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１．IPC分類、米国特許分類(USPC)、 
  欧米共通特許分類(CPC)概要 

欧米特許公報に付与される特許分類には、 
 

(1)IPC分類 
(2)USPC(USクラス) 

(3)EPOとUSPTOが新たに導入した  
 欧米共通特許分類(CPC) 
 

がある。 
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 (1)IPCの概要 

 世界各国が共通利用できる国際的に統一さ
れた特許分類(建前)。100ヵ国以上が利用。 

 現在第８版が運用されている。第８版では
(2006.01)のように改正年月が併記される。 

 約７万項目に分類。 

 「請求の範囲」の発明主題に付与される。 

 セクション/クラス/サブクラス/メイング
ループ/サブグループ に階層化。 
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生物学の分類に似ているが、 
特許分類は重複付与も多い。 

 

 動物界、植物界 

 ・脊椎動物門 

  ・・哺乳類、両生類 

   ・・・霊長目、食肉目 

    ・・・・ヒト科、猫科 
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参考資料１．より 



(参考)KSR事件の日米欧IPC 
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IPCは世界共通？ 

 KSR事件の公報ファミリー 
 

日本  F02D11/02 
    F02D11/10 
    G05G1/14  ⇒足踏みペダル 

米国  F02D11/00 ⇒自動式でない操作開始手段 

欧州  G05G1/14 

カナダ B60K26/02 ⇒車両の操作手段 
    G05G1/14 
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Appleのバウンス 
スクロール特許 
US7,469,381 

米国のIPCは
G06F3/01 



米国  G06F3/01 

日本  G06F3/041 G06F3/048 

欧州  G06F3/048 

韓国  G06F3/03   G06F3/041 
    G06F3/048  

中国  G06F3/048 H04M1/725 
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バウンススクロール特許ファミリー
IPC(一部のみ) 



IPCを使う場合の注意点 

日米欧中韓でIPCの付与状況が異なる。 

米国調査で(補助的に)IPCを用いる場合、
日本公報付与のIPCではなく、米国公報
に付与されたIPCを基準に、検索用IPCを
選択する。 

欧州や中国の調査を行う場合や、IPCを
用いて技術動向分析をする際も同様。 

日本弁理士会関東支部主催研修会 11 



(2)USPCの概要 

USPTOはIPCの他に、米国特許分類(USPC)を
採用していた。 

 ３桁のクラスと、／以降のサブクラス(１か
ら５桁程度)からなる。 

 IPCとは全く別体系。約17万項目。 

 USPTO付与のIPCは不正確なため、補助的
に用いる。 

 USPCは来年１月よりCPCへ移行したが、
過去の出願については、現状、USPCを併
用する必要がある。 
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USPCの例  Class 705 
 

705  PROCESSING: FINANCIAL, BUSINESS 
       PRACTICE, MANAGEMENT, OR 
       COST/PRICE DETERMINATION  

705/15・Restaurant or bar  

705/16・Including point of sale terminal or 
electronic cash register 

705/17 ･･ Having interface for record bearing 
               medium or carrier for electronic 
               funds transfer or payment credit 
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IPCとUSPCの例 



USPCの調べ方 

①USPTOの“Searching by Class”から探
す。 
http://www.uspto.gov/web/patents/classification/ 
 

②予備検索により近い公報を見つけ、
付与されたUSPCを選択する。 

③データベースにランキング機能があ
れば、それを利用する。 
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①USPTOの“Searching by Class”を用いる 
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http://www.uspto.gov/patents/resources/classification/index.jsp 
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キーワードを入力 
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関連する
USPC(438)
が表示 



②予備検索により近い公報を見つけ、 
付与されたUSPCを選択 
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登録公報 公開公報 

http://patft.uspto.gov/ 
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要約(abst)に半導体、
デバイス、エッチング
を含むものを予備検索 

http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm 
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現在のUSPCが記載 

審査官の調査範囲 
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審査を経ていないUS公開
公報のUSPCはやや不正確 

US8,541,298の公開公報書誌 



USPCの注意点 

公報記載のUSPCを探す場合、審査を経
た登録公報に記載のものを優先する。 
公開公報のUSPCは付与がラフ。 

 USPTOのPatFTフルテキストに記載され
たカレントUSPCを用いれば、PatFTや多
くの商用データベースでは、古いUSPC
が付与された公報も遡及検索される。 

 (FIやFタームの遡及検索と同じ) 
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(3)CPCの概要 

 CPC：Cooperative Patent Classification 
欧米共通特許分類 

従来の欧州特許分類(ECLA)の体系を維
持し、米国特許分類(USPC)と統合した
もの。約26万項目。 

体系はIPCとほぼ同じであるが、約4倍
に細分化されている。A～Hの他、新技
術のためのYセクションがある。 
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CPCのイメージ 
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参考資料２．より 



 CPCはEP特許公報には掲載されない。
Espacenetなどデータベースの書誌情報か
ら確認する。 

 EPO/USPTOだけでなく、今後は中国特許
庁や韓国特許庁もCPCを採用予定。 

 CPCへ完全移行するのは2015年1月。当面
はCPCと、USPCやECLAを併用すべき。 

 USの意匠特許および植物特許については、
今後もUSPCが付与される。 
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CPCの特徴 



CPCの特徴 

 CPCには、発明情報(I)と付加情報(A)に付与
されるものがある。 

 発明情報とはクレームの発明主題のこと。 

 付加情報とは、実施例や背景技術のこと 
(日本のFタームも、実施例等へ付与される
ものがある。) 

 USPTO PatFTやEspacenetでは、上記２つ
のCPCを区別して検索できないので要注意。 

 CPCは階層が深く同じようなコードの分類
があるため、選択ミスに注意。 

日本弁理士会関東支部主催研修会 28 



CPCの例 

Espacenetの“Classification Search”より
CPCを確認できる。以下は顕微鏡の分類 
 

 ※G02F1/009 G02F1/09等もあり、紛らわしい！ 

 G02F1/0009 • {Materials therefor} 

 G02F1/0018 •• {Electro-optical materials}  

 G02F1/0027 ••• {with ferro-electric properties} 

 G02F1/0036 •• {Magneto-optical materials} 

 G02F1/0045 •• {Liquid crystals as far as the physical 
properties are concerned} 
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CPCの調べ方 

①Espacenetの“Classification search”
を用いる。 
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP 

②USPTOの“Searching by Class”を用い
る。 
http://www.uspto.gov/web/patents/classification/ 

③予備検索により近い公報を見つけ、付与されたCPCを
選択する。 

④データベースのランキング機能があれば、それを利用
する。 
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CPCをEspacenet “Classification Search”から探す 
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キーワードとして太陽電池を入力 

http://worldwide.espacenet.com/ 



太陽電池に関するCPC H01L31が見つかる 
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Espacenetの書誌情報
にはCPCが載る 

CPCの注意点 
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EP公報にはCPCが載らない！ 



②予備検索からCPCを探す 
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タイトル 
または要約
にsollarと 
cellを含む 
ものを検索 
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２．英語キーワードの選択方法と 
その注意点 

(1)日本語での検索との違い 

(2)日本特許と欧米特許のデータベー
スの違い 

(3)英語キーワードの調べ方 

(4)英単語の型変化を考慮した検索 

(5)検索式作成時の注意点 

日本弁理士会関東支部主催研修会 37 



(1)日本語での検索との違い 

日本語の検索の場合、語尾の型変化を
考慮する必要はないが、英語検索では
原則として、型変化を考慮する必要が
ある。 

 

(例)日本語検索では「コンピュータ」を検
索すれば、「コンピューター」もヒット。 

英語検索では“computer”を検索しても、
“computers”は原則ヒットしない。 
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(2)日本特許と外国特許のデータベー
スの違い 

日本特許データベースは、単語単位では
なく、部分一致で検索する。 

(例) 

「におい」⇒ 匂い「におい」の他に、
「～において」も検索される。 

「ネット」⇒「ネットバンキング」や
「インターネット」の他に「カスタネッ
ト」等、無関係な内容もヒット。 

日本弁理士会関東支部主催研修会 39 



外国特許データベースは、原則として
部分一致ではなく、単語単位の検索。 

(例) 

“car” ⇒ “cars”, “motorcar”, “carbon”は
検索されない。 

“net”⇒ “network”, “internet”, “castanet”
は検索されない。 
 

※近接演算も文字単位ではなく単語単位。 

 単数形と、複数形や分詞は別単語。 
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(3)英語キーワードの調べ方 

①特許分類の検索を先行させる 

②英和・英英辞典を用いる 

③J-GLOBALシソーラスを用いる 
④概念検索を用いる 

⑤技術用語辞典等を用いる 

⑥開発者やお客さんへ聞く 
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①特許分類の検索を先行させる 
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レストラン用キャッシュ 
レジスターのUSPC 



特許分類による検索の結果、 
“cash register for restaurant” 
の関連語として、 

 “kiosk system”,  

 “restaurant system”, 

 “checkout terminal” 

 等が見つかる。  
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②英和・英英辞典を用いる 
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cash registerの略語
ECRが見つかる 

http://www.alc.co.jp/ 
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cash registerの類義語、
cash desk, checkout lane, 
till 等が見つかる 

和英⇒英和で調べる 



英英辞典を用いる 
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同義語 till が見つかる 

http://www.ldoceonline.com/ 



③J-GLOBALシソーラスを用いる 
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http://jglobal.jst.go.jp/ 
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vehicleの別名・同義語が表示 
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④概念検索を用いて英単語を探す 
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NRIサイバーパテントデスク2 



⑤技術用語辞典の例 
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http://e-words.jp/ 



(4)英単語の型変化を考慮した検索 

英文検索では、複数形や過去分詞な
ど形変化に注意。 

＜USPTO PatFTの例＞ 
memory, memories, memorized 

USPTOのPatFtでは、memor$の前方
一致検索を行う。 

“$”は任意の文字列を表すワイルド
カード。 
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ただし、USPTOのPatFTでは、 

“ ”内で$マークを用いても、 
前方一致検索とはならない。 

(例) “carbon nanotube”と 

  “carbon nanotube$”は、 

  8665件と同件数になる。 
 

PatFTには任意の一文字を表すワイ
ルドカードはない。 
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(4)英単語の型変化を考慮した検索 

＜Espacenetの例＞ 

communication, communicate, 
community 

Espacenetでは、communi*の前方一致
検索を行う。 

“*”は任意の文字列を表すワイルド
カード。 

日本弁理士会関東支部主催研修会 54 



 Espacenetでは、 

“*”は任意の文字列、 

“?”は0文字または1文字、 

“#”は1文字のワイルドカード。 
 

“*”と“?”は３以上の文字列と、 

“#”は２以上の文字列を組み合わせ
て使用可能。 
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前方一致、後方一致等を利用して検索す
ることを、トランケーションと呼ぶ。 

有料データベースの場合、単語の形変化
を自動で考慮して検索してくれるものも
多い。詳細はデータベースのマニュアル
やヘルプをご参照下さい。 

有料データベースでも、トランケーショ
ンを用いて手動で形変化を考慮すれば、
確実に目的の単語を検索できる。 
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(5)検索式作成時の注意点 

発明提案書に基づく出願前調査や、侵
害予防調査では、上位語を意識した検
索を行う。 

(例) mobile phone ⇒ wireless phone(上位語) 
 

侵害予防調査では、特許分類でも上位
階層を含めて検索する。 

(例) 345/87 ･･･Liquid crystal display elements (LCD)  

 ⇒  345/30  PLURAL PHYSICAL DISPLAY ELEMENT 
CONTROL SYSTEM (E.G., NON-CRT)  
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無効資料調査や審査請求前調査など、 
クレームが用意されている場合は、 
下位語を意識して検索する。 

(例) vehicle(乗り物) ⇒ car, motorcycle 
 

特許分類も同様で、下位階層を含めて
検索する。 

(例) 180 MOTOR VEHICLES  

 ⇒  180/65.1   ･Electric (電気自動車) 

      180/65.21  ･･Hybrid vehicle  
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検索式作成時の注意点 

 理想   大振りすると外れる 検索式は複数作る 
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調査対象 



 一般に適合率（関係するものが含まれる割合）と、再
現率（関係するものが網羅された割合）は反比例する。 

 すなわち、調査漏れを減らそうとすると検索結果が増
える。 

 

 

 

 

 

 

       適合率（ノイズの少なさ）           
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適合率と再現率の関係 

再
現
率 

（
調
査
漏
れ
の
少
な
さ
）  



３．欧米他社動向調査の実例 
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他社（出願）動向調査の留意点 
 

(1)目的は？ 

・出願件数の推移 

・出願人ランキング 

・特許の変遷（分割・継続出願等） 

(2)用途は？ 

・グラフ ・表形式 ・コメント重視（鑑定的） 

(3)誰に報告するのか？ 

・知財部員 ・開発者 ・経営者 

 

 



電子書籍の出願動向調査 
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電子書籍の出願推移を調査する。 

＜キーワード＞ 

“electronic book” or “digital book” or ebook or 
“e-book“ 

をタイトル・要約に含むものを調査。 
 

 複数形を考慮してトランケーション“?”を
用いて検索。 

 動向調査では、調査漏れを減らした検索よ
りも、不要なノイズを含まない検索のほう
がベター。 
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US調査時にはWorldwideを選択する 
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約685件
ヒット 



結果をcsv形式でダウンロード 

 Espacenetは、リストのダウンロードが
500件以内で可能。Publication dateで、
2005年以降と2004年以前に区切って、
500件以内に分割してダウンロード。 

 EP出願についても同様の検索を行い、
ダウンロードした。 

子会社は、親会社と合算してグラフ化
した。 
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何回か押すと最大500件の 
リストを取得できる 



電子書籍のUS出願ランキング 
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US出願年と電子書籍出願数の関係 
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電子書籍のEP出願ランキング 
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http://www.wipo.int/patentscope/en/ 

WIPOのPATENTSCOPE
を使った例 



電子書籍出願動向の分析 

 USではSonyやAmazonが先行していた。 
しかし、2010年からはHon Haiが、2011年か
らSamsungやAppleが急激に追い上げる。 

 ⇒ iPhoneやGalaxyの販売とリンク？ 
 

 EPではSamsungの出願が突出しているが、
全体として電子書籍関係の出願は多くない。 

 実験と同じで、実際に手を動かしてやって
みることが重要。 
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円グラフやバブルチャートの例 
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参考資料３．より 
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実際にはグラフよりも、このような
表を作成することが多い。 



参考資料 

１．特許庁 平成25年度知的財産権制度説明
会(初心者向け)テキスト 

２．EPO CPCサイト 
http://www.cooperativepatentclassification.org/publications.html 

３．特許庁 平成24年度知的財産権制度説明
会(実務者向け)テキスト 

４．特許庁 ロシア特許制度セミナー 「ロシア
特許文献の検索方法(仮訳)」
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/RussiaSeminar_haifu.htm 
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ご清聴ありがとうございました。 
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