esp@cenet で全文公報がダウンロ
ード可能になることが、年次会議で
発表される。
Alain Pompidou,
EPO 所長

esp@cenet で全文公報

がダウンロードできるよう
になったことを紹介する
ために、 EPO が選んだ
会場は、今年の 10 月
25-27 日にかけてプラハ
で開催された 2004 年の
EPIDOS 年次会議でし
た。
esp@cenet は、1998 年の開始
以来、ドキュメント検索を、一頁毎
に行なうことを基本にしてきたた
め、長年にわたって多くの批判を
伴う人工的制限がありました。プ
ラハの会議で、EPO 副長官であ
る curt Edfｊäll 氏は、残りの技術
的問題が解決したらすぐに、

Heinz Zourek, 副長官、
DE エンタープライズ、

ヨーロッパ委員会
Wolfgang Pilch,

特許情報 主席長官、
Heike Bahrmann,

中央政府印刷
頁毎のダウンロードを全文公報ダ
ウンロードに、一回のマウスクリック
で変更可能にすると明言しました。
全文公報ダウンロード機能は、こ
の年の会議における議題の広範な
トピックスのひとつであり、500 人の
参加者と、全ての特許情報業界を
カバーする 43 人の発表者を魅了し
ました。

ページ 2 に続く

ページ 1 からの続編

ヨーロッパ刊行物サーバ：
オンラインでヨーロッパ特
許ドキュメントを提供しま
す。

下の表は、会議で取り上げられ
た主な議題をリストしたものです。
EPIDOS ニュースは、来たるべき
号でこれらの全容をお伝えする
つもりです。
トピックス

概要

esp@cenet の全文ダ
ウンロード化
esp@cenet の新しい
リリース

esp@cenet における頁毎の特許文献へのアクセスは、2005
年の中頃までに全文アクセスに様変わりします。
esp@cenet の新しいリリース版には、EPO データベースに蓄
積されている非特許文献の書誌的事項、オリジナル文書に対
する新「拡大」機能、そして、最も重要な esp@cenet アシスタン
トが含まれています（下記参照）。
新しい esp@cenet アシスタントは、esp@cenet データベース
と、全ての主要な esp@cenet 関数のためのコンテキスト指定
モジュールにオンラインガイドを提供しています。
IPC 改訂（2006.1.1 に延期された）は、特許情報に携わってい
る全ての人たちに影響を与える膨大なプロジェクトです。
EPIDOS ニュースは、この話題を、2005 年からずっと定期的な
記事として採り上げてきました。
OPS は、自分自身のインターフェースを開発しようと思ってい
るユーザに、EPO データへの直接アクセスを提供します。
児童のために設けた UK 特許庁の「THINK kit」は、大成功を収
めています。EPO においては、five2twelve チームが、汎ヨーロ
ッパレベルで、工業所有権を若者達にもたらす方法を見つけ出
そうとしています。
まもなく導入される WIPO のＳＴ.36 は、XML フォーマットを使
用しているデータ処理に全く新しいアプローチをもたらすことで
しょう。そして、全てのデータベース提供者及びホストは、これ
らの変更に対応せざる終えなくなります。
新しい EPO 特許情報ウェブサイトが、2004 年 10 月 25 日にオ
ープンしました。(patentinfo.european-patent-office.org)
EPO の日本特許情報サービスは、高い評価を得ています。中
国特許情報に対しても同じようなサービスが実施されることが
正式に決定しました。続いて、韓国も後に続くことが期待されて
います。また、代表者達は、ロシアのサービスも設けてほしいと
EPO に嘆願しました。
2005 年 1 月から、ヨーロッパ特許ドキュメントは、ヨーロッパ刊
行物サーバ上で入手することが可能となります。そこでは、ドキ
ュメント毎を基礎にした全文ダウンロード機能及びその他の特
徴が提供されます。ヨーロッパ刊行物サーバは、下記のアドレ
スからアクセスしてください。
publications.european.patent-office.org
2003 年以降の発展によって、熟練ユーザは、EPO データの品
質が最高であること、したがって EPO は、他の特許組織内の
品質向上に関与すべきである、と主張し続けています。

esp@cenet アシスタ
ント
IPC 改訂

OPS
工業所有権を若者に
もたらすこと

XML

新 EPO 特許情報ウェ
ブサイト
東南アジア ／東ヨー
ロッパ

ペーパレスオフィス

品質

プレゼンテーション、主なスピーチ、
討論フォーラムからの報告、および
他の情報は、全て下記会議ウェブ
サイトで入手できます。
http://www.european-patent-offec
e.org/epidos/conf/eac2004/

次年度の会議は、ハンガリー特許
庁の招待で、2005 年 11 月 8-10 日、
ブダペストで開催予定です。

2005 年 1 月 1 日、ヨーロッパ特許
庁は、ヨーロッパ刊行物サーバを導
入し、すべての EPO 特許ドキュメン
トに無償でアクセス可能とする新オ
ンラインサービスを提供します。
2005 年春までには、このサービス
がこれまでの紙ベース刊行物に取
って代わることでしょう。そして、こ
の紙ベース刊行物は、生産中止と
なるでしょう。
この新しいサービスのもと、全て
のヨーロッパ特許ドキュメント（特許
出願、登録特許および補正特許）
は、SGML と PDF 形式で入手可能
であり、さらに、後に、XML に変換
可能な SGML 付きで入手できます。
ま た 、 「 Online European Patent
Register 」 と 「 esp@cenet サ ー ビ
ス」へのリンクも提供されています。
光学ディスクと磁気媒体の
ESPACE®シリーズ製品は、引き続
き並行して提供されます。
ヨーロッパ刊行物サーバは、通常
毎水曜日、14:00（ヨーロッパ特許
庁の公式刊行物発刊日時）に更新
されます。
サーバ提供開始持には、2004 年
と 2005 年のデータが利用可能です
が、2004 年以前のデータは所定の
サイクルで追加されます。
ヨーロッパ刊行物サーバは、既に、
設置完了ですので、事前に見たい
という方は、下記のホームページを
ご覧ください。
http://publications.european-pate
nt-office.org

執筆時に、プラ
ハにおける
2004 年度
EPIDOS 会議
は終わりを迎え
ることでしょう。
500 人以上の登
録参加者を迎え
た今年の会議は、全ての記録を塗
り替えました。これに加えて、討論
フォーラム、並びに総会での活発な
討論、そして、全ての皆様が、魅力
的な成功した会議の要因となって
います。
モットー「私たちのサービスは優れて
いる」に忠実であれ！−特許情報主
席長官は、最先端にあるのはユーザ
のニーズであることをプラハで確信し
ました。MIMOSA バージョン 5 を含む
数多くの新しい製品及びサービス、

新しい特許情報ウェブサイト、新しい
esp@cenet 機能、esp@cenet アシ
スタント、EPO の e-leaning プログラ
ムが紹介されました。参加者は、また、
2,3 ヶ月後に発行される、新しい刊行
物サーバ、紙による刊行物の廃止、
esp@cenet における頁毎から全文ド
キュメントダウンロードへの移行を含
む予告編を手にすることができまし
た。
会議で取り上げられた最も有意義
なコメントの一つに、パワーユーザワ
ークショップの議長、Peter Kallas 氏
による言及があります。Kallas 氏によ
る「コミュニケーションは、大部分の刊
行物にとってキーである」との談は、
これまで理解してきたメッセージでも
あります。12 ヶ月後、私たちは、イベ
ント並びにワークショップを実行しま
す。そして、2005 年の最も重要な二
つの事柄、IPC 改訂と XML 導入に関
して郵送でお知らせすることになるで
しょう。

この記事は、チェコ特許庁のスタッ
フに対し感謝の気持ちを表さずに筆
を置くことはできません。また、彼らの
提供及びサポートがなければ会議は
成功を収めなかったと確信していま
す。
ブダペストで開催予定の次年度の
会議を計画する時期がもう来ました。
ハンガリーでお会いできることを期待
しつつ、そこで、12 ヶ月間で成し遂げ
た事柄、将来へのビジョンを紹介した
いと考えています。

SDS−類似性発見サービス
SDS とは何ですか？
今日、世界中で手に入る全ての特許文
書が蓄積されたデータベースは、数百
ギガバイトに相当する数百万ドキュメン
トを蓄積しています。そのようなデータ
ベースに入っているデータは、既に、パ
ブリックドメインであります。しかしパブ
リックが故に、その情報の豊富さに気
づいていない人がたくさんいます。
この結果、相当数のリソースが「工夫
次第で再発明となる事実」を無駄にし
ています。そして、何度も何度も特許出
願をしてはみても、その度に、特許庁に
類似文献を探し出されて、落胆してい
るのが現状です。特許明細書を出願す
る前（出願前調査）に、低コストで簡単
な調査を提供するサービスは、リソー
スの無駄を低減することに寄与できま
す。これこそがＳＤＳ、類似性発見サー
ビスです。
同じ技術概念をカバーする現存する
特許ドキュメントを簡単な方法で調査
し、可能性のある出願を提供すること
は、出願人にとって、更なる調査の必
要性や、特許明細書を出願する前に、
本当に新しいアイデアなのかを早期に

理解させることができます。価格を最小
限に留めながら、SDS は、請求された
発明にたいして「類似」している特許ド
キュメントを探し出します。
EPO 国内特許庁の半数は、多くの企
業、特許弁理士が持ったのと同じよう
に、既にＳＤＳを設置することに興味を
抱いています。入札は実施され、近い
将来、ＳＤＳ開発契約が取り交わされる
ことでしょう。

どのように機能するのでしょうか？
ユーザは、最初に、アイデアまたは発
明に関する技術説明を記載した申請書
を用意します。次に、インターネットを介
して EPO の国内特許庁にその申請書
をメール（もちろん、セキュリティ付き送
信）で送ります。
国内特許庁での形式審査後、申請書
は EPO へ（再度、セキュリティ付き送信
で）転送します。
本当に賢い話は次からです。システ
ムは、自動的に技術説明を読み、そし
て、「理解」した後、そこから技術概念を
抽出し、EPO のデータベースに存在す
る特許ドキュメント中の技術概念と比較
します。

次に、類似性の程度に従ってラン
ク付けされた「類似」ドキュメントの
リ ス ト 結 果を国 内 特 許 庁に 返 送
し、さらに、もとの申請者にその結
果を送ります。

本当に実行可能なのでしょう
か？
これは、重要な質問です。
まず、SDS は、おそらく EPO の
フルテキストのデータベースを利
用した特別なデータベースを必要
とし、定期的な更新が必要となる
でしょう。
第 2 に、生産環境で最も信頼の
おけるシステムのフィールドテスト
を行なった後、マーケットで利用可
能な自然言語分析及び比較が十
分に SDS で利用できるかどうかを
決定するために、予備試験を実行
しなければなりません。
もし、これらを全てクリアすれば、
このタイプのサービスとしては、ユ
ーザに提供できる世界最初のツー
ルとなるでしょう。
詳しくは、plegonidec@epo.org
のPatric Le Gonidec氏まで。

IPC 改訂：
IPC 改訂による検索への影響はどのようなものか?
過去に発行された EPIDOS ニュース
の記事で、2006 年 1 月 1 日に実施を
予定している IPC 改訂の基本的な原
則のアウトラインが紹介されました。
ここでは、私たちは、特許サーチャー
のために、IPC 改訂がもたらす役に
立つ重要な点を 2,3 採り上げることに
します。
■改訂された IPC は、コアとアドバン
ストの 2 つのレベルを持ちますが、サ
ーチを行なうときには、いずれのレベ
ルを利用すべきでしょうか？
インターナショナルなサーチ、例え
ば、全ての主要工業国の先行技術を
検索することを目的としたサーチの場
合には、最新版に従って詳細に分類
され、PCT ミニマムドキュメントを含ん
でいるということから、アドバンストレ
ベルが良いと思われます。国内サー
チ、例えば、特定国のドキュメントを
検索する場合には、通常、コアレベル
で十分と思われます。
いくつかの小特許庁は、コアレベル
のみでドキュメントを分類するでしょう。
もし、アドバンストレベルで分類するこ
とに問題があるようならば、国内サー
チをアドバンストレベルで行なうこと
は可能です。しかしながら、ドキュメン
トが高度でないサーチに対しては、コ
アレベルサーチは、より多くのヒットが
得られること、分類原則において小さ
な変動に敏感でないという理由から、
適当かと考えられます。
広義な技術的分野にサーチを限定
する、例えば、分類とテキストサーチ
を連携する時に、コアレベル分類を
利用するということは、時には良い考
えかもしれません（アドバンストレベ
ルで分類されたドキュメントは、自動
処理を介して対応するコアレベル分
類もまた割り振られていることから、
いずれにしても、自動的に検索される
でしょう）。
たとえ、アドバンストレベルサーチを
行なったとしても、ある国のドキュメン
トは、コアレベルのみで分類されてい
ることから、コアレベルで第 2 のサー
チを行なうことが必要となります。

■IPC が改訂された時、新しい分類
体系に従って、全てのドキュメントが
遅延なく再分類されたかをどのように
確認することができますか？
分類体系への変更は、全てのドキ
ュメントが再分類されるまで導入され
ることはありません。

INPADOC からの
ニュース

■現行の IPC1 版から 7 版の分類は、
IPC8 版分類で書き換えられるのでし
ょうか?
ドキュメントに付与されている「古
い」IPC（1-7 版）分類は、ほとんどの
データベースで別のフィールドの中に
残されます。従って、ユーザは、「新し
い」IPC 記号とは独立してサーチする
ことができます。

フィンランドからのリーガルステータ
スデータ提供が再開されました。
1999 年から 2001 年までのデータが、
システムにロードされ、2004 年の 48
週から利用可能となります。
今回、リーガルステータスには、特
許補完証明書（SPCs）とフィンランド
で許可されたヨーロッパ特許のリーガ
ルステータスも含まれています。

■アドバンストレベルは 3 ヶ月毎に改
訂されます。これにより、3 ヶ月毎に
サーチ戦略を適合させなければなり
ませんか？
WIPO は、サーチャーに、十分な準
備時間を与えるために、全ての IPC
変更を前もって公布するでしょう。3 ヶ
月毎の変更数は、制限されることが
期待されます。そして、IPC 改訂管理
委員は、与えられた分野で、変更は、
そう頻繁に起こらないと考えていま
す。

スロバキアの国内段階に移行した
PCT 出願

■ドキュメントが、過去の IPC 版（1-7
版）で公開され、体系に何ら変更が
無かった場合、新しい、改良された
IPC は、古い IPC と同一なのでしょう
か？
必ずしもそうではありません。2006
年 1 月 1 日以前に発行されたドキュメ
ント用の改良 IPC 分類は、異なる情
報源から導き出されています。それら
のほとんどは、ECLA から来ています
（EPIDOS ニュース 3/2004 参照）。
EPO 審査官は、ドキュメントに付与さ
れた IPC とは別に ECLA で分類しま
す。ドキュメントの「古い」IPC と「新し
い」IPC は異なります。より完璧な分
類を提供する ECLA 分類規則によれ
ば、多くのドキュメントは、「古い」IPC
よりも、多くの「新しい」IPC を持ちま
す。

リーガルステータス提供がフィンラン
ド特許庁で再開されました。

スロバキア共和国に国内移行した
PCT 出願データを 2004/49 週から収
録します。このデータ蓄積期間は、
1994 年 1 月 1 日からです。
香港からのリーガルステータス
2,3 週間以内に、香港からのリーガ
ルステータスが、リーガルステータス
データベースに収録されるでしょう。
そして、全ての標準特許（種別コード
A1 ） と 、 定 め ら れ た 日 付 、 お そ ら く
2004 年 9 月 2 日まで有効な短期間
特許（種別コード A2）は、「有効であ
る」として通知されることでしょう。
また、香港は PCT 出願の国内段階
に移行した情報も提供するでしょう。
詳しいことは下記のアドレスから、
新 IPG ニュースレター03/04 をご覧く
ださい。
http://www.european-patent-office.
org/inpadoc/news/inp/index.htm

esp@cenet®は、ユー
ザニーズに沿うように
進化する
esp@cenet®の新しいバージョンが
前年の 11 月、ルクセンブルグで開催
された EPIDOS 年次会議の開催日
時に合わせて開始されました。プラハ
で開かれた今年の年次会議では、た
くさんの新しい製品が追加されたこと
で、初心者、熟練サーチャーのいず
れのサーチャーにとっても、
esp@cenet®は第 1 級のエントリーレ
ベル特許情報サーチツールとなりま
した。

より、XP ドキュメントを目にするでしょ
う。データベースには百万件の XP ド
キュメントが収録されています。

新しいドキュメント表示画面
適切なAcrobat® ReaderTMのツー
ルバーアイコンをワンクリックすること
で、原稿頁画面の印刷、或いは保存
ができる「マキシマイズ」コマンドの実
行後は、まったくいらいらも、面倒もな
くなりました。また、ナビゲーションボ
ックスを使って、ドキュメントの異なる
セクションにジャンプすることもできま
す。他のAcrobat® ReaderTM機能が
利用できますので、例えば、他のアプ
リケーション（ワードプロセッサ、グラ
フィックアプリケーション等）で見るた
めに、pdfドキュメントの一部分をカッ
ト＆ペーストすることができます。この
開発は、数ヶ月後には実施される全
文ダウンロードに向けた途中段階で
あります（1 頁の記事を参照）。

一般文献

esp@cenet®は、現在、一般文献
（「XP」）ドキュメントの書誌的事項デ
ータにアクセスできます。これらは、
特許ドキュメント以外の科学論文、
URL、または、出版物を表しています。
esp@cenet®ユーザは、審査官引例
として、また、ECLA グループで分類
されたドキュメントとして、或いは、直
接、番号サーチフィールドに既知の
XP ドキュメント番号を入力することに

esp@cenet®アシスタントに聞く
esp@cenet®アシスタントと呼ばれる
文脈依存、オンライン e-learning サ
ービスが開始され、新しいユーザや
現在利用しているユーザのサーチの
手助けを行なっています。彼らは、こ
のサービスにより、esp@cenet®から
もっとも適切な情報を入手します。

新しい esp@cenet®アシスタント
は、次のようなことを手助けします。
■生じた質問に、適切に回答を与え
ること。
■インテリジェントで文脈依存アルゴ
リズムを介して最も適切な学習ユニッ
トを選択すること。
■自分自身のサーチをどのようにす
るかを学習すること。
■探している発明を見つけ出すこと。
■興味があるドキュメントを検索する
こと。
新しいｅｓｐ@cenet®アシスタントは、
■esp@cenet®インターフェース（EP
サーバ）、または直接、次のアドレス
にアクセスすることによりアクセス可
能です。
http://wwweuropean^patent-office.
org/wbt/espacenet/
■英語、フランス語、ドイツ語による
アクセスが可能です。
■無料です。
ご質問や提案がございましたら、
training.vienna@epo.org のRoland
Feinäugleまでご連絡ください。

JPO での新しい体制
2004 年 10 月 1 日をもって、日本特
許庁（JPO）は、その特許情報活動
を NCIPI（独立行政法人工業所有
権情報館）に移行しました。
2001 年 4 月に設立したNCIPIは、
公報閲覧請求と技術移転の推進に
責任を持つ独自の管理機関で、そ
のウェブサイトは、www.ncipi.go.jp
です。今年の 10 月 1 日に組織変更
された後も、NCIPIは、特許情報ユ
ーザのために工業所有権デジタル
ライブラリ（IPDL）の責務を継承し、
データ変更やデータ提供を管理し
ています。IPDLは、日本における
工業所有権情報を無償で提供する
インターネットサービスです。
IPDLの現在のURLは：
www.ipdl.ncipi.go.jpです。

同業者イベント 2005 年：
あなたの質問を EPO エキスパ
ートに！
過去にもあったように、2005 年も、
EPO は多種多様な同業者フェアや
年次総会に代表を送ることでしょう。
その多くは、国内特許庁とコラボレ
ーションし組織された者達です。
バイオテクノロジーとコンピュータ
を使った発明に関して、EU と業界
の間の現在継続中の論議は、
2005 年度のイベントの選択に反映
されます。その時、EPO はセミナー
を公開し、また組織し、更に、色々
なバイオテクノロジーと IT イベント
でプレゼンテーションを行なうことで
しょう。
ここに 2005 年度の上半期用のイ
ベントスケジュールを掲載します。

EPO、アジアでの存在を
強化
EPO は、特命を受けたスタッフのメ
ンバーをバンコクに 3 年間出向させ、
そこで、特許庁と他の機関との二者
間関係の強化を行ないました。
このアジア強化の存在により、
EPOは、EC-ASＥAN知的財産権
協力プログラム（ECAP II）を援助し、
(www.ecap-project.org)、そして、
このプロジェクトは、ヨーロッパ委員
会により資金援助されるでしょう。
ECAP を通して、カンボジア、ベト
ナム、マレーシア、ラオスを含む 9
つの参加 ASEAN 国は、知的財産
権の保護と執行に関して、ヨーロッ
パの専門家を頼ることができように
なります。
オリジナルプログラムである
ECAP I は、工業所有権に注目した
地方セミナーと高レベルなミーティ
ングを組織しました。ECAP II は、こ
れらの活動を、IPR の執行改善と
知的所有権の全ての分野の意識

向上を盛り込む活動を拡大します。
知的財産権の中には、特許、工業
意匠、商標、著作権とそれに関連し
た権利、地理的表示、集積回路の
レイアウトデザイン、非開示情報の
保護、そして執行エリアが含まれて
います。
ECAP II は、また、トレーニング、
技術支援とシステム開発、及び情
報ツール、マテリアルとデータベー
スの提供をカバーします。そして、ミ
ーティングやセミナー、同様に奨学
金、研究奨励金、研究滞在を通して
IP 意識を育てます。
詳しい情報は、バンコクのNiclas
Morey (nmorey@ecap2.net)、ミュ
ンヘンEPOのValentin Mir、あるい
は、www.ecap-project.orgの相談
窓口まで。

新しくなった epoline®の概観と雰囲気
2 年前、一貫性、集大成の強化、
ユーザにやさしい使い易さの改善
を目的として、epoline®オンライン
製品とサービスの設計変更に関す
る相当大がかりな努力がなされまし
た。
この行程の第 1 段階は、ユーザに、
epoline®に関する単一コンタクト点
を提供する全体的な構想を開発す
ることでした。汎用性、ユーザによ
るカスタマイズ可能な環境と異なる
セキュリティレベルが設計のキーポ
イントでした。
第 2 段階は、2003 年に
My.epoline®を導入することでした。
実際、全ての epoline®ウェブサー
ビスを盛り込んだカスタマイズ可能
なインターフェースは、最初のリリー
スでは、単に制限された範囲の製
品、即ち、ワンパスワード保護サー
ビス（WebRegMT-登録モニタリン
グツール）と 3 つの保証サービス
（非公開特許明細書に許可された
ユーザのアクセスを認めた安全な
包袋閲覧、My ファイル、メールボッ
クス）でした。
その時から、かなり改良を重ね、
今現在、より豊富な My.epoline®エ
リアを含む新しい epoline®ポータ
ルウェブサイトを立ち上げました。

新しいポータルは三つの重要な
特徴を持っています。
■EPO のウェブサイトのものと一致
する、そして EPO インターネットデ
ザインチームとコラボレートして設
計した新しい概観と雰囲気。
■3 つの一貫したサービスセットを
含む 3 つのアクセスレベル（パブリ
ック、ユーザ名とパスワード、スマー
トカード）。
■さらなる統合サービス：例えば、
epoline®ウェブサイト、オンライン
料金支払い、そしてレジスタープラ
ス等。
epoline®ユーザは、いまだ異なる
アクセスレベルを持っていますが、
これからは、epoline®パブリックと
My.epoline®保証製品・サービスと
の間を切り替える必要はありませ
ん。
これからの 12 ヶ月間で、私たちは
次のゴールを目指します。
■統合の更なる改善。
■残っている不一致性を取り除い
た一貫性の強化。
■グローバルな統治とファイル管理
に使用するツール範囲の拡大。
＊2004 年 11 月 23 日のｅｐｏｌｉｎｅ®会議で
実施された新しいRegister Plus online
servicesは、Online European Patent
Register、online Public File Inspection、
esp@cenet®、Open Patent Services
（INPADOCリーガルステータス）を介して
利用できる情報に連携アクセスを提供す
る「ワンストップショップ（一カ所で何でも
揃う場所）」です。詳しくは、
www.epoline.orgの「Register Plus」タブ
をクリックしてください。より詳しい記事は、
次回のEPIDOSニュースをご覧ください。
新しい epoline®
の概観と雰囲気

3 つの一貫したサー
ビス群の 3 種類の
アクセス画面

刊行物
ニュース
「刊行物コーナ」は、読者に統計と一
般的な EPO 刊行物に関する情報を
提供する EPIDOS ニュースの定期的
記事です。
特許発行件数

■EP-A1：サーチレポート付きヨーロッパ特許
出願
■EP-A2：サーチレポートなしのヨーロッパ特
許出願
■EP-A3：ヨーロッパサーチレポート
■EP-B1：ヨーロッパ特許公報
■EP-B2：補正されたヨーロッパ特許公報
注釈：表には、PCT ルート（Euro-PCT）を経由
したヨーロッパ特許出願の統計は含まれてい
ません。それらは、WIPO で公開され、英語、フ
ランス語、ドイツ語以外の言語でなければ
EPO では入手できません。現在、ヨーロッパ特
許出願の約 60%が Euro-PCT 出願です。

サーチおよびドキュメンテーションに
関するワーキング方法セミナー2005
EPO は、サーチとドキュメンテーションに関
しては世界の先導者であります。私達のワ
ーキング演習は、常に進化し、産業の同じ
フィールドで働く人々に私達の知識を分け
与えること、そして、産業展望について更に
多くのことを見出すことに熱心でいます。
そのために、私達は、民間企業内の特許
サーチャー、特許弁理士事務所、大学など
のためにセミナーを組織しました。まずはじ
めに、EPO で使用している最新方法でプレ
ゼンテーションを行なった後、続いて、プロ
グラムをより専門的なワークショップの範囲
に進め、最終的には、選択した分野で一日
審査官と一緒にサーチを行なうオプションで
締めくくります。
セミナーは無償で、2005 年 4 月 4 日から
7 日の 4 日間、ハーグの EPO で開催されま
す。
詳しくは、
http://www.european-patent-office.org/dg
1/training/sfa/2005.htmまで。
このセミナーに参加を希望する方は、
2005 年 1 月 31 日までに登録してください。
Eugenio Archontopoulos、
電話：+31 70 340 2673
e-mail: earchontopoulos@epo.org

ESPACE EP-P と
EP-B が統合

新しい
特許情報
ウェブサイト
EPO は、一つの画面の中にヨーロ
ッパ特許情報のすべての入り口を
一同に載せた新しいウェブサイトを
立ち上げました。EPO のホームペ
ージからそのサイトにリンクするか、
直接、
http://patentinfo.european-patentoffice.orgにアクセスしてください。

EPO の特許情報会議：
ブダペスト 2005
ハンガリー特許庁は、2005 年の特
許情報会議をブダペストで開催す
るために EPO を快く招待してくれま
した。会議は、2005 年 11 月 8-10
日、Crinthia grand Royal Hotel で
開催されます。この会議のウェブサ
イトは、最新版に更新されることが
ありますが、現在、利用可能です。
www.european-patent-office.org/
epidos/conf/epic2005

2005 年 1 月から、ESPACE EP-A
と ESPACE EP-B が、ESPACE EP
DVD と 表 示 さ れ た 1 つ の
DVD-ROM で配送されます。例え
ば、2003 年の第 1 週の配布は 5 つ
のディスクでしたが、これからは、ユ
ーザは、1 つのディスクで一週間の
すべての EP 刊行物（A と B ドキュメ
ント）を楽しむことができます。購読
者は、メールでより詳しい情報が送
られてくるでしょう。また、この新し
い DVD の全文章は、次のウェブサ
イトでも見ることができます。
www://patentinfo.european-paten
t-office.org/index.en.php

※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、ヨーロッパ特許庁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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