MIMOSA、
MIMOSA、ESPACE オンラインに
オンラインに載る。
MIMOSA は、EPO や国内特許庁
の ESPACE コレクションで良く利
用されてきた著名なソフトウェア
ですが、過去に広範囲な修復や
強化が実施されてきました。
MIMOSA、そしてその包括的機能群
を日々の仕事から知る人たちは、
MIMOSA がこれ以上機能を拡大する可
能性はないと信じていましたが、
MIMOSA ver.5 が 2005 年 5 月に発売開
始と、この記事を見る限り、それは可能
であった。

MIMOSA とＸＭＬ
SGML から XML(WIPO ST.36)に発行
形式を変更したことは、MIMOSA をアッ
プグレードするほんの小手調べであっ
た。MIMOSA ver.4 は、XML データを取
り扱うことができなかったため、EPO の

ソフトウェア請負業者は MIMOSA をより
パワフルな GTI ver.5 データベースエン
ジンにアップグレードすること、更に
ESPACE 製品を MIMOSA の上に載せる
ことを提唱しました。

MIMOSA とＩＰＣ改編
ＩＰＣ改編
その他の重要な変更に、2006 年初頭
から始まるＩＰＣ改編であります。これは、
ＸＭＬへの変更ほどＭＩＭＯＳＡに影響を
与えるものではないのですが、特許デ
ータが蓄積されている様々な ESPACE
製品シリーズにとっては、かなりの影響
を与えることとなります。全般的に見る
と、MIMOSA ユーザインターフェースは
５つの新しいサーチフィールドが追加さ
れます。それらは、因みに IPC アドバン
スト発明情報、IPC アドバンスト追加情
報、IPC コア発明情報、IPC コア追加情
報、そして、ユーザが分類フィールドの
全ての範囲を同時にサーチ できる 旧
IPC（Ver.１～7）分類記号と新 IPC 記号
を結合した“スーパインデックス”が設け
られます。
この記事は ESPACE 製品をサーチするための
MIMOSA ユーザインターフェースソフトウェアを
記載しています。EPO は、また自分で特許デ
ータベースを構築するユーザに対して有用な
MIMOSA 承認ソフトウェアを持っています。
MIMOSA 承認の詳しい情報は、epal@epo.org
まで。

ESPACE ディスクと
ディスクと MIMOSA５
MIMOSA５のネ
ットワーク化
ットワーク化
MIMOSA の早いバージョンでも、既に、
ネットワークを介して DVD ドライブやジ
ュークボックスの光学ディスクにアクセ
スすることができました。新しい
MIMOSA 版は、ワンステップ移行が可
能で、インターネットやインターネット環
境内のウェッブサーバ上でホスト実行さ
れている ESPACE データベースにアク
セスするオプションが含まれています。
この新しい特徴機能は、商用データ提
供者や知的財産権事務所が加入者に、
MIMOSA GTI5 で提供されたデータコレ
クションを、インターネットを介して提供
できることを意味します。
企業、図書館、大学は、内部ユーザに
対してインターネット上に独自の特許デ
ータコレクションを乗せることができま
す。
ユーザ共同体は、膨大な MIMOSA 本体
の機能群から色々な恩恵を受けること
でしょう。
２ページに続く

１ページからの続き
これら機能群により、低コスト化、高パ
フォーマンス化が計られる一方、
esp@cenet のような簡単なインターネッ
トツールの制限を越えたサーチをしたい
人たちにとっては魅力的なものとなるで
しょう。いくつかの目玉を以下の表にリ
ストしました。
検索設備
■高速、複雑な検索
■ブール演算子の全範囲
■近接、範囲検索
■前方、後方トランケーション
■*、#、?といったワイルドカード利用
また、EPO の Register Plus サービス上
の手続き状況や公開されたヨーロッパ
特許出願の全ファイルを見に行ける
ESPACE BULLETIN も利用可能です。
リンク
Register Plus から、EPO で審議された
■ｅｓｐ＠ｃｅｎｅｔ、WIPO、ウェッブサイト、 審決に関するフルテキストにリンクする
epoline にリンクを事前構築可能
ことができます。
■ＰＣ上、ＬＡＮ内、或いはイントラネットや
インターネットを介して、CD-ROM、DVD と
ESPACE の将来像
将来像はウェブにある
ウェブにある
いった多くの媒体上の特許データベース
にアクセス
ESPACE データベースへの新しいイン
ターネットベースのアクセスで、
データ形式
データ形式
ESPACE の将来は前途洋々たるものに
■ST.25、ST.32、ST.33、ST.36、PDF
な る で し ょ う 。 例 え ば 、 2006 年 の
ESPACE コ ー ス で は 、 購 買 者 は
追加特徴
ESPACE ディスクの他に、対応するシリ
■自動アップグレード
ーズをオンラインでどのように利用して
いくかそのハウツーものが同封されま
MIMOSA5 は、ESPACE と
す。そして、テスト期間の間に、EPO は
二つのオプションの相対的評価と、ユー
esp@cenet に内部リンク
内部リンク
ザが将来必要とする異なる媒体、そし
て一般的要求を調査するでしょう。
ESPACE のユーザは、各シリーズにビ
ルトインされた esp@cenet へのリンクに
は慣れています。新しい MIMOSA バー
ジョンは、ウェッブサーバ上の ESPACE
にアクセスすることで完全にオンライン
化を可能にします。そして、そこでは、
全く同じようなサーチが利用でき、ユー
ザのＰＣ上にある ESPACE ディスクで機
能全般を表示、ダウンロードすることが
可能です。ESPACE ACCESS データベ
ースのオンラインバージョンから始める
と、EP とＰＣＴドキュメントのフルテキスト
検索ができる esp@cenet リンクが利用
で き ま す 。 更 に 、 esp@cenet の
INPADOC セクションから対応するリー
ガルステータス情報が検索可能です。
表示、
表示、データダウンロード、
データダウンロード、印刷
■高度に構築可能

さあ、
さあ、試してみよう
してみよう！
みよう！
今現在、興味ある特徴を試すことがで
きます。デモディスクを単に依頼するか、
或 い は MIMOSA ウ ェ ッ ブ サ イ ト
(http://mimosa.european-patent-office
.org) から MIMOSA5 をダウンロードして、
そのソフトウェアを使って、ウェッブサー
バに蓄積された ESPACE EP, ESPACE
ACCESS, ESPACE BULLETIN のサンプ
ルをご覧下さい。ウエルカムスクリーン
の後にポップアップするウインドウ中の
“ internet” タ ブ を ク リ ッ ク し て 下 さ い 。
epal@epo.org の epal (electronic
publications advice line)チームがテスト
期間中あなた方をアシストします。また、
コメントや提案も歓迎します。

わたくしが EPIDOS ニ
ュース発刊のための
総論を準備している
時、どうしても、”FC
バイエルンが中国ウェ
ブサイトを立ち上げた
大ニュースを思い起こ
さずにはいられなかっ
た。(サッカーファンの
ために、
http://www.fcbayern.c
om.cn/index.html)をご
覧下さい。

ニュースが輸入割当の話ばかりの時に、
バイエルンドイツの運動は大いに胸を打
った。彼らは、ウェッブサイトで、反撃より
攻撃、外国文化を身につけ体得する こ
と、外国語を学び、そして外国市場の中
にあえて飛び込め、と談義を載せた。そし
て、もしサッカークラブがこれを実現でき
たとたら、企業にとってもどれほど多くの
重要なことが実現できるであろうか？
ヨーロッパ特許庁はサーチ文書の中に
中国特許ドキュメントを持っています。そ
れらは、庁内サーチレポートの中で年々
引用されるケースが多くなっています。

中国特許情報の
中国特許情報 の
ヘルプデスク
東アジアは、技術的知識の市場とソ
ースの両面で、そして知的財産の面で
も著しい成長を遂げています。かつて
は、発明力やＩＰ保護は日本に集中して
いましたが、今日では、特に中国、韓国
が特許や商標のグローバルな分野で
重要な役割を果たすようになって来て
います。
2003 年には、中国への特許出願件数
が初めて 10 万件を越えました。これら
の約半数は外国企業からの出願であり、
西欧諸国がいかに中国市場を重要視し
ているかを物語っています。
韓国においては、外国出願人が毎年
1/4 以上を占めているものの、その出
願件数は 2000 年以来ずっと増加してき
ています。

日本特許庁の過去のケースにもあったよ
うに、中国特許庁の情報サービスにアク
セスしたがっているユーザが、日本の時
と同様なヘルプサービスを希望していま
す。ヨーロッパ特許庁は過去１５年間に渡
り日本情報サービスのユーザ支援を提供
し続けてきました。その中に、トレーニン
グコースの開催、ユーザ質疑応答、毎年
11 月に開催される“極東と西欧のウィー
ン会議”があります。
しかしながら、これらサービスの中の興
味は常にそこにあったというわけではな
かった。長年、企業は日本特許情報がこ
れからの技術的方向にはっきりとして視
差を与える可能性があるとは思っていな
かった。日本企業による西側市場の征服
は最初驚きで見られ、我々は為す術がな
かった。もし日本特許文献を無視していた
ら、たぶん我々は市場から姿を消してい
たに違いありません。発明は全てヨーロッ
パのいずこからのものをコピーしたものだ
と言われてきました。この長く言われてき
た誤判断は今では拭い去られ、今現在、
中国企業の急成長は至るところで耳にす
るようになりました。

EPO は、東アジアからの特許情報をヨ
ーロッパでもアクセスできるようにと長
年大望を持ち続け努力してきました。最
近、この努力が身を結び、EPO は中国
特許情報用のヘルプデスクの立ち上げ
を実現しました。ヘルプデスクの成功と、
ユーザに対する的を射たサポート能力
は、ひとえに次のふたつのことから実現
しています。一つは、中国特許庁(SIPO)
との密接な協力体制、もう一つは、中国
言語と文化への理解でした。それ故、
EPO は中国語を話す ChristineKāmme
女史をこの 9 月に特許庁に迎え入れま
した。そして、EPO は彼女に中国特許
情報を任せることでしょう。Christine 女
史の来庁により、既に確立している日
本特許情報サービスは中国の同等の
サービスが加わる形で拡張することでし
ょう。
中国ヘルプデスクは必然的に日本の
ヘルプデスクと同じ分野、換言すると、
中国特許情報、リーガルステータス情
報、中国における IP 権利情報をカバー
することになるでしょう。また、翻訳サー
ビスの提供以外にも、中国データの解

この必然の結果として、現在、東アジア
に対するサービス拡張を推し進めていま
す。中国特許庁のメンバーは、近々私た
ちのスタッフのトレーニングに来訪し、ユ
ーザからの質問に答えてくれる 予定で
す。このことは、日本のサービスに合わせ
た形の中国特許情報サービスをヨーロッ
パ企業に提供する計画への重要なステッ
プであります。
また、この秋に中国語を話す
ChristineKāmmer さんがＥＰＯにリクル
ートして来ました。彼女は、中国特許庁
から来られたゲストの皆さんと一緒に、
ユーザに優しい中国特許情報、最終的
には中国マーケットへのアクセス方法
を構築しています。

ChristineKāmme

説や、いろいろな媒体へのアクセス方
法の手助けをしていくつもりです。
これらの取り組みは、枠を広げた東ア
ジア特許情報トレーニングプログラムで
支援されることになるでしょう。
いま軌道に乗っている日本特許情報
サービスに新しい中国ヘルプデスクを
追加することは、ヨーロッパの知識社会
に EPO の貢献度を強く印象付けます。
詳しい情報は、asiainfo@epo.org まで。

ＥＰＯ製品
ＥＰＯ 製品における
製品 におけるＩＰＣ
における ＩＰＣ再構築
ＩＰＣ再構築の
再構築 の
反響
2006 年１月 1 日にＩＰＣ再構築が導入される前段階で、再構築
に関する定期的な記事と、それがもたらす大きな変更が報じら
れてきました。
利用開始日が身近に近づくにつれ、世界中の特許情報提供
者達は、ＩＰＣ再構築がユーザに最良の利益をもたらすように、
今自分たちの製品を再構築しなければなりません。
データベース提供者およびホスト達は、
「コア」と「アドバンスト」分類のためのサ
ーチフィールドを別個に提供するかどう
かを決定しなければならないでしょう。
そして、「発明」情報に関連する分類と
「追加」情報に関連する分類との差別化
も行うべきか迫られるでしょう。アーカイ
ブ内のほとんどの特許ドキュメントは、
新しいＩＰＣに従って再分類しなければ
ならないが、過去版のＩＰＣに沿って付
与された古いＩＰＣ分類を存続させるか、
削除するか、そして将来の分類改訂を
どの様に提供していくか、疑問が未だ
残っています。
特許情報提供者のリーディング提供者
であるヨーロッパ特許庁は、今ＩＰＣ再構
築が故の提供製品の変更を行っていま
す。この記事でそれら変更を記載致し
ます。

特許ドキュメント
特許ドキュメント
変更が実施されるもっとも分かり易い
場所は、特許ドキュメント自体でありま
す。EPO はヨーロッパ(EP)特許ドキュメ
ントに次のような変更を実行します。
■ＩＰＣ分類が、今より小さいタイプで、
二つのカラムに印刷されます。
■これからは、「筆頭分類」と「他の分
類」との区別はなくなります
■「発明」情報用の分類記号は、太字
のイタリック体で印刷されます。
■「追加」情報用の分類記号は、イタリ
ック体で印刷されます。
■各分類の適用ＩＰＣ版は、括弧で示さ
れます。

ヨーロッパの
ヨーロッパの刊行物サーバ
刊行物サーバ
現在、ヨーロッパ刊行物サーバは、サ
ブグループレベル（例えば、A47G）のみ
の検索となっていますので、ここでは、Ｉ
ＰＣ再構築による影響はありません。即
ち、発明と追加情報との違いは問題と
なりません。

EPO 生データ
EPO 生データは、多くの専門的特許
情報製品のための基礎を成すものであ
り、データベースホストや他の営利目的
の特許情報提供者に利用され、そして
彼らの作業に影響を与えるものであり
ます。EPO は、ＩＰＣ再構築の実施後に
採用されるフォーマット形式に変換した
レコードが入っているテストデータを既
に彼らに提供してきました。
ＥＰＯ生データの定期的アップデートに
は、特定の特許ドキュメンに付与される
最新の分類と共に、ＩＰＣ１～7 版で割り
振られた従前の分類がそのまま入って
います。しかしながら、ＩＰＣが改訂され、
そしてドキュメントに新しい分類が付与
される将来においては、ファイルされたＩ
ＰＣ8 版のドキュメントは、新しいＩＰＣ8 版
で上書きされ、古いＩＰＣ8 版分類を検索
することはもはやできなくなります。
差し迫る生データフォーマットの技術
的変更に関する詳しい情報は、ＥＰＯウ
ェッブサイト：
http://www.european-patent-office.org
/inpadoc/news/inf/inf_05_21.pdf でご覧
下さい。

ｅｓｐ＠ｃｅｎｅｔ
ｅｓｐ＠ｃｅｎｅｔフォーラムで実施されま
した世論調査の結果、ユーザは、ＩＰＣと
ECLA コードを用いたサーチオプション
を（二つのコードを一つにファイルされ
た一つのサーチに結合するよりは）別
個に利用できるようにしてほしいと言う
ことが分かりました。
結果として、ｅｓｐ＠ｃｅｎｅｔユーザはサ
ーチインターフェースの広範な変更に悩
まされることが無くなります。“簡単な”Ｉ
ＰＣサーチでは、最初は古い 1～7 版のＩ
ＰＣ分類と新しい版の分類の両方で実
行され、複雑なサーチでは、ユーザは、
そのサーチが”コア“、”アドバンスト“、”
発明“、”追加“分類に限定するかどうか
を更に指示出来るようになるでしょう。

現在ＩＰＣ
現在ＩＰＣ８
ＩＰＣ８のテキストが
テキストが入手可能
WIPO は、8 月に、2006 年 1 月１日から実行されます IPC８（国際特
許分類第 8 版）のテキストを公開しました。
http://www.wipo.int/classificatins/ipc/ipc8 をご覧下さい。

新しい IPC 再構築に
再構築に関する
インターネットサイト

ESPACE CDCD-ROM と MIMOSA 検索ソフ
検索ソフ
トウェア
MIMOSA に新しく 4 つの検索フィール
ドが拡張されます。
■IPC アドバンスト発明情報（利用でき
る箇所で）
■IPC アドバンスト追加情報（利用でき
る箇所で）
■IPC コア発明情報
■IPC コア追加情報
古い IPC 版で割り振られた分類記号
と新記号とを結合した“スーパーインデ
ックス”もあります。
ESPACE ACCESS のようなデータベー
スに対しては、出荷前の分については
新しい記号を盛り込み、アップデータさ
れます。他のシリーズについては、例え
ば、BULLETIN、LEGAL、FIRST、その他
全フルテキストシリーズについては、何
千ものディスクの再加工と再発行が必
要となるため、出荷前分についてのアッ
プデートはありません。

Register Ｐｌｕｓ
ヨーロッパ特許レジスター（及びヨーロ
ッパ特許ブリテン）は、オリジナル特許
出願上に印刷されるＩＰＣ情報を運用し
ます。その後の刊行物（例えば、サーチ
レポートや許可特許）は、最初の刊行
物に異なるＩＰＣを運用する場合があり
ますが、その時には、レジスターデータ
は更新されます。しかし、“古い”分類は
そのまま“ヒストリー”としてデータベー
スに保存されます。これは、将来、慣行
として維持されます。しかしながら、問
題視されている特許ドキュメントが、ＩＰ
Ｃの新バージョンの発行後の最新日付
で再分類付けされたものであるときに
は、レジスター内のＩＰＣ分類は修正され
ません。

オープンパテントサービス
現在、OPS 上のドキュメント検索は、
発行番号のみの検索となっていますの
で、IPC 再構築による検索サーチ目的
になんら変更はきたさないでしょう。検
索から戻ってくるデータには、1～7 版の
IPC 分類と、同様に再構築後の新しい
IPC が含まれます。また、データには、
分類がコア、アドバンスト、発明情報、
或いは追加情報のいずれかなのかが
記載されています。

EPO は IPC 再構築に特化したマイクロ
サイトを立ち上げました。
再構築に関する実質情報量を一緒に
掲載していますので、サイトには、広大
な“良くある質問回答”セクションが含ま
れています。
ＩＰＣ再構築マイクロサイトは、
http://ipc-reform.european-patent-offi
ce.org/index.en.php でご覧ください。

アジアの
アジアのＩＰＣ再構築
ＩＰＣ再構築
今年の“ウィーンにおける極東と西欧
諸国会議”フォーラムのハイライトの一
つは、アジア事情の中のＩＰＣ再構築に
関する特別なパネルディスカッションで
しょう。ＥＰＯと日本、中国、韓国特許庁
からのエキスパートは、IPC8 の導入に
関して直面する課題について報告する
ことでしょう。アジアの IPC 再構築に関
する衝撃についてもっと知りたい方は、
どうぞこのディスカッション場においで下
さい。
プログラムの詳細は、
http://www.european-patent-office.org
/epidos/conf/jpinfo/2005/
をご覧下さい。

ＩＮＰＡＤＯＣからの
ＩＮＰＡＤＯＣからのニュース
からのニュース
香港からの
香港からのリーガルステータスデータ
からのリーガルステータスデータ
私たちは、24 週/2005 の
リーガルステータスデー
タベースの中に香港(HK)
からのリーガルステータスデータを収録
したことをここにお知らせ致します。
■2004 年 12 月 15 日付けで有効な全て
の許可された標準特許
■2004 年 12 月 15 日付けで有効な全て
の許可された短期間標準特許
■所有権移行、明細書修正、有効期限、
期間満了、取り消し。

アルジェリア書誌的事項
アルジェリア書誌的事項データ
書誌的事項データ
アルジェリアからの書誌
的事項は、現在、37 週／
2005 年からデータベース
に収録されています。国コードは DZ で
す。
約 870 ドキュメントの発明特許があり、
すべて種別コード A1 が付いています。
収録期間は 2002 年からです。

ケニアに
ケニアに対する国内移行
する国内移行レコード
国内移行レコード
の再開
23 週／2005 年以来、
リーガルステータスデ
ータベースに、再度ケ
ニア(KE)に国内移行した PCT 出願のエ
ントリーデータを収録しました。収録期
間は 2001～2003 年です。
ケニアは国内出願番号として PCT 出
願番号を維持しますので、ＷＯと KE と
のクロスレファレンスはありません。し
かし、ケニアを指定国に指定した、また
国内移行に対してケニア特許庁で公開
されるよう求める要求が満たされた公
開 WO ドキュメントには“ENP”（国内移
行エントリー）レコードが付きます。

オーストリア特許手続
オーストリア特許手続き
特許手続き変更
オーストリア特許法の
変更により、2005 年 9
月から、オーストリア特
許庁からの書誌的事
項に新しいドキュメント種別コードを設
けることとなりました。
新しい種別コードは以下の通り変更に
なりました。
■A1 サーチレポート付き公開公報
■A2 サーチレポートなし公開公報
■A3 サーチレポート発行
■A4 A2 に関して、特にＢドキュメントが
同日に公開されたもの。コード A4 は A2
ドキュメントと比べると、相当する A3 ド
キュメントがないことを示します。
■A8 A ドキュメントの修正されたタイト
ルページ
■A9 A ドキュメントの完全な複製
■B1 特許
■B2 異議後、補正された特許
■B8 B ドキュメントの修正タイトル頁
■B9 B ドキュメントの完全な再版公報

また広範な変更がこの日に実施され
ます。
■今までオーストリア公開公報は請求
のみにより入手可能でありましたが、将
来公開されます。
■”A”公報は、出願日から 18 週後に公
開されます。
■以前は付与前異議システムを採用し
ていましたが、これからは付与後異議
システムが実施されます。そして、その
異議期間は許可日から２ヶ月となります
B ドキュメントの公開日は、許可日と同
じで、現在のような許可後 6 週間後では
ありません。B ドキュメントは新法により
各月の１５日に公開されます。約 2000
～3000 の古ドキュメントはそのまま旧法
の基で処理され、許可後 6 週間後では
なく許可日に公開されます。
■新しい公開番号は 500001 からスター
トします。これは古いものと差別化する
ためのもので、現在の最新番号が
412749 から来ています。これら新しい
番号は A1/A2/A4 ドキュメントに採用さ
れますが、その一方、現行 A ドキュメン
トは公開認証として出願番号に利用さ
れます。連続する全ての発行物
（A3,A8,A9,B,B1,B2,B8,B9）は、対応する
A1/A2/A4 ドキュメントと同じ番号を継
承します。
オーストリア実用新案法については、
変更はありません。

リーガルステータスコードの
リーガルステータスコードの変更開示
リーガルステータスコードの最新変更を
詳述している新しい記事がダウンロード
セクションに追加されました。このサイト
（ http://www.european-patent-office.or
g/inpadoc/index.htm） は週毎に更新さ
れます。

