
2013/10/9 日本弁理士会 
関東支部 主催研修会 

 
他社動向と侵害予防のための 

外国特許調査（後半） 

        弁理士 角田 朗 

日本弁理士会関東支部主催研修会 1 



目次 

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

２．英語キーワードの選択方法とその
注意点 

３．欧米他社動向調査の実例 

４．米国侵害予防調査の実例 

５．その他の調査 

６．新興国の特許検索 

日本弁理士会関東支部主催研修会 2 



 原則として、製品全体だけでなく、部品や
モジュールなど製品の一部も調査する。 

 

（例） 自社製品がa+b+c 
 

  上位概念     
 

 自社製品（イ号） 
 

 原則論：a、a+b、A+B+C等、構成の一部や
上位概念(A/B/C)がクレームに記載されて
いるものも含めて検索。(利用関係) 
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４．米国侵害予防調査の実例 
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a b c 
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実際の検索対象は、a+b+c, a+b, a+c, b+c, 
A+b+c, a+B+c, a+b+C程度とする。 
分類やキーワードの上位化は一階層程
度にとどめる。 

基本特許は出願人や発明者など別の方
法でも探す。 

侵害予防調査では、クレームにa+b+c+d
など、構成要件が限定されたものも検
索されるが、均等論の適用や寄与侵害
にならない限り、ノイズとなる。 
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他社から購入した部品や、明らかに公
知の技術は、調査範囲から除くことが
多い。 

侵害予防調査では、どのような内容を
調査・抽出範囲外とするかが重要。 

実際には、調査漏れのない検索という
のは不可能。弁理士の法的知識や特許
性の相場観を生かして、どの年代でど
の程度の広さのクレームで取られてい
るか、予想する。 
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外国特許データベースでは、生死情報を
用いて、生きているもの(権利存続中・
出願係属中)のみ検索できないデータ
ベースが多い。その場合、死んでいるも
のを含んだ調査となる。 

英文を読むには時間がかかるので、登録
公報の調査では、発明の単一性規定を利
用するなど、読まなくても良いクレーム
は読み飛ばすようにする。 

均等侵害の可能性も考慮し、構成要件充
足性の判断に迷うものは残す。 
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米国特許の侵害予防調査例 

＜実施するシステム＞ 
 

初回購入時に顧客の個人情報を登録し、
この際に顧客のコンピュータにIDデー
タを記録したcookieを送信して、次回
以降はこのcookieによって顧客を判別
し、１回のクリックで簡単に決済を可
能にするシステム 
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キーワードの選択 

顧客 client, purchaser, buyer 

個人情報 identifier, personal (data), 
individual (information) 

決済 pay, purchase  

１クリック single click, one click, a 
click, single action, one action, an action  

システム system, server 
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USPCの選択 

予備検索で、１クリック特許のUSPCを探す。 
 

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

 705/26.1 ･Electronic shopping 

 705/26.8 ･･List (e.g., purchase order, etc.) 
compilation or processing   

 705/26.81  ･･･Processing of requisition or purchase 
order 

 705/27.1   ･･Shopping interface 
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要素ごとの件数算出 

USPTO PatFT（登録公報のみ） 
出願日が1993年10月9日以降 
 

S1:要約+クレーム=(client$ or 
purchaser$ or buyer$) ⇒ 44,722件 
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件数の算出 

S2:要約+クレーム=(identif$ or 
personal or individual) ⇒ 439,963件 

S3:要約+クレーム=(pay or paid or 
purchase$)   ⇒  20,776件 

S4:要約+クレーム=((single or one) and 
(click or action))  ⇒  55,995件 

 

日本弁理士会関東支部主催研修会 11 



件数の算出 

S5:要約+クレーム=(system$ or 
server$) ⇒1,010,902件 ･･･絞り込みに
役立たない 

S6:USPC=705/26.81 ⇒ 357件 

S7:USPC=705/26.8 ⇒ 837件 

S8:USPC=705/26$ ⇒  5,281件 
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検索式の作成 

①購入プロセスUSPC×１クリック 

 S6*S4  ⇒  25件 

②購入USPC×個人情報×１クリック 

 S7*S2*S4 ⇒  59件 

③電子商取引USPC×購入×個人情報×１クリック 

 S8*S2*S3*S4 ⇒ 121件 

④電子商取引USPC×顧客×個人情報×１クリック 

 S8*S1*S2*S4 ⇒  72件 

⑤顧客×個人情報×決済×１クリック 

 S1*S2*S3*S4 ⇒ 218件 
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最終検索式 

検索式：①＋②＋③＋④＋⑤ 

⇒ 延べ495件 
 

上記の中から、１クリック特許に関
するもの、その構成に関連するもの、
１クリック特許を包含するものを抽
出する。 

その結果、以下の特許が見つかる。 
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US5,960,411とUS7,222,087 
が見つかる 



検索式作成時のテクニック 

検索式を作成する際は、キーワードや特
許分類ごとに件数を算出しながら行う。 

キーワードや分類が適切であるか、調査
範囲(要約のみ/全文)が的確であるかがわ
かるため。 

IPC/CPCとIPC/CPCは原則かけない。 

USPCとUSPCを、かけても良い場合もあ
るが、調査漏れとなる場合が多い。 
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結果の対比 
US5960441 実施製品 

A A method of placing an order for an item comprising: ○ 

B under control of a client system, 
displaying information identifying the item; and 
in response to only a single action being performed, sending a request 
to order the item along with an identifier of a purchaser of the item to a 
server system; 

○ 
(cookieが 

identifier of  
a purchaser 

に該当) 

C under control of a single-action ordering component of the server 
system, receiving the request; 
retrieving additional information previously stored for the purchaser 
identified by the identifier in the received request; and 

○ 
(１クリックが
single action 

に該当) 

D generating an order to purchase the requested item for the purchaser 
identified by the identifier in the received request using the retrieved 
additional information; and 

○ 

E fulfilling the generated order to complete purchase of the item ○ 

F whereby the item is ordered without using a shopping cart ordering 
model. 

○ 
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リーガル・ステータスの確認 
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http://patft.uspto.gov/ 
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パスワード
を入力 
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１クリック
特許の番号
を入力 
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リーガル・ステータスの表示 

公
報 

年
金 

親
子 

履
歴 
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権利存続中のため、年金支払い状況を確認 



日本弁理士会関東支部主催研修会 23 

“/”を取った出願番
号を入力 



年金支払い状況 
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2011/2007/ 
2003年に 
支払いあり 
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支払期限が表示 



Open Date：支払開始日 

Surcharge Date：割増料金発生日 

Closed Date：支払期限 

※US特許の年金は所定の期間内に支払う。
期間前の支払はできない。 
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支払金額等が表示 
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US5,960,411の 
EPファミリー・ 
ステータスを
Espacenetで確認 



５．その他の調査 

パテントファミリーとは、特定の特許
文献の優先権を仲立ちとして家族のよ
うにお互いに関連する特許グループの
こと。 

内容が完全に、または部分的に共通す
る。 

狭義のパテントファミリーとは、同一
の優先権番号を持つものをいう。 

日本弁理士会関東支部主催研修会 30 



パテントファミリーのイメージ 
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1 第１国出願 
JP2010-123456 

発明A 
  

2 第２国出願 
US2010-0234567 

発明AとB 
EP17654321 
発明AとB 

  

3 第３国出願    
CN102345678 
発明BとC 

KR2012-0123456 
発明BとC 



代表的には、 

 INPADOCファミリー 

 DOCDBファミリー 

 DWPIファミリー 
 

 Espacenetには、INPADOCファミリー
が収録されている。 

データベースにより、定義が異なる
ファミリーが収録されており、注意
を要する。 
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パテントファ
ミリー表示 



欧米の出願人検索例とその注意点 

＜注意点＞ 

日本の商用特許データベースでは、整
理標準化データにより、出願後の名義
変更が収録されていことも多い。 

 USPTOやEPOでは、名義変更について
正確なデータを有していない場合もあ
り、出願人(特許権者)検索を行う場合に
は、旧社名も取り入れるのが望ましい。 
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(旧社名の例) 

• Panasonic : Matsushita Electric 

• JFE : NKK, Kawasaki Steel 

• IHI : Ishikawajima Harima Heavy Industry 

• Softbank mobile : Vodafone,  
Tokyo digital phone 

• Astellas Pharma : Yamanouchi 
Pharmaceutical, Fujisawa Pharmaceutical 

• Daimler : DaimlerChrysler, Daimler Benz 
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 Espacenetには出願人辞書機能もある。
しかし、出願人が略称で収録されている
場合もある。略称の入力の他、表記ゆれ
や間違いも考慮するのが望ましい。 
 

(略称や表記ゆれの例) 

• Mitsubishi Electric, Mitsubishi Denki, Melco 

• Nippon Telephone and TelegraphとNTT 

• International Business MachinesとIBM, 
International Business Machine(sがない) 
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親会社の出資が５０％以上の子会社は、
調査の目的によるが、出願人検索の対象
に含めることが多い。 

旧社名のわからない欧米企業については、
どうしても出願人検索で漏れが生ずる。 

 US公開公報についてはAssigneeの記載が
ない場合もあり、出願人検索では漏れが
避けられない。 
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欧米企業については、Assignee表示や
データベース収録の問題があり、特許権
(特許を受ける権利)が譲渡された場合、
出願人検索で見つけられないことも多い。 

 USPTOのAssignment Databeseを用いれば、
US特許の譲渡については、ある程度調査
可能。 
ただし、USPTOに記録されなくても、US
特許権譲渡の効力は生ずることに注意。 
(米国特許法261条) 
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Assignment Databaseによる譲受人調査例 

日本弁理士会関東支部主催研修会 39 



日本弁理士会関東支部主催研修会 40 

特許番号を入力 
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IBMからGoogleへ譲渡 

発明者から
IBMへ譲渡 



６．新興国の特許検索 

 (1)中国 

 (2)インド 

 (3)ロシア 

 (4)韓国 

 (5)台湾 

 (6)その他の国・機関 
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(1)中国 

＜IPDLの和文抄録検索＞ 

 IPDLには、欧米特許と中国特許・実案
の和文抄録検索がある。審査官用の
データを一般へ開放したもの。 

商用データベースでも、このデータを
収録しているものがある。 

収録範囲は「検索範囲」をクリックす
ると表示される。 
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実際には、中国特許和文抄録の収録は、
2010年1月6日から2010年12月29日まで
と、極めて狭い範囲。 

中国実案は、2003年1月1日から2013年
7月18日公告までの約10年分を収録。
ただし、クレームの和文はなく、侵害
予防目的には使いにくい。 

中国実案についてはSIPO提供の英文
抄録を、機械翻訳で和訳している。 
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IPDLの和文抄録検索 
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有機ELを使った電話機は
１件のみヒット 



和文と英文抄録が併記される 
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中国(SIPO)中国語サイト 
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http://www.sipo.gov.cn/zljs/ 



中国(SIPO)英語サイト 
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http://59.151.93.237/sipo_EN/search/tabSearch.do?method=init 



Suntech Power (中国企業)の太陽電池 
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クレームの機械翻訳英文 
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SIPO 法律状態検索（中文のみ） 
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http://search.sipo.gov.cn/sipo/zljs/searchflzt.jsp 

番号等を入力 



CNIPR(最も利用されている中国特許DB) 
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http://search.cnipr.com/pages!advSearch.action 



英語版CNIPRは、残念ながら有料化 
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http://english.cnipr.com/ 



日本語版の提供も始まる 
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http://japanese.cnipr.com/ 

中日機械翻訳では
なく、英日機械翻
訳システム 



英文データベースを用いた中国調査 

 最近は国内ベンダーが提供するデータベー
スにも、中国の英文検索機能が用意されて
いるものがある。CNIPRと同じく、機械翻
訳された英文明細書を検索できる。 

 SIPOの英語検索機能は簡素なため、中国
特許の機械翻訳英文検索を使える環境にあ
る方は、誤訳の問題はあるが利用した方が
良い。機械翻訳英文の中国実案収録状況も
改善されてきている。 
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中国調査の一般的な注意点 

 中国にはFI/Fターム/USPC/CPCに相当す
る特許分類はない。CPCが導入されるまで、
IPCとキーワード、出願人等の組み合わせ
で検索する必要がある。 

 中国公報のIPC付与精度はラフで、日本の
IPCよりも広めに検索する必要があるが、
最近は改善されてきている。 

 中国企業の英語表記や日本・欧米企業の中
国語表記には揺れがあり、出願人検索時に
は十分な下調べが必要。 
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(2)インド(IPARIS) 
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昨年４月に 
大幅リューアル 

http://164.100.176.38/patentsearch/search/index.aspx 



(3)ロシア 
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メニューはロシア語だが、
コンテンツには英文あり 

参考資料４．にロシア語メニューの解説あり 

http://www.fips.ru/cdfi/fips2009.dll/ 



(4)韓国(KIPRIS) 
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英単語を入力すると、ハングル
へ機械翻訳されて検索される 

KPAは英語抄録 
データベース 

http://engpat.kipris.or.kr/engpat/searchLogina.do?next=MainSearch 



(5)台湾(TWPAT) 
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http://twpat.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwekm 



(6)その他の国・機関 

 WIPO PATENT SCOPE 

 ブラジル 

http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/busca_patentes 

 タイ 

http://203.209.117.243/DIP2013/complexsearch.php?lang=en 

 ベトナム 

http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearchPAT.php 

 インドネシア 

http://119.252.174.26/psearch 

 フィリピン 

http://onlineservices.ipophil.gov.ph/ipophilsearch/patents.aspx 

 イスラエル 

http://www.ilpatsearch.justice.gov.il/UI/AdvancedSearch.aspx 
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新興国特許検索まとめ 

 新興国の特許検索サイトは、英語要約や
特許番号による簡単な検索用。 

 中国特許・実案については、商用データ
ベース等で、機械翻訳英文の調査が行え
るようになってきている。 

 しかし、中国語を用いた検索を併用し、
機械翻訳英文データベースに入力して、
英文の検索・収録漏れを補完した方が良
い。 
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新興国特許検索まとめ 

 新興国データベース検索は、現地語のわ
かる方に依頼すれば、ある程度可能。 

 しかし、データの収録率が高くない場合
も多い。調査して情報が見つからなくて
も、特許や出願が存在することもある。 

 新興国調査では、複数のデータベースを
使い分ける、現地代理人の活用、IPC/
キーワード/出願人の検索を併用するなど
して、多面的に調査する必要がある。 
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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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