これまで EPIDOS ニュ
ースは
ースは 50 巻発行され
発行され
ました。
ました。
EPO の特許情報サービスを掲
載するために、「EPIDOS」 * の
名称が選ばれたのは、ちょうど
1992 年 の は じ め 頃 で し た 。
EPO のウィーン支庁はこの第１
回の発刊を記念いたしました。

その時は、特許情報ユーザにとっ
て定期的ニュースレターを発刊する
絶好の時でした。こうして EPIDOS ニ
ュースは生まれ、第 1 回のニュースレ
ターの中で、私たちは、「EPIDOS ニュ
ースは、仕事上特許情報を必要とす
る人達、或いは、文書処理専門家や
特許代理店、そのほか、エンジニア、
サーチャー、デザイナーを対象とす
る 」 と 記載し まし た 。また 、この時、
EPO 特許情報の裏方で働く人達の素
顔も紹介しましたが、その多くの人は、
EPO の外郭団体からの派遣や、アル
バイトの方々で、ちょっと皺の多さが
目立ちました。

1994 年夏における第 10 号 EPIDOS
ニュースでは、電子化時代に突入し、
これからは、e-mail での問い合わせ
が可能となったことをお知らせしまし
た。この時の一時的なアドレスは、
n1epogzp@ibmmail.com でしたが、幸
運にも、このアドレスは、すぐに意味
のあるアドレスに変更することが出来
ました。
1997 年のはじめに発行した第 21 号
では、ヨーロッパの弁護士を検索可
能なデータベースを含む新しい EPO
ホームページを紹介し、その年の終
わりには、ヨーロッパパテントレジスタ
に特化した意見を受け取り、情報を
発信しました。そして、1998 年に発行
された第 27 号の EPIDOS ニュースで
は、この年の早い時期から英語版、ド
イツ語版、フランス語版の 3 言語によ
る新 esp@cenet のサービス開始を
大々的に報じました。
1999 年には、ESPACE CD-ROM の
10 周年記念を、2000 年には、EPO の
刊行物に、50,000 頁にも及ぶ第１回
の「100 万の出願」を報告したと、そし
て 2001 年には、esp@cenet に、1836
年の US 特許の 1 番から遡って収録し
ました、と EPIDOS ニュースで報じまし
た。

こ うした年月を経て、EPIDOS ニュー
スは、INPADOC が成長し、発展して
きたのと同じように、ほとんど全ての
発刊号の中でユーザ達の方向の礎と
なるように、新しい国、新しいデータ
に関する記事を盛り込み提供してま
いりました。また、日本特許情報も最
新のデータを入手するようにしてまい
りましたし、それを EPO ウェブサイト
にアップロードして参りました。最後に、
われわれは、EPO の外部、国内特許
事務所、商用製品を作るためにわれ
われのデータベースを利用している
企業、そしてわれわれのユーザから
寄せられる投稿にも労を惜しまず耳
を傾けるようにしてまいりました。
今から思えば、第１号の EPIDOS ニ
ュースが発行されて 12 年と半月が過
ぎました。この間、いろいろなことが
変貌して参りましたが、ただ一つ変わ
らないのは、EPIDOS ニュースのため
のターゲット集団であります。特許情
報や一般的な革新の最前線にいる
人達に定期的で有用な情報を提供す
ることこそ、まさにわれわれのゴール
であります。そして、20,000 部数を下
回る発行部数で、将来、このゴール
に到達することができると確信してい
ます。

＊EPIDOS は、”European Patent
Information and Documentation
System”の頭文字を取った意味
と、”performance”を意味するギリシャ
語”epidosis”に近い言葉です。

ＩＰＣ改訂
ＩＰＣ改訂に
改訂に関するＱ＆Ａ
するＱ＆Ａ
2006 年に新しい国際特許分類（IPC）システムの導入
が開始されるに当たり、EPIDOS ニュースでも、最も注
目を浴びている事柄として、その IPC 改訂をより詳しく
説明した定期的記事を取り扱っていきたいと思いま
す。この号では、改訂の裏側に潜む原理に焦点を当
て、しばしば問い合わせのあった質問の中から 3 つの
質問にお答えしようと思います。

どうして、
どうして、IPC はコア（
コア（基本）
基本）レベル
と ア ドバンスト（
ドバンスト （ 高度）
高度 ） レベルに
レベル に 区
分されるのですか？
されるのですか？
小さな特許事務所、或いは臨時サー
チャーといったあるユーザにとって、
現行 IPC は、70,000 個もエントリーが
あり、そしてあまりにも詳しすぎるくら
い細かく区分されているため、検索コ
ードを探す時に、正確な分類付与、
或いは分類を同定することが出来ま
せん。さほど多くない国内情報を分類
するためには、詳細な分類システム
は必要なく、また、情報を管理するの
に不必要に複雑化する必要もありま
せん。この解決策としては、絶対に必
要なものとして 20,000 個程度の改定
「コアレベル」を設ければよいのです。
そして、大規模ユーザ共同体にたい
して普遍で、そして信頼の置けるもの
であればよいのです。すべてのドキュ
メントは少なくともこのコアレベル分類
を持つことになるでしょう。
一方、大きな事務所や経験のある
サーチャーにとって、現行の IPC は十
分細かいとは言えません。それよりも、
彼らはより多くの分類を包含し簡単に
拡張でき、新しい技術展開に迅速に
採用可能なシステムを欲しています。
「アドバンストレベル」は、この要求を
満たすものであり、3 ヶ月おきにアップ
デートされます。これは年を追うごと
に相当多くなることを意味しています。
アドバンストレベルはコアレベルの上
位集合体です。これは、すべてのコア
レベルグループからなり、たくさんの
きめ細かな下層から成っています。
PCT 書類のすべてのドキュメントには、
アドバンストレベルの IPC に加え、ア
ドバンストレベルから由来

アドバンストレベルが
アドバンストレベル が 改定される
改定 される
ときに何
ときに何が起こるのか？
こるのか？3 ヶ月ご
とにサーチプロフィール
とに サーチプロフィールを
サーチプロフィール を 更新す
更新 す
る必要があるのか
必要があるのか？
があるのか？
するコアレベル IPC が付されることに
なるでしょう。
IPC のアドバンストレベルは、3 ヶ月
毎に改訂されますが、その変更は、１
つか 2，3 の技術分野に制限されます
し、改訂の必要な箇所が生じた場合
には、それが実行される前に、十分
な期間として 3 ヶ月間公開されます。

アドバンストレベル IPC の基本構想；
イエローバックグランド上のグループ
は、アドバンストレベルユーザのみで
あり、コアレベルには現れません。
分類基本構想の改定に続いて、未
処理分を含むすべてのドキュメントに
分類付与されます。これは、すべて
のドキュメントを検索可能にする検索
戦略をより簡単にすることを意味し、
以前の IPC 版の分類記号を使って古
い資料を検索する必要性を排除する
ものです。
ある検索タイプに対しては、アドバ
ンストレベルの代わりにコアレベルを
使った方が良い場合もあります。

コアレベルは 3 年毎しか変更されず、
たとえその時が来ても、新しい技術の
みが追加されるのみであるため、コア
レベルに基づく検索戦略は、頻繁に
合わせる必要はありません。

分類原理
分類原理は
原理は変わりますか？
わりますか？
過去においては、登録特許のみを発
行してきたほとんどの知的所有権庁
の分類付与者達は、その当時におい
ては適切であるとして、特許文書のク
レイムに焦点を当てていました。
しかしながら、現在では、審査以前に
ほとんどの庁では特許出願を公開し
ています。これは、公開時のクレイム
の内容が、調査時点で検索しようとし
ているものにとって、かならずしも本
来の発明性、あるいはすべての構成
要素に反映されていないためです。
再構築された IPC において、特許庁
は、クレイムの内容のみならず、例え
ば、詳細な説明、実施例、図面中に
他の重要で可能性のある発明的観
点があればそれにも分類付与するよ
う提唱しています。そのような全ての

特徴に対して「発明情報」として分類
付与されます。
ドキュメント中の他のより重要でな
い内容にも、現行の IPC にあるように
ある意味で検索の対象の価値はあり
ます。
今まで、「発明情報」と「付加情報」
の違いは単に印刷されたドキュメント
(“//”記号で分離されていた)上で目
に見える物として存在していましたが、
これからは、データベースの中にも反
映され、より正確な調査が可能となる
ことでしょう。

特許システム
を一般に、そし
て、特に特許
情報の利用を
促進する上
で、ヨーロッパ
で直面してい
る 主 な 仕事 の
一つに、特許
について人々
の一般知識を
改善すること
があります。

ヨーロッパ特許庁のウィーン支庁で
は、この目的のために入門コースを
開講しました。このコースは、まれな
ケースとして、特許文書が全ての人
に利用可能で、自由に入手可能な技
術に関する価値ある情報であること
の通達を受け取る前に、あらゆる先
入観を取り去ることからスタートしな
ければならないときがあります。

これらのコースを通して明らかになった事
は、参加者が、特許情報が何をあなたに
伝えたいのかをこんなにも気が付かずに
いることです。特許情報には、その分野で
の企業の活動や特許製品の品質情報が
隠され、企業調査戦略を分析する格好の
ツールであることに気が付いていません。
特許情報は、単に技術情報のみではな
く、等しく重要な経済的側面を持っていま
す。企業の知的財産製品の価値は、ます
ます企業それ自体の価値の秤として利用
されようになるでしょう。特定分野での企
業による特許出願と特許グループの設立
との間の相互関係を明らかにする可視化
ツールが開発されつつあります。このよう
な状況下では、彼らは特定分野での企業
戦略について価値のない情報を提供する
ようになるでしょう。
もちろん、これらのツールを使って、最
初の分析を行い、そこから得られた結果
を基にして描かれる結論は、データ素材
に関して正確で、詳細な知識を持つ熟練
者によって検証されなければならないと、

特許統計が
特許統計が議題となる
議題となる
利用可能な特許データの本当の
数を知ることは大変重要です。こ
こ何年もの間、世界中のほとんど
の熱狂的数字マニア達は、特許
情報を使ってその統計的結果を
配信しようと試みましたが挫折に
終わっていました。
より強力で、世界中でより身近にな
ったコンピュータを使って、特許情報
を入力し新しい利用分野を開拓する
ようになりました。
かつて、いろいろな分析方法を行っ
ても目に見えなかった動向が特許で
表せるとは誰しも思いませんでした。
問題は、そのデータの複雑さ、最終
的には、その膨大なデータ量にあり
ました。何社かの商用企業は、膨大
な特許データを分析する技術を開発
し、ハイテクなグラフソリューションを
使って結果を可視化しました。その中
に、MicroPatent の Aureka system と
Thomson の Delphion の二つがありま
す。

特許を越えて、インターネットのた
めのサーチエンジン開発者達は、ま
た、結果として現れる洪水のような量
の情報に対し、その検索結果を目視
する新しい方法が必要であると気づ
いていました。二つのウェブサイト；
www.vivisimo.com と www.mooter.com
は、検索結果を可視化するために、
“クラスタ化”を使ったフリーサーチを
提供しています。
これら全ての状況に平行して、
OECD は特許をマクロな経済的観点
から見てきました。彼らは、特許を、
“各国、地域そして企業の発明性の
ある行為、並びに革新プロセスの原
動力の他の視点“を認識させてくれる
“革新を表す重要な指針である”と見
てきました。世界の最先端特許庁と
協調して仕事を行ってきて分かったこ
とは、OECD が、データベースと方法
論を含む特許のための国際的な統
計的基盤を形成することに注力して
いることです。この分野での OECD の
活 動 情 報 は 、 www.oecd.org
（“Statistics”をクリックし、“Science,

気が付くことが重要なことでありま
す。
もし、特許情報スペシャリストが
自分の専門知識を他のスペシャリ
スト、例えば、経済学者や統計学
者に利用可能にすることが出来れ
ば、2，3 年後には、もっとユーザフ
レンドリーなツールがお目見えす
るでしょう。OECD による、この分
野でのひとつの興味のあるイニシ
ャティブが、この刊行物の記事の
中で、タイトル「特許統計が議題と
なる」と題して掲載されています。

Ｗｏｌｆｇａｎｇ Pilch
特許情報主席長官談

Technology And Patents”を見てくだ
さい）で見ることができます。彼らは、
いろいろな技術インジケータと“特許
統計の概要編”（ウェブ上で入手可
能）を発行するために特許庁データを
既に利用しています。
2003 年の 9 月に、WIPO と OECD が
共同で、特許分野の統計に関するジ
ョイントワークショップを開催し、そこ
で、次の表題の刊行物が発行されま
した。
・特許統計における技術状況
・パテントファミリー
・技術分野による特許
・企業による特許
・特許出願の予測
詳しくは OECD のウェブサイトをご
覧ください。
ワークショップは、USPTO、JPO、
EPO のメンバーからなる特許統計専
門調査員により開始されました。ワー
クショップの一つの結果として、専門
委員は、他のこと以上に“worldwide
database”に賞賛を贈りました。
これは、確かに目を見張る進歩で
す。そして、EPIDOS ニュースは、この
件に関する将来の貢献について記事
にしていこうと考えています。

EPO における最新版の特許出願件数
EPIDOS ニュースの定期掲載欄の“出
版物コーナ”で、読者のために EPO
刊行物に関する統計や一般情報を
掲載しています。

オンラインヨーロッパパテントレジスタ－WebRegMT
WebRegMT （ Web Register
Reg
Monitoring Tool）は、オンライン
ヨーロッパパテントレジスタの
ための EPO の新しい無料アラ
ートサービス（追跡サービス）で
す。
WebRegMT を利用するためには、す
べからく、システムにヨーロッパ特許
公報のリストあるいは出願番号を入
力し、そして、待ちます！すると、EPO
は、自動的に所定の工程を毎日行い、
いかなる変更に対しても、その番号を
チェックし、あなたにその結果をお知
らせいたします。
顧客は、提供したリスト中の特許出
願の中で一つでも記録に変化が生じ
た場合には、その都度、電子メール
にてアラート結果を受け取ります。そ
して、電子メール中のハイパーリンク
をクリックすることで、オンラインヨー
ロッパパテントレジスタエントリに直接
アクセスし、そこで、生じた変更を見
ることが出来ます。

PATLIB2004、
PATLIB2004、ビラモウラ、
ビラモウラ、ポルトガル
ヨーロッパ特許庁
とその特許情報
センタのための
今 年 度 の
PATLIB2004 年次
会議は、5 月 19
日～21 日にポル
トガルのビラモウ
ラで開催されまし
た。
ポルトガル特許庁(INPI)協賛のもとで組
織されたこの年次会議は、“あなたの
能力を利益に還元”をスローガンにし
て、テーマである“PATLIB 専門技術の
市場化”を紹介しました。PATLIB 共同
体における EPO 協力政策のインパクト
に関する壇上の議論は、いくつかの刊
行物を挙げて、ヨーロッパの特許情報
センタにとって、それらの刊行物は最も
重要であると指摘したことです。

新しい展示コンセプトは、同国内
特許庁やその招待ゲスト、例え
ば、PATLIB の方々やこの分野の
商用的運営者を共に誘う結果とな
りました。
このイベントのためにビラモウラ
に足を運んでくれ 320 人あまりの
参加者、並びに、180 人ほどの地
方の代表者が、彼らのニーズに仕
立てられた特別セミナーに参加し
てくださいました。
PATLIB2004 ウェブサイトには更
なる情報が含まれていると共に、
実施されたプレゼンテーションのコ
ピーがダウンロード可能になって
います。詳しくは、
http://www.european-patent-offic
e.org/epidos/conf/patlib2004/
をご覧ください。
PATLIB2004 の議事録は、すぐに
CD-ROM 上で発行されますので、
patlib_team@epo.org までご注文く
ださい。

ところで、電子メールでアラートを受
領したくない場合には、自分自身で、
www.epoline.org から epoline® の
MY.epoline 内を、オンラインで検索し、
更新をチェックすることが出来ます。
発生した変更は、オンラインヨーロッ
パパテントレジスタにリンクされてスク
リーン上に表示されます。
現在 100 ケースほど、一度にモニタ
ーすることができます。
WebRegMT に 登 録 す る 場 合 は 、
my.epoline.org にアクセスし、そこで指
示に従って入力してください。
オンラインヨーロッパパテントレジスタ
自身急成長し続けています。ひとえ
に、無料であり、他の入手可能な場
所以上に EPO を通過した特許出願
書類に関してより詳しい情報が得ら
れます。チャートは、2004 年における
ユーザの数を示し、急激に減少して
いる部分は、休日を表しています。
オンラインヨーロッパパテントレジス
タと WebRegMT のより詳しい情報は、
epoline@epo.org または、
www.epoline.org の epoline®をご覧く
ださい。

ＥＰＯ、バーチャル教室を開講する。

机を離れずに特許情報コース
特許情報コースへの
コースへの参加
への参加が
参加が可能
このＥＰＯの新しい“バーチャル教室”
プロジェクトは、新しいレベルに関す
る知識の習得というスタンスを取って
います。したがいまして、生徒の方々
は、来校される渡航費はいっさい掛
けずに生きたトレーニングコースが受
けられます。参加者全員の方々がし
なければならないのは、ただオフィス
や家のコンピュータの前に座っていた
だき、頭にヘッドホンを付けていただ
くだけです。

巡業中の
巡業中の esp@cenet®
esp@cenet®
2003 年の EPO の特許情報研究報告では、
60％の企業が特許情報を利用していない
ことが報告されました。
あなた方の視点から見ると、この図は、極
端に失望するか、あるいは鮮烈なチャレ
ンジ意欲を涌き立てられるかのいずれか
るでしょう。私たちの調査でも、企業は、イ
ンターネットから配布される情報を欲しが
っているし、esp@cenet®は、唯一の最も
ポピュラーな特許情報源であることを報
告しています。 esp@cenet® 推進チーム
の方々はチャレンジが大好きで、厄介な
60％の企業は、牛の目から見た闘牛士
のマントのようなものであります。
したがって、私たちは、特許情報を公にす
ることを決定しました。その方法としては、
シリーズ化した esp@cenet®ロードショウ
を行い、esp@cenet®を一般に知らしめ、
そして、 esp@cenet® 体験談を手渡すこ
とにしました。一日ワークショップの形で
行われるロードショウは、簡単にセットで
き、そして簡単に公に知らしめることがで
きるため、メンバー国の至るところで実施
されることでしょう。
2004 年の第１回のワークショップは、5 月
に、ウェールズのニューポートで開催され
ました。その目的は、特許情報の出願、
ならびに esp@cenet®の使い方を R+D と
SME セクタの皆さんにデモンストレーショ
ンすることでした。

シンプルなソフト媒体からソフトを
参加者の皆さんのコンピュータに
イン ストールし て いた だ き 、そ の
後、その媒体を引き抜くだけの簡
単な操作で、他の特別な技術は必
要ありません。
パイロットバーチャル教室セミナ
ー“esp@cenet®導入編”が、ウィー
ン支庁の EPO トレーナーと世界中
からログインしている参加者との
間で、3 月 30 日に開講されました。
多くは EPO メンバー国ではありま
したが、他に USA、台湾、インドの
方々も参加されましたが、彼らは、
早めに起きた方、遅くまで起きてい
た方などいろいろでした。
使用したシステムのインターネッ
トを通して、そして、サウンド、ビデ
オ、MS パワーポイントや、オンスク
リーン質疑応答ウインドウなどの
いろいろな手段を駆使して、互い
のコミュニケーションが図られ、

UK 特許庁は、親切にもホスト役を買って
出たばかりか場所の提供もしてくれまし
た。
聴衆は、コンサルタント、特許事務所、学
生、R+D スタッフ、技術支援スタッフでした。
そして、たくさんの UK 特許庁スタッフの
方々が、オブサーバとして参列してくれま
した。
ロードショウは、大変好評に終わりました。
プレゼンテーション後、手渡しの課題、用
意されたケーススタディ、そして、検索に
関する問題点を各自持ち帰ってもらいま
した。その返事の中でいくつかのコメント
をいただきましたのでここでいくつか紹介
いたします。
・私が知りたかったことです。
・大変良いコースです。
・完璧でした。
・全体を通しておもしろかった。
・自信がついた／よく分かった。
今年イギリスでセミナーイベントに対する
企業デーがあります。
プラスのフィードバックは、私たちにとって、
このプログラムを他のメンバー国に継続
させ、そして広めることへの励みとなりま
す。
もし、 esp@cenet® ロードショウの開催
をご希望の際には、ウィーン EPO の Lisa
McDonald か Nigel Clarke にご連絡くださ
い。
Imcdonald@epo.org
nclarke@epo.org

また、トレーナーは、あるウインドウ
を開き、その場所でインターネットサ
ーチのデモンストレーションを行いま
した。
参加者は、互いに自己紹介などを
して対話形式でコミュニケーションを
取ったり、電子メッセージを送ったり
互いに親睦を深めました。
このパイロット教室でのおもしろさ
は想像以上で、参加することができ
た 人 た ち は み なさ ん 感 銘を 受 け ら
れ、次の開催を楽しみにしていると
胸を躍らせていました。この試験的
な試みの成功を受けて、EPO では、
年末までにもう一度開催することを
計画しています。
EPO のこのバーチャル教室セミナー
についてのより詳しい情報は、
training.vienna@epo.org にメールして
いただくか、または、
www.european.patent-office.org/epi
dos/training/webbased_training/でご
覧ください。

esp@cenet®
®プロモーション推進
esp@cenet
プロモーション推進
EPO 特許情報調査報告書は、SME、
大学、新しいメンバー国の間で特に
認知度を高める esp@cenet®推進が
いかに重要であるかを物語っていま
した。
esp@cenet® プロモーション活動の
新時代の幕開けのために、メンバー
国からエキスパートを呼び集め、EPO
がイニシャティブを取って、5 月 13 日
の水曜日を特別な esp@cenet®デー
と制定しました。
17 メンバー国からの代表者達は、
ウィーンを訪れ、esp@cenet®バージョ
ン 3 の技術的バックグランドと、それ
に平行するバーチャル教室、
esp@cenet®支援 e-ラーニングプロジ
ェクト開発についての議論に参加しま
した。その日は、メンバー国と共に、
esp@cenet® の推進的なマーケティン
グキャンペーンに関する EPO の計画
概要に終止しました。
EPO は、今後、esp@cenet®のプロ
モーションに関し、定常的なミーティン
グを国内庁で行う計画です。

ESPACE／
ESPACE／MIMOSA
ウィーン EPO のワークショップにて
ワークショップにて

多くの EPOＯメンバー国の国内特許
庁の代表者達は、2004 年 5 月 14 日、
ウィーンの EPO に一同に集まり、技
術的なミーティングとワークショップに
参加する機会を持ちました。
ワークショップでは次の 4 つの事柄
に焦点が当てられました。
・MIMOSA 仕様の電子出版物
・特許庁とその刊行物活動に対する
XML とその意味
・IPC の改訂が、EPO や他のメンバー
国でどのように利用されるのか
・ESPACE® ACCESS-EPC

参加者の多くは彼ら自身 MIMOSA 技
術による ESPACE®シリーズを生産し
ています。そういった参加者の方々
は、そこで、XML データと、MIMOSA
開発環境が GTI 新バージョン（過去
の EPIDOS ニュース版の GTI バージョ
ン 5 の記事をご覧ください）に移行す
ることが、いかに特許庁やその情報
ユーザにとってエキサイティングな可
能性を持っているのかを聞かされま
した。
2006 年の IPC 改訂計画は、特許庁は
もちろん情報ユーザにとって広範囲
な影響を持っています。
国内特許庁は、IPC 改訂版について
経験と構想の実行を、実際の詳細な
レベルで変更することが出来ました。
このような変更は、いろいろな刊行物
や ESPACE®製品のための準備作業
が 2006 年度版 IPC 導入にちょうど良
く間に合わせることが出来ることを暗
示しています。
EPO は、ACCESS-Europe に取って代
わる新しいプロトタイプの製品を提供
しました。それは、EPO 全面出資で、
そして ESPACE® ACCESS EPC とし
て周知のものであり、可能な限り多く
の EPO メンバー国の書誌的事項を含
むように期待されました。また、ユー
ザに、国内 ESPACE®情報にリンクし
て、基本的な情報とともに簡単なツー
ルで容易にアクセス出来るように期
待されました。
いくつかの新しい電子刊行物(速報
と EP-A,B ドキュメント)のプロトタイプ
の特別試供品が、EPO が紙文書をな
くす方向に話題をシフトさせるやいな
や、予告もなく発行されました。

PATOLIS-e は、日本の工業所有権
情報の PATOLIS データに英語でアク
セスできるインターフェースです。この
インターフェースは、PRIME（“patent
retrieval in a multi-lingual
environment”）と呼ぶ複雑な機械翻
訳技術を駆使したものであり、日本語
の分からない人達のデータアクセス
を可能にしています。
PATOLIS PRIME の翻訳特徴は、オ
リジナルの日本の特許及び実用新案
文書の中を検索するフリーテキスト検

ESPACE®速報は、全てのヨーロッパ
出願及び登録特許に関する書誌的
事項が全検索可能であり、また、法
的状況情報が全検索可能であること
から、ユーザにとって役に立つ情報
源であると喜ばれています。今まで、
規則 51（特許を付与すべき旨）に準
拠する通信に関する情報は、一度だ
け、公開された登録特許に追加され
るのみでしたが、EPO の技術的基盤
においていくつかの有意義な変更が
あったことに起因して、現在、この重
要で利用価値のある情報はコード化
されるのと同時に含まれるようになり
ました。この結果、ESPACE®速報ユ
ーザは、以前よりも早く目的のドキュ
メントを同定することが可能となりまし
た。新しい情報を書き込んだディスク
と共に、ESPACE®速報購読者に、詳
しい取扱説明書が配布されます。こ
の取扱説明書の中には、特許を付与
すべき旨の情報が更新されたドキュ
メントを、効率よく検索する方法が説
明されています。この変更は、７月発
行物から実行される計画です。
ESPACE®速報についての詳しい情
報は、
http://www.european-patent-office.o
rg/patinfopro/cdrom/bluesheets/epo
/espace_bulletin_bluesheet.shtml を
ご覧いただくか、または
cdhelp@epo.org までご連絡ください。

新しい漢字
しい漢字エミュレータ
漢字エミュレータ

日本のニュース

PATOLISPATOLIS-e、1983 年まで遡
まで遡ってフ
ってフ
ルテキスト調査範囲
ルテキスト調査範囲を
調査範囲を拡大

ESPACE®
ESPACE® 速報－
速報 － 規則 51
の情報

索用の英語キーワードを自動で翻訳
することです。
最初は、1993 年から現在までの未審
査ドキュメントと 1986 年から現在まで
の審査請求されたドキュメントのみで
したが、今では、いずれのドキュメント
に対しても 1983 年から現在までフル
テキスト検索が可能となりました。
フリーPATOLIS
フリー PATOLISPATOLIS-e トライアルユーザ
ID とパスワード
PATOLIS-e のフルテキスト検索機
能をご自身で体験してみませんか？
フリーID とパスワードをご希望の方は、
jpinfo@epo.org の EPO 日本特許情報
チームまで e-mail でご連絡ください。

2004 年 1 月 30 日、PATOLIS データ
ベースは X.25 での接続を中止し、そ
れによって、EPO でこれまで利用して
きました周知の漢字端末エミュレータ
ソフトウェアが利用できなくなりました。
しかし、EPO は英語で PATOLIS-Web
検索の結果を表示、翻訳する他のソ
リューションを利用すると報じました。
プロトタイプは既に開発され、現在
EPO 内でテスト段階にあります。今後
の段階で、PATOLIS-Web 加入者に
ベータ版（試作）をリリースすることに
なるでしょう。

多くの人を多くの時間
くの時間満足
時間満足させ
満足させ
ること
3 月に開催された二つの重要なミー
ティングは、ヨーロッパの公の場所
に特許情報サービスを提供しようと
している特許庁職員の場合、特に
そうであるように、“あなたは常に全
ての人々を喜ばすことは出来ない”
という古いことわざを立証しました。

SACEPO/PDI 小委員会ミーティング
は、数人からなるヨーロッパで有数の
特許情報ユーザのための年間行事
であり、そこでの意見は EPO に報告
されます。“SACEPO”は EPO が出来
る前の“Standing Advisory
Committee”を表し、“/”の後の“PDI”
は特許文書及び情報発行物を研究
するために委託された特別な小委員
会です。2004 年度のミーティングは 3
月 24 日に、ウィーンで開催されまし
た。
SACEPO/PDI の代表者達は、最近
の特許情報ニーズに関する EPO 調
査を議論しました。そして、大学にお
ける特許認識にターゲットをおくこと
が、早い年齢で、次世代を掴むことに
つながり、強いては、後に工業におい
て成功をもたらす、という一つの結論
に達しました。

Jacques Michel 氏 IPI 賞を受賞す
受賞す
る。
前 EPO 副庁官の Jacques Michel 氏
は、世界特許情報への功績が認めら
れ、2004 年度の権威ある国際特許情
報(IPI)賞を受賞されました。
この賞の式典は 2004 年 3 月 8 日、
リスボンで行われました。
Jacques Michel は、EPO の副庁官
を 15 年歴任後、2002 年 10 月末を持
って第一線を退かれました。彼の在
職期間中、特許庁内外で、特許検索
方法において、ドラマティックな変革
がありました。それは、彼のリーダー
シップのもと、EPO は 170,000,000 頁
にもおよぶドキュメントのスキャンを
決定し、審査官のために、EPOQUE
検索クエリシステムを開発させました。
更に、USPTO、JPO との三局同盟の
を強力な関係を育成しました。

技術面において、IPC 改訂は議題
のトップに挙げられました。そこで感
じたことは、今は、自己満足の時では
ないということでした。ユーザ、EPO、
そして全ての商用データベースプロ
バイダーは、2006 年の初頭に来る変
更の備えを開始しなければなりませ
ん。
ミーティングの間、とかく話題に上っ
たのが esp@cenet®サービスでした。
そして、代表者達は、廃棄された
esp@cenet®内の制限を頁単位で見
たり、印刷したりすることが重要であ
ると思いつつ EPO を後にしました。代
表者の一人は、一般的な心情を、“人
為的制限は、ターゲットグループ（小
グループ）が阻害されようと、賢者で
あれば困難を克服するための道をき
っと切り開くことだろう”とまとめました。
彼らは、EPO 調査報告書に盛り込む
非特許引用文献を容易に検索出来
るように、収集した非特許文献の書
誌的事項をコンピュータにロードする
EPO の計画を歓迎しました。それは
また、ユーザにとって、EPO が分類分
けした検索資料の特許文献と非特許
文献のいずれにもアクセスすることが
出来ることを意味します。
１週間後、EPO は、商用特許情報
サービスプロバイダー協会である
PatCom グループと会いました。この
分野で最も有名な企業には、
MicroPatent、Chemical Abstracts、

IPI 賞の国際選出部門の議長である
Ian Sinclair 氏は、Jacques Michel 氏
について、こう言及しました。“彼は、
EPO のような主要な特許庁の義務で
あると信じつつ、特許情報の普及に、
より進歩的なアプローチで望み、その
結果として、esp@cenet®の Jacques
バージョンを再現した。そして、EPO
内で、情報普及政策の変革を推進し、
今日ある esp@cenet®のようなサービ
スを確立した。”
プレゼンテーションに続く彼の弁の
中で、Jacques Michel 氏はこう述べま
した。私は特許情報の最近の歴史と
現在の状況の中を探訪しました。そし
て、私は、今後の方法を厳しい目で
見て、素直な気持ちで、特許庁の役
割と情報会社と切羽詰まった商用プ
ロバイダーの役割との間の難しい均
衡さに感謝しました。また、彼は、

STN/FIZ-Karlsruhe、ＩＮＣＯＭ、
Minesoft、Questel-Orbit、RWS グル
ープ、Thomson Derwent、Univentio
があります。ほんの一週間ほど前に
表明された SACEPO/PDI での見解と
は対照的に、PatCom 代表者達は、
esp@cenet®に関する EPO の計画に
ついて、特に、非特許文献の書誌的
事項データをロードする点に、いくつ
か難色を見せました。
これら二つのミーティングで、均衡
の取れた特許情報サービスを提供す
ることにおいて、EPO が直面している
困難さのイラストが提供され、そして、
みなさんに常に喜んでいただけるの
はオープンダイアログを通してのみで
あることが示されました。
EPO と PatCom の定例ミーティング
は、早い段階で商用オペレータに
EPO 計画を理解させることができまし
た。3 月のミーティングでは、2004 年
の 9 月に、IPC 改訂と XML への変更
準備のための特許情報製品を得る
べく共同事業を行うことが決定されま
した。

“商用ベンダーにより提供されるサー
ビスは、まだ制限されすぎていて、現
在の情報技術により提供される全て
の可能性を生かしていない。．．．そ
れは、もたらされる付加価値は、新鮮
さ、あるいは深いインデキシング以上
に、より良いソフトウェアと共により多
くのものを創出するからである。”と言
及いたしました。
EPO に密接に関係した人物が IPI
賞を受賞するのは、今回で２回目で
す。最初は、2002 年、現在、ウィーン
EPO 特許支庁の長官をされています
Wolfgang Pilch 氏で、INPADOC デー
タベースの構築に対する彼の功績に
対してでした。
IPI 賞に関する詳しい情報は、
www.patentinformationaward.com で
ご覧ください。

2004 年度 EPIDOS 年次会議の
年次会議の
草案プログラム
草案プログラム、
、
現在入手可
プログラム
能！

epoline®
epoline
®年次会議
2004 年 11 月 2323-24 日、ｻﾞﾙﾂﾌﾞ
ﾙﾂﾌﾞﾙｸﾞ
ﾙｸﾞ

今年の epoline®年次会議は、2004 年
の 11 月 23 日と 24 日、オーストリアの
ザルツブルグで開催されます。詳しい
情報は、epoline®ウェブ上でまもなく
ご覧になれます。

使われなくなった国
われなくなった国コード
（SU,CS,DD…
SU,CS,DD…）は？
あるユーザからの質問に、なぜ存在
していない、例えば、ソビエト連邦、チ
ェコスロバキア、東ドイツのような２文
字国コードを存続させているのか、と
ありました。この答えは簡単で、これ
らの国々からのドキュメントは、永久
に従来技術の一部として残り、それら
を引用する時に常に国コードが必要
となるためです。それ故、INPADOC
や esp@cenet®においても、いまだ、
例えば、“SU”、“CS”、“DD”ドキュメ
ントを見ることが出来ます。そして、新
しく作られた国コードを選択するとき
には、このことを念頭に置きながら行
う、それが重要なことなのです。－
EPIDOS ニュースの Serbia
Montenegro 記事をご覧ください。

極東国、
極東国、ウィーン西部
ウィーン西部で
西部で会議
極東にある日本並びに他の国からの
特許情報に焦点を集めた EPO 年次
会議が、2004 年 11 月 25 と 26 日に
開催されます。この会議のプログラム
は、現在、
http://www.european-patent-office.o
rg/epidos/conf/jpinfo/2004/でご覧
になれます。

ＩＰＧ ガゼット
何年もの間、EPO は、INPADOC デー
タの変更に主眼を置いた IPG ガゼット
と PRS ニュースレターを発刊し続けて
きました。その IPG ガゼットは、2004
年を期に、模様替えされ、PRG ニュー
スレターの中に一緒に掲載されること
になりました。詳しい情報は、
http://www.european-patent-office.o
rg/inpadoc/news/index.htm をご覧く
ださい。

EPIDOS 年次会議 2004 のプログラム
は、
www.european-patent-office.org/epi
dos/conf/eac2004/ の会議ウェブ上
で入手可能です。
この年のプレゼン
テーションは、ヨー
ロッパ特許情報の
要となる出来事か
ら、IPC 改訂、XML
形式データへの変
更、および
esp@cenet®サービ
スと INPADOC デー
タベースの開発が予定されていま
す。
EPIDOS 年次会議は、2004 年 10 月
25-27 日、プラハのヒルトンホテルで
開催されます。
注意！
注意！プラハにあるホテルの部屋
は、この会議期間中すでに大量に予
約されていますので、出来るだけ早く、
会議ウェブサイトの部屋予約システ
ムを使って、部屋を予約しておくこと
をお勧めします。

※この EPIDOS News の英文による原文は、ヨーロッパ特許庁により発行されたものです。また、ヨーロッパ特許庁のご好意によりこ
の発行物の日本語訳が許可されたものです。従って、本掲載文に関する著作権は、ヨーロッパ特許と株式会社ワイゼルにありますので、
許可なく無断で利用することを禁じます。
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