
PATENTSCOPEの使い方 
 

世界知的所有権機関 (WIPO) 

 
2018年 5月23日(大 阪) 
2018年 5月24日(名古屋) 
2018年 5月25日(東 京) 



本日の内容  

 PATENTSCOPE（特許） 

特許文献の検索方法  

検索結果の見方 

PCT出願（公開週別）の閲覧方法、翻訳支援機能など 

 その他のWIPOのデータベース（ご参考） 
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 PATENTSCOPE 

3 
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https://patentscope.wipo.int 

PATENTSCOPEとは 
PATENTSCOPE 
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7,000万件以上の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） 

多言語一括検索（CLIR）機能 

化学化合物検索機能 

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） 

PCT出願を、原則、毎週、PATENTSCOPE上で国際公開 

PCT出願について、60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（日米欧加豪。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 

6 

PCT国際公開 

 ＋ 

52の国や地域の特許文献（2018年5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,

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 



インタフェースの言語 
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PATENTSCOPEとは 
PATENTSCOPE 



日本語インタフェース： 
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PATENTSCOPEとは 
PATENTSCOPE 



モバイル用インタフェース： 
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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 
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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 
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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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特許文献の検索 

検索語に対して、語幹処理も可能 

PATENTSCOPE 

2. 構造化検索 
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語幹処理とは： 

検索用語の語幹を使用して検索 

例：swimと入力すると、swimming, swimmersなども
検索 

検索用語だけを厳密に検索したい場合は、チェック
ボックスを外す 

ワイルドカード（*）を用いた場合よりも正確 

例：elect*と入力すると、electoralなども検索されて
しまう 

特許文献の検索 
PATENTSCOPE 

2. 構造化検索 
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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 



21 

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 

 

 

 

22 

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 



24 

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 



27 

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 

インスタントヘルプ（Instant Help）をチェックすると、 
入力するときに検索式の入力例を表示する   

3. 詳細検索 

インスタントヘルプ 
チェックボックス 

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（次頁以降で説明） 

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 

①自動モード： 

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）   



(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 

自動モードで、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）   
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特許文献の検索 

自動モードで、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）   
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特許文献の検索 

2,098,200件
（件数多め） 

PATENTSCOPE 

自動モードで、類義語展開について、再現率を高めた例： 

4. 多言語検索（ CLIR）   
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特許文献の検索 
PATENTSCOPE 

②設定モード： 

類義語展開の仕方を手動で設定する（３ステップ） 

4. 多言語検索（ CLIR）   
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特許文献の検索 
PATENTSCOPE 

設定モード：（ステップ１）技術分野を設定する 

4. 多言語検索（ CLIR）   
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特許文献の検索 
PATENTSCOPE 

設定モード：（ステップ２）類義語を手動で設定する 

4. 多言語検索（ CLIR）   
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特許文献の検索 
PATENTSCOPE 

設定モード：  

（ステップ３）検索対象（要約、請求の範囲等）を設定する 

4. 多言語検索（ CLIR）   
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特許文献の検索 

設定モードでの検索結果  

PATENTSCOPE 

4. 多言語検索（ CLIR）   
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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 
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特許文献の検索 
PATENTSCOPE 

検索方法２：化合物名を入力して検索（Convert structure）    

5. 化学化合物検索（Chemical Structure Search）：   
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特許文献の検索 
PATENTSCOPE 

検索方法３：化学構造式アップロード（Upload structure）    

5. 化学化合物検索（Chemical Structure Search）：   
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 検索結果の閲覧 



①検索条件 

③検索結果一覧 

②分析ツール 

45 

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 
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検索結果の閲覧方法 

領域① 検索条件とヒット件数 

検索語を追加して絞込み検索が可能 

検索ヒット件数 

次のページを見るときはこ
こをクリック 

PATENTSCOPE 



② 

47 

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 

領域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 
領域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 
PATENTSCOPE 

領域② 検索結果の分析のグラフ表示も可能 

上位IPCの円グラフ 
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検索結果の閲覧方法 
領域③ 文献一覧の表示 

  文献の並び順、表示情報、表示件数の設定が可能 

PATENTSCOPE 
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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 

領域③ 検索結果一覧 

  「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 
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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   

 現在、日、米、欧、加、
豪のドシエ情報へ対応 

 今後、中、韓のドシエ
情報へも対応予定 

PATENTSCOPE 



タブの種類： 

 PCT書誌情報 

 明細書 

 請求の範囲 

 国内段階情報 

 更新情報 

 化合物 

 図面 

 国際段階書類 
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検索結果の閲覧方法 

機械翻訳 

ここから第三者情報の提供が可能 

PATENTSCOPE 

個別文献表示ページ：PCT国際公開 
前後の文献への移動 
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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 



 PCT出願（公開週別）等の 

閲覧機能 
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閲覧メニュー 
閲覧メニューから、以下の機能を利用可能： 

 PCT出願（公開週別） 

ガゼットアーカイブ（1978～2018年） 

国内フェーズエントリーダウンロード 

配列表（公開週別） 

各国特許登録簿 

閲覧をクリック 

PATENTSCOPE 
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PCT出願（公開週別）の閲覧機能 
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 

閲覧メニューか
ら「 PCT出願
（公開週別） 」
を選択 

PATENTSCOPE 
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PCT出願（公開週別）の閲覧 
データのダウンロードや、IPCの統計をみることも可能  

PATENTSCOPE 
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PCT出願（公開週別）の閲覧 
IPCの統計情報の例： 

Most active (特定の週において最も付与頻度の高いIPC)  

PATENTSCOPE 
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配列表（公開週別）の閲覧 
配列表（ヌクレオチドおよび/またはアミノ酸配列リス
ト）の閲覧も公開週別に可能 

PATENTSCOPE 



 翻訳支援機能（WIPO翻訳） 

64 



翻訳支援機能（WIPO翻訳） 
65 

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） 
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 
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翻訳支援機能（WIPO翻訳） 
事後編集とエクスポートが可能 

PATENTSCOPE 



  ライセンシングの利用可能性 

72 
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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 
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ライセンスの利用可能性の意思表示が可能 

(http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_ne

ws_2012_13.pdf) 

 

 2012年から運用開始 

 

出願時から30ヶ月の期間が満了するまで可能 

 

 PATENTSCOPEで検索、閲覧可能（出願の書誌情報内
で公表） 

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


 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 
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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  



  PATENTSCOPE アカウント 
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アカウント作成 
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PATENTSCOPEアカウント 
無料で作成可能  

PATENTSCOPE 
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PATENTSCOPEアカウント 
入力必須項目は、氏名、電子メール、パスワードのみ  

PATENTSCOPE 
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PATENTSCOPEアカウント 
ログイン後は、化学化合物検索、検索式の保存などが可能  

PATENTSCOPE 
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PATENTSCOPEアカウント 
検索式の保存  

PATENTSCOPE 
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PATENTSCOPEアカウント 
保存された検索式の例：  

PATENTSCOPE 



83 

100件 10,000件 

PATENTSCOPEアカウント 
検索結果のダウンロード：  

PATENTSCOPE 
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PATENTSCOPEアカウント 
検索結果のダウンロード：  

PATENTSCOPE 
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チェックを入れると次回ログイン時にも設定が有効 

PATENTSCOPEアカウント 
検索条件や画面などの各種設定も保存可能  

PATENTSCOPE 



  PATENTSCOPE参考情報 
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 収録文献の追加 

中国実用新案、ニュージーランドの文献、 昔の日本の文献を追
加予定 

 閲覧可能な国内出願経過書類（ドシエ情報）の拡大 

現在、日本、米国、欧州、カナダ、オーストラリアの出願で閲覧
可能。中国、韓国の出願も対応予定 

 化学化合物検索の対象文献、言語の拡大 

現在、1978年以降の国際公開（英語または独語）、1979年以降
の米国文献に対応。今後、対象言語、文献を拡大予定 

PATENTSCOPE参考情報 

今後の予定 

PATENTSCOPE 
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PATENTSCOPE参考情報 

PATENTSCOPEユーザーガイド（日本語） 

PATENTSCOPE 

https://patentscope.wipo.int/search/ja/help/users_guide_summer2017.pdf 
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PATENTSCOPEの使い方ビデオ 

チュートリアル
画面 

PATENTSCOPE 

PATENTSCOPEの使い方のチュートリアルをヘルプメ
ニューから利用可能 



内容：PATENTSOPEの概要や特定の機能について 

 

申し込みや開催情報は以下のページから： 

http://www.wipo.int/patentscope/en/webinar/ 

 

過去の講習会のパワーポイント資料も上記のページ
から閲覧可能 
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PATENTSCOPE参考情報 

PATENTSCOPEオンライン講習会（Webinars）を毎月開
催（言語は基本的に英語） 

PATENTSCOPE 

http://www.wipo.int/patentscope/en/webinar/
http://www.wipo.int/patentscope/en/webinar/


PATENTSCOPEフォーラム 
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PATENTSCOPEお問い合わせ先 

お問い合わせ先（WIPO本部：英語） 

E-Mail: patentscope@wipo.int 

お問い合わせ先（WIPO日本事務所：日本語） 

TEL: 03-5532-5030  

E-Mail: japan.office@wipo.int 

URL:   www.wipo.int/japan 

PATENTSCOPE 

mailto:patentscope@wipo.int
mailto:japan.office@wipo.int
http://www.wipo.int/japan
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1) 簡易検索で、以下の文献を検索してみましょう 

「電気自動車」という言葉を含む文献 

 さらに、検索結果を発行日が新しい順に並び替えてみましょう 

 さらに、検索結果の中で、件数が上位の出願人のグラフを作成してみましょう 

2) 構造化検索で、以下の文献を検索してみましょう 

特許請求の範囲に「電気自動車」という言葉を含み、明細書に「バッテリー」という言葉を含む文献 

要約に「電気自動車」、「バッテリー」という言葉の両方を含む文献 

以下の文献 

 国際公開第2015/001234号（WO2015001234） 

 特表2015-500123号公報（JP2015500123） 

 EP3147914 

 US20170047681 

3) 詳細検索で、以下の文献を検索してみましょう 

要約に、「電気自動車」、「バッテリー」という言葉の両方を含む文献 

要約に、「electric car」、「battery」という言葉の両方を含む文献 

 さらに、検索結果を日本語に機械翻訳してみましょう 

要約に、「電気自動車」、「バッテリー」という言葉の両方を含む文献、または、要約に、「electric car」、
「battery」という言葉の両方を含む文献を一度に検索してみましょう 

4) 多言語検索で、以下の検索を行ってみましょう 

「電気自動車」という言葉を含む世界中の文献を探してみましょう 

 さらに検索結果を中国の文献だけに絞ってみましょう 

 さらに検索結果を韓国の文献だけに絞ってみましょう 

PATENTSCOPE演習問題（ご参考） 
PATENTSCOPE 



 その他のWIPOのデータベース

（ご参考） 
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 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。3,400万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、2018年4月現在の収録国 40ヵ国・地域） 

   

Global Brand Database (GBD) 

※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。 

94 Global Brand Database (GBD) 

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

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] 

スーダン[SD] New! 

 

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] 

アイスランド[IS] New! 

フランス[FR]New! 

 
 

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] 

バーレーン[BH] New! 

クウェート[KW] New! 

 
 
 

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


検索画面の概要 

× 

検索フィールド①： 

テキスト検索 

検索フィールド③： 

現在の検索内容の表示・編集 

検索結果フィールド 

検索フィールド②： 
フィルタリングによる絞込み（イ
メージサーチ含む（後述）） 

95 Global Brand Database (GBD) 

Global Brand Database (GBD) 
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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) 

Global Brand Database (GBD) 



Global Design Database(GDD) 

 
 

 

 

 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, JO, MN, NZ, US, IDを収録）を検索
可能 

 182万件を超えるデータを収録 

Global Design Database (GDD) 97 

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

テキスト検索
フィールド 

フィルタリン
グで絞込み 

http://www.wipo.int/designdb/en/index.jsp
http://www.wipo.int/designdb/en/index.jsp


検索結果の表示例 

98 Global Design Database (GDD) 

Global Design Database(GDD) 

 
 

 

 



99 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


100 

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 



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、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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http://www.wipo.int/japan
mailto:japan.office@wipo.int

