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本日の内容  

 PATENTSCOPE（特許） 

特許文献の検索方法  

検索結果の見方 

翻訳支援機能、PCT出願（公開週別）の閲覧方法など 

 Global Brand Database（商標） 

 Global Design Database（意匠） 

 WIPOその他のデータベース 

 （ご参考）ASEAN PATENTSCOPE（特許） 

2 



 PATENTSCOPE 

3 
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https://patentscope.wipo.int 

PATENTSCOPEとは 
PATENTSCOPE 
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6,500万件以上のPCT出願、国内出願、広域特許出願を同時検索 

多様な検索対象フィールド（明細書、出願人、日付、IPC、国など） 

高度検索のための多様な演算子（ブール演算子、近接演算子など） 

多言語一括検索（CLIR）機能 

化学化合物検索機能 

PCT出願を、原則、毎週、PATENTSCOPE上で国際公開 

PCT出願について、48の官庁が国内段階移行情報を提供 

PCT出願の国際段階の書類を閲覧可能 

国内出願の出願経過書類も閲覧可能（日欧加豪。米中韓へ拡大予定） 

明細書及び請求の範囲の（ニューラル）機械翻訳による即時翻訳 

検索結果の自動分析機能（上位出願人、上位IPC等のグラフ表示など） 

 

 

 

 

WIPOが提供する無料の特許情報検索サービス 

PATENTSCOPEとは 
PATENTSCOPE 



データ収録範囲：特許コレクション 
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PCT国際公開 

 ＋ 

51の国や地域の特許文献（2017年10月1日現在） 

アメリカ合衆国,アラブ首長国連邦,アルゼンチン,イギリス,イスラエル,インド
ネシア,ウルグアイ,エクアドル,エジプト,エストニア,エルサルバドル,オースト
ラリア,カナダ,カンボジア,キューバ,グアテマラ,ケニア,コスタリカ,コロンビア,

サウジアラビア,シンガポール,スペイン,タイ,チュニジア,チリ,デンマーク,ドイ
ツ,ドミニカ共和国,ニカラグア,バーレーン,パナマ,フィリピン,ブラジル,フラン
ス,ブルネイ,ベトナム,ペルー,ホンジュラス,ポルトガル,マレーシア,メキシコ,モ
ロッコ,ユーラシア特許庁,ヨルダン,ロシア,中華人民共和国,南アフリカ,日本,韓
国,アフリカ広域知的所有権機関 ,欧州特許庁 

PATENTSCOPEとは 
PATENTSCOPE 
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ヘルプ 

↓ 
データ収録範囲 

↓ 
国内特許コレクション 

ヘルプをクリック 

データ収録範囲の確認方法 

PATENTSCOPEとは 
PATENTSCOPE 



 https 

通信の暗号化： 
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PATENTSCOPEとは 
PATENTSCOPE 



 特許文献の検索 

9 
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特許文献の検索方法 

５つの検索方法 

1. 簡易検索 

2. 構造化検索 

3. 詳細検索 

4. 多言語検索 

5. 化学化合物 

PATENTSCOPE 
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ここに検索語を入力 

例： 

・PCT/JP2013/001234 

・WO/2015/056789 

・電気自動車 

特許文献の検索 

特許文献のフロントページなどを簡易に検索可能 

検索フィールド
を選択 

1. 簡易検索 

PATENTSCOPE 
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特許文献の検索 

多様な検索対象（フィールド）を組み合わせて検索可能 

ここに検索語を
入力 

例：太陽電池、
Samsungなど 

検索フィールドを選択 

「及び」「又は」を選択 

2. 構造化検索 

PATENTSCOPE 
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特許文献の検索 

2. 構造化検索 

検索フィールドの例： 

特許請求の範囲 

明細書 

要約 

発明の名称 

出願人氏名 

発明者氏名 

国際特許分類 

出願番号 

 PCT国際公開番号 

国内公開番号 

公開日 

出願日 

優先日 

国名 



14 

特許文献の検索 

検索対象とする官庁も選択可能 

ここをクリックすると下
のチェックボックスが現
れる 

検索対象としたい官庁を
チェックする 

2. 構造化検索 

PATENTSCOPE 
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「出願人にトヨタ」を含む、「2010年に公開された」特許文献 

特許文献の検索 

検索例 2. 構造化検索 

PATENTSCOPE 
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ここに検索式を入力 

例： EN_AB:(drone AND delivery AND map)  

特許文献の検索 

3. 詳細検索 

様々な検索演算子、検索フィールドを用いて任意の検索式
を作成可能 

PATENTSCOPE 



検索演算子の例： 

ブール演算子：AND、OR、NOT 

近接演算子：NEAR 

 例：solar NEAR10 wind（二つの単語が10単語以内） 

範囲演算子：TO（[]とともに用いる） 

 例： [2015 TO 2016]（2015年から2016年の範囲） 

ワイルドカード： ?（1文字の置換） 

 例： te?t（text, testなどを検索）  

ワイルドカード：*（複数文字の置換） 

 例：electr*（electric, electricityなどを検索） 

 ()の使用によるグループ化 
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特許文献の検索 

3. 詳細検索 

PATENTSCOPE 
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特許文献の検索 

日本語のタイトル: JA_TI 

日本語の要約:        JA_AB 

日本語の特許請求の範囲: JA_CL 

日本語の明細書:     JA_DE 

英語のタイトル: EN_TI 

英語の要約:        EN_AB 

英語の特許請求の範囲: EN_CL 

英語の明細書:     EN_DE 

JA_AB: 人工知能 OR EN_AB: "artificial intelligence" 

検索フィールドの例： 

検索式例： 

JA_DE: (風力 AND (太陽光 OR 太陽エネルギー) AND 地熱) 

3. 詳細検索 

PATENTSCOPE 
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特許文献の検索 

出願人: PA 

発明者: IN 

国際特許分類: IC 

出願日: AD 

公開日: DP 

検索フィールドの例： 

検索式例： 

PA: (トヨタ OR Toyota)  

AD: [30.04.2016 TO 30.04.2017] 

IC: A61B1/00  

3. 詳細検索 

PATENTSCOPE 



・発明者名にJobsを含み、 

・公開が2007年から2009年であって、 

・明細書に「 touch 」というキーワードを含む、 

特許文献を検索する検索式 
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特許文献の検索 

練習問題：以下の検索式を作ってみましょう 

3. 詳細検索 

PATENTSCOPE 



 フィールドコード“IN”は発明者、“DP”は公開日、“EN_DE”は

英語の明細書 

 ブール演算子”AND”はすべての検索条件を含む文献のみを 

抽出する演算子 

 範囲演算子”TO”は公開日の範囲を指定する演算子 

IN: Jobs AND DP:[2007 TO 2009] AND EN_DE: touch 
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特許文献の検索 

練習問題：正解例 

3. 詳細検索 

PATENTSCOPE 
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特許文献の検索 

検索構文、フィールド情報のヘルプ   3. 詳細検索 

PATENTSCOPE 
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特許文献の検索 

4. 多言語検索 

（ CLIR: Cross Lingual Information retrieval ）   

中国語 
オランダ語 
英語 
フランス語 
ドイツ語 
イタリア語 
日本語 

検索語を入力すると、その検索語を類義語まで拡張し、
以下の14言語に自動的に翻訳し、その全てを使って検索 

韓国語 
ポルトガル語 
ロシア語 
スペイン語  
スウェーデン語 
デンマーク語 
ポーランド語 

PATENTSCOPE 
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特許文献の検索 

インターフェース画面 

ここに検索語を入力 

例：人工知能、再生
可能エネルギー 

①自動モードか、②設定モードか
を選択 

4. 多言語検索（ CLIR）   

PATENTSCOPE 



検索結果の正確性は高まるが、検索漏れが
生じる可能性がある  

文献を網羅的に含んだ検索結果が得られるが、
ノイズは増大する 
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特許文献の検索 

類義語展開を自動でしてくれる。適合率と再現率を調整する。 

PATENTSCOPE 

4. 多言語検索（ CLIR）（自動モード）   



(EN_TI:("hearing aids" OR "hearing prosthetic"~21 OR "auditory aids"~21 

OR "auditory prosthetic"~21) OR EN_AB:("hearing aids" OR "hearing 

prosthetic"~21 OR "auditory aids"~21 OR "auditory prosthetic"~21)) OR 

(DE_TI:("Hörgeräte" OR "Hörhilfegeräten") OR DE_AB:("Hörgeräte" OR 

"Hörhilfegeräten")) OR (ES_TI:("audífonos") OR ES_AB:("audífonos")) OR 

(FR_TI:("audioprothèses" OR "appareils de correction auditive" OR 

"production d'appareils auditifs") OR FR_AB:("audioprothèses" OR 

"appareils de correction auditive" OR "production d'appareils auditifs")) 
OR (JA_TI:("穴形補聴器") OR JA_AB:("穴形補聴器")) OR (KO_TI:("보청") 

OR KO_AB:("보청")) OR (PT_TI:("audiofone" OR "auxìlio de audição") OR 

PT_AB:("audiofone" OR "auxìlio de audição")) OR (RU_TI:("слуха 

протезно"~22 OR "прослушивания протезно"~22 OR "слуха 

спидом"~22 OR "слуха наведения"~22 OR "прослушивания 

спидом"~22 OR "прослушивания наведения"~22 OR 

"слухоулучшающих протезно"~22 OR "слуховой протезно"~22 OR 

"слухоулучшающих спидом"~22) OR RU_AB:("слуха протезно"~22 OR 

"прослушивания протезно"~22 OR "слуха спидом"~22 OR "слуха 

наведения"~22 OR "прослушивания спидом"~22 OR "прослушивания 

наведения"~22 OR "слухоулучшающих протезно"~22 OR "слуховой 
протезно"~22 OR "слухоулучшающих спидом"~22)) OR (ZH_TI:("助听
器") OR ZH_AB:("助听器"))  
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特許文献の検索 

検索語の類義語拡張と自動翻訳がされた例    

PATENTSCOPE 

4. 多言語検索（ CLIR）（自動モード）   



27 

特許文献の検索 

類義語展開について、適合率を高めた例： 

630,778件（件数少なめ） 

PATENTSCOPE 

4. 多言語検索（ CLIR）（自動モード）   
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特許文献の検索 

2,098,200件
（件数多め） 

PATENTSCOPE 

類義語展開について、再現率を高めた例： 

4. 多言語検索（ CLIR）（自動モード）   
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特許文献の検索 

5. 化学化合物検索（Chemical Structure Search）：   

使用するには、PATENTSCOPEのアカウントによるログ

インが必要 

現在、1978年以降の国際公開（英語またはドイツ語）

と1979年以降の米国文献が対象 

PATENTSCOPE 
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特許文献の検索 

検索方法１：化学構造式を描画して検索（Structure Editor）   

このインターフェー
スを用いて、サーチ
したい化学構造式を
描画する 

5. 化学化合物検索（Chemical Structure Search）：   

PATENTSCOPE 



アカウント作成 
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PATENTSCOPEアカウント 
無料で作成可能。ログイン後は、化学化合物検索、検
索式、画面設定の保存などが可能。  

PATENTSCOPE 
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 検索結果の閲覧 



①検索条件、 

 ページ送り等 

③検索結果一覧 

②分析ツール 

33 

検索結果の閲覧方法 
検索結果は、以下の３つの領域からなる 

PATENTSCOPE 



② 

34 

検索結果の閲覧方法 

① 

③ 

上位出願人
などを自動
的に分析し
て表示 

PATENTSCOPE 

これらをクリックすることによって、さらに検索結果を特定の国、
IPC、出願人のものなどに絞り込むことが可能です 

②検索結果の分析ツール（上位出願人、IPCなど） 
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検索結果の閲覧方法 
②検索結果の分析のグラフ表示も可能 

PATENTSCOPE 

上位出願人の棒グラフ 
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検索結果の閲覧方法 

文献番号をクリックすると個別文献
情報のページにいきます 

検索結果を機械翻訳できます 

③ 

PATENTSCOPE 

③検索結果一覧の表示 

  「WIPO Translate」などの機械翻訳が利用可能  



タブの種類： 

 書誌情報 

 明細書 

 請求の範囲 

 化合物 

 図面 

 国内書類 

前後の文献への移動 
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検索結果の閲覧方法 

機械翻訳 

PATENTSCOPE 

個別文献表示ページ：国内特許文献 



38 

検索結果の閲覧方法 
個別文献表示ページ：国内特許文献 

  「書類」タブで国内出願経過書類（ドシエ情報）を閲覧可能   

 ＰＤＦファイルで閲覧
可能 

 現在、日、欧、加、豪
のドシエ情報へ対応 

 今後、米、中、韓のド
シエ情報へも対応予定 

PATENTSCOPE 
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検索結果の閲覧方法 
個別文献表示ページ：PCT国際公開 

「書類」タブでPCT国際段階の書類をＰＤＦで閲覧可能   

PATENTSCOPE 
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検索結果の閲覧方法 
個別文献表示ページ：PCT国際公開 

「書類」タブから国際段階の書類をPDFで閲覧可能   

PATENTSCOPE 
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検索結果の閲覧方法 

個別文献表示ページ：PCT国際公開 

「国内段階」タブで国内移行情報（移行先国、審査状
況など）を確認可能   

PATENTSCOPE 

さらにクリックすると、国内の出願経過（ドシエ）
情報のページに飛びます 



 翻訳支援機能（WIPO翻訳） 

42 



翻訳支援機能（WIPO翻訳） 
43 

翻訳したいテキストを貼りつけて翻訳できる 

適切な技術分野を選択することで翻訳精度を向上 

翻訳をクリック 

翻訳したいテ
キストをペー
スト 

翻訳したい言語の
ペアを選択 

① 

② 

PATENTSCOPE 
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翻訳支援機能（WIPO翻訳） 

日、英、中、韓、独、仏、露、西、ポルトガル語、 

アラビア語の10か国語に対応 

人工知能を用いたニューラル機械翻訳 

PATENTSCOPE 
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IPCに基づく31の技術分野を選択可能 

技術分野を選択しない場合、技術分野を自動判別 

PATENTSCOPE 

翻訳支援機能（WIPO翻訳） 
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翻訳支援機能（WIPO翻訳） 
翻訳支援の例：英→日 

PATENTSCOPE 
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翻訳支援機能（WIPO翻訳） 
英日の対応箇所を赤色

で表示 

異なる訳案を表示させ

ることも可能 

PATENTSCOPE 



 PCT出願（公開週別）の閲覧 

48 



49 

PCT出願（公開週別）の閲覧機能 
閲覧メニューから、PCT出願を公開週別（原則、木曜日に
公開）に閲覧可能  

閲覧したい公
開週を選択 

閲覧をクリック 

PATENTSCOPE 



  ライセンシングの利用可能性 

50 
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ライセンシングの利用可能性 

ライセンシングによる利用可能性の表示があるPCT国
際公開を検索できる。以下の欄をチェックする   

PATENTSCOPE 
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ライセンシングの利用可能性 

ライセンシングによる利用可能性の表示があるPCT国際公開   

個別情報ページの書誌情報で
ライセンシングによる利用可
能性の表示を確認可 

PATENTSCOPE 



 様式PCT/IB/382を国際事
務局に提出 

 ePCTの「ドキュメント
アップロード」で提出可 

 出願時から30ヶ月の期間
が満了するまで可能 

 以下のPCTニュースレ
ターをご参照ください： 

http://www.wipo.int/edo

cs/pctndocs/en/2012/pct

_news_2012_13.pdf 
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ライセンシングの利用可能性 
PATENTSCOPE 

自分がPATENTSCOPE上で、ライセンシングによる利用可
能性の表示をしたい場合  

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_13.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_13.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_13.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_13.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_13.pdf


 Global Brand Database (GBD) 

54 



 無料で使用可能 

 マドリッド制度を通じた国際商標登録のみならず、各国へ直接出願している商標登録も 

検索可能。3,000万件を超えるデータを収録 

 収録範囲: 以下において[]内は国コードを示しています 

 マドリッド制度による国際商標登録データ [WO] 

 リスボン制度による原産地名称データ [WO AO(LIS) ] 

 パリ条約第6条の3による紋章・記章のデータ[WO 6TER] 

 各国における国内の商標データ（以下、2017年7月現在の収録国 35ヵ国・地域） 

   

GBDの概要 

※使用上の注意：GBDでは各国・地域の商標も収録していますが、全てのデータが確実に蓄積されていない場合があります。 

 合わせて各国・地域の官庁のデータベースにおいても検索することをお勧めします。 
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アフリカ アジア太平洋 ヨーロッパ アメリカ大陸 中東 

アルジェリア[DZ] 

エジプト[EG] 

モロッコ[MA] 

オーストラリア[AU] 

ニュージーランド[NZ] 

パプアニューギニア[PG] 

トンガ[TO] 

インドネシア[ID] 

フィリピン[PH] 

ベトナム[VN] New! 

カンボジア[KH] 

マレーシア[MY] 

シンガポール[SG] 

タイ[TH] New! 

 

ラオス[LA] 

ブルネイ[BN] 

日本[JP] 

韓国[KR] 

モンゴル[MN] 

EUIPO[EM] 

デンマーク[DK] 

エストニア[EE] 

スイス[CH] 

ドイツ[DE] 

ジョージア[GE] 

スペイン[ES] 

モルドバ[MD] 

米国[US] 

カナダ[CA] 

メキシコ[MX] 

チリ[CL] New! 

イスラエル[IL] 

オマーン[OM] 

UAE[AE] 

ヨルダン[JO] 

Global Brand Database (GBD) 

URL: http://www.wipo.int/branddb/en/ 

http://www.wipo.int/branddb/en/
http://www.wipo.int/branddb/en/


検索画面の概要 

 5エリアに分かれています 

× 

1．検索内容入力 

5．メニュー 

3．設定中の検索内容・絞込み 

 4-1．検索結果 

 4-2．照会 

 2-1．絞込み 

 2-2．イメージサーチ 

56 Global Brand Database (GBD) 
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1.検索内容入力(Search) 

 検索フィールドに単語を入力して検索できます 

 単語を入力すると、データベースから自動予測変
換候補を表示します 

 or, and, not, 類似、あいまい演算子が使えます 

⇒演算子の種類については次頁で説明します 

 検索をクリックすると「設定中の検索内容」欄に
検索条件が追加され、検索結果が表示されます 

 検索フィールドは以下のタブに分かれています 

タブ フィールド 

商標（Brand） 文字（Text）、図形分類（Image Class）、商品（Goods(All)） 

名称（Names） 権利者（Holder）、代理人（Representative） 

番号（Numbers） 登録（Registration）、出願（Application） 

日付（Dates） 登録（Registration）、出願（Application）、期限（Expiration） 

分類（Class） すべて（Image Class (All)）、ニース分類（Goods/Services Class (Nice)） 

国（Country） 本国官庁（Origin）、指定官庁（Designation） 

  

Global Brand Database (GBD) 
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 演算子 

検索式は、単語もしくは“フレーズ”と、演算子で構成されており、以下の演算子が使えます 

演算子 意味 例 

ブール 

(Boolean) 

A and B AB両方含む fruit and juice 

A or B/ A B ABどちらかを含む Cat or dog, cat dog 

A not B Aを含み、Bを除く Cat not dog 

グループ 

(Group) 

(A or B) and C AかBと、Cを含む (cat or dog) and collar 

ワイルドカード

(Wildcard) 

A?B ?に入る一文字は何でも te?t=test, text 

A* A以下は何でも text*=text, texts, texting 

近接 

(Proximity) 

A B~10 AとBが10単語以内に現れる “fruit juice”~10  

あいまい 

(Fuzzy) 

A~ 

A~0.5 

スペルが似ている 

0-1の間で1に近いほど似たもの 
alco~=also, alcoh, asco 

範囲 

(Range) 

[A to B] 出願番号などの範囲指定 

[]はABを含む、 {}は含まない 

※日付は「Dates」タブで指定す
るのが簡単です 

 

[1012222 to 1012235]  

1.検索内容入力(Search) 
Global Brand Database (GBD) 
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2-1.絞り込み(filter) 

現在の検索結果の詳細情報が表示され、追加で用語を入力することなく特定のカテゴリーで絞り込む
ことができます。タブごとにカテゴリーに分けられ、件数が一覧で表示されます。これらを情報とし
て参照するもしくは絞り込む(filter)をクリックしてフィルターを適用できます。 

項目によって表示方法（Display）をグラフ表示に変えたり、数字(Number)・アルファベット順
(Value)によって降順 (descending order)・昇順 (ascending order)で並べ替える(Sort)こともできます。 

出典 

(Source) 
イメージ(Image) 

ステータス

(Status) 
本国官庁(Origin) 

出願年 

(App. Year) 
期限(Expiration) 

登録年 

(Reg. Year) 

図形分類(Image 

Class) 
権利者(Holder) 

指定官庁

(Designation) 
ニース分類(Nice) 

グラフ表示(chart) 

ドラッグで 
表示エリアが拡大 

Global Brand Database (GBD) 
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2-2.イメージサーチ(Image filter) 

Search For Find (in top results – without Vienna Class) 

 ウィーン図形分類の必要なく、図形の形を認識し、外観上似ている図形を検索する
イメージサーチ（世界初） 

 検索された商標のウィーン図形分類を参照することで、どのような分類が付与され
るかの参考に 

※使用上の注意 

 形や色が近いと機械的に評価された順に表示されるのみとなりますので、
合わせてウィーン図形分類等を利用して調査することをお勧めします 

Global Brand Database (GBD) 
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2-2.イメージサーチ(Image filter)操作方法 

1.画像を選択 
（フォルダから選択・ 
ドラッグ＆ドロップ） 

2.比較方法を選択 
3.画像タイプを選択 

（任意） 

4.絞り込み実行 

5.結果一覧 

Global Brand Database (GBD) 



 

1.フォルダから選択かドラッグ・ドロップで画像を選択 

2.比較方法を選択：長所短所があるので、特定の画像や結果によって方法を使い分けてください 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.任意で画像タイプを選択 

2-2.イメージサーチ(Image filter) 

方法 説明 

形 
(shape) 

線の分布を見る。色は無視する。 

色 
(color) 

色とその分布を見る。形と質感ほど効果的ではないが、
色を合わせるのには向く。 

質感 
(texture) 

形と似ており、色と線の分布は無視して線のタイプだけ
を見る。形であまり合わなかったものに向いている。 

構成
(composite) 

色と線情報を同時に見るため他ほど正確ではないが、興
味深い結果が出るかもしれない。 

62 

方法 説明 

言語(verbal) 文字だけで図形等要素のないもの 

非言語(nonverbal) 
図形等要素のみのもの 
（図形・形・色・香り・音） 

両方(combined) 文字と図形等要素が両方あるもの 

不明(unknown) 文字か図形等要素か判断できないもの 

Global Brand Database (GBD) 
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4-1.検索結果 

「ページバー」と「詳細一覧」で構成されており、現在の検索に合ったものを表示します 

 詳細一覧 

 

 

 

 

 ページバー(Pager)  

• 閲覧中/総数：閲覧中のページと総数を示します            ・ オプション：詳細一覧の項目の追加・削除 

• 表示設定：一覧(List View)かサムネイル(Grid View)を選択できます       ・ ページ移動：ページを移動できます 

• 表示件数(Display): 1ページに表示する件数を変更できます      

• TMview連携(TMview)：検索条件を引き継いでEUIPOの提供するデータベースであるTMviewの検索結果を表示できます 

詳細一覧 

ページ
バー 

TMview ページ移動 閲覧中/総数 表示設定 表示件数 オプション 

Brand 商標 Holder 権利者 Image イメージ 

Source 出典 例)”WO TM”:国際登

録、”JP TM”:日本の登録 

Number 番号 Holder 

Country 

権利国 

Status ステータス App. Date 出願日 Reg. Date 登録日 

Relevance - Image Class 図形分類 Exp. Date 期限日 

Origin 本国官庁 Nice Cl. ニース分類 

Global Brand Database (GBD) 
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検索結果は、一覧かサムネイルで表示することができ、ページ右下からPDF/XML/XLS/HTML形式でダウ
ンロードできます。また、左のボックスをチェックして案件を保存できます。 

• 一覧(list, デフォルト)ではオプション(Options)が表示され、コラムの表示・非表示・サイズ変
更・並べ替えができます。コラムを基準に結果の並べ替え(↕)、画像にカーソルを動かすと拡大
し、一覧をクリックすると詳細のページに飛びます。 

• サムネイル(grid)では並び替え(Sort by)が表示され、選んだ項目の降順 (descending order)・昇
順 (ascending order)で並び替えができます。画像にカーソルを動かすと説明ウインドウが開き、
クリックすると詳細のページに飛びます。 

4-1.検索結果 

一覧表示 

サムネイル表示 

Global Brand Database (GBD) 
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4-2.照会(Browse) 

 WIPOの国際登録案件の詳細 

1234567 

01.12.2017 

World Intellectual Property Organization 

World Intellectual Property Organization 

ORGANIZATION SWITZERLAND, 34, 

Chemin des Colombettes, Geneva 1211, 

CH  

World Intellectual Property Organization 

ORGANIZATION SWITZERLAND, 34, Chemin des 

Colombettes, Geneva 1211, CH  

番号をクリックすると 
最新の詳細情報を照会 

01.12.2027 

Global Brand Database (GBD) 



 Global Design Database (GDD) 
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Global Design Database(GDD)とは 

 
 

 

 

 ハーグ制度を通じた国際意匠登録に加え、各国への直接出願によ
る意匠登録（現在、CA, ES, JP, NZ, US, IDを収録）を検索可能 

 172万件を超えるデータを収録 

Global Design Database (GDD) 

他のデータベースと同様に、WIPOホームページのKnowledgeからアクセスできます 

67 



検索画面 

URL: http://www.wipo.int/designdb/en/ 

68 Global Design Database (GDD) 

http://www.wipo.int/designdb/en/
http://www.wipo.int/designdb/en/
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検索方法 

 検索をクリックすると「設定中の検
索内容」欄に検索条件が追加され、
検索結果が表示されます 

 検索フィールドは左表のタブに分か
れています 

 検索フィールドに単語
を入力して検索 

 単語を入力すると、
データベースから自動
予測変換候補を表示 

69 Global Design Database (GDD) 



さらに、出願国、指定国、ロカルノクラス、登録年ごと
にフィルターをかけて検索が可能 

検索方法 

70 Global Design Database (GDD) 



例：出願国【US】にフィルターをかけた例 

検索方法 

71 Global Design Database (GDD) 



検索結果の表示例 

72 Global Design Database (GDD) 



 WIPOその他のデータベース 
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74 WIPO LEX 

WIPO LEX 

知的財産に関する法律や条約の無料データーベース 

URL: http://www.wipo.int/wipolex 

http://www.wipo.int/wipolex
http://www.wipo.int/wipolex
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WIPO LEX 

  国や、法律・条約のトピックスを選択可能 

WIPO LEX 

テキスト検索
も可能 

トピックスを選
択可能 

国を選択可能 
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Pat-INFORMED 

  市場の医薬品と直接関係する特許権の状態についての
データベース 

国際製薬団体連合会（IFPMA）と協力して構築 

 2018中に立ち上げ、以下に関する低分子医薬品につい
て特許情報を提供予定： 腫瘍学、 C型肝炎・心血管疾
患・HIV・糖尿病・呼吸系疾患の治療、その他WHO必
須医薬品リストに掲載されている医薬品 。その後、対
象分野を拡大予定。 

以下のWIPOプレスリリースをご参照ください： 

Pat-INFORMED 

http://www.wipo.int/pressroom/

en/articles/2017/article_0010.ht

ml 



WIPO GREEN データベース 

環境関連技術の製品、サービス、知的財産を検索可能。
また、これらの情報を登録することができる。 

環境関連技術について、技術提供者と技術を必要とす
る者を結びつけるインタラクティブな市場を提供。 

 

 

Website: https://www3.wipo.int/wipogreen-database/ 

Example of search result 
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Website: http://www.wipo.int/research/en/search/ 

知的資産は以下を含む： 

• 化合物  
• 化合物ライブラリー  
• 未発表の科学的成果  
• 規制データと関係書類  
• スクリーニング技術  
• プラットフォーム技術  
• 専門知識とノウハウ  
• 特許と特許権   

78 WIPO Re: Search 

WIPO Re: Search データベース 

世界中の公的機関、民間企業が、グローバルヘルスの
研究者と知的資産をシェアすることが可能  



 ASEAN PATENTSCOPE 
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ASEAN PATENTSCOPEとは 

 
 

 

 

 ASEANが提供する特許情報検索・提供サービス 

 ASEAN各国（現在、BN, ID, KH, MY, PH, SG, TH, VNを収録）の特許
情報を検索可能、日本語を含む多言語インタフェース有り 

 50万件を超えるデータを収録 

 日本特許庁及びWIPOの支援を受けて開発、2017年8月リリース 

80 ASEAN PATENTSCOPE 



81 

検索方法 

 検索フィールドに単語
を入力して検索 

 単語を入力すると、検
索フィールドの候補を
表示 

 検索をクリックすると検索ボックスの下に検索条件
が追加され、検索結果が表示されます 

検索画面 

ASEAN PATENTSCOPE 

URL: http://ipsearch.aseanip.org/ 

http://ipsearch.aseanip.org/
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検索方法 
 個々の検索フィールド

に単語を入力して検索 

 検索フィールドの追加
／削除も可能 

 さらに、出願国、登録日、公開日、
ステータス、官庁コードごとにフィ
ルターをかけて検索が可能 

詳細検索画面 

ASEAN PATENTSCOPE 



検索結果の表示例 
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書誌 

クリックすることにより、WIPO PATENTSCOPEの
文献情報や分類情報を閲覧することができます 

クリックすることにより、同じ
出願人／発明者による他の出願
を検索することができます 

ASEAN PATENTSCOPE 



検索結果の表示例 

84 

ステータス 

パテントファミリ 

 2種類の表示形式を選択可 

ASEAN PATENTSCOPE 



WIPO日本事務所（www.wipo.int/japan） 

WIPO制度・データベースなどについて、お気軽にお問い合わせください
（ホームページにはお問い合わせフォームもございます） 

 TEL: 03-5532-5045（マドプロ関係） 
  03-5532-5027（PCT, ハーグ関係） 
  03-5532-5030（その他） 

 E-Mail: japan.office@wipo.int 

 

 

Thank you very much 
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