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＜ブラジル INPI＞ 

 グリーンパテントのためのパイロットプログラムの拡張 (2014 年 4 月 15 日) 

 このプログラムは、地球規模の気候変動の解決に寄与することを目指し、環境関連技術の特許出

願の審査迅速化を図るもので、2012 年 4 月 17 日に開示。今回は、決議第 2014/131 により適用

対象の拡張がなされた。 

 

プログラムの主な拡張内容： 

・PCT 出願も対象とする。 

・本更新の公開から 500 件の申請が受付された日又は 2015 年 4 月 16 日のどちらか先になる日 

で終了する。 
 

※グリーンパテント申請様式、その他詳細については、発明推進協会作成・発行の「外国産業財産権管理

マニュアル」サイト（ユーザー専用）にて掲載中。 

   

  INPI 決議全文 (ポルトガル語)：http://www.inpi.gov.br/images/docs/resol131_3a_fase_pv_rpi2260.pdf 

 
 

＜ドイツ DPMA＞ 

 改正特許法が施行 (2014 年 4 月 1 日) 

 2013 年 10 月 19 日の特許法及びその他産業財産権保護分野の法律の改正が、10 月 24 日の連邦法公報で公

布され、2014 年 4 月 1 日に、その大部分が施行となった。 

 

主な改正点は以下の通り： 

・外国語出願 

 英語或いはフランス語の特許出願に限り翻訳文提出期限は、出願日から 12 ヶ月（但し、優先日から 15

ヶ月以内）に延長。この期間に提出されない場合は、出願の取下げとみなされる。 

 

・ドイツ特許法の 43 条に関する調査 

 サーチレポートには、出願案件に関する特許性の予備的評価までを含む。これは、出願人に出願を進めて

いくか否かの判断基準を与えるためである。一方、これにより、サーチレポートを作成する DPMA 側は仕事

が増えることになるため、調査料金を 250 ユーロから 300 ユーロに値上げする。また、第三者の調査請求

権利については廃止する。 

 

・異議申立 

 異議申立期間は、特許付与公告後 3 ヶ月から 9 ヶ月に延長。 

 

本資料は、発明推進協会が、諸外国の知的財産庁等の情報を要約したものです。 

情報の内容につきましては正確を期すように努めておりますが、正確性を保証するものではありません。本情報の利

用の結果発生するいかなる不利益に対しましてもその責任を負いませんので予めご了承願います。 
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・追加特許 

 追加特許の付与は、原出願の出願日或いは優先日が 2014 年 4 月 1 日より前であり、18 ヶ月過ぎていない

場合に限る。それ以外の追加特許請求は不可能となる。 

 

※この改正に基づき、発明推進協会作成・発行の「外国産業財産権管理マニュアル」サイト（ユーザー専用）

も内容を近日更新予定。 

   

  紹介記事全文 (英語)： http://www.dpma.de/english/service/patentrechtsnovelle/index.html 

 
 

＜ユーラシア EAPO＞  

 2013 年版年報発行 (2014 年 4 月 24 日) 
 2013 年のユーラシア特許庁への出願数は 3,435 件で、1996 年の創設から 2013 年まで、累計 36,638

件の出願数となった。特許登録数は、昨年から 2.6%増加して、1,581 件である。 

また、出願数の内 60%は、電子出願によるものである。電子出願には、ADEPT システムを利用す

る方法とEAPO-ONLINEを利用する方法の2通りあったが、ADEPTシステムはサービス停止となり、

より機能的な EAPO-ONLINE が現在利用できる。 

EAPO とそのメンバー国の知財庁の審査官の情報支援の一環として、400 万件以上の特許明細書や

図面が、特許情報検索システム(EAPATIS)にアップロードされた。2013 年には、93 万 2 千回以上、

審査官らによって利用された。 

   

  紹介記事全文 (英語・ロシア語併記)：http://www.eapo.org/pdf/home/report/eapo_2013.pdf 

 
 

＜カナダ CIPO＞  

 特許情報が PATENTSCOPE で検索可能に (2014 年 5 月 6 日) 

 カナダの特許書類が WIPO の PATENTSCOPE で検索可能となり、知財関連書類に含まれるイノベー

ション関連の知識を、簡単に利用できるようになった。 

CIPO は、カナダのイノベーターが戦略的ツールとして、知財情報を利用する機会を増やすことに

力を入れている。（CIPO のビジネス戦略 2012-2017） 

   

  紹介記事全文 (英語)： http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr03777.html 

 
 
＜アメリカ USPTO＞  

 商標の電子出願手数料減額に関する提案を告示 (2014 年 5 月 9 日) 

 米国特許商標庁は、新たな商標出願料金の減額と多くの規則の変更についての提案を告示した。

提案には、商標オンライン出願システム（TEAS）に関して、TEAS Plus による出願料金及び TEAS

による登録更新料金の減額に加え、新たな手数料減額についても含まれている。 

告示の前に、USPTO はパブリックコメントを募集しており、商品や役務の制限なく減額を希望す

るコメントが圧倒的に多く寄せられた。 

 

提案では、以下のような減額案が示された。 
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・出願人が USPTO との E メールによる連絡を認め、オンラインで手続きを進めることに同意する

場合、通常の TEAS での出願は、USD 50 減額される。（USD 325⇒USD 275） 

・TEAS Plus による出願の場合も 50US ドル減額となる。 

（USD 275⇒USD 225/ 1 区分） 

・TEAS による登録更新料金は、USD 100 減額となる。（USD 400⇒USD 300/1 区分） 

 

一方、紙での出願や更新の手数料は変更されない。 

   

  紹介記事全文 (英語)： http://www.uspto.gov/news/pr/2014/14-15.jsp 

 
 
＜インド CGPDTM＞  

 商標出願から登録の過程と取扱い状況が分かる「Dynamic Trademark Utility」

の運用開始 (2014 年 5 月 20 日) 
 商標の出願から登録までの各過程における現在及び指定期間の出願数と取扱い状況が分かるデー

タベースの運用を開始した。 

以下の過程を指定すると、その過程の流れと各支局における取扱い件数及び取扱い状況が分かる

仕組み。 

・新規出願 

・審査前、審査中、審査後 

・ヒアリング中 

・公開後・異議申立受付期間、異議申立処理中 

・登録中、登録後、等 

   

  紹介記事全文 (英語)：http://ipindiaonline.gov.in/progress/stockandflow.aspx  

 
 
＜欧州 EPO＞  

 EPO と SIPO のグローバル・ドシエサービス開始 (2014 年 6 月 5 日) 
 European Patent Register（EPO の特許審査書類閲覧オンライン・サービス）で、特定の特許庁が

公開しているパテントファミリーについての包袋の閲覧が可能となる。この新たなサービスであ

る「グローバル・ドシエ」が、欧州特許庁(EPO)と中国国家知識産権局(SIPO)により開始された。

SIPO に 2010 年 2 月 10 日以降に出願された案件が、入手可能となる。 

（利用方法については、下記アドレス参照） 

   

  紹介記事全文 (英語)：http://www.epo.org/searching/free/register/20140605.html 

 
* * *

 


