています。
2017年に、IP5特許庁は270万件の
特許出願を受け、合計120万件の特許
を付与しました。レポートをダウンロードす
るには、fiveipoffices.org / 
statistics.htmlにアクセスしてください。 

 

 

 
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 
patentinformation@epo.org  
 
アジア特許情報 
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* 
(月～金, 08:00-18:00  
中央欧州標準時) 
www.epo.org/contact  
*あるいは+49 89 23994500 
（上記フリーダイヤルに掛けられ 
ない国からはこちらの番号を 
ご利用ください） 
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