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はじめに 

PATENTSCOPE 特許検索サービスとは 

 

特定の特許文献を探したい特許弁理士。 
自身の最新の発明がすでに特許で保護されているか確認したい発明者。 
自分の専門分野でどのような技術が開発されているか調べたい研究者。 
競合相手は誰か、またその競合相手の動向を知りたい起業家。 
 
PATENTSCOPE 特許検索サービスは、このようなユーザの皆様のニーズに応えるツールです。 
PATENTSCOPE 特許検索サービスは、世界知的所有権機関 (WIPO) が無料で提供する特許文献検索サービ
スで、数百万件におよぶ特許文献を閲覧することができます。 
 
このユーザ ガイドでは、PATENTSCOPE 特許検索サービスの概要と、検索機能および分析機能の利用方
法について説明します。 
 

このユーザ ガイドについて 

 

PATENTSCOPE 特許検索サービスは、新たな機能やコンテンツをユーザの皆様に提供するために、常に改
善されています。サービスの改善点および変更の最新情報については、「最新情報」ページ 

(https://www.wipo.int/patentscope/en/news/) をご覧ください。 

 

このユーザーガイドでは、読みやすくするために以下の規則を使用しています。 
 

• ウェブサイトの URL および電子メールアドレスは青字で示されています。 
• 操作画面上で表示される項目は斜体で示されています。 

• コツは で表示されます。 
 
注: 本ユーザ ガイドで使用しているスクリーンショットは、主に 2022 年 4 月現在の操作画面を反映した
ものです。  
 

 

データ収録範囲 

 

PATENTSCOPE では、以下の特許文献を閲覧できます。 
 

•  PCT (特許協力条約) に基づいて出願された国際特許出願 
• 以下の参加国ならびに機関の、広域および国内特許コレクション（2022 年 12 月時点） 

https://www.wipo.int/patentscope/en/news/
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→ アルゼンチン 
→ ARIPO (アフリカ広域知的所有権機関) 
→ オーストラリア 
→ オーストリアバーレーン 
→ ブラジル 
→ ブルネイ・ダルサラーム国 
→ ブルガリア 
→ カンボジア 
→ カナダ  
→ チリ 
→ 中華人民共和国 
→ コロンビア 
→ コスタリカ 
→ キューバ 
→ チェコ共和国 
→ チェコスロバキア 
→ デンマーク 
→ ドミニカ共和国 
→ ユーラシア特許庁 (EAPO) 
→ エクアドル 
→ エジプト 
→ エルサルバドル 
→ EPO (欧州特許庁) 
→ エストニア 
→ フィンランド 
→ フランス 
→ ジョージア 
→ ドイツ 
→ ドイツ (DDR データ) 
→ ギリシャ 
→ グアテマラ 
→ ホンジュラス 
→ インド 
→ インドネシア 
→ イスラエル 
→ イタリア 
→ 日本 
→ ヨルダン 
→ ケニア 
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→ ラオス人民民主共和国 
→ ラトビア 
→ リトアニア 
→ マレーシア 
→ メキシコ 
→ モロッコ 
→ オランダ 
→ ニュージーランド 
→ ニカラグア 
→ パナマ 
→ ペルー 
→ フィリピン 
→ ポルトガル 
→ 韓国 
→ ルーマニア 
→ ロシア 
→ ロシア (USSR データ) 
→ サウジアラビア 
→ シンガポール 
→ スロバキア 
→ 南アフリカ 
→ スペイン 
→ スウェーデン 
→ スイス 
→ タイ 
→ チュニジア 
→ アラブ首長国連邦 
→ イギリス 
→ 米国 
→ ウルグアイ 
→ ベトナム 

 
これらの国は、その国／地域内のデータを WIPO に提供しておりますが、これらのデータは PCT 出願国内
移行情報とは異なります。国内移行情報の収録範囲についてはこちら: 
https://patentscope.wipo.int/search/ja/help/national_phase_entry.jsf 
 
PATENTSCOPE では、新しい特許文献コレクションが定期的に閲覧可能になります。閲覧可能なコレクシ
ョンの一覧は、詳細検索または構造化検索の画面において、官庁の横に表示される▼をクリックすること
によってご覧になれます。 
  

https://patentscope.wipo.int/search/ja/help/national_phase_entry.jsf
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最新かつ詳細なデータ収録範囲について 

 

最新のデータ収録範囲については、以下のページにアクセスして PATENTSCOPE ヘルプメニューにある 
データ収録範囲の国内特許コレクションを参照してください。 
https://patentscope.wipo.int/search/ja/help/help.jsf 
 

非特許文献 

 

PATENTSCOPE における非特許文献（NPL）の統合は、現在、Nature、Wikipedia のオープンアクセス・
コンテンツ（社内アルゴリズムでフィルタリングされた技術・科学コンテンツのみ）及び MDPI
（Multidisciplinary Digital Publishing Institute）から開始されています。 
 
NPL を結果一覧に含めるためのボタンが以下のとおり追加されました。 
 
1. 詳細検索と構造化検索 
 

https://patentscope.wipo.int/search/ja/help/help.jsf
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2. 結果リスト：条件の絞り込みにおいて、非特許文献 (NPL) を含めるをクリックすることで利用可能
です。 
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PATENTSCOPE の検索機能のすべてにおいて、NPL の検索ができます。 
 
NPL のコンテンツを検索するのに便利なフィールドは、以下の通りです。 
 
フィールド  取得情報  
AU：Hyojin Kim 記事の著者（例：Hyojin Kim） 
CTR:ZZ  NPL情報のみの検索式 
DP:(30.12.2020)  発行日（例：2020年12月30日） 
DTY:NPL  すべてのNPLの情報 
EN_AB: (electric bicycle)  論文の要旨中の記載情報（例：電動自転

車） 
EN_DE: (electric bicycle)  文献中の記載情報（例：電動自転車） 
EN_TI: (electric bicycle)  タイトルの記載情報（例：電動自転車） 
IC: G06F  IPC（例：G06F（AIを用いて割り当てられ

る）） 
JO：（British Journal of Cancer） 掲載雑誌（例：British Journal of 

Cancer） 
PN: 10.1038/s41416-019-0673-5  論文の公開番号（例：10.1038/s41416-

019-0673-5  
PU:Nature  発行者（例：Nature） 

 
結果一覧の結果分析において、公報種別の欄で NPL 情報を確認できます。 
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選択した場合、結果リストには、ヒットした特許文献とともに、関連性でランク付けされた NPL 情報が表
示されます。 
 
NPL 文書の一例です。 
 

 
 
非特許文献の書誌情報タブの情報は、ログインしているユーザーであればダウンロードすることが可能で
す。ソースへのリンクから、内容をエクスポートすることができます。 
 
 
明細書タブでは、論文のフルテキストを見ることができ、翻訳が必要な場合には、自動翻訳ボタンを使用
してください。 
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検索インターフェース 

利用可能言語 

インターフェース言語 
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検索インターフェースは、ナビゲーションバー（インターフェース上部の黒いバー）で選択できる 10 ヶ
国語に対応しています。 
 

検索言語 

PATENTSCOPE に含まれる文書のすべての出願言語（アラビア語、ブルガリア語、カンボジア語、中国
語、デンマーク語、英語、エストニア語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ヘブライ語、イタリア
語、日本語、韓国語、ラオス語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、タイ語、ベトナ
ム語など）での検索が可能です。 
 

 

検索インターフェース 

 

PATENTSCOPE 検索サービスを利用して特許文献を検索するには、5 通りの方法があります。検索方法
は、検索 メニューから選択することができます。 
 

 
 

1. 簡易検索 

 

PATENTSCOPE の検索方法は、デフォルトで簡易検索に設定されています。 
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簡易検索では、以下の 7 種類の検索フィールドから 1 つを選んで検索を行います。 
 

 
1. 表紙[フロントページ]: 特許文献の表紙（フロントページ）を検索します。 
2. 全てのフィールド: 検索対象となる全てのフィールドで検索します。 
3. フルテキスト: フルテキストを検索します。 
4. ID/番号: 公開番号、出願番号などを入力して検索します。 
5. 国際特許分類 [IPC]: 国際特許分類コードを入力して検索します。 
6. 氏名 [名称]: 発明者名、出願人名、企業名などを入力して検索します。 
7. 公開日: 公開日の日付を入力して検索します。 
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 例えば、次のような情報を用いて簡易検索を行うことができます。  
- 報道や裁判資料などに含まれる特許文献の番号  
- 個人、発明者、出願人などの名前  
- 企業名 (例えば個人的な興味、吸収合併計画や競合相手の動向調査のためなど)  
- 国際特許分類 (IPC) コード 
- 特定の公開日 
- 調べたい発明に関連するキーワード (結果の件数を絞るために、できるだけ具体的なキーワードに

する必要があります)  
 

 
閲覧 メニューから PCT 出願 (公開週別) を選択して、公開された週別に国際出願を閲覧すること
もできます (本ユーザ ガイド「閲覧メニュー」セクションを参照)。 
検索式例をクリックすると、検索用語の例が表示されます。それぞれの例をクリックすると、検
索用語が自動的に検索ボックスに入力されます。 

 

 
 

簡易検索は、以下の手順で行います。 
 

1. 検索フィールド ボックスのプルダウン メニューをクリックすると、7 種類の検索フィールド
が表示されます。この中から、1 つを選択してください。 

2. 検索ボックスに検索用語を入力してください。 

3. ボタンをクリックしてください。 
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特定の特許文書番号を検索するには、ID/番号フィールドを使用します。  
名前に関連する情報（発明者、代理人など）を探すには、氏名 (名称)フィールドを使用します。 

 

2. 詳細検索 

 

 
 
詳細検索は、複数の検索条件を組み合わせて検索を行うことができる高度な検索機能です。さまざまな検
索語を用いて、条件をより細かく指定できます。  
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PATENTSCOPE 上の検索方法はすべて、複数の検索用語を用いた検索に対応しています。検索用語を組み
合わせるためには、オペレータ (演算子) と呼ばれる文字列を使用します。使用可能なオペレータには、ブ
ール演算子 (「And」、「OR」など)、近接演算子 (「NEAR」など)、範囲演算子 (「TO」) などがありま
す。オペレータを使用することで、検索結果を必要に応じて絞り込むことができます。組み合わせること
ができる検索用語の数に制限はありません。また、ワイルドカード (「*」など) を用いて、共通の語幹や
語尾を持つ単語を検索することも可能です。（非ログインユーザは 1 クエリにつき最大 3 つ、ログインユ
ーザは最大 7 つ） 
 

PATENTSCOPE で使用可能なオペレータおよびワイルドカードについてのより詳しい情報は、下記の 
URL でご覧ください。 
https://patentscope.wipo.int/search/ja/help/querySyntaxHelp.jsf 
 
さらに、詳細検索で検索を行う際には、検索の対象となるフィールドを指定するために、フィールド コー
ドを使用します。 フィールド コードの詳細は、下記の URL でご覧ください。 
https://patentscope.wipo.int/search/ja/help/fieldsHelp.jsf 
 
 
例えば、詳細検索を使って以下のような検索を行うことができます 。 
 
1. Jobs による発明で、2007 ～ 2009 年に公開され、明細書に「touch」という単語が含まれている発明の
検索 
 

IN:(Jobs) AND DP:[2007 TO 2009] AND EN_DE:(touch) 

 

 この検索構文は、フィールド コード「IN」、「DP」、「EN_DE」、ブール演算子「AND」、および範囲
演算子「TO」を使用して構成されています。  
 
フィールド コード:  
検索フィールドを指定します。「IN」は「発明者 (inventor)」、「PD」は「公開日 (published date)」 、
「EN_DE」は「英語の明細書 (English description)」をそれぞれ表します。  
 
ブール演算子:  
複数の検索語を組み合わせるために用います。「AND」であれば、検索語がすべて検索結果に反映されま
す。したがってこの例では、発明者が Jobs で、公開日が指定範囲内であり、かつ明細書に単語「touch」
を含む文献が検索されます。(注: 日本語の氏名や名称、単語等を使って検索する場合は、日本語の文献が
検索されます。)  
 
範囲演算子:  
検索範囲を指定するために用います。この例では、「TO」を用いて公開日の値の範囲を指定しています。  
 

https://patentscope.wipo.int/search/ja/help/querySyntaxHelp.jsf
https://patentscope.wipo.int/search/ja/help/fieldsHelp.jsf
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2. 木の切断に関連する発明の検索 
 

cutting AND trunk  

 

この検索構文で検索すると、1 万件以上の検索結果が得られますが、その多くは木の切断とは関連があり
ません。 
 

cutting NEAR5 trunk 

 
この検索構文では、数百件の検索結果に絞られ、そのほとんどが木材産業に関連するものです。これは、
近接演算子「NEAR」を使用して、2 つの単語が近傍関係にある文献を検索しているためです。また、値を
「NEAR5」とすることで、「cutting」と「trunk」が 5 単語以内の近さで使われている文献のみを対象と
するよう指定しています。このように、複数の単語が特定の単語数以内の近さで使われていることを条件
として指定することができます (例えば、NEAR4、NEAR100 など)。 
 
3. 「Field of the invention」段落の前に「surgical instruments」というフレーズが配置されている文献の
検索 
 

 

 

 

演算子 「BEFORE」を使用すると、検索の対象となる明細書内の位置を指定することができます。ここで
は、「surgical instruments」というフレーズの 100 語以内前に「Field of the invention」が位置する文献
だけが取得されます。 
 
詳細検索は、以下の手順で行います。 
 

 
 

“Field of the invention” BEFORE100 “surgical instruments” 

１ 

２ 

３ 

４ 
５ 
６ 
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1 検索用語ボックスに、検索語、検索式、フィールドコードなどを入力します。オペレータ（演算
子）とフィールド定義の一覧については、本ユーザガイドの附属書類、または 検索インターフェー
スのヘルプ メニューをご覧ください。 

2 検索する特許文献コレクションを指定したい場合は、官庁のプルダウンから選択してください。 
3 言語ボックスのプルダウン メニューから、検索を行う言語を選択してください。 
4 語幹処理はデフォルトでオンになっています。これは、electric、electricity、electrical などの共

通の語源を持つキーワードを見つけるために、語尾を削除する処理です。語幹は、検索の言語に基
づいており、この例では、したがって英語の語幹になっています。  

5 結果一覧にファミリー情報を表示させたい場合は、このボックスにチェックを入れてください。こ
のガイドの PATENTSCOPE のファミリーに関するセクションをお読みください。  

6 結果一覧に非特許文献の情報を表示したい場合は、このボックスにチェックを入れてください。こ
のガイドの PATENTSCOPE の非特許文献に関するセクションをお読みください。  

 

関連用語で展開 
  
この機能は、PATENTSCOPE が自動的に提供する同義語を使用して、検索用語を拡張することができま
す。 
検索用語のボックスに検索用語を入力し、「関連用語を追加して検索を拡張」ボタンをクリックします。 

 
 

新しい検索用語は、すぐ下に表示されます。 
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検索の拡張ボタンをクリックすると、検索が実行されます。 
 

 
検索式例をクリックすると、検索例が表示されます。それらの例をクリックすると、自動的に検
索ボックスに表示されます。 

 

3. 構造化検索 

 
 

構造化検索では、複数の検索フィールド (「発明の名称」、「要約」、「明細書」など) でそれぞれ検索条
件を指定し、これを組み合わせることで、より的を絞り込んだ検索を行うことができます。 
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構造化検索では、ユーザがさまざまな検索フィールドを目的に応じて組み合わせて使用することができま
す。例えば、以下のような異なる要素を組み合わせて検索することが可能です。 
 
- 日付と発明者 
- 発明者と企業 
-その他 
  
構造化検索の検索フィールドは、基本的にどの組み合わせでも用いることができます。 
例として、以下のような検索が可能です。 

 
1. 出願人が Shimano で、2017 年に公開された発明の検索  
 
1 行目の検索フィールド (表紙と表示されたボックスの下) のプルダウン メニューをクリックして、表示さ
れる一覧から出願人氏名(名称)を選択し、右側の検索ボックスに「Shimano」 と入力します。次に、左側
の検索オペレータのプルダウン メニューから及びを選択し、2 列目の検索フィールドのプルダウン メニュ
ーから公開日を選択して、入力ボックスに「2017」と入力します (下図赤枠)。 
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2. 「マイクロチップ」という単語を含み、ライセンシングによる利用可能性の表示請求が行われている発
明の検索 
 
プルダウン メニューをクリックして、表示される一覧から請求の範囲 (日本語)を選択し、右側の検索ボッ
クスに「マイクロチップ」と入力します。次に、検索フィールドの最終行尾にあるライセンシングによる
利用可能性という表示の右側のチェック ボックスにチェックを入れます (下図赤枠)。 
 

 
 

3. 情報が欠落した文献の検索 
 
例えば、IPC コードが含まれていない出願を検索することができます。検索フィールドの下から２行目に
あるプルダウン メニューをクリックして国際特許分類を選択し、無しにチェックを入れます (下図赤枠)。 

 

 
 

 
構造化検索は、以下の手順で行います。 
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1 検索フィールド ボックスのプルダウン メニューから、検索したい検索フィールドを選択します。 
2 左側の検索オペレータボックスをクリックし、及び かまたは を選択します。 
3 検索フィールドを追加したい場合、または取り除きたい場合は、画面左下部の(+) 検索フィールド

を追加、または(-) 検索フィールドをリセットのいずれかをクリックしてください (下図)。 

 
4 検索する特許文献コレクションを指定したい場合は、官庁のプルダウンから選択してください。 
5 言語ボックスのプルダウン メニューから、検索対象の言語を選択してください。19 の言語から選

択することができます。 
6 語幹処理はデフォルトでオンになっています。これは、electric, electricity, electrical のような共

通の語源を持つキーワードを見つけるために語尾を除去する処理です。語幹は検索の言語に関連し
ており、この例では英語の語幹が使用されています。 

7  結果一覧にファミリー情報を表示させたい場合は、同じパテントファミリーに属する文献は１つに
まとめて表示するのボックスにチェックを入れてください。このガイドのファミリーについてのセ
クションをお読みください。 

8 非特許文献を結果一覧に掲載する場合は、非特許文献（NPL）を含めるのボックスにチェックを入
れてください。このガイドの非特許文献に関するセクションをお読みください。 

 

 
 

検索ページの下部には、検索結果の件数が表示され、必要に応じて検索式を修正することができます。 
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結果ページから、検索条件を含むフィールドの組み合わせに戻るには、検索メニューから構造化
検索を選択します。 
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4. 多言語検索拡張(CLIR)  

  
 

CLIR は Cross Lingual Information Retrieval（多言語検索）の略です。この機能を使用すると、検索を外
国語で公開された文献まで拡張して行うことができます。例えば、CLIR において、ある英単語で検索した
場合、検索結果は、その英単語に加え、その英単語の同義語、さらには、その英単語とその同義語を 13
の他の言語に翻訳した単語のいずれかを含む文献の集合になります。CLIR は、まず入力した検索語の類義
語を探索し、次に、その検索語と類義語とを 13 の他の言語に翻訳します。CLIR で対象とされているのは
以下の言語です： 
 

- 中国語 
- デンマーク語 
- オランダ語 
- 英語 
- フランス語 
- ドイツ語 
- イタリア語 
- 日本語 
- 韓国語 
- ポーランド語 
- ポルトガル語 
- ロシア語 
- スペイン語  
- スウェーデン語 
 



 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 
 

上記のいずれかの言語で検索ボックスに検索用語を入力するだけで、検索用語候補としてその用語の訳語
と類義語が上記すべての言語で挙げられるため、上記の言語で公開されている特許文献をすべて検索する
ことができます。  
 

 
 

 

ステップ 1: 検索用語の入力 
 

1. 検索ボックスに検索用語を入力してください。キーワードは 5 つまで入力でき、「...」にも対応し
ています。 

2. 検索用語ボックスのプルダウン メニューから、入力した検索用語の言語を選択してください。 
3. 拡張モードを選択してください。 

a. 拡張モード［手動］を選択すると、ステップ 2 でユーザ自身が検索用語に関連性のある技
術分野および検索用語の類義語を選択できるようになります 。 

b. 拡張モード［自動］を選択すると、自動的に検索用語に関連性のある技術分野および検索用
語の類義語を使用して検索が行われます。 

4. 関連性［適合性］のレベルを選択します。適合性を優先する場合、最も関連性の高い結果のみを取
得するために拡張クエリが作成されますが、一部の結果を見逃す危険性があります。再現性を重視
する場合、より多くの結果を取得するために検索用語を拡張しますが、精度を犠牲にする可能性が
あります。  

適合性は検索の精度を測る指標で、ユーザが求めている情報が全検索結果中に含まれる割合を
指します。 
再現性は検索網羅性を測る指標で、検索対象全体から検索条件に適合する情報が取得できる割
合を意味します。 

5. 検索（拡張モード［自動］）または技術分野の選択（拡張モード［手動］）ボタンをクリックしま
す。  

 
拡張モード［自動］の場合：1段階  
検索用語を入力したら、検索言語、拡張モードを選択し、関連性［適合性］を定義して、検索ボタンをク
リックします。  

１ 

２ ３ ４ 

５ 
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結果リストには、新しい検索用語の同義語と訳語が表示されます。 

 
 
拡張モード［手動］の場合：4段階  
ステップ 1：クエリを入力し、検索言語、拡張モードを選択し、関連性［適合性］を定義して、技術分野
の選択ボタンをクリックします。 （以下、「生分解カップ」を検索用語とした例） 

 
 
ステップ 2: 技術分野の選択 
 
ステップ 1 で入力した検索用語と関連性がある技術分野が、自動的に表示されます。 
以下の方法で編集することができます。 
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‐目的に合わない技術分野が表示された場合、分野の横にある×印を 1 回クリックするだけで削除されま
す。 

 
 
‐技術分野をさらに追加するには、ドロップダウンメニューで関連する分野を選択します。 

 
 
選択できる技術分野は最大 5 つまでです。 
 
次に、類義語の候補を表示ボタンをクリックします。  
 
ステップ 3: 検索用語に関連性のある類義語の選択 
 
検索用語に対応する類義語の候補が表示されます。すべての用語に対する候補を確認するには、用語ボタ
ンをクリックします。ここから、検索用語に関連性のある類義語を選択し、チェック ボックスにチェック
を入れてください。表示された一覧に含まれない類義語を使用したい場合は、類義語を追加ボタンをクリ
ックしてください。使用したい類義語を入力し、右側のプルダウン メニューをクリックして該当する分野
を選択してください。 
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検索結果をより的確なものにするために、選択した類義語が適切なものであることを必ず確認してくださ
い。 
  
類義語の選択が終了したら、選択した類義語を翻訳するボタンをクリックしてください。 
 
ステップ 4: 提案された翻訳の確認、検索するフィールドの指定 

 
 

1. 各言語への翻訳が、タブ別に表示されます (上図)。各言語のタブを開いて、翻訳された検索用語を
確認してください。この翻訳を除外するボタンでユーザーが興味のない言語は削除できます。 

2. 検索するフィールドボックスで、検索の対象となるフィールド (「発明の名称」、「要約」など) を
指定してください。発明の名称と要約は高速に検索できるため、利用をお勧めします。検索結果の

１ 

２ ３ ４ 

５ 



 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 
 

量に満足できない場合は、まずは請求の範囲、最後に明細書を、検索対象に追加して、より多くの
結果を見つけることを試みてください。 

3. 単語間の最大距離［近傍度］ボックスで、単語間の近傍度を指定してください。「発明の名称」と
「要約」を検索する場合は、「制限なし」を使用することをお勧めします。「明細書」や「請求の
範囲」を検索する場合は、検索した概念が返される結果のテキスト内で互いに近くに表示されるよ
うに、「文」または「段落」を使用することをお勧めします。 

4. 検索ボックスに入力した語句だけを厳密に検索したい場合は、語幹処理チェック ボックスのチェッ
クをはずしてください。語幹処理を適用すると、検索用語の語幹を使用して検索が行われます。例
えば、 「swim」と入力した場合、結果には「swimming」、「swimmers」などの単語による結果
も含まれます。 

5. 検索ボタンをクリックしてください。PATENTSCOPE データベース内で検索が実行され、検索結
果が表示されます。 

 
 

5.化学構造検索 

 

ログインしているユーザーは、「検索」メニューから化学化合物を選択することで、PATENTSCOPE に登
録されている化学物質情報を検索することができます。 
 

 
WIPO アカウントをお持ちでない方は、本ガイドのログインのセッションをご覧ください。 
 
化学化合物検索には４種類の方法があります。 
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構造式に変換タブ 
構造式に変換では、検索にあたって、化合物名の入力形式を選択することができます。 

 
 
入力において複数のオプションが利用できます：一般名称、商業上の名称、IUPAC 名、CAS 名称、国際一
般名(the international NonProprietary Name)、InChIkey、InChI、SMILES などの化学化合物名。 
 
入力した化合物名で直接検索することも、入力した化合物名についてエディターで表示をクリックして化
学構造式を確認することもできます。このボタンは、入力した化合物名、INN、InChI、SMILES を対応す
る化学構造式へ変換します。 
 
構造式エディタータブ 
構造式エディターでは、化学構造式を描画し、編集することができます。化学構造式、化学反応、化学的
断片を、化学構造式を描く際に良く知られたシンボルを用いて直観的な方法で描くことができます。 



 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 
 

 
 

エディターで描いた化学構造を保存するには、描写パッドの下方のダウンロードボタンを利用し、MOL フ
ァイルをダウンロードしてください。 

 
ファイルを保存して、構造式を再度アップロードするには、「構造式をアップロード」のタブから、該当
するファイルを選択してください。 
構造式をアップロードタブ 
 
構造式をアップロードでは、例えば MOL、SMILES などのサポートされたフォーマットや、png、gif、tiff、
jpeg フォーマットなどの化合物のビットマップ表現で、化合物を記述したファイルをアップロードするこ
とによって検索することができます。 
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母核を検索(Search for scaffold)をチェックすると、InChIKey の第一部分のみを考慮してより一般的に化
合物を拡大検索します。母核（スキャフォールド）とは分子の基本骨格であり、それに更に置換基や部分
構造が結合します。 
 

 
 
 
部分構造検索タブ  
「構造完全一致検索」に加え、化合物内の部分構造を検索する機能を追加しました。「部分構造検索」は
「構造式エディター」から行えます。  
 

 
 
部分構造検索が開始されると、検索した分子を含む構造のリストが返されます（グリッド状に並べられま
す）。一致する部分構造は、ヒットした分子ごとにハイライト表示（青色）されます。 
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チェックボックスをクリックすると、検索を実行する前に 1 つまたは複数の構造を選択でき、「すべて選
択」（または「すべての選択を解除」）ボタンをクリックすると、ページ上のすべての化合物を選択（ま
たは選択解除）できます。 
 
特許の検索対象は、最大 1024 化合物まで選択可能です。1024 化合物を超える化合物を選択した場合、
"Error! Reference source not found."のようなメッセージが表示されます。 
 
「部分構造検索」に 4 秒以上かかった場合、最終ページに「さらに表示」というリンクが表示され、部分
構造検索が完了していないことが示されます。（"Error! Reference source not found."‘）この情報は部
分構造リストの上部に表示される結果リストの割合からも推測することができます。 
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PATENTSCOPE でのマーカッシュ構造検索 
 
マーカッシュ構造検索とは、マーカッシュ構造で定義された化学構造の範囲から、目的の正確な構造、部
分構造、あいまい構造を見つけ出すことです。 
PATENTSCOPE システムでは、マーカッシュ構造検索を実行する方法が 2 つあります。 
１つは、マーカッシュ式で定義された文献に含まれる構造を迅速に検索できるように、PATENTSCOPE 文
献中の通常の化学構造と同様に、これらのマーカッシュ構造を１つ１つ列挙し、それぞれの InchiKey で関
連文献を注釈付けしています。 
この機能は、化合物検索のトップページで、「列挙されるマーカッシュ構造を含む」を選択し、「構造完
全一致検索」ボタンをクリックすることで利用できます。 
 

 
 

結果は以下のように表示されます。 
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列挙された InchiKey のインデックスに使用される、新しい PATENTSCOPE 検索フィールド ENUM に注目
してください。 
 

 
 
列挙によるマーカッシュ構造探索のメリットは、以下の通りです。 

• マーカッシュ式を検索するためのボックスにチェックを入れるだけの簡単さ 
• 応答時間：検索は数秒で実行される 
• ブール論理を用いた他の全ての PATENTSCOPE フィールドとの組み合わせが可能。例えば、シメ

チジンをマーカッシュ構造で検索したいが、マンデルソン症候群に関する文書のみを検索したい場
合、検索用語を使用することが可能です。"ENUM:(AQIXAKUQRKLND-UHFFFAOYSA-N) AND 
EN_DE:Mandelson" 

 
デメリットは以下です。 

• 網羅性の低さ：マーカッシュ列挙アルゴリズムは、マーカッシュの定義に合致する単純な構造から
順に、各マーカッシュ式を最大 500 個のインチキーまで列挙します。より複雑な構造は検索されな
い。 

• 完全一致の化合物検索のみ検索可能 
 
２つ目の方法は、構造式エディタのページから、より詳細な検索ができることです。名前、化学式を入力
としているときにこのページを表示するには、まず、検索語を入力し、下図のようにエディターで表示ボ
タンをクリックします。 
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この場合，検索語は lansoprazole で，構造エディタが開いたら構造ウィンドウの下までスクロールして，
マーカッシュ構造検索というタブが表示され，4 種類の検索ができます。 
 

 
 

この検索では、構造が化学的な MOL ファイルとして表現され、複雑な化学的マッチングアルゴリズムを用
いて検索が行われる、手動でキュレーションされたデータベースを使用します。 
検索構造とシステムに索引付けられたマーカッシュ式との間に適用させたいマッチングアルゴリズムを指
定することができます。 
• 完全一致 
• 部分構造一致 
• あいまい一致 
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この複雑な検索技術には時間がかかり、最初の例示的な結果が表示された後は、バックグラウンドで検索
を続け、しばらくしてから PATENTSCOPE アカウントに結果が表示されるバッチ検索を選択することがで
きます。 
さらに表示リンクをクリックすると、さらに 1 分間、より多くのマッチングをインタラクティブに検索す
ることができ、それに応じて、これまでに検索されたインデックス付きマーカッシュ構造の割合が増加し
ます。 
 

 
 
マーカッシュ構造は、Clarivate Analytics で付与された固有の番号で識別されます（ここでは 9117-08201、
9138-09401,...）。  
 
見つかったマーカッシュ構造に満足したら（あるいはすべて検索したら）、次のステップは、対応する特
許文書を検索することです。これは、表示されたマーカッシュ構造を最大 1000 件まで選択し（該当する場
合は「すべて選択」ボタンをクリックできます）、「検索」ボタンをクリックすることで行われます。 
 
そして最後に PATENTSCOPE の結果リストが表示されます。 
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また、MN 検索フィールドでは、すでに検索したい Clarivate マーカッシュの番号が 1 つ以上ある場合、直
接検索することも可能です。 
 
注意： 

1. PATENTSCOPE に実装されているマッチング構造による検索は、インデックスされたマーカッシュ
構造内の全ての繰り返し基が 1 つの繰り返しに標準化されているという点で制限があります、つまり、
-(CH2)n-を持つ化学構造では、n=1 のみが検索されます。そのため、検索された構造に類似の繰り
返し基が含まれている場合は、手動で編集する必要があります。 

2. 構造エディタでは，検索した構造に対して可変グループを定義することができます。まずスケルトン
を描き，下図のハイライトされたボタンで定義済みグループを配置したい原子のプロパティを選択
し、Query atom ボタンを選択すると，選択した原子の代わりに定義済みグループを選択すること
ができ，定義済みグループを使用して原子のプロパティを変更することができます． 
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マッチングアルゴリズムによるマーカッシュ検索には、次のようなメリットがあります。 

• 網羅性：与えられたマーカッシュ構造にマッチするすべての構造が検索可能です（列挙された構造
のように最も単純な 500 個だけではありません）。 

• 検索対象の豊富さ：マーカッシュ構造は、完全一致化合物だけでなく、指定された可変グループを
持つ化合物も検索することができます 

• 検索方法の豊富さ: 完全一致検索、部分構造検索、部分構造検索［あいまい検索］の 3 つのレベル
のマッチングアルゴリズムが提供されており、Query atom タブに上記のような可変グループが自
動的に導入されます。 
 

そして、次のようなデメリットがあります。 
• 非常に長い応答時間 
• 繰り返し構造はサポートされていません 
• 複雑さ：検索されたマーカッシュ構造から目的のものを選択するために必要な化学的知識 

 
最後に、特許文書の検索結果レコードの詳細を表示する際に、関連するマーカッシュ構造と列挙を表示す
る新しいタブが定義されました。 
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PATENTSCOPE におけるファミリー情報 

定義 

PATENTSCOPE におけるパテントファミリーとは、同じ発明について異なる官庁で公開されたものをグル
ープ化したものである。 
PATENTSCOPE におけるパテントファミリーには、PCT ルートとパリルートによる特許文献が含まれま
す。 
 
PCT ファミリーは、PATENTSCOPE パテントファミリーのサブセットです。その内容は以下の通りです。 

1. PCT 特許出願(IC1)。 
2. 以下のいずれかの、上記 PCT 出願の国内段階移行 

a. 参加官庁が公開前に国内段階移行を報告したもの（IC2 または IC3）または 
b. 書誌情報の一部として公開された後の、パリ条約以外の国際条約データ（IC2）、および 

3. 優先基礎出願。（最先で唯一の優先権の場合。）（IC5） 
PCT ファミリーは、更に下記を含みます。 

4. 米国特許の分割、継続、再発行、再公表など、すでに PCT ファミリーに属している米国特許の米国
関連文書。ただし、一部継続出願は含まれません。 

5. PCT ルートではないものの、PCT ファミリーとして同じ優先基礎出願を持つ出願。 
 
さらに、PATENTSCOPE のパテントファミリーのパリルート・サブセットには、以下のものがあります。 

1. 優先基礎出願を共有する全ての出願で、その優先基礎出願を共有する PCT 出願が存在しない場合
（IC4）。 

2. 米国特許の分割、継続、再発行、再公表など、すでに PCT ファミリーの一部となっている米国文
献。一部継続出願は含まれません（IC6）。 

3. 優先基礎出願。（最先で唯一の優先権の場合。） 
4. 分割，継続，再公表など，既にファミリーに含まれる同一官庁の他の出願に関連する国内出願。 

 
IC（Inclusion Criteria）抽出条件コードは、上記のどの基準が、最初に満たされ、発明をファミリーに含
めるために使用されたかを示しています。これは、発明の横に記載されている基準だけが満たされている
ことを意味するものではありません。例えば、IC2 と表示されている国内出願は、PCT 出願や他の IC2 出
願と優先権を共有しているため、IC4 にも適合しています。 
この情報は、パテントファミリータブにある出願日の下に記載されています。 
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IC コード 

 

コード  定義  

IC1  このパテントファミリーの基礎となる公開済み PCT 出願 

IC2  PATENTSCOPE に公開された PCT 出願の国内段階移行出願 

国内段階タブに表示されない場合、国内文献の書誌データから引用されていま

す。  

IC3  PATENTSCOPE で利用できない、公開済み PCT 出願の国内段階移行出願 

IC4  他の米国出願と関連する米国出願  

IC5  このファミリーの出願の中で唯一の優先基礎出願 

IC6  優先権情報に基づき関連付けられた出願 

IC7  すでにファミリーに含まれる同じ国の官庁の他の出願に関連する国際出願 

 

コードにカーソルを合わせると、当該コードの定義を示すウィンドウがポップアップ表示されます。 
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IC1：公開された PCT 出願＝ファミリーの基礎＋国内段階のタブの情報  
IC2:公開された PCT 出願の国内段階移行出願 
a. 国内段階タブで表示される、または  
b. 国内段階タブで表示されない場合、PCT との関係は書誌データの地域充填情報または公開情報から構築
されます。  
 
PATENTSCOPE の国内段階タブで利用できる情報の例  
 
書誌情報からの抜粋例 
中国、米国、マレーシアの文書については、書誌情報中の「先行 PCT 分野」を利用した。この「先行 PCT
分野」は、PATENTSCOPE のインターフェースには表示されない分野である。この情報は、官庁が提供す
るデータベースで利用可能であり、国内段階の情報を補完するものである。  
 
IC3：PATENTSCOPE で見つからなかった公開 PCT 出願の国内段階移行出願 
当該特許文献は、関連する官庁で国内段階に入ったものの、文書作成時点ではまだ公開されていないため、
PATENTSCOPE では閲覧できません。  
 
IC4：分割、継続、再発行、再公表のいずれかとして既にファミリーに含まれる米国出願の 1 つに関連する
米国出願。一部継続出願は含まれません。  
ファミリーのメンバー間の関係は、明細書タブまたは書類タブで利用可能な XML で確認することができま
す。  
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ファミリー情報へのアクセス  
 

PATENTSCOPE の書類タブで利用可能な XML の例 
 
IC5:ファミリーの全文献が唯一の優先基礎とする出願 
 
IC6: 優先権情報に基づき関連付けられた出願 
この韓国語の文書は、同じくファミリーで利用できるオーストラリア語や中国語の文書と優先順位が同じ
です。  
 
IC7:既にファミリーに含まれる同じ国の官庁の他の出願に関連する国の出願。分割、再出版、再発行など
の関係を示しています。USPTO 以外の国内官庁の IC4 と同等と考えることができます。 
  

ファミリー毎の検索結果 

以下のようにして、「同じパテントファミリーに属する文献は１つにまとめて表示する」オプションが利
用できます。 
 
1) 結果一覧（簡易検索インターフェース使用時も同様）で、オプション「同じパテントファミリーに属す
る文献は１つにまとめて表示する」を選択すると、「条件の絞込み」が表示されます。  

 
 

2) 詳細検索では、検索前に「同じパテントファミリーに属する文献は１つにまとめて表示する」を選択す
ることができます。  
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3) 構造化検索では、検索前に「同じパテントファミリーに属する文献は１つにまとめて表示する」を選択
するオプションが用意されています。  

 
 

共通特許分類（CPC） 

  

2013 年 1 月 1 日より施行された CPC（Cooperative Patent Classification）制度は、EPO と USPTO が共
同で開発した二国間制度です。このシステムは、両庁の最良の分類方法を組み合わせたものです。  
 
PATENTSCOPE では、CPC のデータを DocDB や官庁から以下のように取り込んでいます。  
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• 59 国の官庁＋PCT：DocDb と官庁から定期的に収集される。PATENTSCPE は、本ガイド執筆時点で、
2 億 9000 万件以上の CPC エントリーを含み、5100 万件以上の分類された出願に対応しています。  
• 日々の更新情報  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2020年 2月時点の CPC統計 
 
 

検索フィールド 

 
2 つの検索フィールド：CPC、Classif を利用できます。Classif は、CPC と IPC の組み合わせです。 
 
以下の例では、検索用語：「CPC:(Y02A*)」を検索すると、ファミリーごとにグループ化されて、約 55 万
件の結果がヒットします。 

IP5 CPC 分類で分類された個別出願の件数 

ＵＳ 11,538,100 
ＣＮ 8,875,231 
ＪＰ 5,337,705 

ＥＰ 3,777,520 
ＫＲ 2,058,568 

https://patentscope.wipo.int/search/en/result.jsf?query=CPC%3AY02A%2A
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CPC 情報を検索するには、構造化検索において、「すべての分類」(IPC と CPC の組み合わ
せ）をドロップダウンメニューから選択します。 
 

 
 
これらの項目は、詳細検索にもあります。「分類」と入力すると、下図のように関係するフ
ィールドが表示されます。 
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閲覧メニュー 

 
 

PCT 出願 (公開週別) の閲覧 

 

WIPO は毎週木曜日に、新たな PCT 出願を公開します。メニュー バーの閲覧メニューから
クリックして、PCT 出願 (公開週別)を選択すると、PCT 出願の一覧を公開された週ごとに
閲覧することができます (下図)。 
 

 
            

画面上部に表示される日付ボックス のプルダウン メニューの矢印▼をクリックして、PCT 
出願が公開された週を指定してください。 

 
 

結果の一覧は、Excel Download ボタンをクリックしてダウンロードすることができます。
また、IPC Statistics をクリックすると、国際特許分類（ＩＰＣ）統計情報にもアクセス可
能です。 
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国際特許分類 (IPC) の統計情報からは、PCT 出願のグローバルな傾向を知ることができま
す。例えば、出願数の多い出願人を IPC 別に調べたり、その傾向について最新の情報を得た
りすることができます。このデータは、IPC が付与された出願のみを対象としています。
3000 件の公開出願のうち、約 100 件は IPC を有していません。 
 

 
 

「直近５つの公報での統計」列は、直近 5 公報公開日におけるその分類の出現回数（PCT
出願件数）を示します。 
「直近の公報の増減」列は、直近の公報公開日からの増減を示します。 
「ブレイクアウト列」では、直近 5 公報中、当分類コードの出現の主な増減を示す。 
 
各列はソート可能です。公報に関する各欄にカーソルを合わせると、前週との差分を示す数
値がツールチップでポップアップ表示されます。 
 
「チャート」列は、選択した一又は複数の分類について、過去 13 週間（3 ヶ月）の値を示
すグラフをページ下部に表示することができます。 
 

公報アーカイブ（ガゼット） 
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公報（ガゼット）アーカイブでは、1978 年以降に公開された PCT 出願の公式リストを検索
することができます。 

 
 

表示には、選択された公報の各文書の詳細が含まれます。 
 

 
 

 

 

配列表 (公開週別) 
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メニュー バーの閲覧メニューで 配列表 (公開週別)を選択すると、公開済み PCT 出願に含ま
れるヌクレオチドまたはアミノ酸配列表リストの一覧を閲覧することができます。年および
公開日のプルダウンボックスをクリックして、公開年と公開週を選択してください。 
 

 
 

国内段階移行 すべてダウンロード 

ここでは、ダウンロード時に利用可能なすべての国内段階移行出願をダウンロードできま
す。 
 

  

国内段階移行 増分ダウンロード（過去 7 日分） 

過去 7 日間の国内段階移行出願をダウンロードすることができます。 

公報目録（オーソリティファイル）WIPO 標準 ST.37 準拠ファイルをダウンロード 

今年度の PCT 出願をダウンロードすることができます。 

公報目録（オーソリティファイル）本年分のみダウンロード 

当年度の PCT 公開公報のダウンロードオプションです。 

公報目録（オーソリティファイル）全てダウンロード 

1978 年以降の PCT 公開公報のダウンロードが可能です。 
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検索結果 

 

検索結果の表示 

 

簡易検索、詳細検索、構造化検索、多言語検索拡張 (CLIR)、または化学化合物検索 のいず
れかで検索を実行すると、検索結果が下図のように表示されます。 
 
ここには、取得された特許文献の書誌情報の一覧が表示され、検索用語がハイライトされま
す。各文献の詳細は、公開番号か発明の名称をクリックして表示させることができます。 
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ページ上部には、以下が表示されます。 
 

 
 

 

A 検索用語を追加するなどして、検索結果を絞り込むことができます。 
 
B 関連性、公開日、出願日の基準で、検索結果の一覧を並べ替えることができます。 

 
 

C 1 ページあたりの検索結果件数を定義します。リストの長さのオプションでは、1 ペー
ジあたりの表示結果数（デフォルトでは 10 件）を最大 200 件まで増やすことができます。 
 
D 結果の表示方法を選択する 

A 

B C D 
E 

F G 

H  I  J  K 

L 
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簡易表示、コンパクト表示、詳細表示、詳細表示（図付き）、図表示、対訳表示から選択で
きます。 
簡易表示：出願番号、発明の名称、コレクション、公開日 
コンパクト表示：簡易表示に加えて、出願人名、発明者名、国際特許分類、 
図表示：図のみ 
対訳表示：利用可能な要旨の異なる言語版を表示 
 
E 結果一覧を移動する 
 
F 結果一覧をダウンロードする（ログインユーザー向け） 

 
 

G  自動翻訳ボタンで結果ページを他言語に翻訳できます。 

 
 
H 検索内容に基づいて RSS フィードを設定することができます。この機能を利用する
と、関心のある特許分野の変動について最新情報を得ることができます。 
RSS フィードリーダーで利用できる RSSページを作成するためには、ユーザーは、まず WIPO

アカウントにログインし、クエリーを実行して保存する必要があります。その際、「プライ

ベートに設定」のチェックボックスがオフになっていることを確認してください。RSSボタ

ンは、保存したクエリーの中に表示されます。 
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I 検索式のツリー表示には、結果の内訳が表示されます。 

 
 
J ログインユーザー向けのクエリ保存ボタン 
K ダウンロード対象文書の概要 
L 結果一覧と詳細を並べて表示：1 つのドキュメントを開くと、その横に結果リストが
表示される 
 

 
 

 

 

• グラフボタンをクリックすると、統計情報を見ることができます 

 
 

フィルターは表形式で、チャートは棒グラフや円グラフで、時系列は時系列で統計情報を表
示します。 
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グラフを保存して、報告書などさまざまな目的に用いることも可能です。グラフを
画像 (GIF 形式) として保存するには、グラフにマウスをポイントして右クリック
し、コピー または名前をつけて画像を保存を選択してください。 

 

 
フィルターや項目数は、設定メニューの「結果表示」タブでカスタマイズすること
ができます。 
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官庁、言語、語幹処理、同じパテントファミリーに属する文献は１つにまとめて表示する、
非特許文献（NPL）を含める、をクリックして条件の絞込みを開き、コレクション（官
庁）、（検索対象の）言語、語幹処理の有効・無効、ファミリーによる結果のグループ化、
結果リストへの非特許文献の追加を定義することができます。 

 
 

文献表示ページの見方 

 
 
各タブの内容 
 

• PCT 書誌情報：特許文献または出願の表紙に含まれる情報が表示されます。例え
ば、文献の識別表示、国内出願、優先権、公開日、および国際特許分類などに関す
る情報や、当該文献の技術的な内容に関する情報などが含まれます。 
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• 明細書：新しい発明に関係する既知の背景技術の明瞭かつ簡潔な説明、及び既存の
技術では解決されていない問題を解決するための当該発明の応用方法が表示されま
す。また、新しい技術の特定の実施態様も表示されます。自動翻訳ボタンを利用し
て、内容を別言語に機械翻訳することもできます。  

 
• 請求の範囲：請求の範囲は、出願の対象であり保護が求められている発明 、または

すでに保護が与えられている発明について、法的に定義するものです。各請求項
は、法的な形式にのっとった単一の文から成り、当該発明およびその固有の技術的
特徴を定義します。請求項は明瞭かつ簡潔でなければならず、明細書によって完全
に裏付けられる必要があります。 自動翻訳ボタンを利用して、内容を別言語に機械
翻訳することもできます。  
 

• 図面：当該特許文書に含まれる図面が表示されます。 
 

• ISR/WOSA/Article17(2)(a)：国際調査報告、国際調査機関の見解書、国際調査報告
を作成しない旨の決定が表示されます。 

 
• 国内段階：国内段階情報が表示されている場合は、出願人が国内段階への移行を請

求していることを意味します。国内段階移行日および国内出願番号は、関連する各
国内官庁が提供します。必要であれば、この情報を使って各国内官庁から詳細情報
を入手することができます。国内段階情報を提供している国内官庁の一覧は、以下
のリンクからご覧いただけます。 
http://www.wipo.int/pctdb/en/nationalphase.jsp 

 
• 更新情報：公開後の更新情報が表示されます。 

 
 

• 書類：このタブでは、公開済みの PCT 国際出願、および PCT 国際出願のファイル
に含まれる書類とその最新の書誌情報を閲覧することができます。 PCT 規則が改正
されたため、また電子形式で文書が利用できるようになったため、国際出願の出願
日によって利用可能な情報が異なります。WIPO は、PCT 国際出願と関連書類の内
容について、責任を負いません。 国際事務局が祝日のため閉庁していない限り、書
誌情報および書類は毎日更新され、新規出願の公開は毎週木曜日に行われます。木
曜日が閉庁日の場合、公開は金曜日に行われます。 
 
ログインしたユーザーは、設定メニューのダウンロードタブで、複数ファイルのダ

http://www.wipo.int/pctdb/en/nationalphase.jsp
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ウンロードを有効にするにチェックを入れると、1 つまたは複数のドキュメントをダ
ウンロードできるようになります。 
 

• パテントファミリー: ファミリー情報およびタイムライン 
 

• 化合物: 特許文献内の化合物とその位置を表示します。 
 

ツール 

 
 

WIPO 翻訳 

WIPO 翻訳を使用して、特許文献のテキストを自動翻訳することができます。二言語の文例
データベース上で開発・訓練されたニューラル（人工知能）機械翻訳が用いられています。
また、IPC を基にした以下の３１の技術分野を考慮して翻訳を行います。 

 
 
現在、以下の２２の言語ペアで翻訳が可能です。（2022 年 12 月末時点） 
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英語 → 中国語 
英語 → フランス語 
英語 → ドイツ語 
英語→イタリア語 
英語 → 日本語 
英語 → 韓国語 
英語 → ポルトガル語 
英語 → ロシア語 
英語 → スペイン語 
英語 → アラビア語 

英語 → フィンランド語 
中国語 → 英語 
フランス語 → 英語 
ドイツ語 → 英語 
イタリア語→英語 
日本語 → 英語 
韓国語 → 英語 
ロシア語 → 英語 
スペイン語 → 英語 
アラビア語 → 英語 
フィンランド語 → 英語 
 
WIPO 翻訳の使い方： 
A: Text to be translated ボックスに翻訳したいテキストを入力してください。 
B: Language pair ボックスのプルダウン メニューをクリックして、言語ペアを選択して 
ください。ここで言語ペアを選択しなかった場合、使用される言語が自動的に検出されま
す。 
C: Domain ボックスのプルダウンメニューをクリックして、分野を選択してください。ここ
で分野を選択しなかった場合、自動的に該当分野が検出されます。 
D: Translate ボタンをクリックしてください。 
 



 

 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 
61 

 
 

翻訳結果が表示されます (下図)。 

  

 
 

A 

B 
C 

D 
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この翻訳ツールは、文章を、赤でハイライトされる幾つかのセグメントに分割します。それ
ぞれのセグメントに対して、翻訳の代替案を表示します。ユーザは、提示された翻訳を編集
することができます。 
 

WIPO PEARL 

 
この WIPO の多言語専門用語ポータル では、特許文献から抽出された科学技術用語を閲覧
できます。このポータルを利用することにより、多言語の間で正確で統一された用語を使用
することができ、科学技術知識の検索や共有が容易になります。 
 
特徴 

• WIPO の言語・専門用語の専門家によって開発されました。 
• アラビア語、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル

語、ロシア語、スペイン語の 10 言語。 
• 全ての内容は確認されており、用語信頼性スコアが与えられています。 
• もしデータベース上で対応する用語が対象言語にない場合は、WIPO の機械翻訳エン

ジンが翻訳語の提案をすることもあります。 
• PATENTSCOPE と統合されているので、用語とその他言語での同義語を

PATENTSCOPE 全体の言語資料から検索できます。 
 
用語検索 
用語を入力して検索する際には、フィルタ等を利用して条件を指定することもできます。 
最適の結果を得るためには、[入力言語] 欄で検索用語の言語を指定し、さらに広告ブロック
のプラグインを無効にすることが推奨されます。 
 
詳しい使い方はこちらをご覧ください。 
https://www.wipo.int/reference/en/wipopearl/guide.html 
 

 
 

コンセプト・マップ検索 
検索したい概念 (コンセプト) を入力するか、特定の技術分野や副分野のバルーンをクリッ
クしてください。概念をクリックして選択すると、該当する用語データが表示されます。ま

https://www.wipo.int/reference/en/wipopearl/guide.html
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た、パス (経路) 検索で概念を 2 つ入力/選択すると、2 つの概念間の概念パス (経路) が表示
されます。さらに、PATENTSCOPE 上で複合キーワード検索を実行することも可能です。 
 

 
 

IPC GREEN INVENTRY 

 

IPC Green Inventry は、気候変動に関する国際連合枠組条約 (UNFCCC) で「環境上適正な
技術 (EST) 」と規定される技術に関連する国際特許分類 (IPC) コードをまとめた資料です。
環境上適正な技術は、現在、国際特許分類上でさまざまな異なる技術分野に分類されてお
り、同資料はその IPC コードを一覧化することを目的としています。 
 
この一覧では、左側の Topic の欄に EST が階層構造で示されています。各技術について、
IPC 欄に IPC コードが記載されています。この欄で各コードのリンクをクリックすると、
IPC の分類コードを示すページに移動します。PATENTSCOPE 欄のリンクをクリックする
と、PATENTSCOPE に収録されている、関連する IPC に分類されている国際出願がすべて
検索され表示されます。  
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特許登録簿ポータル (PATENT REGISTER PORTAL) 

 

このページでは、さまざまな国内/広域官庁の関連情報を閲覧できます。ここには、各官庁
における特許登録簿へのオンライン アクセスの可否などの情報が含まれており、特許や関
連する追加保護証明書の法的なステータスを確認するために役立ちます。  
 

 
 

設定 

 



 

 

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 
65 

 
 

 

検索タブ: 検索言語、語幹処理、検索結果の並び替え、および表示件数について、基本設定
を保存できます (下図)。 
 

 
 
官庁タブ: 検索の対象とする特許文献コレクションを官庁から選択することができます。 
 

 
 

結果表示タブ: 結果表示の言語、表示フィールド、結果表示方法 (表またはグラフ)、分析結
果に含める表示グループ、および各分析グループの表示件数を設定できます。また、ドキュ
メントダウンロードのオプションにもアクセスできます 
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ダウンロードタブ：複数のドキュメントのダウンロードを可能にし、また結果のダウンロー
ドフィールドを選択するためのタブ 
 

 
 

操作画面タブ: デフォルトの検索方法を選択することができ、Google 翻訳を有効にします。
このタブで、ツールチップ ヘルプや、詳細検索ヘルプ、IPC ツールチップ ヘルプを有効に
するか無効にするかも選択できます。 
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その他タブでは、最新情報の受け取りを選択できます 
 

 
 

ナビゲーションバー 

 

 
 
ナビゲーションバーには、以下の項目があります。 
- ヘルプメニュー 
- インターフェイスの言語 
- ログインメニュー 
- WIPO のウェブサイトにアクセスするための「WIPO」ボタン 
 

ヘルプ 

ヘルプメニューでは、以下が利用できます。 
 
- PATENTSCOPE に関する最新情報を掲載しています。 
- 検索方法、クエリー構文、フィールド定義、国コードなどのガイドを提供します。 
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- データ範囲 
- 本規約および免責事項について 
 

 

 
 

 

言語 

 

インターフェイスの言語は、ドロップダウンメニュー、または、アカウント名のボタン（ロ
グインユーザー）から選択 
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ログイン 

 

 
 

 
アカウント作成 

無料の PATENTSCOPE アカウントを作成するために、必須の情報(*)を入力します。 

 

ログイン 

PATENTSCOPE アカウントを用いてログインすることにより、絞り込み検索ボックスに新
しいアイコンが表示され、以下の機能をお使いいただけます： 

1. 検索式の保存 
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このアイコン（上の赤い四角）をクリックすると、次のダイアログボックスで検索式に名前
を付けるよう求められます。 

デフォルトでは、プライべートに設定にチェックが入っており、保存された検索式はログイ
ンしている本人だけが見ることができます。検索式の共有や、RSS フィードの購読はできま
せん。 

検索式を共有したり、RSS フィードを利用して検索を再度行いたい場合は、虫眼鏡のアイコ
ンから、新たな名前をつけ、プライベートに設定のチェックボックスを  オフにすると、
RSS ボタンが表示されます。 

 

 

２．結果一覧の上にある「Download」ボタンから、最大 10,000 件までの結果一覧をダウン
ロードすることができます。アイコンをクリックすると、自動的にダウンロードが開始さ
れ、1000 件（シンプルアイコン）または 10000 件（アイコン 10k）の結果の Excel シート
が表示されます。 
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3. ログインしているユーザーは、設定メニューのダウンロードタブで複数ファイルのダ
ウンロードを有効にするを選択すると、1 つ以上の文書をダウンロードすることができるよ
うになります。 

   

 

 

4. ログインすると、「検索」メニューから化学化合物検索を利用できるようになるほ
か、「設定」メニューから、検索インターフェースや検索結果リストの長さなど、好みの設
定を保存することができます。 
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附属書類  

 

検索構文 

 

PATENTSCOPE の詳細検索機能では、検索構文を利用して、結果を絞り込んだ検索を実行
することができます。検索構文とは、オペレータ (演算子) と呼ばれる文字列で要素を結合
した構文です。オペレータは、単語や単語のグループ間の関係を定義します。 
 
「要素」には以下のものがあります。 
- 単語 (例: 「エンジン」) 
- フレーズ (引用符で囲まれた単語のグループ。複数の単語を厳密な順序で検索する場合に 
使用します。 (例: 「magnetic cup」、（「磁性カップ」)) 
- 複数の単語やフレーズを半角カッコで囲んでグループ分けしたもの 
 
PATENTSCOPE で利用できるオペレータには以下のものがあります。 
オペレータ 例 内容 

ブール演算子   (常に大文字を使用) 

AND train AND plane 最初の単語と 2 番目の単語の両方を含むすべての

文献が取得されます。  

OR train OR plane 最初の単語または 2 番目の単語を含むすべての文

献が取得されます。  

NOT NOT plane NOT の後の単語を含まないすべての文献が取得さ

れます。 

ANDNOT train ANDNOT plane 最初の単語を含み、かつ NOT の後の単語を含まな

いすべての文献が取得されます。 

ワイルドカード    
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? te?t 半角疑問符「?」は、単語中の 1 文字を置き換えま

す。この例では、「text」 や 「test」 等の単語を含む

文献が取得されます。例えば、2 つの文字を置き換

えるために 2 ?を使用することができます。 

1 クエリにつき、非ログインユーザーは最大 3 つ、ロ

グインユーザーは最大 7 つのワイルドカードを使用

可能。 

*  

 

 

 

electr* 

 

 

 

elec*ty 

「ワイルドカード検索」で使用する半角アスタリスク 

「*」 は、複数の文字を置き換えます。ただし、単語の

最初の文字を置き換えることはできません。 

この例では、「electric」、「electrics」、「electrical」、

「electricity」等の単語を含む文献が取得されます。 

 

この例では、単語 「electricity」を含む文献が取得さ

れます。 

1 つのクエリにつき、非ログインユーザーの場合は最

大 3 つ、ログインユーザーの場合は最大 7 つのワイ

ルドカードを使用可能。 

その他   

^ power^10 nuclear 「ブースト検索 (重み付け検索) 」では、複数の検索

用語のうち、いずれかの単語をより重要な用語とし

て位置づけることができます。 

この例では、「nuclear」という単語よりも、「power」と

いう単語により関連性の高い（この例では１０倍）文

献が取得されます。 

+/- +electric-power 「フィルター検索」では、検索に含めたい用語 「+」と、

含めない用語 「-」 を指定できます。 

この例では、単語「electric」を含み、かつ「power」を

含まないすべての文献が取得されます。 

~ roo~ ファジー検索では、「room」、「roof」、「root」 などを含

むすべての文献が取得されます。 

( ) (spaghetti OR plate) 

AND fork 

「spaghetti」または「plate」という単語を含み、かつ

「fork」という単語を含む文献が取得されます。 

~/NEAR “heart 

monitoring”~10 

Heart NEAR 

monitoring 

「近傍検索」では、特定の単語数だけ離れている複

数の単語を検索できます。 

この例では、「heart」という単語と「monitoring」という

単語の間に 10 より少ない数の単語が挟まれている

文献が取得されます。オペレータ「NEAR」だけを使用

すると、単語間が 5 単語離れているものが検索され

るようにデフォルトで設定されています。 

[ ] [01.01.2000 TO 

01.01.2001] 

半角のブラケット「[ ]」を使用すると、基準値を含む文

献を検索できます。 

この例では、2000 年 1 月 1 日以降 2001 年 1 月 1 

日までの範囲内にある日付を含むすべての文献が

取得されます。 

{ } {Smith TO 

Townsend} 

半角の波カッコ「{ }」を使用すると、基準値を含めない

文献を検索できます。 
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この例では、発明者の氏名が「Smith」から

「Townsend」の間 (基準値の「Smith」と「Townsend」

を含めない) の範囲の文献を検索します。 

 

 

フィールド コード (シンボル) 

 

フィールド コード (シンボル) は、詳細検索において検索対象となるフィールドを限定する
ために使用されます。以下はその例です。 
 
英語のテキストに、フレーズ「precipitated calcium carbonate」と「carbon dioxide」、お
よび単語「inject」の類義語を含み、国際特許分類の「サブクラス D21」で表される製紙ま
たはセルロース製造の技術分野に属する文献を検索するには、次の検索構文を使用すること
ができます。 
 
EN_ALLTXT:(“precipitated calcium carbonate” AND “carbon dioxide” AND inject*) AND IC:D21 

 

フィールド コード「EN_ALLTEXT」は、発明の名称、要約、明細書および請求の範囲を含
むすべての英語のテキストを検索フィールドとして指定します。また、フィールド コード
「IC」は、国際特許分類を検索フィール ドとして指定します。フィールド コードで特定し
た検索フィールドで複数の検索用語を使って検索するには、一組の半角丸カッコ 「( )」で
すべての検索用語とオペレータを囲ってください。この場合、フィールド コードと丸カッ
コの間にスペースを入れないようにしてください。 
 
PATENTSCOPE 検索サービスで対応している分野別コードの一覧はこちらでご覧いただけ
ます。 
https://patentscope.wipo.int/search/ja/help/fieldsHelp.jsf 
https://patentscope.wipo.int/search/en/help/fieldsHelp.jsf 

https://patentscope.wipo.int/search/en/help/fieldsHelp.jsf
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