ヨーロッパ特許情報の新しい表紙

“みんなのための特許知識
みんなのための特許知識”
特許知識”
すべての特許ドキュメントには、技術的問題点に
対する特別なソリューションが記載されます。
もし、特許が許可されると、ソリューションは
特別というカテゴリ以上のものになり、
もはやユニークなものとして存在するようになります。
特許文書は、公的に入手可能であり、
その内容には、“みんなのための知識”
が詰まっています。このことはこの夏に
発行されたＥＰＯの新しい冊子の中で謳
われています。
EPIDOS ニュースの定期購読者達は、
情報源として、特許公報の使い方を知
っています。彼らは、esp@cenet®を使
って、無償で、45000000 件にもおよぶ
特許公報を、インターネットを通して検
索できますし、esp@cenet®が提供で
きるもの以上のものをほしいときには、
入手可能な全般的な他の製品やサー
ビスについても良く知っています。
新しい冊子では、これまで特許に関す
る知見がない人達にも解るように特許
情報を紹介しました。

私たちが選ん
だデザインは、
“すべての人”
と人々が持つアイ
デアを表しています。
また、そのデザインに
は、共有され得るという
意味も含まれています。
共有アイデアは、特許シス
テム及び特許情報に関する
基盤の基本的な原理であります。
新しいデザインは、ＥＰＯから発行され
る特許情報に将来触れる機会があれ
ば、そのとき明らかになることでしょう。

EPO の新しい
esp@cenet®アシスタント
からヘルプと情報を得る

“アシスタントに
アシスタントに聞け！”
esp@cenet®アシスタントは、EPO で
扱っている製品、すなわち、特許情報
製品をいち早く利用可能にする最も新
しい機能ツールです。アシスタントは、
ユーザに、esp@cenet®ユーザインタ
ーフェースから直接、簡単な学習モジュ
ールレンジにアクセスさせ、そこで、１～
５分程度で完了する７つの異なる主題
入力エリアのいずれかに質問を入力さ
せると、短時間で、特定の質問に対す
る答えを直接返すか、esp@cenet®に
ついてより以上のものを簡単に検索で
きる回答を返します。

私たちの新冊子のコピーがほしい場
合は、英語、ドイツ語、フランス語のい
ずれかを明記して、infowien@epo.org
まで、お問い合わせ下さい。
高速問題分析で支援されたインテリジ
ェントアルゴリズムは、最も関連のある
モジュールを提示します。ユーザは、こ
の方法をすべてのユニットを通して系
統的に動かすこともできれば、必要なも
のに対して単に相談を受けるのみのい
ずれかを選ぶことができます。
esp@cenet®アシスタントには、最も
重要な esp@cenet® 機能を周遊する
ことができる“ガイドツアー”が付いてい
ます。また、ナビゲーションに従って簡
単に目的地に到達できる 28 の対話式
モジュールがあります。このように、ユ
ーザは、各モジュールの箇所で短期間
に経験したスキルを使って、実際の利
用に移ることができます。
アシスタントは、esp@cenet®
インターフェースを介して、
http://www.european-patent-office.or
g/wbt/espacenet/ か、esp@cenet®
ポータルサイト（入口サイト）
(www.espcenet.com) のような関連

情報源にアクセスして下さい。
esp@cenet®アシスタントは、無償で、登
録も不要です。フラッシュでプログラムさ
れた部分のモジュールは、最小限のデー
タトランスファー用に最適化され、ほとん
どのパソコン上で見ることができます。な
ぜ自分でアシスタントを試さないのです
か？もし、提案や質問がありましたら、
training.vienna@epo.org の Roland
Feinäugle までご連絡下さい。

机を離れることなくより多
れることなくより多くのことを
学ぶ
2/2004EPIDOS ニュースで、新しい
“バーチャル教室”のトレーニングコー
スが最近 EPO により実施されました。
ウィーンから発信された生きたプレゼ
ンテーションに世界を渡って参加してく
ださった参加者達は、互いに声や電子
メールで親睦を図り、このコースに高
い評価を与えました。

これにより、これからは esp@cenet®と
INPADOC に関するコースが加わること
になるでしょう。
バーチャル教室カレンダと詳しい情報
は、
http://www.european-patent-office.org/
epidos/training/webbased_training/
ま た は 、 training.vienna@epo.org の
Roland Feinäugle までご連絡下さい。

IPC 改訂：
改訂：過去分の
過去分のファイルデータ
このタイトル記事はシリーズとして、
2006 年 1 月 1 日の新国際特許分類
(IPC)の導入まで EPIDOS ニュースに
連載されます。
そして、その日を境に、全特許庁は、発
行するいかなる特許文書に対して 8 版
の IPC 改訂版を使用することが義務付
けられます。
新 IPC の主な特徴の一つに、改訂が
あると、これまで発行された全ての公報
に対して再分類化が実施されるというこ
とです。これは、公報の発行日に関わら
ず、IPC の現行版で完全な検索を可能
にすることを意味します。これを達成す
るために、2006 年以前に発行された公
報に 8 版の改訂 IPC 分類に従って分類
を割り当てなければなりません。この作
業には、膨大な投資が必要ですが、実
際、いくつかの特許庁では、すでに再分
類と共に動作する分類システムを利用
しており、最新の IPC 版とのコンコーダ
ンスも使用しています。
■EPO は、大部分現行 IPC 版に基い
て構築された ECLA を利用しています。
■日本特許庁は、IPC のいろいろな版
（徐々に最新の版に移行している）に基
づく FI 分類を利用しています。全ての
FI エントリを最新の IPC 版にマップ付け
したコンコーダンス表があります。
■ドイツ特許商標庁は、公報の大部分
を最新の IPC 版に再分類化します。
■ロシア特許庁は、再分類化した公報
の作成中、あるいはそうするよう計画中
です。

これら特許庁の入力と、必要なデータ
の配信を可能にする他の特許庁により、
ドキュメント収集は、ほとんどの特許公
報に割り当てられる IPC 8 版の記号で
入手可能になります。そして、これらの
データは、EPO で管理されるマスター
分類データベース（MCD）と呼ばれる中
央データベースに保存されます。
過去分のドキュメントに現行の IPC を
割り振る工程は、次のステップを含むよ
うに実施されます。
■EPO は、可能な限り ECLA を IPC 8
に合わせる。
■ECLA エントリーを IPC 8 にマップす
るために、コンコーダンス表を生成す
る。
■これらの表を使って、ECLA 分類が
付与された全てのドキュメントに、対応
する IPC 8 分類を付与する。
■ECLA-IPC マッピングができない場
合や満足した結果が得られないドキュメ
ントに対しては、ドイツ特許商標庁はそ
れらの分類を MCD に送るように指示す
る。
■JPO は、FI-IPC コンコーダンス表か
ら派生する日本特許公報の IPC データ
を送る。
■ロシア特許庁は、入手可能なロシア
とソビエトの特許公報に対する IPC デ
ータを送る。そして、他の特許庁も、少
なくとも国内で集めた国内公報の部分
に対して、同じようにする。
■これらすべての IPC 分類は、“単一”
な全てのパテントファミリーメンバーに
伝達、即ち、同じ優先日を有する、同じ
IPC 割り振り工程を経た全ての特許公
報に行き渡らせる。このようにして、たと
え積極的に再分類化をしない国の公報

であっても、IPC 8 分類を、パテントファ
ミリーメンバーが存在する限り、行き渡
らせる。
■多くの残存ドキュメントは、古い版の
IPC 記号を持つことになるが、IPC 8 で
も有効となる。このような記号は、もうじ
き IPC 8 に変換され、“新しい”IPC とし
て記録される。
■上記のいずれの方法でも再分類化
ができなかったドキュメントは、一同に
集められ、それぞれの発行特許庁に送
られる。
■しばらく後に、EPO は、再分類化され
ずに残っている公報の“古い”IPC を、
即ち、メイングループ記号としてもはや
無効である IPC1-7 分類をなくすために、
変更を行う。そして、有効となった“新し
い”IPC 8 の MCD への保存を行う。
“古い”IPC と“新しい”IPC 分類記号と
の間の混乱を避けるために、MCD は
別のフィールドに“新しい“IPC“を保存
し、“古い“IPC 分類記号（1-7 版）は削
除せずに存続させ、アクセス可能な状
態に置かれます。
その主な工程は、お分かりのように時
間がかかります。たぶん、2005 年の末
までには完了できないかもしれません。
しかし、PCT ミニマムドキュメンテーショ
ンを含む世界中の特許公報のほとんど
の部分が、この時までに IPC 8 分類を
付与されることでしょう。

EPO 特 許 情 報 主
席長官は、世界中
からの専門家達に
向けた EPIDOS 年
次会議、年次特許
情報イベントとミー
ティングの準備に
またしても大忙しで
す。
プラハで開催される今年の会議は、特
に、最近加盟した国々からの多くの参
加者を魅了することでしょう。
いつもと同じ興味あるプレゼンテーショ
ンに加え、2004 年度 EPIDOS 年次会
議では、会議参加者達に、EPO と会議
出展者から、最近開発した特許情報製
品の紹介があります。

私たちは、ユーザから次々と、より多く
のものを見いだすことを楽しみにしてい
ます。現行の特許情報発行物と問題点
を見逃さないように、電子メールの登録
は常に行っておいて下さい。その他の連
絡チャンネルに esp@cenet®フォーラム
(http://forum.espacenet.com/) が あ り
ますので、そこでみなさんのコメントや提
案を掲示して下さい。けれども、ベストな
方法は、もちろん、個別にコンタクトする
のが一番です。可能であれば、プラハで
お会いしたいものです。
また、同時に未来を見据えたいもので
す。2016 年の会議にどなたが参加して
下さるのか？若者達の間に工業所有権
を認知させ、理解させるために今何を改
善すべきか？明日の若い特許情報専門
家達を、特許の世界へ誘うために、何が
できるのか？私達は、何かできると信じ
ています。

five2twelve は、EPO スタッフグループ
が、新しいエキサイティングなプロジェ
クトのために命名した名前です。この
プロジェクトは、５歳から 12 歳の若い
人達に特許を紹介するというものであ
り、早い段階で、工業所有権に関する
いくつかの俗説や偏見を取り払うこと
を目的としています。
EPIDOS 年次会議に参加して下さる
ことを期待しています。もちろん、プラ
ハでなくても、これからの年次会議で
も結構です。おそらくですが、いつの
日にか、気がつくと、five2twelve 計画
が火付け役となって、特許や特許情
報に興味を抱き始めた参加者と並ん
で座っていることがあるでしょう。

Wolfgang Pilch
特許情報主席長官談

－楽しんでください！
しんでください！
ｆive2twelve－
あなたのキャリアが確立されて、
知的所有権から多くのことを学
べます。あなたの専門知識は高
く評価され、同僚からの尊敬が
得られます。まだ何かもの足りま
せんか？そして、プロ生活が二
次元的に見えますか？あなたは
何かを始めようと思っても、それ
をどうやって良いのかを知りませ
ん。
全く違うこと、おもしろいこと、創造的な
ことについて、かつて考えたことがあり
ますか？特許の主流な世界を第三の
世界にしてみませんか？
私達は、良いアイデアとこの新しいワ
クワクするようなプロジェクトに対する時
間と情熱を兼ね備えた成熟した子供達
を探しています。
私達 five2twelve チームは、即ちウィ
ーン EPO のボランティアグループです。
私達は、魅惑的でエキサイティングな特
許の世界を間近で見てもらうために、5
歳から 12 歳のヨーロッパの若者に働き
かけています。

その方法には、たくさんの形、姿があり
ます。ただ制限するとしたら、私達の想
像力、資源、そして関心を有する自発
的なボランティアの数があります。私達
の目的は、企業、商用情報部門、国内
特許庁および他の団体からのパートナ
ーと共に協力し合い、私達の目的とす
る年齢グループのために特許を作り、
革新的な楽しみ、おもしろさを与えるこ
とです。
Professor Branesta、Daniel
Düsentrieb、Tintin といったアニメの発
明家アイコンは、数代に渡って子供達
を魅了し興奮させました。今日のインタ
ーネット時代においては、いくつかの特
許庁は、特別に計画されたプログラムと
イベントで青少年達に、特に特許の中
にあるおもしろさの原点を紹介していま
す。
www.innovated.gov.au/Innovated/htm
l/i01.asp をちょっと覗いてみて下さい。
私達は、蕾でいるヨーロッパの発明家、
改革家、起業家を、将来の創造性のた
めに、特許潜在力に変えることができる
キャラクタ、活動、そして資源のパレット
を創造したいと考えています。

もし、興味があったり、何かをしたいの
であれば、－おそらく、イニシャティブの
スポンサーになってもらうようあなたの
会社を説得するとか、あなたの特許庁
や特許図書館に一緒に加わるよう説得
することによって－チームはあなたから
のお知らせを心待ちにしています。熱心
なパートナーが増えれば増えるほど、
成功への道がより近づくことになるでし
ょう。
あなたの参加は、たとえ微力であろうと、
それは大変価値のあることなのです。
five2twelve@epo.org に ア ク セ ス し
て下さい。そこでこの楽しみにどのよう
に参加して下さるかお教え下さい。

“刊行物コーナー”は、EPIDOS ニュー
スのレギュラー記事を取り扱うコーナで
あり、購読者に EPO 発行物の統計的、
一般的情報を提供します。

INPADOC からのニュース
からのニュース
ドイツ実用新案
ドイツ実用新案：
実用新案：新しい出願番号形式
しい出願番号形式
モロッコ(MA)が
が EPO サービスに
モロッコ
サービスに追加

■EP-A1：サーチレポート付きで公開されたヨーロ
ッパ特許出願
■EP-A2：サーチレポートなしで公開されたヨーロ
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：修正ヨーロッパ特許公報
注 釈 ： 上 記 の 表 に は 、 PCT ル ー ト 、 即 ち 、
（Euro-PCT 出願）を経て出願されたヨーロッパ特
許出願の数は含まれていません。これらは 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 では入手不可能です。

ドイツ実用新案出願と特許出願は、こ
の度、新しい出願番号形式を持つこと
になりました。2004 年 1 月 1 日に導入
されたこの新しい形式は、次のような
12 ディジットからなります。
IPR 種類(2)＋出願年(4)＋連番号(6)
DOCd.b.と esp@cenet®はこの新し
い 12 ディジットを全て表示しますが、
IFD（INPADOC ファミリーデータ）は、最
大が 10 ディジットであるため、出願年を
2 ディジット減らして表示しています（例
えば、2004→04）。
IPR 種類コードで、特許出願は 10 で、
実用新案は 20 です。
この新しい番号形式が、最初に現れ
たのは、発行週 17/2004（実用新案）と
29/2004（特許出願）で、それらのデー
タは、一週間後に EPO データベースに
保存されました。

あなたの書棚
あなたの書棚を
書棚を一新

説明のため
説明のため：
のため：ドイツ実用新案
ドイツ実用新案の
実用新案の出願日

EPC2004 年度補足規定：
年度補足規定：この年刊発
行物はヨーロッパ特許登録手続きに関
する最も重要なテキストを集めたもので
あり、EPO の DG3 で編集されたもので
す。価格：31 ユーロ（送料、梱包費を含
む）
ヨーロッパ国内特許決定
ヨーロッパ 国内特許決定、
国内特許決定 、 第 １ 版 ： こ
の刊行物もまた EPO の DG3 で編集さ
れたものであり、EPC 締約国の国内権
限により最近実行された特許決定のい
くつかをまとめてあります。それと共に、
オリジナル言語で、これら決定のフルテ
キストが入った CD-ROM が付いていま
す。価格：39 ユーロ（送料、梱包費を含
む）
出願のための
出願のための案内書
のための案内書（
案内書（パート 1-ユーロ
直接出願）：
に提出する前の諸手
直接出願）：EPO
）：
続の概要が書かれた出願用案内書の
第 10 版がこのほど発行されました。
EPO の審査ガイドライン：審査ガイド
ラインの最新版が EPO の公認３言語で
今入手可能になりました。価格：57 ユー
ロ（送料、梱包費含む）
これらの刊行物の詳しい情報は、
bookorder@epo.org に問い合わせ下さ
い。

ドイツ実用新案(“Gebrauchsmuster”)
は、実用新案の登録にエントリー
（”Eintragungstag”）したその日から一
般の人でも入手可能になります。この
日は、EPO データベースでは、公開日
と見なされます。それは、ドイツ特許公
報（”Bekanntmachung im Deutshen
Patentblatt”）で告知される日より、６週
間先行しています。
CS：
：セルビアモンテネグロの
セルビアモンテネグロの新しい国
しい国コ
ード？（
ード？（続
？（続き）
国コード CS は、いまだ WIPO と関連
意志決定機関による最終的な承認が
得られていません。その代わり、国コー
ド YU が特許公報に使用されています。
セルビアモンテネグロは 2004 年 11
月 1 日をもって、EPO 拡張国となるでし
ょう。

モロッコからの特許収録が 23/2004
の週から開始されることになりました。
収録は、1977 年 7 月まで遡り、最も若
い特許番号は 17756 です。

ノルウェーリーガルステータス
現存する SPCs に加えて、2001 年から
現在までの完全なノルウェーリーガル
ステータスが INPADOC に組み込まれ
ました。この情報は、ノルウェー特許ガ
ゼットのインターネット版から入手できま
す。

エストニアリーガルステータス
エストニア(EE)データが、INPADOC
リーガルステータスデータに組み込ま
れ、24/2004 週から利用可能となりまし
た。

台湾リーガルステータス
台湾リーガルステータス
台湾リーガルステータスは、26/2004 週
に最初の導入が実施され、2000 年から
のリーガルステータスが利用可能にな
りました。台湾リーガルステータスは、
台湾特許庁の提供により月単位でアッ
プデートされます。
スペインの
スペインの収録範囲拡大
スペインに国内移行した国際(PCT)出
願のエントリーと、1990 年までのスペイ
ン SPC データに関する情報がリーガル
ステータスデータベースに追加され、
27/2004 週から利用可能になります
これら、並びに他の変更に関する詳し
い情報については、インターネットから、
http://www.european-patent-office.or
g/inpadoc/news/ino/index.htm にアク
セスして、新しい IPG ニューズレター
02/04 をご覧下さい。

IPCONV－
－国内特許庁の
国内特許庁の書誌的事
項データを
データを変換する
変換する
EPO は、たびたび国内特許庁か
ら非標準化形式の書誌的事項
入力データを受け取ることがある。
これは、データベースのアップデ
ートを極端に遅延するものであり、
強いては、データエラーの原因
にもなりかねない。この問題を解
決するために、ＥＰＯと共に協働
しているチェコ特許庁は、
“IPCONV”－工業所有権データ
変換ツールを開発しました。
個々の特許庁のデータ源を使って、
IPCONV は、迅速且つ効率的に、
SGML､WIPO ST. 32､XML、シンプル
テキスト、或いは他の所望する形式の
標準化書誌的事項データ入力を生成し
ます。
現行バージョンは、第 1 頁のいろいろ
なタイプに対応しています。中でも、
1919 年から現在までのチェコスロバキ
ア(CS)特許公報の大部分をうまく処理
することができました。
チェコスロバキアの歴史的理由から、
CS 特許公報は、いろいろな言語で発
行されてきました、例えば、オーストリ
ア・ハンガリー君主制の期間はドイツ語、
ハンガリー語、チェコスロバキア時代は
チェコ語とハンガリー語、ボヘミアとモラ
ビア保護領時代はチェコ語とドイツ語で
した。それ故、IPCONV ツールは、これ
らの言語を利用している他の国内特許
庁にとって有益であります。また、
IPCONV は、他の言語（例えば、英語、
フランス語）を利用しても効果的に機能
します。原則として、いかなる要求言語
及び入力に対しても処理可能であるこ
とが示されました。
Java と Delphi で開発された IPCONV
は、RTF と他の入力テキスト形式での
OCR 化された特許公報を処理するよう
設計されています。公報のレイアウトと
品質は、同じ発行国でさえ、一つの発
行物を他の発行物に変化させます。

そして、ソフトウェアは、公報レイアウト
によらず、要求された書誌的事項のフィ
ールドの情報を自動的に同定できるよ
うにしなければなりません（例えば、特
定の公開された INID コードがあろうと
なかろうと可能でなければなりません）。
結論として、公開公報の第 1 頁を処理
するようにオリジナルに設計されたもの
の、IPCONV は、実際、他のタイプのド
キュメントにも対応できることが分かり
ました。
ソフトウェアは、構文解析を使って、コ
ンフィグレーションファイルで定義された
パラメータの後のドキュメント入力形式
を分析します。その設計は、十分に汎
用性があり、ソフトウェアコードを変更す
ることなく、新しいルール、言語とチェッ
ク機構の追加を可能にします。
例えば、広範で多様な日付フォーマ
ット：21 DEC 1989, 10. září
1931,15.12.1993, 31.VII. 1968,
17.09.84, 15 02 87, 30. Jänner 1911.
を認識し、変換することができます。
また、WIPO 勧告に従う IPC、優先権
情報と出願番号、EPO データ入力要求
語の種類コード、特許番号、出願番号
と優先番号のチェックが実施されます。
このアプローチは、ソフトウェアが異な
る国の異なるドキュメントに対しても機
能することを意味しています。チェコ特
許庁は、EPO と協調して、他の国内特
許庁の要望があれば、この IPCONV を
以下における使用時に、無償で提供い
たします。
■入力データ形式（例えば、書誌的事
項データ）の出力データ形式（例えば、
WIPO ST.32 標準データ変換）への変
換。
■標準化データ形式の EPO および他
の国内特許庁のものへの交換。
■データベース（例えば、esp@cenet®
や国内データベース）の強化、あるいは、
種類コード、特許番号、出願番号等の
EPO 標準化チェックを実行することによ
るデータの調和。
チェコ特許庁は、また、必要に応じ、
新しい特徴を開発しますし、ヘルプデス
クを含むサポート、他の国内特許庁に
IPCONV を用いたトレーニングも提供
するでしょう。

チェコ特許庁の新しい受付エリア

IPCONV に関する詳しい情報は、
spravce@upv.cz 宛に電子メールをい
ただくか、Josef Kratochvíl までご連絡
下さい。
TEL:+420 220 383 228,
FAX:+420 224 321 008,
e-mail: jkratochvil@upv.cz
Hana Bozkova
TEL:+420 220 383 213,
FAX:+420 224 311 566,
e-mail: hbozkova@upv.cz

ESPACE®ACCESS の特許統
計と傾向分析
ESPACE®ACCESS シリーズには、
1978 年からの全ての EP と PCT 公報
の書誌的事項データが収録されていま
す。それは、大変な情報量を意味する
5G バイトデータを超える 200 万件以上
の公報が収録されています。
これらの情報は、MIMOSA により簡
単にコピーすることができます。
ESPACE®製品のための無償検索ソフ
トウェアである MIMOSA は、強力なツ
ールであり、発明者、出願人、出願及び
公開番号、或いは技術分野（IPC 分類
記号を利用して）に従って、データをフィ
ルタリングすることができます。
MIMOSA にダウンロード機能を併せ
持たせることにより、検索したドキュメン
トをローカルハードウェアディスクに保
存することができ、それから更なる利用
を見出すことでしょう。例えば、標準化
特許庁パッケージを使って、抽出したデ
ータから利用価値のある統計や傾向分
析を行うこと、並びに、例えば、通信分
野で最もアクティブな出願人は誰だとか、
或いは企業Ｘの過去 10 年間に出願し
たエリアはどこかなどを同定することが
できます。
詳しい情報は、下記ホームページを
ご覧下さい。
http://www.european-patent-office.or
g/_pdf/statistics_with_access.en.pdf

esp@cenet®－
－ ヘルプ
デスクで最も良く聞か
れる質問
れる質問の
質問の回答
EPO の esp@cenet®ヘルプデスクは、
月に数百通の世界中のユーザからの
e-mail に対応しています。もし、あなた
が esp@cenet®ユーザで、適宜ヘルプ
デスクのヘルプを利用されている場合、
または、esp@cenet®の利用経験につ
いて私たちにフィードバックしたいとお
考えの場合は、どうぞ、
espcenet@epo.org までご連絡下さ
い。
ひとまずは、今年、ヘルプデスクに最
も多く寄せられた四つの質問に関する
回答を公開いたします。
■結果リストに現れない特別なドキュメ
ント
esp@cenet®結果リストは、各パテン
トファミリーの中からただ一つのメンバ
ーを表示し、他のものはフィルターに掛
けてしまいます。このことは、多くのユー
ザのリクエストで実行されました。そして、
これによって、結果リストに現れている
ドキュメントの重複コピーを回避します。
“INPADOC Family”タブをクリックする
と、特定パテントファミリーの全部を見る
ことができます。
■PDF 頁の印刷
esp@cenet®から特許公報の PDF 頁
を印刷するためには、Adobe Acrobat
Reader のバージョン 5、あるいはそれ
以上が必要です。頁の印刷は頁毎です。
印刷するためには、タイトルの上にある

赤い“print”ボタンをクリックしてください。
Acrobat Reader 内の印刷アイコン（意
図的にグレーにしてある）では機能しま
せん。
もし、これで印刷できないような場合
には、PC の“cookies”をイネーブルに
して下さい。
ドキュメント配送サービスは、特定のド
キュメントの紙コピーを提供することが
できます。ご利用の際は、
docdeliv@epo.org までご連絡下さ
い。
■データエレメント紛失
esp@cenet®データベースは、継続
的に追加国を含むように、また、カバー
する期間を増やすように拡張していま
す。しかしながら、全てのドキュメントの
データエレメントを持っているというわけ
ではありません。特別なドキュメントに
対して、おそらくフルテキストはなく、あ
るいは、おそらくドキュメントの画像を紛
失してしまっているかもしれません。こ
のような場合には、データにアクセスす
るタブを通常グレーにしてあります。
詳しい情報は、下記のヘルプエリアに
記憶されているデータカバーテーブルを
ご覧下さい。
http://ep.espacenet.com/espacenet/e
p/en/helpV3/coverageww.html
■特定出願のリーガルステータス
多くのユーザは、特定特許出願が登
録されたのか、未だ有効にあるのかど
うかを知りたがっています。私達は、こ
の種の情報を“リーガルステータス”デ
ータと呼んでいます。ヨーロッパ或いは
ユーロ PCT 出願に関しては、
http://register の無償 Online
European Patent Register（オンライン
ヨーロッパ特許レジストリ）をご覧下さ
い。

epoline.org/espacenet/ep/en/srch-re
g.html では、特許許可までの包括的な
情報を見ることできます。
42 の特許関係当局からのリーガルス
テータス情報（ヨーロッパ特許に関する
登録後のデータを含む）は、
esp@cenet®の特許ドキュメントに関す
る書誌的データを表示しているときに、
画面に向かって右側上に表示されてい
る INPADOC legal status タブをクリック
すると見ることができます。
“Quick help”(スクリーンの向かって左
側)は文脈依存性であり、迅速なヒント
を現在表示されている頁に、上記発行
物の各々に関する情報と共に表示しま
す。
esp@cenet®に関して特別な問題が
なければ、ヘルプ頁は、種類コード、パ
テントファミリー、各種データベースのカ
バー期間に関する有益なバックグランド
情報を提供いたします。これらの頁上
の情報は、検索結果上でハイライトして、
わかりやすくしてあります。

ヘルプファイルに関してコメント等があ
りましたら、e-library@epo.org までご
連絡下さい。
最後に、esp@cenet®フォーラムもお
忘れなく。そこは、ユーザ同士の情報交
換の場となっています。
http://forum.espacenet.com

ESPACE®ACCESS は今、抄録を
抄録を追加中
これまで、英語抄録用の
ESPACE®ACCESS DVD を利用してこ
られたユーザにとって、探している全ての
ものが検索できたということではありませ
んでした。200 万件の公報とさらに EP と
PCT 公報に関して、全部で 33,668 件の
英文抄録が欠落しています。フランス語
抄録を検索することでわずかに補間され
てきましたが、それでも、英文抄録とフラ
ンス語抄録のいずれもないものが 26,228
件もあります。この理由は、種々様々で、
例えば、データ変換問題、未翻訳のドイツ
語出願公報、翻訳文のない PCT 出願

公報等があります。
これに関しては、全て変更されまし
た。注意深い月刊 ESPACE®ACCESS
CD-ROM ユーザの方は、既にわずかな
違いに気がつかれたかもしれません。し
かし、次年度初めに年鑑 DVD がリリー
スされて初めて、その全貌に気がつくこ
とでしょう。抄録のない欠落数が 26,228
から 775 に、全件数に対して 0.03％、英
文抄録の欠落数では、33,668 が 6,464
に、即ち全ドキュメントの 0.28％になって
いるのです。

この減少は、二つの側面で達成
されました。一つは、EPOQUE デ
ータベースとのデータ比較、次に、
代表的なファミリーメンバー（入手
可能なもの）から入手した抄録が
あります。
もし抄録がオリジナルのものでは
なくファミリーメンバーから得られた
ものであれば、それをドキュメント
ビューに表示しています。

EPIDOS ニュースの
ニュースの前号で
前号で見逃したこと
見逃したこと
IPC 改訂：
改訂：Ｑ＆Ａ

EPIDOS ニュースは、
(http://www.european-patent-office.or
g/news/epidosnews/) 上でのみ発行さ
れ、紙での発行は行っていません。従
いまして、前号を見逃した方々のため
に、ここで EPIDOS ニュース 2/2004 の
ハイライト部分を紹介いたします。

EPIDOS ニュース－
ニュース－これまでに
50 号を発刊する
発刊する
EPIDOS ニュース 50 号発刊回顧記念
で、私たちは、1992 年の初頭に第１号
の EPIDOS ニュースを発行してからの
12 年と半年を回想いたしました。
“EPIDOS”という名称は、まさに EPO の
特許情報サービスを説明するかのよう
に選択されました。そして、EPO のウィ
ーン支庁ではその最初の誕生を祝いま
した。

ヨーロッパビジネスのための
ヨーロッパビジネスのための
データベース道路地
データベース道路地図
道路地図
IP ヨーロッパプロジェクト二カ年計画の一
部が、2002 年 5 月に開始しました。
www.ip-europe.org 上の“データベース
道路地図”は、特許情報に不慣れの方々
のためのガイドです。同時に、特許情報
を、他の技術情報とビジネス、並びにマー
ケットソースと平行して、文脈中に入れて
表示してくれます。また、商標と意匠の情
報も入っています。

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。2/2004 の号では、
改訂の裏側に潜む原理に焦点を当て、
何度か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。
■なぜ、IPC はコア（基本）レベルとアド
バンスト（高度）レベルに区分されるの
ですか？
■アドバンストレベルが改定されるとき
に何が起こるのですか？3 ヶ月ごとにサ
ーチプロフィールを更新する必要があり
ますか？
■分類原理は変わりますか？

オンラインヨーロッパパテントレジス
タ－WebRegMT
WebRegMT（Web Register
Monitoring Tool）は、オンラインヨーロ
ッパ特許レジストリのための EPO の新
しい無料アラートサービス（追跡サービ
ス）です。オンラインヨーロッパ特許レジ
ストリと WebRegMT に関する詳しい情
報 は 、 epoline@epo.org ま た は 、
epoline®ウェブサイトをご覧下さい。
データベース道路地図は、小さなビジ
ネス等が特許情報を使うことから利益を
得るだろう多くの局面と共に、スタートし
ました。
■新規性のチェック
■バックグランド調査
■侵害調査
■競合調査
■特許引例の追跡
■戦略的特許分析
■ライセンシング
■輸出と輸入
■第３者との協調
それぞれの場合において、ユーザは、
一連のウェブ頁上の情報から、データベ
ース、特許弁理士、図書館、団体、他の
情報及びアドバイス源のリンク先まで案
内されます。道路地図は、また、
esp@cenet®のような無料のデータベー
スを利用可能か、専門検索者或いは特
許弁理士に相談した方がよいかどうか
の決定の手助けをしてくれます。

議題に
議題に登りつつある特許統計
りつつある特許統計
2,3 社の商用企業は、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、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並行して、OECD
は特許をマクロな経済的観点から見て
きました。USPTO、JPO、EPO を含む
特許統計実行員達は、他のものよりも
“worldwide database”に焦点を当てる
ことに合意しました。
詳しくは、OECD ウェブサイト：
www.oecd.org をご覧下さい。

詳しくは、www.ip.europe.org をご
覧下さい。

オープンソースソフトウェアとして
オープンソースソフトウェアとして
の epoline®オンラインファイリン
オンラインファイリン
グソフトウェア
以前の EPIDOS ニュース号で、
epoline®のオンラインファイリング
（eOLF）ソフトウェアをオープンソフトウ
ェアとして入手可能にすると報じました。
詳しくは、http://eolf.sourceforge.net/
をご覧下さい。
EPO は、国際的統一と調和を確実に
するために、リリース版を発行する準備
をしています。創設特許庁は、
Christophe Debuysscher(EPO)、
William Atkinson(USPTO)、Yuji
Tsuruya(JPO)、及び Karl
Kalejs(WIPO)の４特許庁ですが、シー
メンス AG、BASF AG 及びスイス特許
庁もまたメンバーです。
次の eOLF オープンソースリリース版ミ
ーティングは、2004 年の 11 月、ワシン
トンで開催予定です。

会員資格は、全ての個人、商用企業、
或いは、時間、技術、知識及び／又は
工業専門知識を寄与してくださる入会
者にオープンとなっています。
リリース版、一般的な epoline®の詳し
い情報は、epoline@epo.org までご連
絡下さい。

無料の
無料の遺伝子特許データ
遺伝子特許データ

極東国、
極東国、ウィーン西部
ウィーン西部で
西部で会議

カリフォルニアを拠点とする
PatentInformatics は、無償で誰でも利
用できるたいへん包括的な遺伝子特許
データベースを蓄積しています。
http://patentinformatics.fdns.net/patg
en/ をご参照ください。
このデータベースには、56,860 件の
特許公報、2.32 百万件の核酸、
964,000 のアミノ酸が収録されていま
す。
PatentInformatics の報告に、現在
WIPO で収集しているシーケンスデータ
を蓄積しようとしているとありました。も
し、それがうまくいけば、データベース
は、全部で 3.197 百万の核酸、1.52 百
万のアミノ酸を収録することになるでし
ょう。

中国が、初めて 2004 年 11 月 25 日と
26 日に開催される EPO の“極東国、西
部でミーティング”と題する年鑑特許情
報ミーティングに代表を送ることになり
ました。極東国の３主要特許国の専門
家である日本と韓国からの仲間と中国
の代表者達は、参加者とそこで詳細な
討論を行う機会を持つことでしょう。この
ミーティングのプログラムは、現在、
http://www.european-patent-office.or
g/epidos/conf/jpinfo/2004/ で入手可
能です。

※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。
編集・翻訳：株式会社ワイゼル 毎田／米山

