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「EPO/JPAA セミナー：EPO drafting seminar with JPAA」
及びレセプション開催のお知らせ
●開催要項
＜セミナー＞
【日 時】 令和元年 11 月 19 日（火）9 時 00 分～16 時 30 分（各受付 30 分前から）
【場 所】 全日通霞が関ビル 8 階大会議室（東京都千代田区霞が関 3-3-3）
（ http://www.neu.or.jp/html/map/ ）
【定 員】 ①Plenary Sessions 200 名
②Workshop 1、2 各 200 名
【言 語】 英語（通訳有（同時・逐次）
）
【費 用】 無料
＜レセプション＞
【日 時】 令和元年 11 月 19 日（火）17 時 00 分～18 時 30 分
【場 所】 東海大学校友会館 富士の間（千代田区霞が関 3-2-5 霞が関ビル 35 階）
（ https://www.tokai35.jp/staticpages/index.php/acc-000 ）
【定 員】 20 名
【言 語】 英語
【費 用】 7,000 円（※おつりのないようご用意ください）

●研修詳細
本研修では、EPC に基づく手続に適合する出願書類作成等の実務と自動車を始めとする最新
技術に関するプラクティスへの理解を深めるため、EPO 審査官をお招きして講演を行います。
本研修は、午前中に開催される、日本の出願人のニーズに応える EPO の利点等の幅広い内
容についての講演を主体として、出願が増加している自動車関連技術にも焦点を当てた
Plenary Sessions と、午後に開催される、EPO における諸手続の改善や CII 及び AI につい
ての特許出願の実務に関する Workshop 1 と、日本の出願人が EPO での手続において陥りや
すい落し穴に特化した Workshop 2 から構成されています。Plenary Sessions、Workshop 1
および Workshop 2 は全てを受講することも可能であり、いずれか 1 つまた 2 つを選択して
受講することも可能です。
Plenary Sessions および Workshop 1、2 はいずれも講義形式ですが、Workshop ではより多
くの時間を質疑応答に当てる予定です。Plenary Sessions の講義には同時通訳が、Workshop
1、2 の講義には逐次通訳がつきます。

また、夜にはレセプションを開催いたしますので、こちらもぜひご参加ください。
【アジェンダ】※一部変更になる場合があります。
1. Plenary Sessions （同時通訳有）
9:00-9:10

Welcome and opening remarks (JPAA/EPO)

9:10-9:45

EPO and the fast paced automotive world
(Ms. R. Romano-Gōtsch, Mr. U. Bolte)

9:45-10:15 EPO: Patent granting in a dynamic global patent ecosystem
(Mr. M. Sideris, Mr. L. Signorini）
10:15-10:30 Coffee break
10:30-11:00 EPO responding to the needs of Japanese applicants
(Mr. U. Bolte, Mr. L. Signorini)
11:00-11:30 Patents and self-driving vehicles
(Mr. M. Sideris)

2. Workshops （逐次通訳有）
Workshop 1: 12:45-14:30

Recent and foreseen developments in European patent prosecution
(Ms. H. Pihlajamaa)
Workshop 2: 14:45-16:30
Drafting Successful Applications for the EPO – avoiding pitfalls for Japanese

applicants.
(Mr. M. Sideris, Mr. L. Signorini)
(Workshop 1 概要)
This workshop will address the EPO’s international outreach (validation states
and PPH), recent changes and inform about possibilities and formalities to have
oral proceedings at the EPO by video conference, developments relating to fee
payments and filing of requests concerning several applications. In addition,
recent relevant case law and the impact of the new Rules of Procedure to the
examining and opposition procedures will be addressed. The workshop will also
discuss the EPO practice and approach in relation to patent applications for
computer-implemented inventions and AI.
(Workshop 2 概要)
This workshop focuses on the intricacies and pitfalls of patent prosecution at

the EPO. It is tailored particularly to Japanese applicants, including when filing
PCT applications as a basis for European applications.
The topics discussed will be:


Priority rights and transfer



Sufficiency of disclosure



The EPO approach to non-unity



Technical effect and the EPO approach on inventive step



The EPO approach to added subject-matter



Citing prior art



Claim dependencies



Divisional applications



The opposition procedure

The workshop will enable participants to draft applications, and amend claims,
in compliance with the European Patent Convention.
【講師】
（予定）
・Ms. R. Romano-Götsch, COO Mobility & Mechatronics (M&M), EPO
・Ms. H. Pihlajamaa, Director Patent Law, EPO
・Mr. U. Bolte, Director M&M EPO
・Mr. M. Sideris, Director M&M EPO
・Mr. L. Signorini, examiner EPO
他
●受講申込
【申込方法】
以下のＵＲＬにアクセスのうえ、お申し込みください。（先着順）
＜申込期限・キャンセル＞令和元年 11 月 14 日(木)正午まで
①Plenary Sessions 200 名
②Workshop 1（Recent and foreseen developments in European patent prosecution）
、
Workshop 2（Drafting Successful Applications for the EPO） 各 200 名
③レセプション 20 名
【セミナー申込】
http://www.benrishi-navi.com/f/?id=a7571&type=seminar
【レセプション申込】
http://www.benrishi-navi.com/f/?id=a7572&type=reception
【キャンセル（セミナー・レセプション共通）】
http://www.benrishi-navi.com/f/?id=a7573&type=cancel
※当日は申込み後に届く自動返信メールを印刷して受付にお渡しください。
＜問い合わせ先＞
日本弁理士会 業務国際課 高野
TEL 03-3519-2703 E-mail k.takano-jpaa@nifty.com

