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第Ⅷ部 検索ノウハウ 

この部では、先行技術文献サーチを行う上での具体的な手順、ノウハウにつ

いて説明します。 

審査官が使用している機械検索ツールからアクセス可能なデータベースには、

膨大な量の文献が蓄積されています。その膨大な文献の中から必要な文献の抽

出を行うのは大変な作業であり、そのためには何らかの手段が必要となってき

ます。 

そこで、各文献は検索キー（ＩＰＣ、ＦＩ、Ｆターム、ファセット、ＥＣＬ

Ａ20、フリーワードなど）により技術内容に応じて分類され、蓄積されています

（本に分類を付与して整然と所蔵した図書館をイメージするとよいでしょう）。

審査官は、その分類されて蓄積された文献の中から、機械検索ツールを使って

本願発明に関連する文献を探し出します。 

すばやく正確に（もれなく）サーチを行うためには、サーチ端末や検索キー

のデータベース構造についてよく知ることが重要です。「１．検索式の作成」「２．

スクリーニング」では、審査官が使用している機械検索ツールの操作方法を例

に、効率よくサーチを行うためにどのように検索式を構築したらよいかを説明

します。 

サーチにおいては、本願発明と最も関連する先行技術文献（新規性を否定す

る文献）を発見する可能性の高いところから検索を行い、その結果を見たうえ

で、必要に応じて別の検索をすることにするのが通常は効率的です。そこで「３．

検索式の組みかえ」においては、最初の検索範囲をどのようにして定めたらよ

いか、最初の検索範囲で適切な先行技術文献がすぐに見つからない場合にはど

うしたらよいかなどについてを説明します。 

 

１．検索式の作成 

1.1 検索キー 

（１）検索キーの種類 

機械検索ツールに対して検索の指示をする検索キーとしては、文献の内容を

解析して一定のルールに従って付与された記号（インデックス；ＦＩやＦター

ム等）を用いる場合と、文献の記述に含まれる用語そのものを用いる場合とに

大別されます。前者についてはインデックス系検索キーと称することがありま

す。 

検索キーの代表的なものとしては、以下のようなものがあります。 

 

                                                   
20 欧州特許庁において利用されている分類（European Classification）。 
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① ＦＩ記号(File Index) 21 

ＦＩは、庁内のサーチファイルの編成に用いる分類であり、基本的に、(ｲ)

ＩＰＣ（国際特許分類）のセクションからサブグループまでの分類展開に加え

て、(ﾛ)ＩＰＣサブグループを細展開した展開記号、(ﾊ)ＩＰＣサブグループ又

は展開記号を更に細展開した分冊識別記号からなっています。具体的には、下

表のように「ＩＰＣ（国際特許分類）の完全記号（サブグループまでの記号）、

３桁の数字、１桁のアルファベット」で表されます。 

このように、ＦＩの特徴は、上位の分類から下位の分類へと、順次細展開し

ていくところにあります。細展開の結果、現在のＦＩは、ＩＰＣサブグループ

までの項目が約６万２千であるのに対し、分冊識別記号等を含めた全展開項目

は約１９万の項目から構成されています。ＩＰＣのサブグループどうしの関係

については「・」や「・・」などのドットで表記される「階層」と呼ばれる細

展開があり、ドット数の少ない上位のサブグループの下にドット数の多い下位

のサブグループが細展開される構造になっています。 

なお、このように細展開を繰り返していっても、その分類体系とは別の観点

から文献をサーチしたい場合には対応できないことがありますので、その問題

を解決するために、横割り検索キーの「ファセット分類記号」や多観点検索キ

ーの「Ｆターム」が作成されています。 

ＦＩは原則としてＩＰＣ第８版を細展開したものですが、一部、ＩＰＣ第４

版～第７版をベースに細展開したものもあります。 

 

ＦＩ記号の表記形式 例示 

ＩＰＣ記号（ｾｸｼｮﾝ､ｸﾗｽ､ｻﾌﾞｸﾗｽ､ﾒｲﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ､ 

ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ） 

ＩＰＣ記号＋展開記号 

ＩＰＣ記号＋展開記号＋分冊識別記号 

ＩＰＣ記号＋分冊識別記号 

A21D 2/04 

 

B31B 1/00 104 

B01D 53/02 301 B 

A01C 1/04 A  

 

②ファセット分類記号 

ファセット分類記号とは、ＩＰＣ分類の所定の範囲（例えば、一つのサブク

ラス全体や複数のメイングループ・サブグループの範囲）にわたって、ＩＰＣ

の分類展開とは異なる観点から分類されている記号です。これによって、ＩＰ

Ｃとは別の観点からの横断的なサーチが可能になります。 

                                                   
21 特許庁の審査官がインデックス系検索キーを用いて検索を行う場合には、通常、ＩＰＣ

を利用せずに、ＦＩ及びＦタームを利用します。その理由は、ＩＰＣの展開をそのまま使

用すると多量の特許文献が集中し、検索に不都合が生ずる場合があるためです。 
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ファセット分類記号は、３個の英文字で表記され、通常は最初の文字が該当

するＩＰＣセクションと同じです。（例えば、金属の圧延に関するＩＰＣ分類

の「B21B37/00～37/14」の範囲について、「BBF」、「BBG」～「BBS」等。） 

ただし、複数のＩＰＣセクションにまたがる横断的サーチを行うための「広

域ファセット」は最初の文字が「Ｚ」です。（例えば、超伝導に関するものに

ついて「ZAA」、核酸／アミノ酸配列に関するものについて「ZNA」等。） 

 

ファセット分類記号の表記形式 

 

 

③Ｆターム(File-forming Term) 

Ｆタームとは、文献量の著しい増大及び技術の複合化、融合化、製品の多様

化といった昨今の技術開発の動向に対して、審査において先行技術サーチを行

うためにコンピュータ検索用に開発された検索インデックスです。 

現行のＦＩは、単一の技術的観点を中心に展開されており、技術の区分けが

粗い場合もあるため、ＦＩのみでは、特に最近の発展した技術分野においては、

数百件～数千件の先行技術をスクリーニング調査しなければならないことも

あります。Ｆタームは、所定の技術分野毎（この技術分野を「テーマ」と称し、

一定範囲のＦＩに対応する。）に文献を種々の技術的観点（目的、用途、構造、

材料、製法、処理操作方法、制御手段等）から解析することにより、関連先行

技術を 50～70件程度を目安に絞り込むことを目指しています。 

 

Ｆタームには以下の３つの種類があります。 

（ⅰ）ＦＭテーマ：ＦＩとは異なる複数の技術観点で展開 

（ⅱ）ＦＳテーマ：テーマ範囲内の特定のＦＩに対して、単一の技術的観点

で展開 

（ⅲ）ＦＩテーマ：Ｆタームがないもの 
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A01B 

 

 

ＦＳテーマにおいては、観点の異なるＦタームの論理積をとると、検索結果

が０件となることがあるので注意が必要です。 

 

また、一部のテーマについては、さらに「付加コード」と呼ばれる１文字の

記号が設定されているものもあります。この付加コードはＦタームを補完する

機能を持ち、Ｆタームの後ろに“．”を付けて付加します。付加コードの補完

機能の具体例としては、以下のようなものがあります。 

・Ｆタームが付与された組成物について、各成分が主成分か副成分かを区別

する。 

・Ｆタームが付与されたものが、主たる機能として用いられるのか、補助的

な機能として用いられるのかを区別する。 

 

Ｆタームの表記形式 

 

 

Ｆタームは、技術進歩に応じ、再開発・再解析といったメンテナンスが行わ

ＦＩ 

Ｆターム 
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れる場合があり、これを利用する場合には注意が必要です22。 

 

④テキスト 

テキストを検索キーする検索では、特許文献の記載内容についての文字コー

ドデータを利用し、特許文献中に記述されている用語を機械検索しています。

特許請求の範囲及び明細書の全ての記載を検索の対象とする全文フルテキス

ト検索では、文献中のすべての用語がその文献についての検索キーになってい

るイメージとなります。 

検索にあたっては、異表記／同義語／類義語／関連語の展開を技術分野に応

じて上手に行うテクニックが求められます。 

 

⑤フリーワード 

フリーワードとは、検索ツールによっては、上記④のテキスト自体を指す場

合もあるようですが、本書では、各特許文献の中で使用されている特徴的な用

語や技術内容を的確に表す用語を検索キーとして各特許文献に付与したもの

として説明します。 

審査官が使用している機械検索ツールで利用可能なフリーワードとしては、

以下の３つの種類があり、その付与のルールは、上記①～③の検索キーに比べ

ると厳格ではなく、また、階層構造も有しないことから、インデックス及びテ

キストの両方の検索キーの性格を有するといえます。 

（ⅰ）パトリスフリーワード23 

株式会社パトリスが、出願書類より、特徴的な用語を抜き出して、用語

統一をはかった検索キーです。 

（ⅱ）審査官フリーワード 

文献に対して、それに開示された技術を担当する審査官が付与可能な検

索キーで、Ｆタームのテーマコードとセットでのみ利用可能です。現在は、

ＦＩ付与、Ｆターム解析の際に、財団法人工業所有権協力センター（ＩＰ

ＣＣ）においても付与されています。 

（ⅲ）しおりフリーワード 

文献に対して、審査官が付与可能な検索キーで、付与者を識別するコー

ドを入力した時のみ利用可能です。通常は、審査官がスクリーニングをし

た際に、しおり24を付与したものを登録することにより付与しています。 

                                                   
22 ＦＩの改正情報については、http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/f_i_kaisei.htm にて、

Ｆタームの改廃情報については、http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/themecode.htm に

て確認をすることができます。 
23 検索エキスパート研修では、利用できない検索キーです。 
24 しおり機能については、第Ⅷ部 2.1(1)(→p.90)を参照。 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/f_i_kaisei.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/themecode.htm
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（２）ＩＰＣ、ＦＩ、ファセット及びＦタームの関係 

ＩＰＣ、ＦＩ、ファセット及びＦタームの関係の概念図にまとめると、次ペ

ージのようになります。 
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ｾｸｼｮﾝ 
Ａ(生活必

需品) 

Ｂ(処理操

作､運輸) 

Ｃ(化学､冶

金) 

Ｄ(繊維、

紙) 

Ｅ(固定構

造物) 

Ｆ(機械､ 

照明､ 

加熱等) 

Ｇ(物理学) Ｈ(電気) 

ｻﾌﾞｸﾗｽ 

A01B 

～ 

A99Z 

B01B 

～ 

B99Z 

C01B 

～ 

C99Z 

D01B 

～ 

D99Z 

E01B 

～ 

E99Z 

F01B 

～ 

F99Z 

G01B 

～ 

G99Z 

H01B 

～ 

H99Z 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ         

 

 

 

1/00 1/02(･) 1/04(･･) 1/06(･･) 1/08(･･) 3/00 3/02(･) 3/04(･) 3/06 

 

 

 

1/00 1/02(･) 1/04(･) 1/06(･･) 

A B C Z 101 

A-Z 

102 

A-Z 

 101 102 

 

 

 

 

 

H01L 1/00 

～ 

1/04 

AA00(目的) AA01(･高集積

化) 

AA02(･･記憶素子

の併合化) 

AA03(･高速化) AA04(･･ﾌﾞﾛｯｸ 

分割) 

BB00(素子) BB01(･ﾄﾗﾝｼﾞｽ

ﾀ) 

BB02(･･電界効果

型ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ) 

BB03(･ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ) BB03(･･接合破壊

型ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ) 

CC00(回路) CC01(･書込回

路) 

CC02(･読出回路)   

DD00(付加機

能) 

DD01(･冗長化) DD02(･ROM 種別

識別機能) 

  

 

図９．ＩＰＣ、ＦＩ及びＦタームの関係の概念図 

FI：細展開→縦割り 

①IPCのみ（H01L 1/04） 

②IPC+展開記号（H01L 1/06, 102） 

③IPC+展開記号+分冊識別記号(H01L 1/02 ,101 A) 

④IPC+分冊識別記号（H01L 1/00 B） 

② ④ ③ ① 

内国特許文献の全集合 

ＩＰＣ分類 

Ｆターム：多観点（ＦＭテーマの場合） 

HAA（有機化合物を使用したもの） 

 

ﾌｧｾｯﾄ分類：横断的 

(H01L3/00～3/04) 

IPC ﾒｲﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｻﾌﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ（例：H01L1/00～3/06） 

１テーマ（半導体記憶素子） 
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（３）各検索キーによる検索の特徴 

インデックス系検索キーを用いて検索をする場合と、テキスト検索をする場

合の特徴を整理すると以下の表のようになります。 

 

 (ⅰ)インデックス検索 (ⅱ)テキスト検索 

長

所 

A) 検索漏れが少ない 

B) 検索結果にノイズが少ない 

C) 古い文献も検索対象とできる 

D) 図面に開示された事項（形状・

位置関係）についても、対応す

るインデックスがあれば検索

できる可能性がある 

A) 知っている技術用語を入力するだ

けで結果が得られ、分かり易い。 

 

短

所 

A) どのようなインデックスが存

在するか確認しないと使えな

い 

B) インデックスに関する知識が

必要である（階層構造、テーマ

概念等） 

C) インデックスに関する運用の

理解が必要である 

D) インデックスの改廃がある 

E) 最新技術については、インデッ

クスが整備されていないこと

がある 

A) 検索結果にノイズが多い 

B) 検索漏れが生じやすい 

C) 検索対象となる文献の時期制限が

ある 

D) 同義語・類義語の展開にテクニッ

クを要する 

活

用

事

例 

A) 技術的概念を検索する 

B) コンプリート・サーチ（漏れの

ない検索）をする 

C) 言葉で表現しにくい構造に関

する検索をする 

 

A) 適切なキーワード（用語、物質名、

記号等に特徴）がある 

B) 適当なインデックスがない 

C) 特定の出願人・発明者についての

検索をする 

D) インデックス自体を検索する 

 

また、ある技術Ａを開示する文献を検索しようとした場合に、インデックス

系検索キーを用いて検索をした場合と、テキスト検索の場合とで、検索漏れや

ノイズがどのようになるのかを図で表すと以下のようなイメージになります。 
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技術Ａを開示

する文献集合技術Ａに対応する

インデックスが付与

された文献集合

技術Ａを意味する

テキストαを有する

文献集合

技術Ａを意味する

テキストαの同義語α’、

類義語α’’を有する

文献集合

（上手に展開をした場合）

テキスト検索に
よる検索漏れ

テキスト検索に
よるノイズ

 

図１０．インデックス検索とテキスト検索との対比イメージ 

 

上記図中のＡ及びαの例としては以下のようなものが考えられます。 

Ａ  ：内燃機関 

α  ：内燃機関 

α’ ：エンジン 

α’’ ：ディーゼル機関、ガソリン機関 

ノイズ ：検索エンジン、サーチエンジン 

 

1.2 インデックス系検索キーの取得方法 

検索式を立式するために必要なインデックス系検索キーの情報は、下記のよ

うにして取得します。 

 

（１）テキスト検索の利用 

先行技術調査の対象となる技術に関連する用語によりテキストを検索キーと

する検索を行い、ヒットした文献に付与されたＩＰＣ、ＦＩ及びＦタームを確

認することにより、調査に必要なインデックス系検索キーを取得することがで
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きます。フリーワードを検索キーとして利用できる場合には、テキストに代え

て、これを使うことも有効です。 

なお、個々のインデックス系検索キーの意味は、ＰＭＧＳ25を利用することに

より確認できます。ＰＭＧＳには、全技術分野のＩＰＣ、ＦＩ及びＦタームが

掲載されています。また、ＦＩハンドブック（ＦＩ－ＨＢ）26も参照することが

できます。 

 

（２）ＰＭＧＳの利用 

先行技術調査の対象となる技術に関連する用語により、ＰＭＧＳに用意された

キーワード検索又はキャッチワードインデックス検索を用いて、調査に必要な

インデックス系検索キーを取得することができます。 

 

（３）調査対象出願の公開公報に付与された検索キーの利用 

先行技術調査の対象となる出願に関係する先行技術文献には、当該調査対象出

願の公開公報に付与されているインデックス系検索キーと同じものが付与され

ている蓋然性が高いはずです。したがって、まず調査対象出願の公開公報に付

与されているインデックス検索キーを確認することにより、調査に必要なイン

デックス系検索キーを取得することができます。 

 

（４）その他の資料 

Ｆターム解説27を利用しても、調査に必要なインデックス系検索キーを取得す

ることができ、また、一部の検索キーは図を用いて分かりやすく解説されてい

ます。 

 

1.3 インデックス系検索キーの取得例 

 

Example.5 

次に示す請求項１に係る発明についての先行技術調査を行うのに必要な、インデ

ックス系の検索キーを取得して下さい。 

【請求項１】 

開口を有する箱体内部に、可視光を発する蛍光灯と、紫外線を発する光源とを備

                                                   
25 「Patent Map Guidance System」の略称。審査官用のサーチ端末に用意された特実検索

システム又は特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）から利用できます。

（https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage） 
26 「ＦＩハンドブック」とは、特許庁の審査官が各ＦＩについて、その運用や関連技術分

野を説明したものです。 
27 ＰＭＧＳにて参照できます。 
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え、前記開口を覆うように着色塗料と紫外線照射により発光する蛍光塗料とが塗布さ

れた拡散性乳白色板を備えた看板。 

【目的・効果】 

蛍光灯により内部から照光する従来の看板に、紫外線照射により発光する蛍光塗

料を付加することにより、看板の広告効果を高める。 

 

（１）テキスト検索を利用した取得例 

請求項１に記載された発明特定事項から、特徴的な用語を抽出し、 

検索式： 無テーマ (蛍光塗料*可視光*[紫外線+ＵＶ]*[看板+広告])/TX 

で検索をしてみます。 

 

その結果、５１件の文献がヒットしました28。 

そして、ヒットした案件をスクリーニングしますと、ＩＰＣ又はＦＩとして、

「G09F13/」が多く付与されていることがわかります。したがって、検索キー

としては、上記ＩＰＣ又はＦＩと、当該ＦＩに対応するＦタームテーマコード

「5C096」のＦタームが有力であると推察できます。 

                                                   
28 2006 年 5 月時点での検索結果です。 
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（２）ＰＭＧＳを利用した取得例 

請求項１に記載された発明特定事項から、特徴的な用語を抽出し、 

キーワード検索：可視光*(紫外線+ＵＶ)*(看板+広告) 

により、「Ｆターム解説」の中から該当するものを検索してみます。 
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その結果、２件がヒットしました。 

そして、結果一覧に表示されたテーマをクリックすることによりその内容を

確認し、検索キーとしては、Ｆタームテーマコード「5C096」のＦターム及び

当該テーマコードに対応するＦＩが有力であると推察できます。 

 

 

 

1.4 インデックス系検索キーを用いた階層検索  

ＦＩ及びＦターム等のインデックス系の検索キーでは、階層と呼ばれる概念

が採用されています。 

階層は“･”(ドット)で表されます。最上位から“ ”(ドット無し)、“･”、“･･”、

“･･･”、…というように“･”の数で階層関係が表され、“･”の数が少ないほど、

上位の階層となります。 

階層検索では、入力された検索キーを基準とし、それに続く下位の検索キー

についても検索の対象とします。ここでは、審査官が使用している機械検索ツ

ールを用いた場合の階層検索について説明します。 

 

MEMO 

・階層検索を行わない場合は、ＦＩ及び F ターム等の直前に階層無視記号“$”を付け

ます。 

 

ＦＩを例に、どのように階層検索が行われるか説明します。 

検索システムは、ＦＩについてのテーブルを持っており、各ＦＩについての

存在チェックと階層情報の取得に関して、このテーブルを参照します。 
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入力された検索ＦＩ 分類③ 分類④ 分類② 

ＦＩを検索キーにした論理式が入力された場合、まず、このＦＩテーブルを

参照します。 

 

ＦＩテーブルには階層情報が含まれており、この表を参照することによって、

入力されたＦＩに続く下位の階層のＦＩも、検索の対象とします。 

論理式として、 G03C5/00 が入力された場合、図１１のＦＩテーブルを参照

すると、分類①は入力されたＦＩと一致するので、分類①をまず基準とします。

基準となる分類①から下位を見ていくと、分類⑤のもつ階層が分類①と同階層

であるため、基準となる分類①から分類⑤が出てくる直前の分類④までが、入

力されたＦＩの下位の階層として取得されます。 

つまり、“G03C5/00”の下位の階層は分類②、分類③、分類④ということにな

ります。 

 

ＦＩテーブルを参照し、下位の階層のＦＩを取得した後、これらをもとに、

文献ＤＢ（データベース）を検索します。 

例えば、論理式として G03C5/00 が入力された場合の検索範囲は、以下のよ

うになります。 

 

$G03C5/00 ＋ $G03C5/00,101 ＋ $G03C5/02 ＋ $G03C5/04 

 

図１１のＤＢを検索した結果、文献Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄがヒットします。これが

階層検索です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１１．ＦＩテーブルと文献ＤＢとの関係 

 

ＦＩの階層検索を行う場合と、階層無視記号“$”を用いた場合との検索範囲

の違いを例１と例２に示します。 

分冊識別記号まで入力された場合は階層検索を行いません。階層無視記号“$”

文献 ＦＩ  

Ａ Ｇ03C5/00  

Ｂ Ｇ03C5/00,101  

Ｃ Ｇ03C5/02  

Ｄ Ｇ03C5/04  

Ｅ Ｇ03C7/00  

 ……  

 

… 

 

 

 

 

 

 

文献 DB 

 

 分類 ＦＩ 階層  

① Ｇ03C5/00   

② Ｇ03C5/00,101 ．  

③ Ｇ03C5/02 ．．  

④ Ｇ03C5/04 ．．．  

⑤ Ｇ03C7/00   

⑥ 

Ｇ 

 

 

の集合 

 

 

．  

 

 

…… 

  

 

ＦＩテーブル 
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をつけた場合もつけない場合も、同じ結果となります。 

 

MEMO 

・分冊識別記号まで入力した場合、階層検索は行いません。 

 

例１) 

論理式 

G10L3/00/FI  を入力した場合、 

階層検索を行い、G10L3/00 と同じ階層である

G10L5/00 の直前までの 

         の範囲を検索対象とします。 

 

＄G10L3/00/FI  を入力した場合、 

階層無視記号“$”が付与されているため、階層

検索を行わず、G10L3/00 に含まれる 

         を検索対象とします。 

 

G10L3/02/FI  を入力した場合、 

階層検索を行い、G10L3/02 の上位階層である

G10L5/00 の直前までの 

         の範囲を検索対象とします。 

 

$G10L3/02/FI  を入力した場合、 

階層無視記号“$”が付与されているため、階層

検索を行わず、G10L3/02 に含まれる 

         を検索対象とします。 

 

 

識別記号 分冊識別記号 

G10L3/00  @△ 

  @A 

  @B 

  @Z 

  

 G10L3/00 101 @△ 

  @A 

  @Z 

 

 G10L3/00 102 @△ 

  @A 

  @Z 

 

 G10L3/02  @△ 

   

 G10L3/02 101 @△  

    @A 

  @Z  

 G10L3/03 

  

 

G10L5/00 
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例 2) 

論理式 

G10L3/00@A/FI  を入力した場合、 

分冊識別記号まで入力されているため階層検索

を行わず、 

         を検索対象とします。 

階層無視記号“$”を付与した 

$G10L3/00@A/FI  を入力した場合と同じ結

果になります。 

 

G10L3/00,101/FI  を入力した場合、 

階層検索を行い、G10L3/00,101 と同じ階層

である G10L3/02 の直前までの 

         を検索対象とします。 

階層無視記号“$”を付与した 

$G10L3/00,101/FI  を入力した場合、階層

検索を行わず、 

G10L3/00,101 に含まれる 

         のみを検索対象とします。 

 

G10L3/00,101@\/FI  を入力した場合、分冊

識別記号として“\”が入力されているため、分

冊識別記号がスペースのものを検索対象としま

す。 

また、分冊識別記号まで入力されているため、階

層検索を行わず、 

 を検索対象とします。 

 

識別記号 分冊識別記号 

G10L3/00  @△ 

  @A 

  @B 

  @Z 

  

 G10L3/00 101 @△ 

  @A 

  @Z 

 

 G10L3/00 102 @△  

  @A 

  @Z 

 G10L3/02  @△ 

   

 G10L3/02 101 @△  

    @A 

  @Z  

 G10L3/03 

  

 

G10L5/00 

 

 

 

 

ＦＩ以外の階層検索例は以下のとおりです。 

例３)F タームの階層検索例 

論理式 

BC00/FT を入力した場合、 

階層検索を行い、BC00 と同じ階層である

BD00 の直前までの 

          の範囲を検索対象とします。 

 

＄BC00/FT を入力した場合、 

階層無視記号“$”が付与されているため、階層

検索を行わず、BC00 のみ 

          を検索対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

付加コード 

 

BC00 BC00.A 

 BC00.Z 

BC01 

BC02 

 

BC03 

BC05 BC05.A 

 BC05.Z 

BC06 

 

BC07 

BC09 

 

BC10 

 

BD00 

 

BD01 
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MEMO 

・すべての付加コードを検索の対象としたい場合には、付加コード指定記号“.”つきで

入力しなければなりません。 

・付加コード指定記号“.”+付加コード“X”(X は半角英数字)を入力した場合、同じ付加

コードで、下位階層のものを検索対象とします。 

 

BC00.A/FT を入力した場合、 

同じ付加コードで下位階層のものを検索し、 

          を検索対象とします。 

 

階層無視記号“$”を付与した 

$BC00.A/FT  を入力した場合は、BC00.A の

み 

          を検索対象とします。 

 

BC00./FT を入力した場合、 

全ての付加コードを含めて検索するため、 

          を検索対象とします。 

 

階層無視記号“$”を付与した 

$BC00./FT  を入力した場合は、 

          を検索対象とします。 

付加コード 

 

BC00 BC00.A 

 BC00.Z 

BC01 

BC02 

 

BC03 

BC05 BC05.A 

 BC05.Z 

BC06 

 

BC07 

BC09 

 

BC10 

 

BD00 

 

BD01 

 
 

 

例４)ファセット分類記号の階層検索例 

論理式 

ABB/FC  を入力した場合、 

階層検索を行い、ABB と同じ階層である ABE

の直前までの 

          の範囲を検索対象とします。 

 

＄ABB/FC を入力した場合、 

階層無視記号“$”が付与されているため、階層

検索を行わず、 

          を検索対象とします。 

ABA 

 

ABB 

ABC 

ABD 

 

ABE 

 

ABF 

 

ABJ 

 

 

  

 

階層検索によりヒットするか否かの一覧表については、第Ⅸ部資料１．及び

２．(→p.103)を参照して下さい。 
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1.5 Ｆタームのテーマを跨る検索 

特許庁の機械検索システムでは、論理式として入力された式の検索結果を絞

り込む制限条件として、「テーマ」という概念があります。この「テーマ」は、

Ｆタームのテーマに対応しています。制限条件としてテーマを指定すると、そ

のテーマ内に存在する文献のみが検索の対象となります。 

J-PlatPat（特許情報プラットフォーム）でも、「特許分類検索29」において、

上記制約条件として１つのテーマを指定できますが、審査官が使用している機

械検索ツールでは、１つの主テーマと、４つの副テーマを指定して検索を行う

ことができます。 

 

（１）主テーマのみを指定する場合 

審査官が使用している機械検索ツールにおいて、主テーマのみを使用する場

合は、J-PlatPat の「特許分類検索」では、テーマを指定した場合に相当します。 

例：テーマ 4C341 のＦターム LL10 と、テーマ 5G006 のＦターム JB03 との

論理積を取る場合 

⇒テーマ（主テーマ）入力欄に「4C341」と入力し、検索式を以下のよう

にします。 

LL10*5G006JB03 

 

●検索式入力画面（J-PlatPat） 

 

                                                   
29 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/tokujitsu/pcsj/PCSJ_GM201_Top.action 
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（２）主テーマと副テーマを指定する場合 

①ＦＩ検索の例と検索結果回答イメージ 

●検索式入力イメージ 

 

 

 

○検索結果回答イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

②Ｆターム検索の例と検索結果回答イメージ 

●検索式入力イメージ 

論理式がテーマ無しで入力されている場合 

 

 

 

○検索結果回答イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●検索式入力イメージ 

論理式がテーマ付きで入力されている場合 

 

 

 

主テーマ 4H104  副テーマ 2H016 4J002 5B082 2H098 

 A61K7/06 

 

4H104 の集合 

A61K7/06/FI の集合 
４J002 の集合 

5B082 の集合 

 

 

2H098 の集合 

 

 
２H016 の集合 

 

 

   ：検索回答 

 

 

主テーマ 4H104  副テーマ 2H016 4J002 5B082 2H098 

 

 

 

AA00 

 

 

 
4H104AA00/FT

の集合 

 

 

４J002 の集合 

 

 

5B082 の集合 

 

 

2H098 の集合 

 

 テーマ２H016 の集合 

 

 

   ：検索回答 

 

 

主テーマ 4H104  副テーマ 2H016 4J002 5B082 2H098 

 

 

 

３C063AA00 
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○検索結果回答イメージ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1.6 検索式の立式 

（１）分割した構成要素の検索キーへの翻訳 

検索のための論理式を立式するためには、第Ⅶ部５．(→p.55)で説明した要

領により分割された各構成要素を、対応する検索キー（検索キーの集合体）へ

と置き換える、つまり翻訳する必要があります。 

翻訳にあたっては、上述の各検索キーの有する特徴に十分に留意する必要が

あります。 

 

Example.6 

Example.5 での検索キーの入手結果をもとに、Example.5 の請求項１に係る発明の

先行技術調査を行うに当たり、ＦＩとして「G09F13/」を、Ｆタームとして「5C096」を利用

することにしました。同請求項を構成要素に分解するとともに、以下に列挙した検索

キーの中から適切なものを選択して、各構成要素を検索キー又はその集合体に置き

換えて下さい。適当なインデックス系検索キーがない場合や、用語に特徴がある場合

には、フリーワードやテキストについても検索キーとして使うようにしてください。 

 

【検索キー】 

［ＦＩ］ G09F13/ （抜粋） 

13/00 照明サイン; 照明広告 

13/02 ・標示体の前にある人工の光源によって照明されるサイン 

13/04 ・表示体の後ろから照明されるサイン 

13/14 ・・装置中の反射構造 

13/20 ・発光面または発光部をもつもの 

D ・蛍光、蓄光性材料による表示 

G ・発光ダイオ－ドを用いた発光サイン 

3C063AA00/FT 

の集合 

 

 

４J002 の集合 

 

 

2H098 の集合 

 

 ２H016 の集合 

 

 

4H104 の集合 

 

 

   ：検索回答 

 

 

5B082 の集合 
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13/42 ・見えない輻射線で励起される光源をもつもの 

［Ｆターム］ 5C096 （抜粋） 

BA00 照明方式 

BA01 ・透過型（透光型、照明光が表示体背後より） 

BA02 ・屈折型（照明光が表示体の側方から来る） 

BA03 ・反射型（照明光（自然光含む）が前方より） 

BA04 ・発光型 

CA00 パターン生成体 

CA01 ・形成材料 

CA02 ・・塗料、インク、写真乳剤又は金属箔 

CA03 ・・蛍光剤、蓄光蛍光剤 

CA06 ・・光源又は導光体自身によるもの 

CC00 光源 

CC01 ・光の種類、性質 

CC02 ・・紫外線、殺菌灯 

CC03 ・・着色光 

CC08 ・・放電管 

CC10 ・・・蛍光灯 

CA21 ・パターン支持体 

CA25 ・・拡散要素を持つ支持体（乳白、白色板含む） 

DA00 ケース、枠 

EA00 材料 

EA03 ・蛍光材料又は蓄光材料 

 

構成要素に分解した結果と、各構成要素を検索キーに翻訳した結果を以下に

示します。ここで、「（箱体）内部に、可視光を発する蛍光灯と、紫外線を発す

る光源とを備え」との部分を、構成要素ｂ，ｃ及びｄのような形に分割してい

る点に注目して下さい。このように、構成要素の分解は、単純に請求項に記載

された文字を、前から順に区切っていけばいいというものではありません。 

 

構成要素  検索キー又はその集合体 

ａ 開口を有する箱体 ⇒ DA00 

ｂ 内部に…蛍光灯と…光源 ⇒ G09F13/04+BA01 

ｃ 可視光を発する蛍光灯 ⇒ CC10 

ｄ 紫外線を発する光源 ⇒ G09F13/42+CC02+??紫外線+紫外線/TX 

+??ＵＶ+ＵＶ/TX 
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ｅ 着色塗料 ⇒ CA02 

ｆ 蛍光塗料 ⇒ CA03+EA03 

ｇ 拡散性乳白色板 ⇒ CA25 

ｈ 看板 ⇒ ??看板+看板/TX 

 

［説明］（特許庁の検索システムの場合） 

 上記の検索式の中の「＋」は検索キーの「論理和(or)」の演算子で、

「G09F13/04+BA01」は、G09F13/04 というＦＩが付与された文献と BA01

というＦタームが付与された文献との双方を抽出することを意味します。

ＦＩとＦタームは別観点の分類なので、同種の技術に関する複数の文献の

中には当該ＦＩしか付与されていない文献と当該Ｆタームしか付与され

ていない文献が当然に存在するため、サーチ漏れを防止するべく両者の論

理和を取ります。 

 検索式中の「??」はフリーワードの前方一致（紫外線○○）と後方一致

（△△紫外線）の双方を抽出することを意味します。「紫外線」という用

語の前後に何らかの字句が付いているフリーワードが付与された文献に

ついても抽出するために、このようにします。 

 検索式中の「紫外線/TX」は、「紫外線」という用語でテキスト検索する

ことを意味します。「紫外線」というフリーワードは付与されていないが

文献のテキスト中に「紫外線」という用語がある文献を抽出するために、

このようにします。（なお、フリーワード検索と異なり、テキスト検索の

場合は、文献中のすべての用語が検索対象になるので、前方一致や後方一

致を気にする必要がありません。） 

 

 

 

（２）検索キーの組み合わせ方 

ここでは、検索キーをどのようにして組み合わせて検索式を作成するかにつ

いて説明します。 

 

例として、先行技術調査の対象となる発明が、「構成要素ａとｂとｃ」からな

るものであった場合を考えましょう。すなわち、構成要素はａとｂとｃの３つ

であり、その３つの構成要素を同時に兼ね備えるものです。特に、構成要素ａ

は主要部であるとします。 

 通常、こうした発明について審査する場合には、まず構成要素ａとｂとｃと

を同時に兼ね備える先行技術発明をサーチし、そうした先行技術発明が発見さ
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れれば、新規性欠如という判断を下すことになります。他方、構成要素ａとｂ

とｃとを兼ね備える先行技術発明が発見されなかった場合には、次に、構成要

素ａとｂとを兼ね備えた先行技術発明と、構成要素ａとｃの先行技術発明とを

サーチし、それら両者が発見された場合は、両者の組み合せが当業者にとって

容易に推考できたものか否かを判断することになります。 

 

 このように、まず発明のすべての構成要素を備えた先行技術発明をサーチす

るのは、最も強力な証拠を収集するためであるとともに、サーチの観点からも

効率が良いからです。 

 すなわち、最も強力な証拠になりうる文献を包含する範囲であって、できる

だけ狭い範囲にまで先行技術文献群を絞り込むことが、効率の良いサーチとい

うことになります。そして、その範囲からは適切な先行技術文献が発見できな

かった場合に、次善の策としてサーチすべき文献の範囲を拡大・変更していく

ことになります。 

 

 例えば、構成要素ａと同一又は類似の先行技術が記載された文献が属する文

献集合をＡ、構成要素ｂと同一又は類似の先行技術が記載された文献が属する

文献集合をＢ、構成要素ｃと同一又は類似の先行技術発明が記載された文献が

属する文献集合をＣとします。 

 この場合、構成要素ａ、ｂ、ｃのすべてを同時に兼ね備えた先行技術発明が

記載された文献が存在する可能性が最も高いのは、文献集合Ａと文献集合Ｂと

文献集合Ｃとの共通部分（積集合）です。 

 

 このことを図で表すと、図１２のようになります。 

 

 

 

 

 

 

図１２．文献集合の概念図 

 

以上の考え方に立つと、構成要素（文献集合）と検索キーとの対応関係を 

   構成要素ａ（文献集合Ａ） ⇒ 検索キーα  ［主要部］ 

   構成要素ｂ（文献集合Ｂ） ⇒ 検索キーβ 

   構成要素ｃ（文献集合Ｃ） ⇒ 検索キーγ 

文献集合Ａ 

文献集合Ｃ 文献集合Ｂ 

文献集合ＡとＢとＣの共通部分 
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とした場合、検索キーの組み合わせ方の標準形として、以下のような組み合わ

せ順序が導き出せます。 

 

Step1  α*β*γ 

Step2  α*β 

Step3  α*γ 

Step4  α 

Step5  β*γ 

Step6  β 

Step7  γ 

 

 もちろん、上記標準形は修正される場合があります。例えば、進歩性否定の

論理の組み立て上、構成要素毎にバラバラに先行技術文献を発見することに意

味がないということであれば、Step5～7 は実施しないというような形で、上記

の標準形は修正されます。 

 また、検索システムに、過去の演算結果を検索式に組み込むことができる履

歴演算機能がある場合には、過去の検索結果を引き算することにより、同じ文

献をスクリーニングすることを避けることができます。例えば、上記 Step1 の

検索結果を「\1」とした場合、Step2において 

Step2  α*β-\1 

とすることにより、Step1においてスクリーニングした文献を、Step2 において

再度スクリーニングすることを回避することができます。 

 

Example.5 において、上記 Step1を実現する検索式は、以下のようになります。 

テーマコード：5C096 

DA00*[G09F13/04+BA01]*CC10*[G09F13/42+CC02+??紫外線+紫外線/TX 

+??ＵＶ+ＵＶ/TX]*CA02*[CA03+EA03]*CA25*[??看板+看板/TX] 

 

［説明］（特許庁の検索システムの場合） 

［ ］（括弧）は、その中を先に演算することを示します（なお、演算の優

先順位は左から右です。また、論理積は他の演算子よりも優先されます。）。 

 

上述の履歴演算機能が利用できる場合には、次のように検索履歴を利用して

式を立てていくことにより、上記のように検索式が長くなることを防ぐことも

できます。 
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\1: DA00 

\2: G09F13/04+BA01 

\3: CC10 

\4: G09F13/42+CC02+??紫外線+紫外線/TX+??ＵＶ+ＵＶ/TX 

\5: CA02 

\6: CA03+EA03 

\7: CA25 

\8: ??看板+看板/TX 

そして、最後にこれらの検索結果「\1」～「\8」の論理積をとります。 

\9:\1*\2*\3*\4*\5*\6*\7*\8 

 

２．スクリーニング 

スクリーニングとは、検索した結果の文献のイメージデータを端末画面上で

頁送りしながら閲読して関連する先行技術文献を選び出すことです。ここでは、

審査官が使用する端末のスクリーニング機能とスクリーニングを行うコツにつ

いて説明します。 

 

2.1 機能 

（１）表示 

以下に挙げるような表示機能があります。 

ａ）画面表示について 

二画面表示（複数種別表示） → 利点：文章と図面を同時に一覧できる。 

一画面表示 → 利点：別の機能を有する画面を立ち上げることが可能。 

ｂ）文献の表示について 

二次文献、抄録、二次テキスト表示、一次テキスト表示、図面 

 

（２）しおり機能 

しおり機能とは、検索者がスクリーニングしている文献に、本に付箋を付け

るような感覚で、端末を通じて一時的に「しおり」を付ける機能です。しおり

の種類は数字の１～９で指定できます。また、しおりスクリーニング機能を用

いると、しおりを付与した文献のみスクリーニングすることもできます。 

このしおり機能は以下のように使用することができます。 

ａ）スクリーニング中に、斜め読みして関係しそうと思われる文献に多めに

しおりを付与し、スクリーニング終了時にしおりスクリーニング機能を

用いて、しおりを付与した文献を精読して最も適切な文献を抽出する。 

ｂ）スクリーニング中に、「しおり１」を構成要素ａを開示する文献に付与し、
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「しおり２」を構成要素ｂを開示する文献に付けていく。 

 

（３）引用文献、パテントファミリ、しおりメモ（本願）フラグ 

スクリーニングしている特許文献について引用文献情報、パテントファミリ

情報、しおりメモ（本願）が存在する場合には、それぞれ「引」、「ファ」、「本」

のようにフラグが画面上方に表示されますので、当該特許文献の出願の審査に

おける引用文献、当該特許文献の出願のファミリー出願などを知ることができ

ます。 

 

（４）ジャンプワード機能 

単語を指定すると、文章中のその単語が記載されている場所にジャンプしま

す。図面に記入された部材の番号を入力することによりその部材について記載

されている場所にジャンプするような使い方もできます。 

 

2.2 一次文献サーチのコツ 

一次文献をスクリーニングする際には、２画面表示を利用すると、文章と図

面を同時に閲読できるので便利です。また、図面に注目してのサーチは、機械

分野において特に重要となりますので、図面のみを２画面表示することも一案

です。 

 

 

 

 

 

 

 

図１３．二画面表示の設定の仕方例 

 

ａ）【スクリーニング画面１】は、二画面表示設定であり、文章と図面を同時

に一覧することができます。文章頁に文献のフロント頁を表示すれば、ひ

と目で文献の概要が把握できるでしょう。 

 

ｂ）【スクリーニング画面２】は、二画面表示設定において、両画面とも図面

を表示しています。本願や先行技術の技術的な特徴が図面で把握しやすい

場合において有効です。したがって、機械分野において有効であるともい

えるでしょう。 

文
章
頁 

図 

面 

図 

面 

図 

面 

【スクリーニング画面１】 【スクリーニング画面２】 
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＜図面サーチの方法＞ 

ａ）該当分野のものか図で確認 

ｂ）該当図の該当部分に求める部材があるかどうか 

ｃ）ありそうだったら文章を精査 

 

【スクリーニング画面１】、【スクリーニング画面２】については、案件の内

容に応じて使い分けるとよいでしょう。 

 

2.3 二次文献サーチのコツ 

文章を中心にサーチを行うときは二次文献や二次テキストの利用も有効です。

二次文献や二次テキストを見て、明らかに本願発明と関連しないと思われるも

のはそのまま見送り、関連のありそうな文献を「補正付き全ページ表示」で精

査します。またこのとき、しおりの利用も有効です。 

 

３．検索式の組み替え（サーチ戦略の変更）  

サーチを行う際は、やみくもに検索範囲を指定して行うよりも、最初にある

程度的を絞って行い、その結果を分析して更に検索を行う必要があるか否かを

判断した方が効率的です。そこで、最初に組み立てた検索式をサーチと進歩性

否定の判断の過程でどのように組み替えていったらよいかのサーチ手法を理解

することが重要です。 

検索式の組み替えについては大きく分けて２通り考えられます。すなわち、

①同一のＤＢ内で検索式を組み替えて検索範囲を変更するケースと、②そもそ

も別のＤＢにおいて検索を再開するケースの２通りです。 

 

3.1同一のＤＢ内で検索範囲を変えるケース 

検索範囲の変更には、検索範囲の拡張と検索範囲の移行があります。以下に

おいて、最初に部分文献集合①をサーチし、その後に部分文献集合②をサーチ

する場合を例に説明します。 

 

（１）検索範囲の拡張のイメージ（その１） 

 当初は「構成要素ａ and ｂ and ｃ」に着目して、ａに相当する技術、ｂに

相当する技術、ｃに相当する技術のいずれについても同時に記載されている文

献の集合を抽出してサーチを行っていたが、３つの構成要素を同時に備えた先

行技術を記載した文献が発見できなかったので、「構成要素ｂ and ｃ」に着目

して構成要素ｂとｃのみについて記載した文献の集合を抽出するサーチへと、

検索範囲を拡張する場合。（文献集合①→文献集合①＋②） 
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なお、このような場合は、最初の検索において検索フィールド①中の文献を

既にサーチ／スクリーニングしているので、拡張後の検索フィールド（①＋②）

のうち①に相当する範囲は重ねてサーチ／スクリーニングする必要がありませ

ん。 

このような重複作業を避けるために、２回目の検索式において「－」の演算

子が使える場合には、これを使います。「－」は検索キーの「論理否定（not）」

の演算子で、ある検索キーが付いた文献の集合を検索範囲から除外することを

意味します。 

例えば、最初の検索範囲①が「A01C1/02*B02D2/03*C01D23/04」で、二回目の

検索範囲①＋②が「A01C1/02*B02D2/03」だった場合、二回目の検索式において

は一回目の検索式の回答結果「\1」が新たな検索キーになるので、その検索キ

ーの付いた文献（①）を除外します。すなわち、「A01C1/02*B02D2/03-\1」とす

ればよいことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１４．拡張イメージ（その１） 

 

（２）検索範囲の拡張のイメージ（その２） 

当初は「構成要素ｄ」に相当する技術が記載されている可能性のある文献の

集合を抽出するサーチを行っていたが、より上位概念の「構成要素Ｄ」に相当

する技術が記載されている可能性がある文献の集合を抽出するサーチへと、検

索範囲を拡張する場合。 

例えば、「① シャワー」についての文献集合では本願の「特定形状のシャワ

ー」に対する先行技術文献が発見できなかったので、「② 散水口」についての

① 

② 

構成ａに関する文献集合Ａ 

構成ｂに関する文献集合Ｂ 構成ｃに関する文献集合Ｃ 

構成要素ａ､ｂ､ｃに関する文献集合（①） 

（集合Ａ､Ｂ､Ｃの積集合） 

構成要素ｂ､ｃに関する文献集合（①+②） 

集合ＢとＣとの積集合 
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文献をサーチすべく検索範囲を拡張する場合。 

この場合も、二回目の検索式からは一回目の検索結果を除外するのが効率的

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１５．拡張イメージ（その２） 

 

（３）検索範囲の移行のイメージ（その１） 

進歩性を考慮しながら検索範囲を移行する場合。例えば、「構成要素 a、構成

要素ｂ及び構成要素ｃを備える」本願発明について、「構成要素 b and c」とい

う組み合わせに関する先行技術文献を、文献集合Ｂと文献集合Ｃとの共通部分

（積集合）①の検索範囲で発見した後、更に、他の構成要素ａに関する先行技

術文献をサーチすべく、文献集合Ａの検索範囲②～④に移行する場合。 

この場合、構成要素ａに関する文献が、集合Ａのうち集合Ｂ又は集合Ｃとの

共通部分②又は③から発見できた方が、より適切な進歩性否定の論理を組み立

てられる可能性が高い（構成要素ａとｂの組み合わせや、ａとｃの組合せに関

する先行技術が発見できる可能性が高い）。しかし、仮に、④から発見された場

合でも、先に発見した構成要素ｂとｃの組み合わせに関する先行技術文献と後

に発見した構成要素ａに関する先行技術文献とを組み合わせることについて進

歩性がないと判断される場合もあるので、それを念頭に②～④をサーチする。 

この場合も、２回目の検索式(②)の構築にあたっては、１回目の検索結果(①)

を除外することが効率的です（「Ａ＊Ｃ－￥１」とする）。以下同様に、３回目

はＡ＊Ｂ－￥１－￥２、４回目はＡ－￥１－￥２－￥３とする。 

 

 

 

 

「構成要素 d」に関

する文献集合ｄ’’ 

 

「構成要素Ｄ」（上位概念）

に関する文献集合 D’’ 

 

② 

① 
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図１６．移行イメージ（その１） 

 

（４）検索範囲の移行のイメージ（その２） 

 全く別の切り口で新たな検索式を作成する場合。例えば、最初の検索範囲①

では、本願発明の構成要素ａに関して適切な先行技術文献が発見できなかった

ために、検索キーを完全に変更して、他の技術分野を検索する場合など。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１７．移行イメージ（その２） 

 

3.2 別のＤＢに移行して検索を再開するケース 

先行技術発見の蓋然性が最も高い国内特許ＤＢ（データベース）において①

① 

② 

構成要素ａに関する文献集合Ａ 
構成要素ｂand ｃの組合せ

に関する文献を①から発見 

構成要素ａに関する文献を②～

④の検索ﾌｨｰﾙﾄﾞでサーチする。 

④ 

③ 
① 

構成要素ｂに関する文献集合Ｂ 構成要素ｃに関する文献集合Ｃ 

構成要素ａに関する文献集合Ａ 

（と新たに判断したもの） 

① 

② 

構成要素ａに関する文献集合Ａ 

（と考えていたもの） 
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→②→③と効率的な順番で検索範囲を移行したが、適切な先行技術文献が発見

できず、次に文献発見の蓋然性が高い外国特許ＤＢに移行して、同様に①→②

→③と効率的な順番で検索する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１８．別のＤＢに移行するイメージ 

 

ＤＢ別のサーチのポイントは、概ね下記の通りです。 

 

＜国内特許文献ＤＢ＞ 

（１）自テーマでサーチ 

最初は本願発明の属するテーマ（「自テーマ」といいます。）でサーチします。

第１分類が付与されており、ヒットする可能性が最も高いところです。 

 

（２）他テーマでサーチ 

上記によるサーチで適切な先行技術文献が発見できない場合には、自テーマ

以外のテーマ（「他テーマ」といいます。）に範囲を広げてサーチを行うことも

必要となることがあります。 

 

（３）無テーマ検索 

検索式の制限条件にテーマコードを入力しない検索方法です。ＦＩ、Ｆター

ム等、インデックス系の検索キーによる検索で適切な文献が発見できないとき

に、フリーワードやテキストを検索キーして検索を行うものです。漏れのない

構成ａに関する文献集合Ａ 

国内特許ＤＢ 外国特許ＤＢ 

商用ＤＢ 

構成ｂに関する文献集合Ｂ 

① 
② 

③ 

① 
② 

③ 

② 

① 

③ 
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検索を行うためには、異表記／同義語／類義語／関連語の展開を技術分野に応

じて上手に行うことが求められます。 

 

＜外国特許文献ＤＢ＞ 

外国文献サーチも国内文献と同様に行います。 

ａ）ＥＣＬＡ、ＵＳＣ30等による外国文献サーチ 

ｂ）和抄の活用（和抄の全文検索も可能） 

 

＜商用ＤＢ等の非特許文献ＤＢ＞ 

JDream II31等を用いた論文検索 

・アカデミックな内容の案件について有効 

・フリーワードや統制語を用いた検索により論文抄録をスクリーニング 

 

４．サーチにおける検索範囲の拡張・移行のフロー 

サーチを行う際、具体的にどのように検索範囲を拡張、移行していったらよ

いかを、フローで説明します。以下の①～⑤は図１９の中での番号に相当しま

す。 

なお、この図において、 

Ｘ文献：それ単独で新規性又は進歩性を否定できる文献 

Ｙ文献：別の文献と組み合わせて進歩性を否定する文献 

を意味します。 

また、作図に当たっては、先行技術調査の対象となる発明は「構成要素ａ、

ｂ、ｃ」で、ａ→ｂ→ｃの順に、Ｘ文献又はＹ文献が発見されるものと仮定し

ています。 

 

①検索最大範囲の決定（外枠の決定） 

本願発明を理解し検索式を構築する前の段階で、土地勘や経験により決定。

概ねの検索最大範囲（外枠）を決めておき、その範囲内の最も適切な文献集合

からサーチできるように検索式を構築する。通常、最大検索範囲は、関連する

検索キーの和集合。 

 

②最初の検索式の組み方 

                                                   
30 米国特許庁において利用されている分類（United States Patent Classification）。USPC

ということもあります。 
31 JDream II は独立行政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）が提供する、科学技術に関する

情報を検索するための検索サービスです。 
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通常は、本願発明のすべての構成ａ、ｂ、ｃを備えた先行技術を発見するた

めに、まずａ＊ｂ＊ｃの範囲を抽出する検索式を立てる（その際、できるだけ

下位概念のＦターム、ＦＩ等を用いて、実施例に近いものを発見することを目

的とする）。ただし、それでは適切な先行技術が発見できないことが最初から予

想できる場合は、重要でない構成要素をはずして、本願発明の特徴となる構成

に着目して検索式を構築する。 

 

③検索範囲の拡大 

最初の検索では適切な先行技術文献が発見できなかった場合は、徐々に検索

範囲を広げる。例えば、検索キーのＦタームやＦＩ等を上位概念のものに変更

してサーチ範囲を拡張する。予め決めておいた検索最大範囲まで調べても発見

できなかった場合はサーチ終了。 

 

④検索範囲の移行（シフト） 

本願発明の特許性の審査に必要な先行技術を部分的に発見した場合は、検索

範囲を移行して、残りの先行技術について検索。例えば、構成要素ａを発見し

た場合、次は残りのｂ、ｃを検索。この場合も、最適の文献がヒットする可能

性の高い狭い範囲（ｂ＊ｃの範囲）からサーチを行う。徐々に広げて、予め決

めておいた検索最大範囲まで調べても発見できなかった場合はサーチ終了。さ

らに一部発見した場合、同様にさらに範囲をシフトして検索。 

 

⑤サーチ終了のタイミングについて 

サーチ終了のタイミングは、適切な文献を発見した場合と、これ以上サーチ

を行っても有用な先行技術文献が得られないとの心証を得た場合とに大別され

る。 

ここで、「適切な文献を発見した場合」の考え方については、第Ⅵ部２．（３）

①（→p.43）を参照。また、５．（４）（→p.102）も併せて参照。 
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図１９．検索の進め方フロー図 

 

 

②全ての構成要素が発見できる可能性のある検索式を 

立てる。（実施例レベルでのサーチ） 

  

①サーチ範囲の外枠決定 

  外の限界（知識、経験により決定） 

文献有無 
構成ａ発見 

Ｎ 

範囲を広げて 
サーチ 

範囲をシフトして 
サーチ 

さらにシフトして 
サーチ 

C B,C 

文献有無 文献有無 文献有無 

最大限まで広げて 
サーチ 

広げてサーチ 広げてサーチ 

文献有無 文献有無 文献有無 

ａ発見 

ａ発見 ｂ発見 

ｂ発見 ｃ発見 

ｃ発見 

Ｍａｘ C 
max 

ｂ,ｃ発見 

ｂ,ｃ発見 

ｂ,ｃなし ｃなし ａ,ｂ,ｃなし 

Ｘ 

文 

献 

発 
見 

Ｙ 

文 

献 

発 

見 

Ｘ発見 

Ｘ発見 

Ｘ発見 

Ｎ 

Ｎ Ｎ 

Ｎ 
Ｎ 

Ｎ 

③ ④ 

⑤ ⑤ ⑤ 

 

 

本願の構成要素a及びbが 
すでに発見されている場合 

④ 

本願 

サーチ範囲 

 

B,C 
max 
 

⑤ 
⑤ 
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５．サーチ時間を短縮するためのテクニック 

時間をかければ漸近的に完全なサーチに近づいていきますが、実際には該当

技術分野の１００％の文献について検索を行うことは困難です（下図参照）。そ

こでどこかでサーチを打ち切る必要がありますが、可能な限り１００％に近づ

くように努めましょう。 

これは最も基本的な場合ですが、以下の（１）～（４）に示すようにサーチ

時間を短縮することが可能な場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）サーチレポート等、先行技術文献の提示がある場合 

先行技術文献が提示されている場合や刊行物提出書で情報提供がある場合に

は、先行技術文献には本願発明の構成要素がある程度そろっていて、残りの構

成要素についてのサーチのみでよい場合があります。このようなときには、図

１９において最初から④の部分にシフトすることができます。すなわち、サー

チが最初から残りのｃのみ（一例）ですむわけです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１００％ 

サーチ時間 

カ
バ
ー
率 

 

の 

 

  

  

の 

 

の
集
合 

 

打ち切るタイミング（外枠） 

その技術分野の 

文献すべて 

１００％ 

サーチ時間 

カ
バ
ー
率 

打ち切るタイミング 
先行技術提示 

追加サーチ範囲 

（サーチはここ

だけでよい） 



第Ⅷ部 検索ノウハウ 

101 

（２）従来技術をすばやく発見するための工夫 

特許請求の範囲について、「～において、○○を特徴とする＊＊装置」と記載

されていることがあります。すなわち、「～において」に従来技術や、前提とな

る部分が示される場合です。 

このような場合には、次に述べる「①従来技術の発見」の要領で「～におい

て」の範囲を検索して、「～を特徴とする」の部分は、残りの部分を補足するよ

うな検索を行うとよいでしょう。（残りの部分を補足するような検索については、

図１９の「本願の構成要素 a 及び b がすでに発見されている場合」を参照。） 

 

①従来技術の発見方法 

（ⅰ）明細書に従来技術として公報が挙げられている場合は、その内容をま

ずは確認。 

（ⅱ）該当技術についての出願が多い出願人については出願人検索が有効。 

基本特許の出願が過去にあり、本願がその周辺特許についての出願である

場合は、出願人検索を行うことは従来技術発見の近道。これは発明者検索

においても同様に有効。明細書に用いる表現や図面が似ているので、対比

判断が容易というメリットもある。 

 

②特徴部分の発見方法 

図１９の「本願の構成要素 a 及び b がすでに発見されている場合」を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）途中で次のような文献が発見されたときは・・・ 

検索時に発見した本願と関連する文献から先行技術文献についての手がかり

を得ることができます。これは「芋づる式検索」と呼ばれています。 

１００％ 

サーチ時間 

カ
バ
ー
率 

打ち切るタイミング 

従来技術検索 特徴部分検索 

時間短縮 
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① 本願発明に非常に近い技術内容の他の出願が特許になっていることを発見

した場合に、本願も特許可能と判断できる場合があります（ただし、本願

と当該他の出願との先後願関係、当該他の出願に対する異議申立てや無効

審判請求の状況等を確認する必要があります）。 

 

② ＥＸ文献（本願の出願日より先に出願されたが、公開公報の発行は本願の

出願日より後であるような出願に係る特許文献）が発見され、さらにその

文献に「引」（引用文献あり）のフラグが表示されている場合には、その文

献に係る出願についての先行審査において引用文献があるので、その引用

文献は本件調査にも適用できる可能性が高いといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）その他の留意事項 

Ｘ文献を発見した場合であっても、その文献の発見でサーチをやめずに、過

度の負担にならない範囲で、できるだけ本願実施例に近いようなものをサーチ

するようにしましょう（４０件のスクリーニング中、１０件目でＸ文献を発見

しても４０件目最後まで見る。）。特許請求の範囲の記載が補正される可能性が

ある時は、このようにした方が、結果的に、二度手間サーチとなることを防止

できる場合があります。 

１００％ 

サーチ時間 

カ
バ
ー
率 

通常の打ち切るタイミング 近
接
特
許
発
見 

→
【
サ
ー
チ
終
了
】 


