EPO 、 ユ ー ザ の 声 に 答
える。
える。
esp@cenet サービスの発
展に esp@cenet ユーザコミ
ュニティーがこれまで多大な
影響を与えて来ました。最
新の改良（６月末頃に公開
予定）はユーザのコメントと
提案に基づいて成されたも
のです。主な変更は以下の
通りです。

“no English title available”
available”
esp@cenet で 時 た ま 出 現 す る “no
English title available”メッセージは、
ユーザにとって多大なフラストレーショ
ンの元凶でありました。これからは、ド
キュメントに英語のタイトルがない場
合、esp@cenet はドイツ語のタイトルを
表示するか、ドイツ語のタイトルがな
い場合には、フランス語のタイトルを
表示します。また、３言語のタイトルが
ない場合には、オリジナルの言語でタ
イトルを表示します。
“My patents”
patents”保存期間
“My patents”リスト保存期間を３０
日から１年に延長しました。
“mosaics”
mosaics”と“maximize”
maximize”関数
e”関数の
関数の改良
“モザイク（図面）”頁を通してのナビ
ゲーションは、モザイク html 頁用のキ
ーアクセラレータの導入により改良さ
れ、“maximize”関数は、最大スクリー
ン用の”Close“ボタンの追加で強化さ
れました。

“Including family”
family”
混乱を引き起こしてきた、とあるコメン
トから、番号サーチ画面上にあった
“including family”の四角いチェックボッ
クスを取り除きました。ユーザは、未だ
にドキュメントの書誌情報スクリーン上
を介して INPADOC ファミリメンバーを検
索しています。
ECLA のサブグループトランケーション
ECLA フィールドの検索に、ユーザ待
望のサブグループトランケーションが導
入されました。アスタリスク（＊）を使っ
て、例えば、G11B5/62*と入力します。
アスタリスクは、このフィールドでのみ利
用できるトランケーションであることをお
忘れなく。
“Y”タグは、現在 ECLA コードでドキュ
メントを検索するのと同じ方法で、ナノテ
クノロジードキュメントを検索するのに
使用されています。
(http://forum.espacenet.com/viewtopic
.php?t=339)

ｅｓｐ＠ｃｅｎｅｔ開発運営陣は、ユーザ
の欲していることを知りたがっています。
どしどし提案や要求をお寄せ下さい。ｅ
ｓｐ＠ｃｅｎｅｔヘルプデスクまたはｅｓｐ＠ｃ
ｅｎｅｔフォーラム
(http://forum.espacenet.com)まで。

EPO 書誌データベース
書誌データベースにおける
データベースにおけるＩＰＣ
におけるＩＰＣ８
ＩＰＣ８版デー
タの実施――
実施――ステータスアップデート
――ステータスアップデート
ｅｓｐ＠ｃｅｎｅｔフォーラム
ヘルプデスク、ヘルプファイル、そしてｅ
ｓｐ＠ｃｅｎｅｔアシスタントに加え、ユーザ
委員会もまた、
http://forum.espacenet.com のｅｓｐ＠ｃ
ｅｎｅｔフォーラムを利用することが出来
ます。フォーラムは、ユーザ同士の裏技
紹介の場であると共に、いろんな経験
（失敗談、成功談）を交わす場でもあり
ます。
フォーラムの特徴は、幅広いトピック
スについて活発に討議されるということ
です。ｅｓｐ＠ｃｅｎｅｔチームの人たちは毎
日これを読み、数多くの出来事の盛り
上がり度をここから読み取っています。
例えば、ｅｓｐ＠ｃｅｎｅｔにおける IPC8 検
索の話題があります。そして、ｅｓｐ＠ｃｅ
ｎｅｔに変更や改善が必要有りと判断し
たときは話題の投げかけを採用しま
す。
2003 年のフォーラム開始後、登録ユ
ーザの数は、2005 年１月に 900 人程度
でありましたが、2006 年 5 月には 4500
人に増大しました。現在、このサイトへ
の全訪問者数は百万以上を優に超して
います。この方法を喜び、全てのｅｓｐ＠
ｃｅｎｅｔユーザにこの有意義な情報源を
利用するよう奨励したいものです。
ｅｓｐ＠ｃｅｎｅｔフォーラムに入会するの
は簡単です。ニックネームと e-mail アド
レスを登録するだけで、無償で入会でき
ます。フォーラムはあなたの意見やアイ
デアを ｅｓｐ＠ｃｅｎｅｔ の検討課題に取り
上げてもらえる有効な手段となっていま
す。
もうすぐ公開されるｅｓｐ＠ｃｅｎｅｔリリー
ス情報（発表前のもの）や新しいオープ
ンパテントサービス(OPS)スレッド（質疑
応答のメッセージ群）にも注意しましょう。
また、私達はボランティアユーザに新し
いｅｓｐ＠ｃｅｎｅｔの特徴と機能をテストす
るようお願いするつもりです。
さあ一緒にｅｓｐ＠ｃｅｎｅｔユーザ委員
会に貢献しましょう。
http://forum.espacenet.com

F（First）
First）と L（later）
later）インジケータ
1/2006 のパテントインフォメーションニ
ュース以後、fiｒｓｔ/later インジケータに
ついてその時に掲載した情報は全く正
しいものではなかったことが後の調査で
判明しました。ＥＰとＦＲフロントファイル
ドキュメントのいずれも F/L インジケータ
を運用していませんと、間違った記事を
掲載していました。実際には、これまで

IPC8 データを EPO に提供し続けてきた
全ての国は、IPC8 用の F/L インジケー
タを使用していますが、これは、マスタ
ー分類データベース(MCD)内の新しくで
きたエントリーに採用するだけです。
他のファミリメンバーから伝搬して分
類を受け継いだドキュメントは、F/L イン
ジケータを運用しません。例えば、EPO
は、新しい EP 公報が正規の新公報で
ある場合や、2006 １ 以前で最初の公報
が WO や EP-A に基づくものでない場合
には、新しい EP 公報に F/L を採用しま
す。
全プロセスが関係者に取って新しいも
のであったため、特に IPC8 の導入後に
配送された最初のドキュメント束の中の
F/L インジケータに関してはちょっとした
矛盾もあったかもしれません。これらの
矛盾は可能であれば 2006 年度コース
を通して徐々に修正されることでしょう。

IPC8 の検証ファイル
検証ファイルと
ファイルと IPC7 から IPC8
への変換
への変換テーブル
変換テーブルの
テーブルの保管場所
IPC8 計画は WIPO により施行されまし
た。IPC8 コアレベル計画と、IPC7 から
IPC8 への変換テーブルは XML 形式で、
WIPO ダウンロードエリア
www.wipo.int/classifications/ipc/en/do
wnload_area/ から入手できます。
個々の IPC8 記号（英語とフランス語）
標記は、
www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8/?
lang=en で見ることが出来ます。

WIPO は双方向 IPC 検証ツールを、
www.wipo.int/ipcval/ipc_check.php で提
供しています。
WIPO はまた IPC 記号を調べる「自然
言語」インターフェースを提供していま
す―www.wipo.int/tacsy の TACSY と
www.wipo.int/ipccat/ の IPCCAT2 で
す。

完 全 な IPC8 検 証 フ ァ イ ル は 、
www.wipo.int/ibis/IPC8/2 で見ることが
出来ます。
WIPO は IPC に関する全ての問い合わ
せに対して専用 e-mail アドレスを設けま
した。ipc.mail@wipo.int にメールしてくだ
さい。
ＩＰＣアドバンストレベル
ＩＰＣアドバンストレベルの
アドバンストレベルの第１回の改訂
以下のテーブルには、ＩＰＣアドバンス
トレベルの次の（2007 年 1 月頃）改訂で
候補に挙がっている現在検討中の技術
分野が示されています。
A01N65
C08K,C08L
H04H
H04W

植物性殺虫剤
高分子と非高分子成分の
組み合わせ
放送配信システム
ワイヤレス通信

詳しくは www.wipo.int/ipc-ief/をご覧
下さい。
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エキスパートへのお知らせ：このケースでは、分
類は ST.8 ストリングのポジション 39 に”B”（ベーシ
ック）を運用します。F/L インジケータは、2006 年
以前に公開されたドキュメントの”R”（再分類）分
類、それらのファミリメンバーには採用されませ
ん。
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これらのサイトへのアクセスは登録ユーザのみと
なっています。

水中から
水中から襲
から襲いかかる鮫
いかかる鮫
2006 年 5 月 3 日と 4 日に、
ヨーロッパ特許庁は、二日
間に渡る「ヨーロッパの発明
者デー」と名付けた会議と
お祭りをブリュッセルで主催
しました。
１日目の会議のテーマは、「ヨーロッパの
競合特許システム」で、二日目は「中国の
特許ビジネス」に議論が注がれました。
ヨーロッパ委員会の DG エンタープライズ
＆インダストリのディレクターである David
White 氏のヨーロッパＩＰシステムの現状を
踏まえたスピーチでは、彼は現状における
数多くの非難を論説しました。また、彼は
ずっと昔に、ジョーズの映画を見るために
この会議室と全く同じ部屋に妻と一緒に座
って見たとスピーチをしました。その時、彼
は誰かがスピーチか IP 記事の中に鮫とそ
の大きく開けた顎の画像を使わないかなと
思ったそうです。そう、彼の予想は正に現
実になりつつあります。
一方、ヨーロッパ IP の現状を極端に厳し
く分析する、DG インターナショナル マー
ケット＆サービスの副長官である Thierry

Stoll 氏は、委員会側に膨大な活動に対す
るニーズがあったと言及しました。
委員会は、共同体特許で再検討を考えて
いました。それは大勢の参加者が希望し
ていた「ヨーロッパ連合特許」のリネーム
のことでした。更に彼は、日本と中国にお
いて、IP 戦略の発展は最優先事項の国
策のように思われます。ここヨーロッパ連
合国もまた、アメリカ企業の十分に成熟し
た IP 戦略に打ち勝つためにアクションに
は入らなければなりません。そして図を用
いて、少し引き潮であった潮の流れが正
に今変わろうとしていますと、話を続けま
した。
二日間の会議で行われたスピーチとプ
レゼンテーションでは、中国が構築した特
許システムが紹介されました。中華人民
共和国の商務部で貿易交渉事務局の事
務局次官であります Zhao Hong 氏は、ヨ
ーロッパの国々が 200～300 年掛かってき
たことを、中国はこの四半世紀の間で成
し遂げたと言及しました。企業の皆さんか
らは中国での外国人出願は、公正且つ効
率的な手続き（手頃な費用による迅速な
保護）を受けているという点では同意が得
られました。同時に、ヨーロッパの企業は
中国システムの使用と、IP 権利化のため
の出願を迫られていました。

そうしないと、侵害に対するアクションが
失敗するからです。
ヨーロッパでは、徹底した努力が功を奏
して大学からの特許出願率が増えてきま
した。中国ではこの比率は既に USA のレ
ベルに到達しています。この結果、主要
な技術で基本特許となりうる高水準の出
願がされるようになりました。
中国の首相である WenJiabao 氏は、
2004 年 6 月に、“今後起こりうる競争とし
て考えられるのはＩＰ競争・・・”であると言
及しました。そして、そのことが私にジョー
ズの映画の鮫のイメージを思い起こさせ
ました。もし、出願の波が上げ潮を続けて
いくとしたら、ヨーロッパ企業はもはや無
視できないくらいの出願の流れが到来す
ることでしょう。中国特許明細書のフルテ
キストは英語に翻訳され企業でも利用が
可能とならなければ、巨大な白鮫が、アク
セスの不完全な特許ドキュメントのうねり
の中から何度も何度も襲いかかることで
しょう。そして、ヨーロッパ企業はその餌食
となるでしょう。
Ｗｏｌｆｇａｎｇ Ｐｉｌｃｈ 談
Ｐｒｉｎｃｉｐａｌ Ｄｉｒｅｃｔｏｒ Ｐａｔｅｎｔ Ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ

IPC8 を使ったサーチ
ったサーチ――
サーチ―― 読者の
読者の見方
2006/1 のパテントインフォメーションニ
ュースの記事の中のＩＰＣ関連記事に続
いて、ＵＫで働いている特許サーチャで
ある Paul Gilbert 氏から、次のような投
稿を受け取りました。

私は、25 年以上も特許サーチを行っ
てきた中で、テクノロジーや利用可能な
サーチツールではかなりの変革を見て
きました。この間に、ＩＰＣの進化は徐々
に行われてきましたが、ＩＰＣ８の施行は
確立していたシステムに対し最も過激
なリフォームでした。
しかしながら、ある分野（技術の変化
が激しい重要部分）ではこのリフォーム
はより詳細な分類が提供されましたが、
同時に、ＩＰＣの使用では、未だ特許庁
と情報供給者による公報への一貫した
分類付与成されていません。

結局のところ、意味のある方法で公報
に分類を付与していないのであれば、
分類をサーチする点には意味はありま
せん。もし、分類に発明の特定の観点
が記述されているのであれば、その時
は、発行庁により付与された、或いは後
に、情報供給者により付与されたもの
は完全に妥当性を満たしていると思わ
れます。同じように、詳細な分類の存在
は、発明の本来の視点をカバーしてい
る広義の分類レベルで分類された発明
を除外視してはならない。
一見すると、これらの要件はＩＰＣ8 の
コアレベルとアドバンストレベルのなか
で見事に達成されていますが、サーチ
ャとしては、データベースに一貫して採
用されているサーチ可能データに未だ
頼っています。アドバンスト分類は、全
ての関連分類が含むように、そして、

サーチャに審査官の思いと一致した関
連分類が同定できたと思わせる手段
（確かに、義務かもしれませんが）を提
供しています。
2006/1 発行のパテントインフォメーシ
ョンニュースでの Wolter 氏の記事に、面
白い論点が挙げられていました。そして、
彼のように、私も発行庁と情報供給者
は、世界中のサーチャが自身を持って
利用できる首尾一貫した分類システム
を形成し、採用できる類のない手段を
築くことを望んでいます。
Ｐａｕｌ Ｇｉｌｂｅｒｔ， Ｓｅａｒｃｈ Ｍａｎａｇｅｒ
Ｂａｒｋｅｒ Ｂｒｅｔｔｅｌｌ， ＵＫ
ヨーロッパパテントインフォメーションに
ついて何かありましたら、お気軽に、パ
テントインフォメーションニュースの編集
長 dshalloe@epo.org までご連絡下さい。
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この記事は執筆者の意見を述べたもので、Ｂａｒｋ
ｅｒ Ｂｒｅｔｔｅｌｌ氏の意見を必ずしも反映したもので
はありません。

リ ト ア ニア 用 の Ｍ Ｉ Ｍ Ｏ Ｓ Ａ
試作品

MIMOSA LTOG 試作品 － 商標用のエ
キスパート検索画面の一例

リトアニア特許庁のオフィシャルガゼッ
ト用ＭＩＭＯＳＡ試作品が最近開発され
ました。それには、特許、商標、意匠に
関する情報が記録されています。製品
版にはまた審判部の審決と専門職代理
人に関する情報が含まれています。

MIMOSA に関する情報は、
http://mimosa.european-patent-office.or
g をご覧下さい。

特徴
ＰＤＦ版
(www.vpb.lt/en/index.php?c=gazette.ph
p) とは異なり、この新しいガゼットは、
弁理士、出願人、発明者、権利者が収
録され、ＭＩＭＯＳＡで検索が可能です。
商標表示画面に
は、ＷＩＰＯのウ
ィーン分類ウ
ェッブインフ
ォメーション
にリンクする
新しいＭＩＭＯＳ
Ａハイパーリン ク
機能が追加されていま
す。ニース分類へのハイパーリンクは
最終版で統合されます。ドキュメント画
面では、書誌事項、リーガルステータス
情報が提供されます。フルカラー商標
画像と現況データもまた入手可能で
す。
詳しくは、Ute Koplin(ukoplin@epo.org)
または Ignacio Muňoz Ozores
(imunozozores@epo.org)までご連絡下さ
い。

MIMOSA ユーザソフトウェア、
ユーザソフトウェア、リトアニ
アに 行 く
MIMOSA ユーザソフトウェアのリトアニ
ア言語版は、現存する言語インターフェ
ースのリスト付きで、リトアニア特許庁
オフィシャルガゼットの試作品と共に発
売されました。リトアニアインターフェー
スはこの年の下旬に、MIMOSA バージ
ョン 5.2 の付録として発売されます。

製品間相乗効果
製品間相乗効果の
相乗効果の利用法

EPO 連合国、
連合国、電子公報に
電子公報に魅了される
魅了される

EPO データがどの様にして準備され、
その結果、あなた方が利用するソフトウ
ェアがそれをどの様にして読み取って
いるのか、これまで不思議に思いませ
んでしたか？そう、ツールの一つによく
知られている“JTASK”があります。これ
は、ヨーロッパ公報サーバと ESPACE
製品の両方の入力データを生成するの
に利用されています。

EPO 連合 19 カ国の国内特許庁代表
と WIPO からの代表は、2006 年 5 月、ヨ
ー ロ ッ パ 公 報 サ ー バ 、 MIMOSA 、
ESPACE ACCESS-EPC、そして Javａに
基づく製品ツールに関するトピックスを
議論するためにウィーンの特別会議に
出席しました。
イベントで紹介された新しいリトアニア
特許ガゼット（別記事参照）では、いか
に MIMOSA が商標や意匠と言った異な
るタイプの IP 公報をも取り扱うことがで
きるかが示されました。また、EPO は、
1990 年以降の、EPO 連合国からの書
誌事項と英文アブストラクトデータを提
供している ESPACE ACCESS-EPC を
発表し、オンライン製品としてどの様に
使用するか実演して見せました。代表
者達は出来るだけ早くオンライン上でリ
リースされた製品を見たいと EPO に嘆
願しました。
皆さんの意見が伺えるミーティングは、
技術レベルにあるキー操作者にとって
最も良い演習の場として、そして彼らの
見方や考え方を交換できる機会として
歓迎されてきました。こうしたことが、面
白い新しいサービスや製品を順次生み
出していく手がかりとなります。

JTASK とはなんですか？
とはなんですか？
EPO と国内特許庁が利用するために
開発された JTASK は、データ処理制御
装置です。例えば、基本的書誌データ、
画像および PDF ドキュメントが記録され
ている ESPACE データベースを生成す
るために、データベース準備責任者は
JTASK を立ち上げ MIMOSA 検索ソフト
ウェアが利用できるデータベースを生成
しています。
どんな利益
どんな利益が
利益が特許情報ユーザ
特許情報ユーザにあるの
ユーザにあるの
でしょう？
？
でしょう
JTASK は ヨ ー ロ ッ パ 公 報 サ ー バ と
ESPACE の両者で利用されるため、製
品の幾つかは統合でき、全体の処理工
程数を減少することができます。これは
時間の節約はもちろんエラーを極力少
なく、しかも色々な製品やデータベース
に渡って首尾一貫したデータ品質を保
証することが出来ます。この結果、ユー
ザは分類記号のように、調和した信頼
できるデータ要素の取り扱いが出来る
ようになります。この JTASK は特許情
報製品間の相乗効果を引き出してくれ
ると共に、特許情報製品が“完全に正し
く、タイムリー”であるべきだというユー
ザの要求を満たしています。

日本におけるデータベースと特許情報
サービス
日本特許情報に興味を抱いているパテントインフォメーショ
ンニュースの読者の皆さんには、既に PATOLIS（パテント
オンライン インフォメーション システム）データベースはご
存じかと思います。PATOLIS は、１０年間もの間、日本にお
ける工業所有権の全てのタイプに関する唯一、最も包括的
な情報源でありました。
残念なことに、PATOLIS-ｅ英語版が
2006 年 9 月に閉鎖されました。このニュ
ースに刺激され、EPO はより広く日本で
提供されているサービスを見つける事
にしました。そして、EPO は、多くの最近
になってサービスを開始された新しいデ
ータベースサービスとサービス提供者
を見つけました。現在、日本で特許情
報データベースを提供している商用企
業は 20 社ほどあります。この記事では、
その中から、非日本人ユーザが興味を
引くサーチと結果表示を提供している２
社のデータベースを紹介します。

HYPAT Web
1951 年に設立した日本商用企業であ
る発明通信社(www.hatsumei.co.jp)は、
50 年以上も特許情報サービスを提供し
続けてきました。“HYPAT Web”インター

HYPAT Web のアブストラクト、請求の
範囲、図面付き出力フォーマット

1983 年から 1992 年までの過去分に関
してはＯＣＲでスキャンしたもので、1986
年以降のスキャンドキュメントの請求の
範囲（クレイム）は品質保証のため人為
的チェックが施されています。
HYPAT Web は、IPC、ＦＩ、F ターム（全
Ｆタームリストに検索可能なリファレンス
ガイドが入っている）分類サーチ、全文、
クレイム、アブストラクトにおけるキーワ
ード検索、そしてＳＤＩからなる上級者用
サーチを提供しています。
ユーザはサーチ結果の統計的分析を
実行することが出来ます。例えば、結果
リストの中で最も関連度のある IPC クラ
スを同定することや、特定の技術分野
における最も活発な出願人を特定する
事が出来ます。
その他の HYPAT Web の特徴で“概念
検索”があります。これは自然言語入力
と、検出したドキュメントのランキングが
できます。次のステップでは、“再ランキ
ング”機能を設け、検索結果を更に使い
易くすることでしょう。
HYPAT Web はまた、出願人情報、特
許付与／特許付与後情報（年金の支払
い、年金の期日を含む）、審判情報、引
例情報を分けて、そして完全なリーガル
ステータス情報を提供しています。引例
のリンクからは、引例ドキュメントを直接
PDF 形式でダウンロード出来ます。

ＮＲＩ サイバーパテントデスク
サイバーパテントデスク
ネットデータベースは 1971－現在まで
の日本特許及び実用新案ドキュメント
にアクセス出来ます。データは公式
JPO ガゼットで公開された次の日から
利用できます。
HYPAT Web の特徴は、全文検索と
1983 年から現在までのドキュメントのダ
ウンロードができます。

野村総合研究所グループ
(www.nri.co.jp/english)の一つである
ＮＲＩサイバーパテント会社
(www.patent.ne.jp/)は、日本で最初にイ
ンターネットを介して特許情報と技術情
報を提供した会社です。
ＮＲＩサイバーパテントデスクは、日本、
米国、欧州からの特許ドキュメント、ＰＣ
Ｔドキュメント、パテントファミリ
(INPADOC)、そして同時に非特許文献
とビジネス情報にアクセスできる円熟し

た特許入手門となっています。
上級者サーチ機能には、IPC、FI、F タ
ーム（分類記号の正しい入力フォーマッ
トの例を提供するコンテキストメニュー
付き）を使った分類サーチと、全文、請
求の範囲（クレイム）または抄録中で検
索できるキーワード検索が含まれてい
ます。“概念検索”オプション（自然言語
入力に基づく類似検索）は、日本と米国
ドキュメントの両方に利用可能です。検
索結果は表示と、PDF、ＨＴＭＬ、XML、
あるいは CSV 形式でダウンロードが出
来ます。

引例付き NRI サイバーパテントリーガルステ
ータス フローチャート（左フレーム）

ＮＲＩサイバーパテントは、出願番号か
ら検索可能な、完全な日本語リーガル
ステータス情報を提供しています。それ
ぞれのリーガルステータスイベントでは、
リーガルステータスコード、コード説明、
有効データと料金（該当する場合）が表
示されます。引用した、および引用され
た引例ドキュメントはＰＤＦ形式で直接
ダウンロード出来るようリンクされてい
ます。
便利な特徴機能としては、フローチャ
ート形式でドキュメントの現行リーガル
ステータスが表示されることです。これ
により、日本における特許付与までの
手続き上の全工程を見ることが出来ま
す。未だ手続きが取られていないステッ
プは灰色で、行われたリーガルステータ
スイベントは青色で表示されます。フロ
ーチャートの青色ボックスのどこかをク
リックすると、関連するリーガルステータ
スコードが開き、有効データとコード説
明、あるいは利用可能な追加情報を表
示します。（例えば、出願の拒絶査定の
際の引例ドキュメント）
詳しくは、Irene Schellner
(ischellner@epo.org, +43 1 52126 4372)
もしくは、EPO アジア特許情報チーム
(asianinfo@epo.org)までご連絡下さい。

あなたはアジア
あなたはアジアの
アジアの適任者ですか
適任者ですか？
ですか？
・・・を知ってましたか？
・・・KIPRIS
・・・KIPRIS サーチシステムの
サーチシステムの利用に
利用に登録
がもうなくな
もうなくなりました
なくなりましたか
りましたか？2006 年 4 月 28
日、全ての KIPRIS（韓国工業所有権サー
ビス）データベースは、ユーザ ID とパスワ
ードを登録するようユーザに求めていた
のを止めました。全検索結果のダウンロ
ードや、サーチ検索式を保存する場合に
は、未だ登録が必要です。KIPRIS システ
ムは、特許・実用新案データベース、商
標・意匠データベースへのアクセスを提
供しています。http://eng.kipris.or.kr/から
アクセスできます。
・・・KIPO
・・・KIPO は特許料金を
特許料金を改定しました
改定しましたか
しましたか？
2006 年 5 月以後の韓国の年金更新料と
クレイムの追加料金の新料金構造による
と、13 年目以降の基本年金は固定料金と
なります。また優先審査請求の場合、クレ
イムに対する追加料金は引き下げられま
した。詳しくは、KIPO ウェッブサイトの
“特許料金と優先審査料金減額、5 月 1 日
から開始する”の KIPO ニュースをご覧下
さい。www.kipo.go.kr/eng/。
・・・ＳＩＰＯ
・・・ ＳＩＰＯは
ＳＩＰＯ は ウェブサイトを
ウェブサイト を 再開しました
再開 しました
か？再デザインされた中国特許庁(SIPO)
ウェッブサイトが、2006 年 4 月 24 日、
www.sipo.gov.cn で再開されました。SIPO
データベースの中国インターフェースに対
して EPO のステップバイステップサーチガ
イドがアップデートされ、SIPO サイトにそ
の変更が反映されました。これらは、

http://patentinfo.european-patent-office.or
g/prod_serv/far_east/china/db_search/inde
x.en.php の極東ウェブ頁－EPO の FAQ 上で
利用可能です。
・・・中国
・・・中国は
中国は、ＩＰＲ保護
、ＩＰＲ保護 2006 の行動計画
行動計画を
計画を発
表しましたか？
しましたか？2006 年 3 月 8 日に発表され
た行動計画は、今年のＩＰＲ保護に関する中
国の課せられた任務を定義するものです。
この詳細の英語版は、
http://english.ipr.gorv.cn/en/index.shtml を
ご覧下さい。（情報源：中国デイリーと
www.ipr.gov.cn）
・・・中国政府
・・・中国政府は
中国政府はＩＰＲ保護
ＩＰＲ保護のため
保護のため国内作業
のため国内作業グ
国内作業グ
グループを
を発足しましたか
グループ
発足しましたか？
しましたか？作業グループ
の職務は、ＩＰＲ法と規則の起草、ＩＰＲ施行
の改善、そして一般的なＩＰＲ意識の向上が
含まれています。2006 年度ＩＰＲ行動計画を
含む他のドキュメントと一緒に英語版の中
国法及び規則は、ワーキンググループウェ
ブサイト、
http://english.ipr.gov.cn/en/index.shtml で
ご覧になれます。

www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/200
6/pct_news_2006_4/pdf)
・・・JP
・・・JP 出願の
出願の包袋と
包袋とフルＪＰ
フルＪＰドキュメン
ＪＰドキュメン
トが JPO の IPDL から入手可能
から入手可能です
入手可能です
か？2006 年 3 月 27 日に導入された新
しいサービスの一環として、JPO の無
料の特許電子図書館（IPDL）は、包袋
と、2003 年 7 月からの日付のものに関
して JPO から出願人にテキストの通信
を提供しています。同じ日に、IＰＤＬ
は、特許ドキュメントの提供を PDF 形式
で 1MB までダウンロードできるようにし
ました。大きなドキュメントは分割し、少
しずつダウンロード出来るようになりま
した。IPDL は、
www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl からご
覧になれます。これらのサービスは日
本語ですが、EPO の FAQ からはステッ
プバイステップガイドで簡単にアクセス
できます。日本セクションは、
http://patentinfo.european-patent-offi
ce.org/prod_serv/far_east/japan/db_se
arch/index.en.php です。

・・・2005
・・・2005 年に、ＣＴＭＯは
、ＣＴＭＯは連続４
連続４年間世界で
年間世界で
最も多くの商標出願
くの商標出願を
商標出願を受領しましたか
受領しましたか？
しましたか？
2005 年に 664000 件の出願を受領しました
（過去の年に比べ 13％増）。中国商標庁
(CTMO)は商標出願件数では世界ナンバー
ワンの受領庁に返り咲きました。（情報源：
Managing Intellectual Property, 04/2006）

マレーシアがまもなく
マレーシアがまもなく PCT に加盟する
加盟する
のでしょうか？
のでしょうか？マレーシアは 2006 年 5
月 16 日、PCT に加盟文書を送った。こ
れにより 2006 年 8 月 16 日に、正式に
PCT 加盟国の一員となります。

・・・日本
・・・日本の
日本の PCT 出願の
出願の番号付与にこれ
番号付与にこれ以
にこれ以
上の変更が
変更が予想されますか
予想されますか？
されますか？JPO は今年
の後半までに、PCT-SAFE ソフトウェアを使
って完全に国際出願を電子化する予定でい
ます。この方法で出願された出願には、最
初に”34”で始まる番号が付与されます。
(例えば、PCT/JP2006/340001)
（情報源：ＰＣＴニュースレター 4/2006-

既に発表されましたように、特別アジア特

一日半の
一日半のアジア向
アジア向き講座

許情報実践トレーニングコースが、2006
年 9 月 21-22 の二日間、ウィーンで行わ
れます。日本人と韓国人の同僚達がこの
イベントにトレーナーとして参加します。
詳しくは、www.european‐patent‐

韓国特許法の
韓国特許法の変更点
韓国工業所有権庁（KIPO）による正式
刊行物によると、改正特許法は、2006
年 10 月 1 日に発効されます。
改正特許法により導入された主な変
更点は次の通りです。
新規性 現行では、発明は韓国内で公
然に知られていなく、また実施されてい
ないものを新規なものとして考えてきま
した。しかし、新しい修正法では、発明
は、如何なる国であっても、公然に知ら
れ、実施されているものは新規性を失う
と変更されました。

延長され
延長 される
され る 期限 ドキュメントの提出期
限が土曜日にかかるような場合には、
次の月曜日まで延長されます。

国内段階に
国内段階 に 移行 韓国国内段階に移
行する期限は、PCT 出願の優先日以後、
30 ヶ月から 31 ヶ月に延長されます。

異議と
異議と無効 特許係争の調停で遅れを
生じさせてきた原因のひとつに、異議手
続きと無効手続きのしばしば起こる重
複があります、この理由から、これら二
つの手続きは一つのシステム上に統合
されることになるでしょう。

実用新案の
実用新案の実体審査 現在、実用新案
は実体審査無しに登録され、例えば、
実施や侵害ケースで、請求のあった時
のみ審査されます。
新法では、全ての実用新案出願は特許
付与前に実体審査が実施されます。

あなたの特許
あなたの 特許の
特許 の 価値をどのようにし
価値 をどのようにし
て理解してもらうか
理解してもらうか
パテントインフォメーションニュースの
過去の記事の中で、特許の価値を決定
するいくつかのアプローチ記事を特集し
ました。この記事では、特許の価値を如
何に異なる関心を持つグループに理解
させるかを見てみましょう。
そうするには、関心のある色々なグ
ループの要求や期待を考慮する必要が
あります。例えば、あなたの特許の価値
についてあまり技術的に知見がない小
規模な個人投資家を納得させようとす
る場合、特許の技術的主題、或いは評
価方法を事細かく説明するときには若
干のコツが要るようです。ターゲットとす
るグループに対する発明の利益、企業
に対する意義を説明するときには一般
的な言葉で説明するのが良いでしょう。
反対に、深い技術的知識を有する実施
権者と成り得る人が必要とする情報は、
より詳しく、そして複雑なものが要求さ
れます。図１にこの相関を示します。

コミュニケーションプロセスの複雑さの
レベルは、どのコミュニケーション媒体
が、与えられたケースに最適かを示し
ています。個人投資家には、例えば、一
方向性な媒体、例えば企業報告が良い
でしょう。一方、ライセンシング同意者に
対しては、私的付き合いが不可欠です。
Daft 氏と Lengel 氏（1984）の両氏により
提唱された Media Richness Model によ
ると、間違った媒体を使うと、無用な混
乱、膨大な追加情報、或いは、まずい
単純化のし過ぎのいずれかを引き起こ
すとされています。図２に、どの媒体が
あなたの特許の価値を理解してもらう
のに良いか、それによって、企業にどん
な経済的な効果をもたらすかがモデル
を使って示されています。
詳しくは、jschaaf@epo.org の
Johannes Schaaf までご連絡下さい。

出願人のための
のためのガイド
出願人
のための
ガイド
（Euro
Euro--PCT
PCT））

図 の 出 所 ： Walfgang Burr and Michael Stephan “Performance Excellence – Zeitshrift fürControlling und
Innovationsmanagement (ZfCl)” issue 03/2006

ＲＳＳが
ＲＳＳが、ＷＩＰＯの
、ＷＩＰＯの PatentScope
上で稼動

詳しくは、
www.wipo.int/pctdb/en/news/news_00
4.html をご覧下さい。

WIPO は、まさに今、PatentScope のイ
ンターネットサービス上で、RSS の利用
を可能にしました。これは、新しいＰＣＴ
出願が公開された時の毎水曜日に、あ
なたのサーチ結果に関する更新が
PatentScope 上で RSS を使って受け取
れるようになりました。

IPR-ヘルプデスクは、RSS を特許環
境で使用する方法に付いて一般的な情
報を、
www.ipr-helpdesk.org/newsletter/22/h
tml/EN/howToFindAPatent.html で公
開しています。

“出願人のためのガイド”のアップデート
版、2 巻（Euro-PCT）は、今、英語版とド
イツ語版（フランス語は後日）が EPO ウ
ェッブサイト
www.european-patent-office.org/legal/
guiapp2/index.htm で無償にて入手で
きます。又は、infowien@epo.org にメー
ルして下さい。

ヨーロッパ公報
ヨーロッパ公報サーバ
公報サーバに
サーバにアクセスす
アクセスす
るウェッブサービス
ヨーロッパ公報サーバは、EP ドキュメン
トの信頼できる無償の情報源です。
SOAP 技術に基づいた”ウェッブサー
ビス”を使って、ヨーロッパ公報サーバ
にアクセスする方法は、現在試験中で
す。公報サーバに直結する新しいウェッ
ブサービスは PDF、SGML、XML データ
で提供されます。
詳 し く は 、 EPO ウ ェ ッ ブ サ イ ト 、
http://publications.european-patent-of
fice.org/Publication-Server/doc/Europ
ean_publication_searver_webservice_doc
_v1.pdf 又は、publications@epo.org にメ
ールして下さい。

情報に
情報に溺れる
オンライン上で入手可能な IP 情報の爆
発的な増加と、それに比例して IP 認識
の増加とは一致していません。WIPO が
最近発表した記事の中に、EPO のディ
レクターである Paul Schwander 氏が、こ
のエリア：
www.wipo.int/sme/en/documents/ip_in
fo_serv_innov.htm で、その現象と現在
の傾向について検討しています。

オンラインヨーロッパパテントレジス
タとオンラインファイル閲覧
オンラインファイル閲覧の
閲覧の中止
Register Plus が順調に軌道に乗った
為、EPO は“オンラインヨーロッパパテ
ントレジスタ”と“オンラインファイル閲
覧”サービスを、2006 年 7 月 3 日をもっ
て 閉 鎖 し ま し た 。 Register Plus は
www.epolinw.org で利用可能です。

ＥＳＰＡＣＥ ＡＣＣＥＳＳ－Ｅ
ＰＣ－最近
ＰＣ－最近の
最近の改良
ＥＳＰＡＣＥ ＡＣＣＥＳＳ－ＥＰＣデータベ
ースには、書誌データと 29 ヶ国のＥＰＯ
加盟国の英文アブストラクトが収録され
ています。アブストラクト製作段階の徹
底的な見直しの甲斐あって、英文アブ
ストラクト付き書誌レコード率は約 81％
に増えました。

ＩＰＣリフォーム
ＩＰＣリフォーム
データベースが DVD-ROM で年 4 回
配送のため更新される中で、2006 年 3
月巻は、第 1 回の IPC8 情報の収録さ
れた最初の巻となりました。そして、現
在、アドバンスト、コア、発明性および付
加カテゴリーに従って配備された IPC8
情報をサーチ、表示することができま
す。
ESPACE-ACCESS-EPC の定期購読
予約には、年 4 回のアップデータを含む、
年間 150 ユーロと送料・梱包代が必要
です。subs@epo.org までお問い合わせ
下さい。

ＥＰＯ特許情報会議
ＥＰＯ特許情報会議の
特許情報会議の
プログラム
今年のＥＰＯ特許情報会議用のプログ
ラムと、参加登録に必要な全詳細は、
会議ウェブサイト:
http://www.epo.org/epidos/conf/epopi
c2006 をご覧下さい。

