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INPADOC分類体系
INPADOCデータベースには、現在2億5000万件を超える法的イベント記録が含まれてい

2019年4月11日､12日、

ます。 このデータの海をナビゲートすることは、ユーザーにとって課題となっています。 これに対

ウィーン、オーストリア

応して、EPOはINPADOCの法的イベントに関する分類体系を導入し、これらのイベントの

12 その他のニュース

本質を理解しやすくし、それらに関する記録を検索しやすくしました。 この方式は、カテゴリー
レベルと詳細レベルで構成されています。
EPO はこの 2 階層の分類構造を 2

び削除）、そして Z（分類中）まで

追加のコメントは、バルクデータ商

段階で構築しています。 現在完了し

の 21 のカテゴリーで構成されていま

品のマニュアルセクションの” INPA

ている段階 I の主な作業は、1997

す。

DOC classification scheme”
と呼ばれる文書に記載されていま

年 以 降 に 使 用 さ れ た 2,800 の

す。1

INPADOC 法的イベントコードをカテゴ

補充的保護証明書の申請に関連す

リー別に分類することでした。 新しいイ

るイベントは、カテゴリーG（IP 権利期

ベントコードは毎月カテゴリー別に分類

間を超えた保護）の体系でカバーされ

カテゴリーレベルは、体系の最上

されて いま す。 EPO は 、後の段階

ているため、ユーザーはこの重要な種

位 レ ベ ル を 形 成 し 、 WIPO

（段階 II）で法的イベントコードを詳

類の保護権利に関する法的イベント

ST.27 規格のカテゴリーレベルに

細なレベルで分類します。

データを簡単に取得できます。

基づいてモデル化されています。

INPADOC 分類体系は、A（出願申

各カテゴリーの説明、個々のカテゴリー

Patent Information News

請）から Y（イベント情報の訂正およ

内のイベント例、および分類に関する

2017 年第 4 号の 6 ページと 7

このトピックに関する記事は、

ページに掲載されています。
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この体系に従って分類されたデータは、
現在βテストとして利用可能な新しい
Espacenet 2、および Global Pate
nt Index（GPI）3 に既に表示され
ています。 ユーザーは GPI でこれらの

INPADOC分類体系のカテゴリーのリスト
カテゴリー 表題
A
B

カテゴリーを検索することもできます

C

（下記記事をご参照ください）。

D

N
P

出願の中断

E
F
G
H
K
1) epo.org/searching-for-patents/data/
bulk-data-sets/manuals.html
2) epo.org/espacenet-beta
3) epo.org/gpi

カテゴリー 表題

出願申請

L
M

出願の復活
検索及び審査
付与前の再審査要求
IP権利の付与

Q

IP権利期間を超えた保護
IP権利の失効
IP権利の復活
IP権利の再審査要求
IP権利の維持

U

R
S
T
V
W
Y
Z

満了
訂正後の再公報
公報
当事者データ変更
実施許諾及びそれに類似する処理内容に関する情報
運営管理手順の調整
支払い
控訴
その他
イベント情報の訂正と削除
分類中

GPI

GPIがINPADOCの法的イベントカテゴリーを
組み込んだ最初のEPO製品となる
EPO の Global Patent Index（G

トを入力する必要がありました

PI）検索インターフェースの強みの 1

（表参照）。

つは、EPO のデータコレクションの変更
に柔軟に対応できることです。 そのた

例

め、すでに INPADOC の新しい法的イ

新しいカテゴリーを使用して、何ら

ベントカテゴリーが含まれているのも当

かの種類のレビュー（例えば異議

然のことです。

申立、放棄）の対象となった特許
文献を抽出する検索が実行可能

GPI は現在、約 2,800 の国内、地

です。 これらはカテゴリーL（IP 権

域、および国際的な詳細な法的イベン

利の再審査要求）に割り当てら

トについて、EPO によって割り当てられ

れます。 この例ではさらに、検索を

ている検索可能な INPADOC カテゴリ

2018 年 12 月に発行された官

ーを提供しています。 これらのカテゴリ

報や公報（EVD "イベント日"基

ーにより、法的イベントデータの検索と

準を使用）および JFE スチールと

理解がはるかに容易になります。

NEC という企業（法的に言及さ
れた APP "出願人 / 所有者" お

図1：インデックスEVCA（イベントカテ
ゴリー）のスクリーンショット。
イベントカテゴリーはGPIインターフェース
の言語で利用可能であり、検索フィール
ド演算子 "EVCA"を使用して検索でき
ます。

GPI カテゴリーを使用すると、基本的

よび EVOW "法的イベント記録

EVCA = L with EVD = 201812

な法的イベントを多数組み合わせるこ

に記載された所有者”）に制限し

and APP or EVOW = "JFE ST

となく、ユーザーは簡単なクエリを実行

て検索します。これらの基準を合

できます。 たとえば、アプリケーションの

わせると、クエリは次のようになりま

中止に関連するドキュメントを取得する

す：

GPI には、法的イベントを分類するた
めのリーガルステータスの表示が改善

には、検索者は以前は 222 のイベン

され、ナビゲーションが容易になりまし

INPADOCの法的イベントカテゴリー例
カテゴリー

定義

G

出願の中断
IP権利期間を超えた保護

L

IP権利の再審査要求

B

EEL" or NEC 1

た。

基本的な法的イベント数
222
198

GPI の詳細やユーザーフォーラムへの
アクセスについては、epo.org/gpi を

図2：法的イベント表と強調表示され

ご参照ください。

たカテゴリーを含むスクリーンショット。

134
1）WITH演算子およびEVOWの詳細については、
それぞれPatent Information News 2/2016の6
ページおよび2/2017の9ページを参照してください。
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論説

欧州各地のイノベーションサポートに
貢献する特許情報
EPO加盟国には､300以上の特許情報センター(PATLIBセンターとも呼ばれます）がありま
す。これらは、特許及び知的財産全般に関するアドバイスを地域産業及び研究者に提供し
ます。多くの特許情報センターは、特許調査を行い、特定の技術分野における特許ランドス
ケープの徹底的な解析を実行することができます。
これらの特許情報センターは単独で

明の商品化及び技術移転といった織

ための新たな戦略を策定する予定で

運営するわけではありません。欧州の

り交ざった本質に着目したいと望んで

す。

革新者に利用可能なイノベーションサ

います。

ポートサービスの入り組んだ網の一部
です。

「Patent Information News 20
EPO が 主 催 す る 主 要 な 会 議

19 年第 2 号｣では PATLIB サミット

PATLIB サミットは､5 月の初めにポル

に関する詳細な報告書を掲載する予

EPO 長官 António Campinos 氏

トガルのポルトで行われる予定です。

定です。それまでの間に、PATLIB デ

は、どうすれば特許情報センターにさら

この分野のリーダたちが、各国の特許

ィレクトリ(epo.org/patlib-directo

に多くのことができるのかを探究するプ

庁、技術移転専門家、ビジネス専門

ry)をご覧になり、近くにある特許情

Richard Flammer

ロジェクトを開始しました。長官は、イ

家、そしてもちろん特許情報センター

報センターを見つけてください。

特許情報および欧州特許アカデミー

ノベーションサポートの本質、特に発

からの意思決定者と会見し、将来の

主席部長

特許データ

配列表データ：1989年までさかのぼる大量の
データコレクションが現在利用可能
EPO が提供しているバルクデータセット

EPOは、2012年から配列表を含むフ

の 1 つは、配列表のデータです。 この

ァイルを毎週配布し始めました。最近

セットには、EPO が国際調査機関で

まで、2012年がバックファイルの出発

ある、ヨーロッパ、EuroPCT、および P

点でした。 しかし、EPOの内部データ

CT の新規出願で公開されたヌクレオ

ベースには早くも1989年にさかのぼる

チドおよびアミノ酸配列が含まれていま

テキスト形式の配列表のコレクションが

す。

含まれています。

一般的に言えば、ヌクレオチド／アミノ

EPOは現在、その内部データベースか

詳細については、epo.org / search

酸配列が特許出願に開示されている

ら入手可能なすべての配列を抽出し

-for -atents / data / bulk-data-

場合、その説明は配列表を含まなけ

ました。 バックファイルには、個別の機

sets / sequencelistingを参照して

ればならない。配列表は、設定された

械可読文書としてファイルされたデータ

ください。

語彙（すなわち、特定の特徴について

のみが含まれ、明細書のテキストに埋

定義された用語）を用いて表現され

め込まれたデータ列は含まれません。

た生物学的配列表である。

EPOは、申請者が提出したとおりにデ

EPOの配列表データに関する統計
EPOが調査機関であるPCTファイル

67 275

EPファイル、直接申請または国内段階への移行

59 527

バックファイルの配列の数

4000万以上

ータを再フォーマットしてマークアップした
ほとんどの特許庁は現在、標準化され

ため、元のバージョンではありません。

た電子フォーマット（現在は WIPO S
T.25）で配列表を提出することを出

2018年末までのデータを含むコレクシ

願人に要求しています。 過去には、

ョンは、.txt形式で入手できます。

配列表は紙を含む多様なフォーマット
で提出されていました。
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手続きデータ

EPO異議申立データ：誰でも無料で入手できる貴重な情報源
2018年11月に開催されたEPO特許情報会議で、DROIA Oncology VenturesのLuca Falciola氏が、
EPOのさまざまな異議申立データ検索サービスの分析を発表しました。
欧州特許が登録されると、欧州特許

EPO 異議申立情報の入手先

条約（EPC）の第 100 条に指定さ

異議申立された欧州特許の数およ

れているいくつかの根拠に基づいて、

び、さまざまな技術分野における異

異議申立を行うことができる 9 ヶ月の

議申立とその結果に関する正確な

期間があります。

情報は、EPO の年次報告書に掲載
されています１。

異議申立データの戦略的利用
登録された EP 特許の約 4％が毎年

さらに、ユーザーは異議申し立て情

異議申立されています（数値は技術

報をさまざまなレベルで具体的に検

分野によって異なります）。 異議申

索できます。

立データを分析することで、ユーザーは
European Patent Register 2 で

次のことを識別できます。

は、ユーザーは”Opponent”検索フ
－ある産業分野において、誰が“誰を

ィールドを使用してデータを検索する

攻撃”しているのか、そして、いつ異議

ことができます。 例えば、ユーザーは

が発生するおそれがあるのか

IPC コードまたはタイトル内のキーワ
ードを検索し、それらのクエリを異議

－異議に対し自社特許の防御に成

申立人フィールド内のコード”01”と

功し、競合他社の特許を攻撃してい

組み合わせることによって、特定の技

るのは誰か

術分野で提出された反対意見を検

図1：EPO特許情報会議1でLuca Falciola氏によって提示された検索例

索 す る こ と も で き ま す 。 “01” は 、

す。 これには、例えば、審査官と出

上訴手続き

－特許に価値があるかどうか（より価

EPO の正規職員によって最初に提

願人の間のすべての対応文書が含

異議部による決定は、決定の通知の

値の高い特許は、価値の低い特許よ

出された有効な異議申立に割り当

まれます。

日から 2 月以内に審判部に上訴する

りも異議申立される可能性が高

てられたコードです。

い）。

ことができます。 欧州特許出願の拒絶
まだ比較的知られていない、EP 収

または欧州特許の付与に関する審査

検索された各文書について、” All d

録が完全であるサービスは EP 公報

部による決定に対して上訴することもで

ocuments”機能により、ユーザーは

検索（EP Bulletin search）で

きます。

EP 手続き全体において作成された

す ３ 。 専門家向けのサービスとして

すべての公開文書にアクセスできま

設計されており、単純なものから非

審判部決定データベース

常に複雑なものまで、さまざまな検索

検索や決定タイプ検索など、高度な検

で組み合わせることが可能な、異議

索オプションがあります。しかしながら、L

申立手続に関連する 19 の基準を

uca Falciola 氏による EPO 特許情

含む 70 を超える検索条件を提供し

報会議での発表で指摘されているよう

ています。

に、データベース利用者がサーチの対

”異議申立手続では、弁理士は、口頭でのスキル、知識、戦
術、および特定の事件で利用可能なコンテンツを最大限に活
用しなければなりません。EPO が提供する情報は、発見され
るのを待っている宝物のようなものです。 私はこの情報に飛び
込み、手元の仕事または戦術的な目的のためにそれを使用
することを、いかなる検索者および弁護士にも勧めます。”
Erick de Cock, Tata steel

4

には、全文

象を、審査または異議申立手続の間
取得したデータの高度な表示および

に行われた決定に対してのみ提出され

ダウンロードオプションもあります。ユー

た上訴に限定できるオプションはまだ提

ザーは検索結果を簡単な統計の形

供されていません。しかし、EPO は現

で見ることができ、ダウンロードされた

在、このオプションを実行する可能性を

ファイルには欧州特許登録簿の対応

検討しています。Luca Falciola 氏が

する文書へのリンクが含まれており、

引き金となり計画された他の改良は、

興味深い文書の包袋への高速アク

European Patent Register の高

セスを提供します。

4
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図2：EP公報検索の外観。3使用
可能な条件はすべてのEP手続きを
網羅している。
度な検索の上訴フィールドへの YES /
NO 制限オプションの追加、および EP
公報検索への上訴検索条件の導入
です。
これらの動向は、EPO 特許情報会議
が、特許情報ユーザーが EPO 特許情
報ポリシーに影響を及ぼすためのフォー
ラムであるという事実を反映していま
す。
EPO は、Luca Falciola 氏がこの記

EPO 特許情報会議での彼の発表

事をまとめる際に助けてくれたことに感

は epo.org / pi-conference5 で

謝します。

入手することができます。

1) epo.org/modules/epoweb/acdocument/epoweb2/287/en/CA-F_5-17_en.pdf,
epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report.html
2) https://register.epo.org/regviewer
3) epo.org/searching-for-patents/legal/bulletin/ep-bulletin-search.html#tab1
4) https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/advanced-search.html
5) epo.org/pi-conference

FEDERATED REGISTER

European Patent Registerからマルタとモロッコの
国内特許登録簿への直接リンク
マルタとモロッコの特許登録簿が、

各国の Federated Register への統

European Patent Registerからの

合状況およびディープリンクサービスに

ディープリンクを介して利用可能になり

関する情報も、上記リンクからダウンロ

ました。これはEuropean Patent

ードできます。

Registerの継続的な改善を反映した
ものであり（Patent Information

Patent Information News は、利

News2018年第4号を参照）、参

用可能になる指定、拡張、および批准

加国の総数は37になります。モロッコは

する国の原簿へのディープリンクについ

このサービスに参加する2番目の批准

て、さらに情報を提供し続けます。

国です。
マルタとモロッコで批准された欧州特許
に関するリーガルステータス情報は、”

Federated Register に参加している

Legal status” お よ び ”Federated

各特許庁は、ディープリンクサービスを介

register”パネルビュー内で 1 クリック

してどの文書にアクセスできるかを定義し

するだけで利用できます。

ています。 参加している特許庁のリスト
とそれらが提供するデータの範囲は以下
で入手可能です。
epo.org/searching-forpatents/legal/register/docume
ntation/ data-coverage.html
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ESPACENET

Espacenetの新しいフィルタコンセプトの紹介
EPOの新しいEspacenet（現在ベータ版で利用可能）を試してみると、検索結果をフィルタリングするための
機能があることに気付くでしょう。この記事では、あなたの検索と最も関連性の高い特許文献の特定を助ける
フィルタリング機能について詳しく見ていきます。
フィルタリング機能は、いくつかのカテゴ
リで利用可能です。この記事ではそれ

電池分野における、Robert BOSCH GmbHの共同出願人は誰？ ますが、ブール論理は暗黙的に実

装されています。さまざまなカテゴリの

ぞれのカテゴリについて、日付の範囲

フィルタが AND 演算子と組み合わ

から順に説明します。

されています。フィルタを「出願人」に
設定すると、その出願人の特許公

日付範囲

報で最も頻繁に出現する分類記

日付範囲のフィルタリングは、発明の

号を確認することができます。たとえ

優先日より前に公開された先行技術

ば、2 社の競合他社の技術プロファ

にのみ関心がある無効検索の場合に

イルを比較することもできます。フィル

役立ちます。公報発行日のフィルタリ

タカテゴリ内では、論理演算子

ングにより、先行技術文献として使用

AND と OR から選択できます。たと

できないすべての文献を取り除くことが

えば、特定の基準のいずれかを満た

できます 1。

す 特 許文 献を 得 るた めに 複数 の
IPC 分類を選択した場合は、ブー

国と言語

ル演算子 OR が適用されます。

特定の国の特許保護に関心がある
場合は、その国の特許のみを表示す

IPC 記号を選択してフィルタを適用

るようにフィルタを適用できます。ただ

すると、表示された結果には、指定

し、EPO または PCT ルートによる国

した IPC 記号が付与された文献が

際出願について検討する必要がある

表示されます。フィルタ機能は、その

かを確認する必要があります。同様

文献に付与されている他の分類記

に、特定の言語に限定して検索し、

号の統計的評価も表示します。こ

統 計 関 数 を 使 用 し て 、 「 Patent
Translate」の利用が必要な文書数
を確認できます。

最も頻繁に使用されている
CPC分類は何？

出願人および発明者

れは、特定の出願人または特定の

出願人および発明者によるフィルタ

技術分野における多数の IPC 記

は、最も重要なプレイヤーを表示しま

号を分析するための非常に便利な

す。このリストをアルファベット順に並

機能です。同様に、出願人または

IPC および CPC 分類

べ替え、特別な検索機能を使用す

発明者のフィルタを使用することがで

Espacenet のフィルタリング機能は、

ると、ユーザーは同じグループの企業

き、システムは共同出願人または共

頻度カウントを提供し、特定の検索に

のスペル表記の変形や実体を確認

同発明者の統計的概要を表示し

最も一致する分類記号を確認するこ

することができます。

ます。これは、特許網を調査するの

とができます。分類記号をアルファベッ

に役立ちます。

ト順にソートすることで、隣接する分

ブール演算子

類記号が付与された類似の発明を

一見したところ、フィルタ関数にブール

含めることもできます。メイングループレ

演算子は含まれていないように見え

ベルでの完全な IPC または CPC に
よる 2 つのレベルのフィルタリングは、よ
り広い技術分野から特許を選択する
ことを可能にします。これにより、最近
の公報で最も頻繁に発行されている
代替技術、または他の分野の技術が
明らかになり、新しい技術の動向を見
つけるのに役立ちます。
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ユーザーサポート
ファミリーおよび公報レベル

年間20,000件のＥメール

ファミリーレベルと公報レベルのフィルタリ

EPO の特許情報ユーザーサポートチ

ングはより高度なコンセプトです。

ームは、EPO の特許情報製品及びサ

Espacenet での検索は、最初は公

ービスを利用するユーザーの主な連絡

報レベルで行われます。シンプルパテン

先です。EPO チームは、可能な限り

トファミリーのメンバーはすべて統合さ

最高のサービスをユーザーに提供し、

れ、結果リストにはファミリーごとに 1 つ

すべての製品及びサービスにおいてユ

の結果が表示されます。文献表示で

ーザーの体験を標準化することを目指

は、必要に応じてデータベース内のパテ

しています。2018 年はチームにとって

ントファミリーのすべての公報を表示でき

忙しい一年でした。

各製品・サービス別投稿の割合
2%

1%

3% 3%

1%

6%

26%

7%

ます。
8%

顧客関係管理(CRM)ツールを介し
公報レベルのフィルタリングは、多くの場

て、受信された顧客からの 1,820 件

合最も直接的なアプローチです。たとえ

の問い合わせのうち､94%の問い合わ

ば、国内出願または EPO への出願を

せについて 16 営業時間以内に正常

選択することによって、ターゲットとなる

に対応しました。EPO の製品及びサー

市場に関連する文献を表示できます。

ビスサポートチームは、2018 年に合

公報レベルである国を除外しても、他

計 22,216 通のＥメールをユーザーに

の国においてパテントファミリーのメンバ

送信しました。これらのメッセージの大

ーを検索できます。ファミリーレベルのフィ

半は､Espacenet 及びオープンパテン

ルタリングでは、ファミリーレベルですべて

トサービス(OPS)に関するもので、技

のドイツ出願を除外することにより、少

術的問題またはデータ・ドキュメンテー

なくとも 1 つのドイツのファミリーメンバー

ション問題のいずれかとして扱われまし

を持つすべてのパテントファミリーが除外

た。

22%
21%

● オープンパテントサービス(OPS)

● Espacenet

● ヨーロッパ特許登録簿

● 特許情報問題

● アジア特許情報

● グローバルパテントインデックス(GPI)

● PATSTAT

● ニュースデータ
● その他

● 特許情報トレーニング
● ヨーロッパ刊行物サーバー

されます。
「Patent Information Matters fo
ファミリーレベルのフィルタリングにも、言

rum」は、ユーザーに変更事項の通

語、発行日、そして、少なくとも 1 つの

知、ヒント及びコツの伝え、イベント及

メンバーが指定された日付範囲を満た

び出版物の宣伝に積極的に使用され

すファミリーを含めたい場合のフィルタリ

ました。2018 年には 2 つの新しいフォ

ングがあります。

ーラムがつくられました。１つはリンクト・
オープン・EP データ用のフォーラムで、

フィルタ機能を試して、新しい

もう一つは新しい Espacenet ベータ

Espacenet の「フィードバック」リンクを

版用のフォーラムでした。2018 年に

利用してフィードバックを送信してくださ

は､310 件の新しい投稿スレッドが作

い：epo.org/espacenet-beta

成され､219,862 回閲覧されました
(ユーザーが自発的に投稿を開く際に
一回の閲覧としてカウントされます)｡

1) EPC 54(3)に規定されている例外に注意してください。

－株式会社ワイゼル訳－

2018 年には､2,600 人以上のエン

数日以内に すべて のウ ェブ セミナ ー

す。Espacenet や欧州特許登録簿

ドユーザーが特許情報製品及びサー

は、E ラーニングプラットフォーム 1 に登

(European Patent Register) な ど

ビスに関する 53 回のウェブセミナーに

録及び公開されます。登録されたセッ

の EPO の主要な製品については、英

参加しました。ライブセッションの終了

ションの中で提供された情報が最新

語、フランス語およびドイツ語のヘルプビ

後、ユーザーは特許情報トレーニング

かつ正確であれば、それらはそのまま

デオが利用可能です。統合データベース

フォーラムから該ウェブセミナーのパワー

Ｅラーニングプラットフォームに保存さ

(Federated Register)や共通引用

ポイントのプレゼンテーション資料をダウ

れます。ユーザーをこれらのツールに習

文

ンロードすることができます。さらに、セミ

熟させるために、新しい映像が作成さ

Document)などの製品内のツールにつ

ナーの録画映像が利用可能になり次

れました。これらの映像は EPO のＥ

いては、英語、フランス語およびドイツ語

第、このフォーラムを通じ直ちにユーザ

ラ ー ニ ン グ プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 及 び その

字幕付きビデオが提供されています。

ーにもお知らせする予定です。

YouTube チェンネルで利用可能で

献

(Common

Citation

1) https://e-courses.epo.org/course/view.php?id=47
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分類

2019年1月1日からのIPCの変更
新バージョンの国際特許分類（IPC)体系が､2019年1月1日に発効しました。

分類記号の変更についての全詳細
は、WIPO のウェブサイト(wipo.int/

実質的に変更されたＩＰＣサブクラス・メイングループ

classifications/ipc /ipcpub)の
公開プラットフォーム(IPCPUB 7)か
らご覧いただけます。

記号

A41D 31/00

まれています。ドロップダウンのバージョ
ンメニューを開くには､“2019.01”をク
リックしてください。
IPC の 2019 年バージョンのページ
にアクセスしたら､“Compilation(編

変更の影響を受ける主題

外着用に特に適した材料

重金属を含む医薬品製剤

の公開を開始しました。これらの変

B29C 48/00

押出成形

B32B 7/00

層間の関係を特徴とする積層体
車両内で動力供給する電気的推進
大型容器の漏洩指示装置

対しては、段階的な再分類が実施

B50L 50/00
B65D 90/50
C02F 11/12
C12G 3/00
F02M 37/22
F15B 21/00

脱水、乾燥、濃縮による汚泥の処理
他のアルコール飲料の調製
内燃機関に特に適合または配置した液体燃料を浄化する装置

F24F 1/00

語版は、左の欄からお選びいただけま

G01M 13/00

機械部品の試験

す。

G01N 33/20

金属の調査または分析
蓄電池または電池の電気的状態を試験、測定または監視する

G01R 31/36

“Compilation”タブをクリックする
と、下記のコード別に分類された変更

G02F 1/00

Ｄ–削除
伴う)変更
Ｌ–この言語バージョンでの変更は

G06F 1/32
G06N 10/00
G06N 20/00
G07D 11/00

ないが､IPC の他の言語バージョンで

G10C 3/00

は変更あり

G16B

Ｍ–範囲の変更がない(すなわち､
再分類を伴わない)変更
Ｎ–新設

更により影響を受ける以前の公報に
される予定です。ユーザーは、以前
のバージョンの分類記号を使った検
索をさらに行うことで、IPC検索を補
完することが望まれます。USPTOと
ともに、EPOでは､2019年の前半
に、共通特許分類(CPC)体系を新
しいIPCに合わせるように努める予定
です｡

ための装置
独立の光源から到達する光の強度，色，位相，偏光または
方向の制御のための装置または配置

点が表形式で表示されます。
Ｃ–範囲の変更を伴う(再分類を

ジョンのIPCで分類付与された公報

５〜１１のアミノ酸をもつペプチドを含む医薬品製剤

流体アクチュエータ系の一般的特徴
空気調和のためのルームユニット

集)”タブをクリックしてください。フランス

EPOは､2019年1月1日より新バー

A61K 38/08

の分類体系 IPC 2018.01 とそれ
以前のすべてのバージョンがさらに含

れたIPCサブクラス・メイングループが
表示されます。

A61K 33/24

このフラットフォームには、旧バージョン

この表では、実質的な変更が行わ

データ処理に電力節約のための手段
量子コンピュータ
機械学習
コインを受け入れる装置；有価紙葉の処理を行う装置
ピアノ，ハープシコード，スピネットまたは類似のものの細部または付属品

G16C

バイオインフォマティクス
計算理論化学；ケモインフォマティクス；計算材料
科学

G16Z

他に分類されない，特定の応用分野に特に適合した
情報通信技術

Ｔ–再分類の分類記号
Ｕ–変更はないが、編集の可読性
を向上させるために表示される
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量子技術

量子技術分野の特許活動に関するEPOの調査
2018 年 10 月 29 日､30 日、

することは、その定義について専門家

大陸別で見ると、特許公開について

この調査は、相互に引用している特許

ウィーン

の間に意見の相違があり、非常に困

は、アジアでは中国政府研究機関が

出願によって実証されているように、国

欧州連合(EU)は、2018 年 10 月

難です。

最も注目されています。欧州では、フ

際的な影響の証拠も示しています。1

ランス政府の研究がこの分野をリード

つの重要な例は、アメリカ、イギリスと

29 日～30 日にオーストリアのウィーン
で開かれた欧州委員会において、EU

この特許調査は、量子計測およびセ

しており、産業的な面ではアメリカが最

日本の多国籍企業、そしてヨーロッ

理事会の議長国であるオーストリアの

ンシング(QMS)に限定し、重力、回

も活発です。

パ、オーストラリア及びアメリカの大学を

後援の下、10 億ユーロの「量子技術

転、及び加速センシング(QGRA)、

(QT)フラッグシッププログラム」を開始し

磁場センシング(QMag)、量子イメ

上記の 5 つのサブカテゴリへの特許出

ました。

ージング(QIm)、化学的検出(QCh

願の内訳にですが、QGRA に関して

結論

em)、及び時間測定(QTime)の５

は特許出願人のトップが中国政府、

QMS に関する特許活動は増加する

つのサブカテゴリからなりました。

研究機関及び大学であることが明ら

傾向にあります。この分析の予備的結

かになっています。QTime について

果は、特許出願の大部分が QGRA

今後 10 年にわたり、該プログラムは、
量子技術の革新を支援するために資

含む特許引用の集合体です。

金を提供し、量子技術を研究室から

この調査により、2000 年から 2017

は、出願者のトップは日本で、QMag

と QChem にあることを示唆していま

市場へと 進出でき るよ うする予定で

年の間に世界中で公開された関連

については、アメリカが最も多く出願し

す。特許出願人は 1 つの技術分野の

す。

特許出願の発明数が 2000%増加

ています。QChem については、中国

みで活躍する傾向があります。QMS

したことが明らかになりました。しかし、

の大学が最先端に立っており、QIm

に 関する公開された 特許の大部分

量子技術特許活動分析

第 2 世代の量子技術はまだ登場し

については、ドイツがトップになっていま

は、中国(中国国家知的財産局)、ア

特許出願は、研究成果の商業化の

たばかりなので、上記データセット全

す。

メリカ(アメリカ合衆国特許商標庁)及

一つの指標となります。EPO は、この

体において、シンプルパテントファミリー

発表イベントで量子技術に関するグロ

に基づいて、約 600 件の特許出願

2010 年以降公開された特許出願

ーバル特許活動調査を発表しました。

に記載された 400 件以下の発明が

において、最も注目されている技術は

ありました。

QChem と QGRA です。

量子技術」に限定しました。「第 2 世

国の地理的位置から見ると、公開さ

EPO の分析により、二つ以上の機構

世界中で密接に協力し合っていること

代の量子技術」とは、実用的で産業と

れた特許出願の上位 3 カ国は、件

による共同特許出願に示されるよう

も明らかになっています。

関連があり、商業的に実現可能な目

数の降順で中国、米国、欧州(EPO

に、協同ネットワークが明らかになりま

的で、量子もつれ及び重ね合わせなど

加盟国及び 5 つの第 3 国と定義さ

した。フランスの大学 2 校、フランスの

の現象を含む量子レベルでの物理系

れています)になります。日本は第 4

研究機関 2 カ所、日本、フランスの

の操作と定義できます。しかし、第 1

位で、欧州の中で先頭はイギリスで、

関連会社とカナダの 1 校が、共同で

世代と第 2 世代の量子技術を分離

フランス及びドイツという順でした。カ

大量の特許を出願しました。

EPO は、分析の対象を「第 2 世代の

び欧州(欧州特許庁)からのもので
す。
研究開発は独立して行われているの
ではなく、公的部門及び民間部門が

ナダと韓国はトップ 10 に入りました。

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
2019年1月～3月

■ 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－

EP-A 公報
EP-A1
EP-A2
EP-A1 + A2の合計

2019年の
週平均

2019年の
1月-3月の合計

2018年から
の変化

1,662
64
1, 726

21,609
833
22,442

6.8%
9.0%

A1+A2の合計に占めるEP-A1の割合
EP-A3

EP-B公報
EP-B1+B2

54
2,491

96.3%
696
32,384
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アジアからの特許情報

アジアからの特許ニュース
中国専利法改正草案を公表し、意見を募集
中華人民共和国全国人民代表大会常務委員会によって改正された中国専利
法改正草案が、パブリックコメントを募集するために、2019 年 1 月 4 日に公表さ
れました。提案された改正案の主な目的は、専利権保護の強化、イノベーション
の促進及び法的枠組みの充実化です。
提案された改正点は以下のとおりです。
－専利権侵害事件に対する損害賠償金額の増加
罰金の最低額を 10 万元(13,000 ユーロ)、最高額を 500 万元(650,000
ユーロ)に引き上げ
－専利権侵害行為を適時に阻止しなかったオンラインサービス提供者の責任の
明確化
－「信義誠実の原則」の導入

https://esearch.ipd.gov.hk/nis-pos-view/pt#/quicksearch

－革新的医薬品の専利権存続期間延長システムの導入
香港が新しい特許検索システムを開始

－職務発明の奨励措置

－CNIPA による公共情報システム構築の強化及び専利情報基礎データの提供 公式なお知らせによると、香港知的財産局(HKIPD)は､2019 年 2 月 14 日
－国及び地方公共団体による公共専利サービスの強化、専利の伝達及び利用 に新たな統合 IT システム(NIS)を開始しました。商標、特許及び意匠原簿の
の促進

IPD オンライン検索システム、電子ファイリングシステム及び内部電子処理シス

－専利オープンライセンスシステムの導入

テムに代わり、この新しいシステムが採用されます。

－意匠出願について 6 ヶ月の国内優先権期間の導入
－発明、実用新案の優先権書類の副本を提出する期間の延長

新しい B2B 電子ファイリングシステムも NIS と同時に開始されます。詳細は、

－意匠権の存続期間を 15 年に延長

以下の公式なお知らせをご覧ください：
www.ipd.gov.hk/eng/whats_new/news/nis_notice.htm

詳細は、全国人民代表大会の中国語の公式サイト（www.npc.gov.cn/npc
/flcazqyj/2019-01/04/content_2070155.htm）をご覧ください。

オンラインチュートリアルも利用可能です：
www.ipd.gov.hk/eng/whats_new/news/NIS/User_Training_on

ロシア特許庁(Rospatent)が特許取得済医薬品登録簿の開始を計画

_New_Online_Search_System.pdf

ロシア特許庁(Rospatent)は、最近特許取得済医薬製品に関する特別な統
一型登録簿を作成する計画を発表しました。この特別な登録簿はロシア保健・ NIS はこちらからアクセスしてください：https://esearch.ipd.gov.hk/nis-p
os-view/

社会開発省と共同で作成されます。

登録簿には、有効成分に関連する医薬用途特許取得済発明のデータが含まれ ミャンマーが商標法、工業意匠法を可決
ます。また、関連特許番号、有効期間に関する情報及び特許権者に関する情 ミャンマーでは、2019 年 1 月 30 日に新しい商標法及び工業意匠法が成立
報も記録されます。これらのデータは、特許権者の要請及びロシア特許庁(Rosp しました。新しいな商標法及び意匠法は 2019 年 3 月 11 日に発効しまし
た。

atent)の検証後に、登録簿に追加されます。

全文は、こちらのサイトをご覧ください：http://en.gaidarforum.ru/news/r 新しい商標法では、ミャンマーでの先使用または所有を立証する必要のない先
ospatent-suggests-creating-a-special-register-of-drugs-to-prote 願主義の制度を導入します。同法は、悪意のある商標の「不法占有」に対する
商用権者の対抗力を改善させ、権利侵害事件における罰則を強化していま

ct-the-intellectual-property-rights-/

す。同法は、出願の実体審査、異議申立、無効審判、取消訴訟をさらに導入
します。
新たに設立された知的財産裁判所はすべての知的財産権紛争を処理します。
商標法と工業意匠法に加えて、ミャンマーで他の知的財産法案も近く成立する
見通しです。
ミャンマーにおける最近の知財状況については、ミャンマータイムズ(Myanmar T
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imes)の記事(www.mmtimes.com/news/trademark-law-and-i

及びその他の詳細については、上記の規定に記載されています。登録された訴

ndustrial-design-law-enacted.html）をご覧ください。

訟当事者は、中国審判フロー情報公開ネット（中国語のみ）https://splc
gk.court.gov.cn/gzfwww/を利用し、訴訟文書及び判決を検索すること

中国における新たな知的財産権法廷

ができます。

2018 年 12 月 27 日に公表された公式規定(www.court.gov.cn/zix
un-xiangqing-137481.html)に基づき、中華人民共和国最高人民法
院(SPC)は､2019 年 1 月 1 日に北京に知的財産権法廷を設立しまし
た。
上記規定によると、知的財産権法廷は、重大な技術的問題に関する民事
訴訟及び行政訴訟の第一審判決に対する上訴を管轄します。該法廷は、
第一審において重大かつ複雑な全国規模の民事事件または行政事件も担
当します。
新たな知的財産権法廷に上訴可能な知的財産権の類型のさらなる情報、

更に多くのアジアニュースをご覧になりたい方は、EPOのウェブサイト、
epo.org/asiaセクションをご覧ください。

イベント

Photos: Alexander Müller

East meets westフォーラム
2019年4月11日､12日、ウィーン、オーストリア

EPO の East meets west 年次フォーラムは 2 日間のイベントであり、参加

「East meets west」は、ポスターセッション及び主催者のプレゼンテーションを

者を支援することを目的としています：

介してアジアの特許情報市場の最新動向に追いつく機会を提供します。フォー

－アジア及びその他の地域で増加する特許データを効率的に検索

ラムを通じて、特許庁、代理機関、学術研究機関、産業関係者の代表者との

－知財関連法令の改正をモニターリング

一対一の討論と交流を行う余地も十分にあるでしょう。

フォーラムは貴重な洞察を提供します。

今年のプログラム及び詳細は、epo.org/emw をご覧ください。昨年のイベント

－中国における知的財産権裁判所の最近の改善

に関する情報は 2018 年 2 月の Patent Information News をご参照くだ

－アセアン加盟国からのデータの検出

さい。

－認証国－カンボジア、モルドバ、モロッコ、チュニジア
ご質問などございましたら、asiainfo@epo.org までお問い合わせください。
今年のイベントには、EPO と他の機関の専門家が主催するワークショップを参
加者に提供するという新しい形式があり、彼らの実際経験を参加者と共有し
ます。
ユーザーは、自分の質問やフィードバックを持ってセッションに招待されるか、又
は単に新たなトピックについてさらに学ぶ機会を利用してセッションに参加しま
す。

－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
epo.org/forums
特許情報ヘルプデスク
patentinformation@epo.org

予定を空けておいてください！
EPO特許情報会議2019
EPO 特許情報会議は、今秋、仕事

会議の全プログラムと登録方法に関

で特許データを扱う人のための場にな

する情報は、2019 年 6 月にご利

るでしょう。2019 年 10 月 29 日

用になれます。

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

コースがあります）に、ルーマニアのブカ

epo.org/pi-conference にアクセ

レストで行われます。

スし、このイベントについてのＥメール

©Marcus Lindstrom@iStock

~31 日(10 月 28 日､31 日に研修

アラートの登録をしてください。
EPO 特許情報会議 2019 は、ルー
マニア特許庁(OSIM)と協力しこのイ
ベントを計画しています。

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)
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）

PATLIBサミット

発行情報

2019年5月6日､7日、ポルト、ポルトガル

発行者：Richard

PATLIB サミットでは、欧州におけるイノベ
ーションサポートに関する専門家を集め

The PATLIB

て、欧州特許情報センターPATLIB ネッ

Summit

トワークの新しい戦略を策定します。

6-7 May 2019
Porto, Portugal

編集者： D. Shalloe
寄稿者: Nigel Clarke,
Roland

Feinäugle,

Kämmer,
Patrick

PATLIB サミットは、2019 年 5 月 6 日

Sonia
Le

Christine

Kaufmann,

Gonidec,

Lisa

McDonald, Nuria Nine,

と 7 日にポルトガルのポルトで開催されま

Yolanda Sánchez García,

す。ご参加は招待のみに限られています。

Johannes Schaaf, Christian
Soltmann

さらなる情報は、epo.org/patlib をご覧

デザイン： Atelier 59

ください。

Patent Information
News

誰がリンクト・オーブン・ＥＰ
データを利用するのか？
EPO は、リンクト・オーブン・EP データをどう

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

使用されているのか、または他のデータセッ
トとどう統合されるのかを究明するため、リン

1030 Vienna, Austria

クト・オーブン・EP データの現在及び潜在

Tel.: +43 1 52126 0

ユーザーからの連絡を呼びかけています。
あなたの考えや経験を共有したい場合、
pim@epo.org にご連絡ください。

epo.org/linked-data

EspacenetとINPADOCは登録商標です。
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