彼らの懸念は、とりわけ商用データベースホ
ストが十分テストデータを受け取れていた
か、十分な時間を持ってシステムが準備さ
れるだろうか、また、限られた少数の特許庁
で、新ＩＰＣへの移行が予定通り入れ替えら
れるだろうかであった。ＥＰＯは、これらの

ＩＰＣ再構築
ＩＰＣ再構築トップ
再構築トップ会議
トップ会議の
会議の議題
今年のＥＰＯ特許情報会議のトップ議題は、期待通り、Ｉ
ＰＣ再構築と、特許業界が 2006 年 1 月 1 日の実施に間
に合うのかどうかの疑問であった。また、その他のトピッ
クスとしては、ナノテクノロジーや、いつＥＰＯサーチがサ
ーチではなくなるのかの疑問など、活発なディスカッショ
ンの議題があった。
IPC 再構築
EPIDOS ニュースは、過去２年間に
渡り定期的に IPC 再構築に関する
情報を掲載し続けてきました。同
時にＥＰＯは彼らのウェッブサイト
に特化したマイクロサイトを追加
し、国内特許庁、商用プロバイダ
ー、そして特許情報のエンドユー
ザと再構築がもたらす結論を論議
するため、数多くのミーティングを
開催してきました。また、新しい年
に提供が継続される分類に関する
トレーニングコースも開設してきま
した。その一方、裏方では、プログ
ラムエキスパート達は、ＥＰＯシス
テムを実施日までに間に合わせる
ために無我夢中で準備を急いでい
ました。
これにもかかわらず、ユーザは
執拗にＥＰＯ特許情報会議を、彼ら
の意見を声にするためのフォーラ
ムとして利用してきた。

懸念に気が付き、現在、データベースプロバ
イダーや国内特許庁に必要な情報を提供す
るのに大わらわでいます。
そして、会議ワークショップやプレゼンテーシ
ョンの機会を借りて、変更にどのように対応
すべきかをデモンストレーションし、新しいシ
ステムへのスムーズな移行が出来るようにユ
ーザに働きかけています。

サーチが
サーチがサーチでなくなる
サーチでなくなる日
でなくなる日
EPO ディレクタ、Jeremy Scott 氏は会議の
中で、EPO がどこで“ノーサーチ”または“不
完全サーチ”の宣言するのかをプレゼンテー
ションし、絶大な賛美を受けた。彼は、これら
“複雑な出願”は現在、特に科学分野で多く
見られ、５つのカテゴリーに区分出来得ると
説明した。
■多請求項
■多可能性
■望みのもの（デシデレータ）を使って請求し
た発明
■パラメータを使って請求した発明
■新規性オーバーフロー
Jeremy 氏は、複雑な出願に対しては、EPO
が如何に発明の“核心”や“心臓部”のみの
サーチを行うこと、そして、サーチから請求項
の一歩踏み込んだ視点を省略する訓練をし

頁 1 からの続き
てきました、と説明しました。ノーサーチの宣
言は極端なケースでのみ公表されます。ｅｓ
ｐ＠ｃｅｎｅｔのヨーロッパサーチレポートには
この公表が含まれていますので、ユーザは
ＥＰＯで発行されたサーチが完全でないと言
うことがそこから分かります。

ナノテクノロジーサーチ－
ナノテクノロジーサーチ－Y01N クラス
ナノテクノロジーを例に取り、主席ディレク
タ、Wolfram Förster 氏は、新しく生まれくる
技術に挑戦する準備として、EPO が実施し
てきた方法について報告しました。
この分野への相当の公的及び非公開投資
のお陰で、ナノテクノロジー出願の数は向こ
う２，３年には増加すると思われます。全ナ
ノテクノロジー発明における共通の特徴は、
製造された製品のサイズが 100nm（水素 10
原子を横に並べた端から端の長さ））を決し
て越さないことであります。技術と製品それ
自体はほとんどの IPC セクションに絡んでい
ます。EPO は、それ故、ECLA の中にナノテ
クノロジー用のサブクラス”Y01N”の入った
新しいセクション(“Y”)を作成しました。これ
は A-H セクションの通常の分類に加えて、ド
キュメントをタグ付けするために利用されま
す。このタグ付けシステムは、EPO のナノテ
クノロジーにおける異技術分野間のサーチ
を可能とします。

約 20000 特許ファミリーが現在サ
ブクラス Y01N の基でタグ付けさ
れています。ユーザは、これらをｅ
ｓｐ＠ｃｅｎｅｔの中のアドバンストサ
ーチマスクの“ECLA”サーチフィ
ールドに Y01N 記号を入力するこ
とでサーチすることができます。
Y01N クラスの定義は、今後ｅｓｐ
＠ｃｅｎｅｔの“分類サーチ”エリアに
ロ ードさ れる でし ょう 。そ の時ま
で 、 定 義 の コ ピ ー は 、
espacenet@epo.org の esp@cenet
ヘルプデスクで入手可能です。

その他
その他のトピックス

ワークショップの報告に沿って、会議で発
会議の中で話題となった上記
表されましたほとんどのプレゼンテーション
ポイントと他のトピックスを下表に
は、www.patinnova.org の会議サイトで見る
まとめました。
ことが出来ます。
今年の会議は、ヨーロッパ委員会の
PATINNOVA’05 と連携して行われ、広範なＩ
ＥＰＯ特許情報会議
ＥＰＯ特許情報会議 2005 の主なトピックス
Ｐ問題に焦点が当てられました。イベント
IPC 再構築
EPO と WIPO は、IPC がもたらす変更について全団体に知ら
は、同時に 600 人以上もの人たちを魅了し
せるべく、18 ヶ月もの長き時間を費やしてきました。それに
ました。
もかかわらず、代表者達は 2006 年 1 月の実施開始にうまく
ＥＰＯ特許情報会議 2006 は、2006 年 11 月
機能するのだろうか困惑を隠しきれないでいた。
6-8
日、キプロスで、キプロス特許庁と密接
イ ン タ ー ネ ッ ト 上 CD-ROM、DVD を使った先駆け特許サーチも 10 年が経ち、
に
協
力して開催されます。詳しくは、
の MIMOSA
今では、EPO の MIMOSA ソフトウエアはインターネットを介
www.european-patent-office.org/epidos/co
してデータサーチが可能となりました（EPIDOS ニュース
3/2005 をご覧下さい）。
nf/epopic2006/をご覧下さい。
ナノテクノロジー
のサーチ

EPO の ノーサー
チ、不完全サーチ
不完全サーチ
宣言

中国特許情報 の
ヘルプデスク

“ ゲ ット プロ フ
ェッショナル”
ェッショナル”

ナノテクノロジーはサーチャーに特別な課題を提供していま
す。キーワード或いは分類サーチのいずれも十分なサーチ
をクリア出来ていませんでした。それ故、EPO はナノテクノ
ロジーに新しい分類 Y01N を作成しました。
“複雑な“特許出願は、10 年ほど前から次第に増加し続け
てきました。特許出願明細書中の不明瞭、誇張、そして過
大請求項はノーサーチ或いは不完全サーチの布告を余儀
なくされます。これらの出願が決して許可されることはない
にしても、先行技術として存在するようになります。
EPO は、今ある日本特許情報ヘルプデスクのサービスと同
じサービスを提供する新中国特許情報ヘルプデスクを立ち
上げたと発表しました。詳しくは、asiainfo@epo.org にお問い
合わせ下さい。
EPO は現在特許情報の提供を新しい方法で運営していま
す。ユーザは、ｅｓｐ＠ｃｅｎｅｔの導入レベルからガイドに従っ
て、よりプロフェッショナルなツールとサービスを入手するこ
とが出来ます。

ワークショップ
9 ワークショップ全部が今年のＥＰＯ特許
情報会議で提供されました。個々のワー
クショップに設けられた各議長の案内で、
ユーザにＥＰＯエキスパートと小さなグル
ープミーティングを持つ機会が与えられ、
そこで特定の話題のディスカッションが行
われました。

この時、議長は、ワークショップの結果を
会議に出席された全員に配布しました。
主なポイントは下の表の通りです。
ワ ー ク シ ョ ッ プ の 全 記 録 は 、
www.patinnova.org の会議ウェッブサイト
で入手可能です。

ワークショップ A – ＥＰＯから
ＥＰＯから OPS を含む XML ベースの
ベースの特許情報
ユーザの希望は；
■特許庁に沿った形で ST.36 実施のクロス調和を取って頂きたい。
■この共通のアプローチを EPO が先頭に立って行ってほしい。
■EPO がホストになって、データフォーマットに関するディスカッションを行えるフォーラムを作っ
てほしい。
ワークショップ B － Register Plus と WebRegMT
ユーザが必要と思っていること：
■EPO が持つ異なる情報源の更なる統合化
■データ表示のカスタマイズ化
■アラートのフィルタ化
ワークショップ C － ナノテクノロジー：
ナノテクノロジー：
ナノテクは急速に発展している新生技術です。
■異技術分野間に高度に存在し、そして分類子とサーチャーにとっての難題です。
■また、特許性基準（新規性、進歩性）から見て、難しい問題を抱えています。
■ＥＰＯは Y01N タグの作成により対応しました（ナノテクドキュメントは Y01N タグを使ってｅｓｐ
＠ｃｅｎｅｔからサーチ可能です）。
ワークショップ D － MIMOSA バージョン 5
参加者は次のように結論付けました：
■全ての ESPACE データベースはインターネットを介してアクセスされるべきである。
■新しい開発品について、豊富な情報（例えば、IPC8 や XML）をユーザに提供すべきである。
ワークショップ E － 日本、
日本、中国、
中国、韓国、
韓国、東南アジア
東南アジアからの
アジアからの特許情報
からの特許情報
ユーザが見たい、知りたい事項：
■（マニュアル）翻訳文の保管場所
■蓄積豊富な情報
■PCT 国内移行の有無を含んだ、ＪＰ、ＣＮ、ＫＲのリーガルステータスデータ
ワークショップＦ
ワークショップＦ － ＩＰＣ再構築
ＩＰＣ再構築
国内特許庁が必要としていること：
■分類利用法に関するトレーニング
■技術的問題のサポート（例えば、再分類化データに対する国内データベースの更新）
■手順や責任に関する明確化
WIPO への希望：いずれの特許庁がいずれのレベル（コアまたはアドバンスト）を利用するのか
リストを公表してほしい。
ワークショップＧ
ワークショップＧ － －plugplug-ins を使って、ｅｓｐ＠ｃｅｎｅｔ
って、ｅｓｐ＠ｃｅｎｅｔからより
くのものを得る。
、ｅｓｐ＠ｃｅｎｅｔからより多
からより多くのものを得
参加者の要求事項：
■ＥＰＯは引き続きｅｓｐ＠ｃｅｎｅｔを使って、ソフトウェアパッケージの関連情報を流していきま
す。
■ＯＰＳは esp@cenet の負荷削減のため、拡張されるべきである。
ワークショップＨ
ワークショップＨ － INPADOC
ユーザが必要としていること：
■ＰＣＴ出願の国内移行データのエントリー／ノンエントリーに関する豊富なデータ
■パテントファミリー概念の明確化と単一化
■ＥＰＯ、エンドユーザ、商用プロバイダ間の豊富なコミュニケーション
有力ユーザ
有力ユーザのための
ユーザのためのスーパーワークステーション
のためのスーパーワークステーション
ユーザ達は優先権を与えるようＥＰＯに嘆願した。
■明確で、透明な、信頼の置ける情報を提供すること
■生データの（再）フォーマット化や標準化に不必要なコストを掛けないこと
■ＥＰＯチャンネルを介して同時に商用プロバイダにデータを提供すること

ブダペストで行われ
た PATINNOVA’05
と連携して開催され
ました今年の EPO
特許情報会議は、
大成功を納めまし
た。会場に来られな
かった方々は、今回
のＥＰＩＤＯＳニュース
記事の中でそのハ
イライトのいくつかを
お読み下さい。
ワークショップは、再度、興味ある活気
に溢れたディスカッションのフォーラムを
提供しました。もちろん、全ての人たち
に全ての時間を満足させられるとは思
ってはいませんが、私たちが得た評価
から判断すると、ユーザは、私たちが目
指している方向は正しいと感じ、また“こ
のままの路線”を希望している。そして
新しい開発情報の他にも、エラー、ギャ
ップ、遅延に関するアラート情報を期待
していることも事実です。ユーザは、更
に公開日に出来るだけ多くの国からデ
ータを見たい、そして特許情報提供者
が利用できるデータを収集したい、と思
っています。
数週間の内に実行されるＩＰＣ8 への
転換で、ＩＰＣ再構築はもちろん激しい賛
否両論の議論が交わされました。再構
築で期待されうるものが何であるのか
詳しく知りたい方は、
http://ipc-reform.european-patent-offi
ce.org をご覧下さい。
ハンガリー議会での印象的なレセプシ
ョン、鉄道博物館でのディナーレセプシ
ョンに感謝いたします。ブタペストの最
新の会議センタで開催されました今年
の会議は、忘れられない経験として、幕
を閉じることでしょう。会議の成功にご
尽力下さいましたハンガリーの皆さんに
感謝の意を表します。

Ｉ Ｐ Ｃ 再 構 築 ： どの よ う に し て
EPO では分類付与を行ってい
るのか？
2006 年 1 月 1 日に実施されるＩＰ
Ｃ再構築の実施準備期間中に、
分類問題に関する質問が日増し
に EPO に届いた。もっとも多かっ
たのは、“どのようにして EPO で
は分類付与を行っているのか”と
いうことでした。
たぶん、この質問に対する最良の回答
方法は、質問を更に詳しく分解すること
です。
EPO 審査官は
審査官は、“メイン”
メイン” と“二次的”
二次的”分
類を割り付けますか？
けますか？
EPO 審査官は通常 ECLA 記号を採用
してドキュメントに分類付与しています。
そして、そこから、対応するＩＰＣ記号を
導き出しています。ECLA とＩＰＣが異な
る場所では、必要に応じてマニュアルで
変更します。ECLA には、“メイン”や“二
次的”分類といった概念はありませんが、
付与された第１の分類が通常審査官が
最も重要と見なした分類の一つのよう
です。
EPO データベースの
データベースの中ではどの
ではどの様
どの様な順
序でリストされますか
リストされますか？
されますか？
ECLA 記号は、内部で使用する EPO
サーチデータベースと esp@cenet の中
ではアルファベット順で現れます。ＩＰＣ
記号は審査官が入力した順で現れま
す。
“Ｆｉｒｓｔ”
Ｆｉｒｓｔ”と”Later“
”Later“のインジケータは
インジケータは、新Ｉ
ＰＣ状況下では何を意味しています
か？
“Ｆｉｒｓｔ”（メイン）と“Ｌａｔｅｒ”（二次的）分
類は、ECLA においては意味している内
容で利用されることはありません。EPO
は、特許ドキュメントにある発明の特徴
を全て記載したものであるとして、全て
の発明情報分類は等しく重要であると
考えています。

しかしながら、いくつかの特許庁では、
審査官に特許明細書を配分するといっ
た主に内部手続きのために、“First”と”
Later”のインジケーションを要求してい
るところもあります。
EPO で分付与されたドキュメントに対
しては、第１のＩＰＣ分類（最初に入力さ
れた ECLA 記号から派生した一つ）は、
ST.8 デ ー タ エ レ メ ン ト の 中 で は
“First”IPC としてインジケートされ、それ
以外が全て”Later”とインジケートされ
ます。しかしながら、未処理分について
は、EPO の ECLA 分類から派生してい
るため、“Ｆiｒｓｔ”あるいは“Later”インジ
ケータはありません。
ＩＰＣ 再構築実施前に
再構築実施前 に 公開された
公開 された 公報
（例えば A2）
A2）はＩＰＣ7
ＩＰＣ7 版で公開されます
公開されます
が、その後
その後に公開される
公開される公報
される公報（
公報（ 例えば、
えば、
A3、
A3、B1）
B1）についてはＩＰＣ
についてはＩＰＣ8
ＩＰＣ8 版で公開され
公開され
ます、
ます 、 この時何
この 時何か
時何 か 起 こりますか？
こりますか ？ 分類
は 新 しいＩＰＣ
しい ＩＰＣに
ＩＰＣ に 準拠して
準拠 して公開
して 公開されます
公開 されます
か？
合法的に“本物”である公報全てのそ
の後の公報は、例えば、それ自身公開
日を持つものは、公開日に有効であるＩ
ＰＣバージョンに従って分類が付与され
ます。これは、A3 や B1 のような公報の
分類は、必要な場所で適宜変更される
ことを意味します。また、オリジナルの
公報はしかる後に新しいＩＰＣバージョン
に再分類されるべきものであると言うこ
とは言うまでもないことです。
審査官は
審査官 は 過去 に 設定した
設定 した 分類記号 を
再考したことがありますか
再考 したことがありますか？
したことがありますか ？ 再考が
再考 が 将
来頻繁になったときに何が起きます
か？
ＩＰＣに対しては、記号は以後の公開
ステージで追加されるかもしれません
（例えば、A2 上で現れなかった記号は
A3 上で現れるかもしれません）。ECLA
記号は再考され適宜変更されます。そ
して、再考されたときには、ドキュメント
は再分類化されます
将来のＩＰＣでは、ドキュメントに割り当

てられた記号は、それぞれの分類エリ
アが再考されたときには、かならず変更
されるでしょう。不備なＩＰＣクラスの臨機
応変な修正は、ドキュメントの所有者、
即ち、最初の分類を割り振った特許庁
のみが可能です。
修正ドキュメント
修正ドキュメントＡ
ドキュメントＡ８，Ａ９
，Ａ９，Ｂ８
，Ｂ８，Ｂ９
，Ｂ９につ
いてはどうですか
はどうですか？
いて
はどうですか？
修正ドキュメント（A8,A9,B8,B9）は、通
常、分類記号のそれ自身にエラーを含
んでいるものを除いて、オリジナルドキ
ュメント上に付与、記載された分類記号
と分類バージョンはそのまま保持されま
す。
分類を
分類 を 割 り 当 てる 時 、 審査官は
審査官 は “ 発明
情報”
情報 ” を 構成するものが
構成 するものが何
するものが 何 であるの
である の か
をどの様
をどの様にして決定
にして決定するのですか
決定するのですか？
するのですか？
ＩＰＣ８では、発明情報は、分類子の考え
方からすると、最新技術に追加を表明
する特許ドキュメント（詳細な説明、図
面、あるいは請求項）の中に記載されて
いる全ての技術情報がそれに当たりま
す。請求項は、発明情報がなんである
のかのガイダンスを提供しますが、審
査官は詳細な説明の中の材料や図面
も考慮します。
この文脈における“最新技術に追加”
とは、全て新規で、非自明な主題が特
許ドキュメントに具体的に開示されてい
ることを意味します。これは、先行技術
の一部を表すものではありません。即
ち、特許ドキュメントの主題と、全ての
技術主題集との間の差異は既に公にさ
れていたかどうかを意味します。
“追加”情報分類は、これからのサー
チに役立つであろう“発明”情報の範囲
外でも、特許ドキュメントにある全ての
事象に反映されるべきです。
ＩＰＣ再構築や、EPO 製品にどの様に
反映されるか、詳しい情報は、
http://ipc-reform.european-patent-offi
ce.org をご覧下さい。

EPO のデータベースには
データベースには何
には何がありますか？
がありますか？
76 庁舎もの異なる特許庁からのデータ
が入っていますので、今すぐ正確に EPO
のデータベースに何が入っているのか把
握するのは容易ではありません。あなた
は、データが最新のものであるのかどう
か報告が出来ますか？蓄積の欠落があ
りますか？正確に、どのデータが特定の
国から来たものか－書誌的事項のみ、或
いは抄録まで入手可能なのか。
これらの疑問に最良の回答方法が現在
あります。すべきことは、インターネット上
の EPO’s Global Patent Data Coverage
document
（ http://patentinfo.european=patent=offic
e.org/_resources/data/pdf/global_patent_
data_coverage.pdf ）に行き、希望する国

の名前をクリックしてください。この URL
のショートカットは、
patentcoverage.notlong.com です。
EPO は、Global Patent Data Coverage
document を、管理するデータ群の質を
保証する取り組みの一部として提供して
います。データベースの内部データを定
期的に分析し、そしてその結果を年二回
公 表 し て い ま す 。 Global Patent Data
Coverage document の最初の公開は、
2005 年 6 月でした。
Global Patent Data Coverage
document についてのご意見、ご質問等
がございましたら、frontoffice@epo.org で
ご連絡下さい。

インターネット上の非特許文献
ディジタルオブジェクト識別子
ディジタルオブジェクト識別子は
識別子は、インター
ネット上
ネット上の NPL にアクセスする
アクセスするための
するための最
ための最
善の方法を
方法を提供します
提供します。
します。
EPO はおよそ 5000 インターネットジャーナ
ルと数多くの他のソースに加入していま
す。インターネットソースに関する問題は、
インターネット上のロケーションが何ら告
知もなく変更されてしまうため、EPO の内
部非特許文献データベースの文献レコー
ドとインターネット上のそれに相当する文
献との間に信頼の置けるリンクが常に形
成できないという難しさでありました。
現在、ディジタルオブジェクト識別子
(DOI)と呼ばれる新しい技術は、書誌レコ
ードから URL を見つけ出し、URL を常に最
新のものにして、前述の問題を解決しまし
た。
ディジタルオブジェクト識別子
ディジタルオブジェクト識別子(DOI)
識別子(DOI)につい
(DOI)につい
て教えてください？
えてください？
DOI はウェブファイル或いは他のインタ
ーネットドキュメントに付与される永久識
別子のことで、もし、インターネットアドレス
が変更した場合には、ユーザは正しいア
ドレス（URL）に再接続されます。このイー
ジーアクセスは、発行元がインターネット
ロケーションの変更と CrossRef と呼ばれ
る組織とをシステム的に連携することに同
意したときのみ可能となります。CrossRef

は、インターネットコンピュータシステムを
介するドキュメントのロケーションに変更
があった場合に、正確なロケーションを追
跡する責務を持っています。
DOI の利用方法
今日、EPO が利用している色々な NPL デ
ー タ ベ ー ス （ INSPEC 、 COMPENDEX 、
ELSEVIER、PUBSEO、AIP@）の 250 万レ
コードにこの DOI が付いています。データ
ベースレコードのいずれかの DOI をクリッ
クすると、文献抄録と書誌データの入った
発行元ウェッブサイトに飛ぶことが出来ま
す。更に、ユーザが発行に対する正当な
加入権を持っている場合には、文献のフ
ルコピーが表示されてきます。
EPO は CrossRef と協力プロジェクトを結
び、EPO サーチレポートで引用した全ての
非特許文献の入った NPL マスタデータベ
ースの全レコードに DOI を設けることにし
ました。
その結果、EPO 以外の特許情報ユーザ
は DOI を利用して、esp@cenet と Register
のほとんどの NPL ドキュメントを即座にオ
ンライン検索可能となります。ドキュメント
は、フルドキュメントを有料で検索するとし
ても、通常発行元ウェッブサイトにアクセ
スして入手します。 詳しくは、
espacenet@epo.org から esp@cenet ヘル
プデスクにお問い合わせ下さい。

ヨーロッパ刊行
ヨーロッパ刊行物
刊行物サーバが
サーバが 2006 年度
版になる
ヨーロッパ刊行物サーバの最新版は
2005 年 11 月ブダペストで開催されまし
た EPO 特許情報会議で立ち上げられ
ました。今年早々にリリースされたもの
と比較して次の点が新しくなっていま
す。
■ヨーロッパ特許ドキュメントを完全に
収録するために、収録期間を 1978 年以
降に拡大しました。
■ダウンロードオプションを改良し、
PDF ドキュメントをダウンロード可能に
しました。
■サービスをＩＰＣ再構築に適合させ、ド
キュメント上にある全てのＩＰＣを検索可
能にしてドキュメントを検索します。
■サービスは、XML ST 36 データをホス
テ ィ ン グ す る た め に 更 新 さ れ 、 SGML
ST32 と平行して、テストデータとして 33
週／2005 から利用可能です。
詳しくは、publications@epo.org からお
問い合わせ下さい。

ＭＩＭＯＳＡによる電子式発行－リトアニアオフ
ィシャルガゼット
2005 年 5 月に開始しましたＭＩＭＯＳＡ
バージョン 5 は、インターネットアクセス
を許可する GTI 5 データベースを利用し
て、ＸＭＬデータを処理することが出来
ます。
これらの新機能は、ＭＩＭＯＳＡを使用
することで出願の領域を格段に広げま
す。次の記事から 2,3 号に渡り、”ＭＩＭ
ＯＳＡによる電子発行“と題した新シリー
ズの中で色々な例を報告いたします。
この新シリーズのパート１は、リトアニア
オフィシャルガゼットプロジェクトに焦点
を当てます。
リトアニアガゼット
リトアニア共和国の特許庁は、リトアニ
ア特許、商標、実用新案に関するガゼ
ットを月単位で発行しています。PDF フ
ァイルからなるガゼットの電子版がリト
アニア特許庁ウェッブサイトからダウン
ロードできます。今のところ、個々の発
行物の簡単なフルテキストサーチと紙
への印刷が可能です。

epoline ユーザデイ
2005 年 9 月 27 日、シェラトンホテル&タワ
ーズ、ブリュッセル
2005 年の第 2 回 epoline ユーザデイは、9
月 27 日、シェラトンブリュッセルホテル＆
タワーズで開催されました。イベントは記
録的な数字である 200 人以上もの代表者
達を魅了しました。期待通り、ほとんどが
ベルギーから来られた方々でありました
が、ヨーロッパの他の国々からの代表者
達も受け付けていました。
歓迎の挨拶は、ベルギー特許庁長官で
ある Robert Geurts 氏、ヨーロッパ特許庁
情 報 シ ス テ ム 主 席 で あ る Guillaume
Minnoye 氏が行いました。

ＭＩＭＯＳＡで
ＭＩＭＯＳＡで発行することの
発行することの付加価値
することの付加価値
リトアニア特許庁は、発行物をユーザ
がより使いやすいようにしたいと考えて
います。過去分全てのガゼット内容を把
握しておきたいということと、それを使っ
て専門的なサーチを行いたい、更に
色々な媒体で広く広めることを目的とし
ています。これはＭＩＭＯＳＡの提供が
可 能な 範 囲 で行 い た い と 考 えて い ま
す。
プロジェクトは、EPO のエキスパートと
緊密な協力体制で行われています。
典型的プロジェクト
典型的プロジェクトの
プロジェクトの開始から
開始から．．．
から．．．
第一のステージでは、コンテンツ、ター
ゲットグループ、見栄え、特徴（ハイパ
ーリンク、ダウンロードフォーマットなど）
の決定を含む製品定義があります。次
のステージでは、製品デザイン、サンプ
ルデータの分析を技術的仕様の決定後
に実施します。技術的仕様の決定の中
には、例えば、どのフィールドをユーザ
に使わせるか、データのどのタイプをイ
ンデックスするのか、サーチ結果をどの
様に表示するのかがあります。
そこで、epoline の歴史、目的、利益の説
明と、2005 年度における製品開発のロー
ドマップに光明を投じました。
いつものことではありますが、その日の
ほとんどは、全 epoline 製品及びサービス
をカバーする英語、フランス語、ドイツ語
による実践的ワークショップに費やされま
した。
My.epoline に向けた早朝講座は、二つ
の講座に分けられ、一つは、“特許出願
のサーチとモニタリング”、もう一つは“特
許出願の機構と管理、および年金”でし
た。

これらの仕様を基にして、将来のＭＩＭ
ＯＳＡのプロトコルが製作されます。
最後に、外部プロバイダに痛くしてＭＩＭ
ＯＳＡ製品チェーンを開発させます。プ
ロジェクトは－リトアニアオフィシャルガ
ゼットの場合では－現在プロトコルフェ
ーズに入る準備が出来たところです。
．．．定期
．．．定期的
定期的な製品となるまで
製品となるまで
リトアニア特許庁は、ガゼットをＭＩＭＯ
ＳＡ GTI バージョン 5 データベース形
式で作成するでしょう。ユーザは、最初、
ＭＩＭＯＳＡユーザインターフェースを使
って十分サーチが可能な CD-ROM でガ
ゼットを注文することが出来ます。
詳しくは、epal@epo.org で問い合わせて
下さい。
1MIMOSA は EPO や多くの国内特許庁が利用し
ている刊行物ソフトウェアです。MIMOSA ソフトウ
ェアパッケージは ESPACE 製品内をサーチするイ
ンターフェースとサーチ可能なデータベースをコン
パイルするときに利用する承認ソフトウェアからな
っています。詳しくは、epal@epo.org で問い合わせ
てください。
2http://www.vpb.lt/engl/

因みに、第１講座は、Register
Plus、WebRegMT と Online Secure
File Inspection で、第２の講座は、My
Files、Mailbox and Online Fee
Payment です。
午後のワークショップは、PatXML と
Online Filing に関するトレーニング授
業を引き続き行いました（初心者コー
スと上級者コース）。
閉 幕 後 、 EPO の Procedural &
Technical Support マネージャである
Arnold van Putten 氏は、参加者達か
ら受領した大変ポジティブな意見をま
とめました。それによると、参加者の
92%がワークショップは良い、大変良
い、すばらしいであり、同じ 91%がプレ
ゼンターに対しても同じ評価を与えま
した。参加者の 89%は、ワークショッ
プは期待どおりで、93%が毎日の仕
事環境に epoline を利用したいと確信
したとありました。私たちはこのイベ
ントの目的が十分果たされたことを
心から喜んでいます。

あなたはアジア
あなたはアジア向
アジア向きですか？
きですか？
．．．．．を
．．．．．を知ってますか？
ってますか？
… 韓国知的財産権庁（
韓国知的財産権庁（ KIPO）
KIPO） は 、 伝統的
知識データベース
知識 データベースの
データベース の 運行を
運行 を 開始しました
開始 しました
か ？ このデータベースは、韓国語と英語
で、伝統的な韓国薬と治療（医学知識）に
関する情報を提供します。完成を３年後に
予定し、インターネット上から入手できるよ
うになります。韓国データベースはアジア
では第３番目のデータベースとなります。
これまで、中国の“伝統的中国薬(TCM)特
許データベース”とインドの“伝統的知識
ディジタルライブラリ”(TKDL)DB があり、
http://203.200.90.6/tkdl/langdefault/com
mon/home.asp で入手可能です。
資料元：www.kipo.go.kr/eng/ (KIPO ニュ
ース：“外国における伝統的薬と治療の保
護強化”から)
…現在韓国特許資料は
現在韓国特許資料は公式に
公式に PCT 最小
限資料（
限資料 （ ミニマムドキュメンテーション）
ミニマムドキュメンテーション ） の
中に含まれていますか？
まれていますか？第 34 回目の会
議（2005 年 9 月 26 日～10 月 5 日、ジュネ
ーブ）で、PCT 連合総会は、韓国共和国
からの特許情報を PCT ミニマムドキュメン
テーションに追加する PCT 規則の改正を
採択しました。改正は 2007 年に効力を発
しますが、実際には、国際的機関は早々
に韓国ドキュメントのサーチを開始するも
の と 思 わ れ ま す 。 詳 し い 情 報 は 、 PCT
Newsletter
10/2005:
www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2005/
pct_news_2005_10.pdf をご覧下さい。

…KIPO は、韓国語－
韓国語－英語機械翻訳サー
英語機械翻訳サー
ビスを
ビスを開始しましたか
開始しましたか？
しましたか？
2005 年 11 月、韓国知的財産権庁(KIPO)
は韓国特許ドキュメントの機械翻訳サー
ビスを開始しました。この新しいサービス
は、韓国特許情報オンラインネットワーク
（K-PION）と呼ばれ、世界中の特許庁間
で特許ドキュメントの交換を容易にするこ
とを目的としています。また、日増しに増
加する国際マーケットで韓国特許権の位
置を保護し、強化することを目的としてい
ます。詳しい情報は、www.kipo.go.kr/eng/
(KIPO ニュース：“KIPO、韓国－英語翻訳
サービスを開始する”)をご覧下さい。
…IPIP- 関連条約に
関連条約に関連して
関連して、
して、ASEAN にお
ける効力
ける効力のある
効力のある IP 法、これら国
これら国々の加盟
状況に
状況に関する情報
する情報は
情報は、現在 ECAPII
ECAPII ウェッ
ブサイトで
ブサイト で 入手可能ですか
入手可能 ですか？
ですか ？ このサイト
（www.ecap-project.org）は、定期的に更
新され、最新情報が提供されます。
IPOS（
IPOS（シンガポール知的財産権庁
シンガポール知的財産権庁）
知的財産権庁）は、
意匠、
、商標の
意匠
商標の eJournals を発表しました
発表しました
か？オンライン翻訳とサーチのこれらの
新しい e-サービスは最近シンガポールオ
ンラインサービスに加えられ、誰でも
www.ipos.gov.sg/main/index.htm からアク
セス出来ます。
フルドキュメントの
フルドキュメントのダウンロードが
ダウンロードが JPO の
IPDL から可能
から可能です
可能ですか
ですか？工業所有権情報・
研修館（NCIPI）は、現在、IPDL から頁単
位でダウンロードしているものを、PDF 形
式

でフルドキュメントをダウンロード出来
るようにすると発表した。情報元：
www.ncipi.go.jp/english/distri/exchang
e/pdf/pajnews37.pdf
日本は
日本は電子ファイル
電子ファイル閲覧
ファイル閲覧サービス
閲覧サービスを
サービスを
開始しますか
しますか？
開始
しますか？2003 年 6 月以降に
JPO に出願したファイルは JPO の
IPDL から電子形式で利用可能です。
情報元：
www.ncipi.go.jp/english/distri/exchang
e/pdf/pajnews37.pdf
日本商標法の
日本商標法の改正は
改正は、2006 年 4 月か
ら効力を
効力を発しますか？
しますか？商標でカバーさ
れる商品やサービスと密接に関係が
あると認められる地理的エリアの名前
からなる商標、即ち“局所的に基づく
集合的マーク”の創作に関するこれら
の改正。詳しくは、
www.ncipi.go.jp/english/distri/exchang
e/pdf/pajnews37.pdf をご覧下さい。
…2005 年、ロシアにおいて
ロシアにおいて、
において、著作権違
反により 8 人が処罰され
処罰され投獄
され投獄されまし
投獄されまし
た。1000 件を超えるＩＰ違反ケースが、
2005 年、ロシア裁判所にファイルされ
ました。全部で、300 人が知的財産権
違反の有罪判決を受け、200 人が差し
止めの判決を受けました。こうした著
作権保護の失敗を踏まえ、ロシアに対
しても WTO に加盟させる準備をさせな
ければならないことを厳粛に主張すべ
きである。詳しくは、
http://en.rian.ru/russia/20051020/41
83766.html をご覧下さい。

ドイツ特許庁
ドイツ特許庁の
特許庁の新しいサービス
しいサービス
ドイツ特許商標庁（DPMA）は、新
DPMA クーリールサービスを開始しまし
た。ドイツ特許庁の
“DPMApublikationen”部門が基盤を発
行する DPMA クーリールは、小規模、中
規模サイズの企業のニーズに合うよう
情報が作成され、次のようなサービスを
提供しています。

■ドイツ特許庁の電子特許、商標、意
匠ガゼットの全部か一部部分の予約購
読サービス。
■特許、実用新案、商標、意匠のリー
ガルステータスおよび手続き状況をカ
バーするモニタリングサービス。
DPMA クーリールの予約購読をするた
め に は 、 http://publikationen.dpma.de
の e-mail アドレスに登録して下さい。

リーガルステータスおよび手続き状況と、
当該ガゼット部分の入った PDF ファイル
が、登録された e-mail アドレスに無償、
発行日、00.00hour で配送されてきま
す。

国際特許情報 サーチ の 迅
速 化 のため 機械 翻訳 が 追
加
Minesoft と RWS は、英語によるドキュメ
ントが入手できない状況下で、フランス
特許庁、ドイツ特許庁、そしてヨーロッ
パ特許庁が発行した最近のフランス語
アブストラクトおよびドイツ語アブストラ
クトの PatBase における機械翻訳の利
用可能性について発表しました。
Minesoft と RWS は、技術的辞書は育
成され、次第に正確なものに改善され、
アブストラクトがない（例えば、古いドイ

ツ公報）バックナンバーのアブストラクト、
あるいは請求項１、同じように他の言語
についてもカバーするようにサービスを
拡大する、と説明しました。正式な英語
のアブストラクトがパテントファミリーに
存在する場合には、機械翻訳された抄
録は置き換えられます。
詳しい情報は、www.minesoft.com ま
たは www.rws.com をご覧下さい。或い
は info@patbase.com でお問い合わせく
ださい。

ＥＰＯ特許情報会議
ＥＰＯ 特許情報会議 2006、
2006 、
キプロス
ＥＰＯ特許情報会議 2006 は 2006 年 11
月 6-8 日、キプロスで開催されます。正
確な開催地はまもなく発表されます。最
新の会議情報を遅延なく入手するため
に、
www.european-patent-office.org/epido
s/conf/epopic2005/であなたのｅ-ｍａｉｌ
アドレスを登録してください。

Europatent、
Europatent 、 オンラインパテ
ントデリバリーを
ントデリバリーを開始
Europatent は、2 千万以上のドキュメン
トの全特許集を 10 月、インターネット上
にロードしたと発表しました。ドキュメン
トは、現在、オンラインで注文すると、即
座にＰＤＦファイルで e-mail に配送され
てきます。Europatent によりますと、ア
ーカイブは、いまある管理システムに統
合可能で、その結果、注文を受けたど
のようなドキュメントも自動的に顧客の
サーバーにロードすることが可能です。
絶えず増大するアーカイブは、
http://archiv.europatentdienst.de で入
手可能です。詳しくは、
www.europatentdienst.de をご覧下さ
い。

