
J-PlatPat機能改善説明会への質問に対する回答一覧 2019年6月6日時点
NO 質問 回答
簡易検索

1

簡易検索で、「キーワードで特許･実用新案、意匠、商標の横断的
な検索が可能となる」となっているが、発明者、創作者、あるいは出
願人が個人の場合、入力様式が異なります。（特許は性･名の間
にスペースがが入るが、意匠、商標ではスペースなし）
なぜ四法横断で検索可能なのでしょうか。

特許・実用新案の出願人データベースはスペースがある場合とない場合のデー
タが混在していますので、どちらも入力して頂く必要がございます。
発明者・創作者は出願時に記載のままデータベースに登録されています。

2 簡易検索で、意匠出願番号の検索はできますか。
意匠も入力した番号に一致した案件があれば検索できます。
検索対象は「四法全て」または「意匠」にチェックをいれて出願番号を入力して
下さい。

3 簡易検索について、検索結果が上限を超えた場合の自動絞り込み
の詳細を教えて下さい。

検索実行日から1年毎に遡り、検索結果が3,000件以内となった時点までを
表示します。
例）2019年５月７日に検索をし、検索結果が3,850件の場合、
　　以下のように絞り込みます。
2019/5/7～2018/5/8：1,000件ヒット・・・検索結果に表示されます
2018/5/7～2017/5/8：1,000件ヒット・・・検索結果に表示されます
2017/5/7～2016/5/8：950件ヒット・・・検索結果に表示されます
2016/5/7～2015/5/8：900件ヒット・・・検索結果に表示されません
⇒2019/5/7～2016/5/8で2,950件となるので、検索結果には
2016/5/8以降の案件を表示します。

4 簡易検索で文献番号から検索する場合、「審判番号」でも検索可
能ですか。 可能です。

5 簡易検索では複数の番号をスペースでORすることができるということ
ですが、上限は何個ですか。 最大100個まで入力可能です。

特許・実用新案検索

6
特許・実用新案検索のテキスト検索は、和文と英文のみでしょうか。
中国語（簡体字、繁体字）、ハングルで検索可能とするご予定は
ありますか。

中国語（簡体字、繁体字）、ハングルで可能です。
検索対象を和文にし、キーワードを入力してください。

7 特許・実用新案検索の「近傍検索」ですが、どのような画面が表示
されるのでしょうか。

機能改善後は選択入力でも近傍検索が可能となりました。
「近傍検索」をクリックすると「近傍検索入力支援」の画面が表示されます。画
面の指示に従い入力して下さい。
3単語での近傍検索を実施したい場合は、論理式入力をご利用下さい。

8 論理式の保存を3件以上にする予定はありますか。 現在予定はございません。

9
特許・実用新案検索について「論理式の保存」はブラウザに3件まで
となっていますが、同じパソコンでも複数ブラウザが入っていれば、1ブ
ラウザ毎に3件保存できるのでしょうか。

ご認識のとおりです。

10 特許・実用新案検索について保存した論理式は消せますか。もしく
は新しい式に書きかえ可能ですか。

保存した論理式はブラウザのキャッシュをクリアして頂く事で削除可能です。但
し、保存したすべての式が削除されますのでご留意下さい。
また、新しい式に書きかえしたい（式の上書き保存をしたい）場合は、すでに
保存している論理式を選択し、「保存」ボタンを押して下さい。

11 論理式の結果を次の論理式で使用は可能でしょうか。 検索結果に検索条件を加えてのさらなる検索はできません。

12 特許出願の生死情報による検索はできますか。 対応しておりません。

13
特許・実用新案検索の検索オプションについて、最先公知と公告・
登録優先がどちらかしか存在しない出願の場合、どちらにチェックをい
れても表示されますか。

表示されます。

14
旧メニューの外国公報DBでは外国公報のPDF出力が1ページ毎で
しかできなかったのですが、機能改善後は文献単位PDFで出力でき
ますか。

文献表示画面の「文献単位PDF」ボタンより取得可能です。

15 中国･韓国特許文献の検索はどのくらい古い文献が検索できます
か。 文献種別により異なるため、詳細は文献蓄積範囲をご確認ください。
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16 特許・実用新案検索で分類コードランキングについて、現在FIのみ
ですが、IPC、Fタームは今後対応する予定はありますか。 現在予定はございません。

17
特許･実用新案検索の利用で分類の確認ができる、という説明です
が、FI、Fタームとも古い分類（改正されてしまった分類）の場合は
どのような表示になりますか。

分類の表示は機能改善前と変わらず、検索時には最新の分類で検索をしま
す。検索結果一覧と経過情報には最新の分類、文献表示では公報発行時
の分類が表示されます。

18 特許の分類コードランキングはCSV出力できますか。 分類コードランキング表示のCSV出力はできません。

19 特許･実用新案の検索結果一覧画面で、意匠のメニューのように代
表図面を表示することはできますか。 現在そのような機能はございません。

20 OPDとはなんでしょうか。
ワン・ポータル・ドシエ（OPD）の略称です。文献番号から、各国の特許庁が
保有する、特許と実用新案に関する出願・審査関連情報（ドシエ情報）、
ファミリー情報、分類情報、引用情報が照会できます。

21 開放特許DBとはなんでしょうか。

『開放特許情報データベース』を指します。企業、大学、研究機関等の開放
特許を一括して検索できるサービスでINPITが運営しています。
https://plidb.inpit.go.jp/
文献表示の「開放特許DB」ボタンは、開放特許DBに登録されている案件の
み表示されます。

特許･実用新案分類照会（PMGS）

22 特許･実用新案分類照会（PMGS）について一覧から探す機能
はありますか。

FI・IPCはコード照会にセクションが一覧で表示されています。
Fタームは特許庁サイトよりご確認頂けます。

23 特許･実用新案分類照会（PMGS）について、IPC等古い版は改
廃情報からこれまで通り検索・照会できますか。

機能改善後は最新版IPCのみ検索・照会となります。旧版はデータ提供での
対応となりますので、ダウンロードしてご利用ください。

意匠検索

24 意匠検索で分類を検索する際は、現行の日本意匠分類と旧分類
でそれぞれ検索する必要がありますか。

現行の日本意匠分類と旧分類のそれぞれで検索する必要がございます。
旧分類への変換は、キーワード欄の右側にある「旧分類変換」のボタンをご利
用下さい。

商標番号照会

25 商標番号照会の検索結果一覧では番号だけの表示で、商標見本
は表示されないのでしょうか。

検索対象を「公報」とした場合は各種番号のみ表示されます。検索対象種別
を「出願･登録情報」とした場合、出願番号や出願日の他、商標見本、出願
人名等が表示されます。

26
商標検索項目について称呼（単純文字列検索）と（類似検
索）はどのような違いがありますか。旧J-PlatPatの「称呼検索」はど
ちらにあたりますか。

「称呼（単純文字列検索）」は入力した文字列と完全に一致した称呼が付
与された商標を検索します。「称呼（類似検索）」は入力した文字列に類似
した称呼が付与された商標を検索します。旧メニューの「3.称呼検索」と同じ検
索をされたい場合は「称呼（類似検索）」をご利用下さい。

商標検索

27 商標検索の出願人検索は公報発行時の情報が検索対象ですか。
移転されたときはその情報も検索対象になりますか。

検索対象種別を「出願・登録情報」とした場合、現在の権利者を検索対象と
します。検索対象種別を「公報」とした場合、公報発行時の情報を検索対象
とします。

28 商標検索で申請人識別番号での検索は可能でしょうか。 機能改善以降可能となりました。検索対象種別を「出願・登録情報」とし、「そ
の他のキーワード」で検索項目を[申請人識別番号]にし検索してください。

29 商標に関して商標登録願が公開されるのは公開公報発行日の翌
日でしょうか。

公開商標公報が発行されてから2週間前後で経過情報照会より確認できま
す。なお方式審査が未完の場合、内容は確認できません。

30

商標検索のタイムラグについてですが、旧J-PlatPatでは商標出願か
ら公開されて検索可能になるまで6～7週間後に検索可能となって
いました。今後は電子出願は翌日検索可能との認識でよろしいです
か。また紙で出願した場合はいつから検索可能となりますか。

タイムラグの改善とは、経過情報照会に反映されるタイムラグが改善されたとい
うことです。商標登録出願から公開公報発行までは公報発行のスケジュールの
ため、今回のタイムラグの改善とは無関係です。
「公報」を検索対象とした場合、公報発行日より検索・照会が可能です。
「出願・登録情報」を検索対象とした場合、公報発行日より2週間前後に検
索・照会が可能となります。

31 商標検索について、旧J-PlatPatでは閲覧禁止案件が検索にヒット
しませんでしたが、今回の機能改善以降は変更ありますか。 機能改善後は閲覧禁止案件でもヒットします。
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32 商標検索の「検索オプション」の中にある「ステータス」の選択項目の
うち、「出願却下」とはどのような案件でしょうか。

出願却下は、方式指令に応答しなかった案件や、登録料を納付すべき期間
内に登録料納付書の提出しなかった案件などです。

33 商標の拒絶・消滅したものは一部対象とあるが具体的にはどのような
商標が対象ですか。

公開公報が発行されているもの（平成12（2000）年以降）で最終処分
が拒絶査定の案件、それ以前は公告公報発行後に異議申し立てにより最終
処分が拒絶査定となった案件も照会可能です。
商標の拒絶・消滅を検索対象としたい場合は、「検索オプション」の「ステータ
ス」で「全て」を選択して下さい。

34 消滅した商標も検索可能とありますが、いつまで存続していたものが
対象ですか。

権利抹消案件は昭和53（1978）年時点で権利が存続していた案件が対
象です。

35
旧J-PlatPat商標の称呼検索で、結果表示の一覧表示（類似種
別順）と一覧表示（番号順）がありましたが、新J-PlatPatではな
くなったのでしょうか。

商標（マーク）の検索項目を集約したため、例えば図形等分類と称呼（類
似検索）を組み合わせて検索ができるようになりました。このため類似種別順
の表示はできません。

商品･役務名検索

36 商標の商品・役務名検索は、内容がアップデートされた場合、どこか
にお知らせが出るのでしょうか。 機能改善前と変わりません。データ更新予定でご確認ください。

37 特許庁で採用できない役務とはどのような意味ですか。
特許庁サイト「採用できない商品・役務名について」をご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/bunrui/saiyou
dekinai_gands.html

38
特許庁が採用できない商品役務名はマドプロ出願も対象でしょう
か。（国際事務局は受け入れているが、日本国内出願では受け入
れてない商品表記があると思います。）

対象としているのは、特許庁サイト「採用できない商品・役務名について」に掲
載のものです。詳細は特許庁サイトをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/bunrui/saiyou
dekinai_gands.html

経過情報

39 中国特許・実用新案の経過情報を見ることができますか。 経過情報照会は国内案件のみとなります。外国案件はOPD照会で書類を確
認できるものもあります。

40 経過情報が更新される時刻は何時頃でしょうか。 更新時間の決まりはなく随時行われ、特許庁処理後表示されます。

41 審判情報、登録情報のタイムラグは改善されないのでしょうか。 経過情報に表示されている審査記録等は特許庁内で更新されたのち随時更
新されます。

42 経過情報の日付はすべて西暦表示に変更されるのですか。 西暦表示となります。

43 経過情報、OPD情報は英語表示メニューからも同一の内容が英語
で取得できますか。 ご認識のとおりです。

44 分割出願において、子の出願から親の出願を表示することはできま
すか。

分割出願の場合、文献表示では「分割出願」のボタンが生成され、経過情報
照会では分割出願のタブが生成されます。
分割出願情報のリンクから参照可能です。

45
審判書類の照会可能になりましたが、特許は平成12（2000）年
以降で審判書類で出願人の提出書類はいつからのものが照会可
能ですか。平成31（2019）年4月1日以降でしょうか。

特許の審判書類は平成12（2000）年以降書類された審判書類が対象と
なります。処理日が基準となりますので、提出日にはばらつきがございます。

46

審判書類の閲覧について、特許・実用新案は平成12（2000）
年以降が照会可能になったということですが、審判官や出願人が提
出したすべての書類が照会できるのでしょうか。（異議申し立て審判
など）

査定系審判など、電子化された書類が対象です。異議申し立て・当事者系
審判は対象外です。照会可能書類にはリンクが表示されます。

47 意匠・商標の審査書類の公開範囲は今後拡充しますか。 現在予定はございません。

48 審査書類の中で、過去は刊行物等提出書を確認できたのですが、
変更後でも見ることはできないのでしょうか。

刊行物等提出書は機能改善以前よりJ-PlatPatより照会する事はできませ
ん。J-PlatPatで照会できない書類は原簿の閲覧を行って下さい。
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49 意匠・商標の審査・審判書類の照会に関し、照会できる書類と照
会できない書類があれば一覧で表示してください。

査定系審判など、電子化された書類が対象です。異議申し立て・当事者系
審判は対象外です。照会対象書類はリンクで表示されます。

50 審査書類はPDF表示できますか。またはレイアウト表示ができます
か。

特許・実用新案については、OPD照会の「書類情報」よりPDFファイルのダウン
ロードがご利用いただけます。意匠、商標は対応しておりません。印刷時にPDF
ファイルに変換を行って下さい。

四法共通機能

51 特許と意匠で検索できる外国公報の対象を具体的に教えて下さ
い。

特許は中国・韓国を追加しました。その他は機能改善前と変更ありません。詳
細は文献蓄積情報をご参照ください。
意匠は機能改善前と変更ありません。詳細は文献蓄積情報をご参照くださ
い。

52
検索オプションはデフォルトは毎回リセットされるのでしょうか。（意匠・
商標で）もしリセットされるなら前回の条件を保存できる方法はない
でしょうか。

ブラウザを閉じると検索条件は削除されます。特許・実用新案検索の論理式
保存以外では検索条件を保存できる機能はございません。

53 除外キーワードのキーワードは公報の全文に記載されているキーワー
ドを指すのでしょうか。また、複数のカテゴリーを設定できますか。

除外キーワードとして設定できる項目は、法域、検索対象の文献により異なり
ます。検索可能な項目は、除外キーワードの検索項目一覧よりご確認くださ
い。また、除外キーワードは1項目のみ設定可能です。

54 公報のPDF表示は1ページ毎の表示ですか。

特許・実用新案の公報データは1ページ毎の表示となります。文献単位でPDF
を取得したい場合は、「文献単位PDF」ボタンをご利用下さい。
意匠、商標、審判の公報データはPDF表示画面より文献単位PDFをダウン
ロードできます。

四法共通機能（CSV出力）

55 CSV出力ご利用申請の際はパスワードの文字数制限、または英数
字を交えるなどの条件はあるのでしょうか。

条件は明記していません。不足の場合はエラーになりますので、エラー表示でご
確認ください。

56 CSV出力について、今後100件以上でもCSV出力できるようになる
可能性はありますか。 現在予定はございません。

57 CSVで出力される項目は何でしょうか。 検索結果一覧で表示される内容と文献URLです。

58
CSV出力利用時のパスワードは出力のたびに変わるようなワンタイム
パスワードではなく、そのメールアドレスがあれば、永続的に有効なパ
スワードであるという認識で宜しいでしょうか。

CSV出力利用時のパスワードは任意のものを設定可能です。ワンタイムパパス
ワードではございません。

59
意匠や商標の検索結果でのCSV出力や印刷については図面やイ
メージは出力・印刷・可能でしょうか。また表示形式が複数あります
が各形式で出力ができるのでしょうか。

CSV出力は出願番号や出願人名等の書誌情報と文献URLのダウンロードが
可能です。図面の表示はできません。

60 CSV出力でメールアドレス登録をする意味は何ですか。誰が何を出
力したかデータが流出するおそれはありませんか。

ロボットアクセスを防ぐため登録制にしております。出力条件についての記録は
行っておりませんので、データ流出恐れはございません。

61
検索結果一覧について100件以下のCSVダウンロードができるように
なりましたが、PDF公報データを一括ダウンロードするような機能拡充
の予定はありますか。

現在予定はございません。

62 CSV出力は100件を超えた場合、どうなるのでしょうか。 100件以内に絞りこむようエラーメッセージが表示されます。

四法共通機能（URLコピー）

63 一覧画面表示されたものをHTMLファイルとして保存すると公開番
号などのリンクは切れてしまうでしょうか。

検索結果一覧は固定URLではないため、保存できません。文献表示の
「URL」ボタンからURLコピーしてご利用下さい。

64
文献URL提供について1案件に1つでしょうか。CSV出力時は表示
されますか。また、自社特許管理システムにURLを取り込みたいので
すが可能でしょうか。

URLは機能改善前と同様で1案件に1つです。機能改善前の文献URLもその
ままご利用いただけます。検索結果一覧よりCSV出力機能をご利用いただくと
URLも出力されます。
URLの利用にあたっては「利用上のご案内ーリンクについて」をご参照ください。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/help/ja/c09/c0900.html

65 文献URLは自分以外の人に共有しても見られますか。 共有可能です。
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NO 質問 回答
四法共通機能（検索結果一覧）

66 分類コードランキングは意匠、商標ではできますか。 分類コードランキングは特許・実用新案のみの機能です。意匠・商標はござい
ません。

67 文字のハイライトを自由に設定できる機能はありますか。 現在そのような機能はございません。

68 検索結果一覧について今後表示の上限が3,000件以上になる予
定はありますか。 現在予定はございません。

69 検索結果が3,000件以上でも新しいものが表示されるというのは簡
易検索以外でも同様でしょうか。

簡易検索で「自動絞り込み」を選択された場合は、表示可能な件数まで絞り
込んで表示が可能です。それ以外の検索メニューでは3,000件以上の場合表
示されません。

70 検索結果のリスト表示は、四法すべて件数上限まで一画面で表示
されるのでしょうか。 ご認識のとおりです。

71 検索結果一覧で各種番号をクリックすると、ブラウザの別タブで公報
が表示されますが、複数の公報を複数のタブで表示可能でしょうか。

可能です。検索結果一覧から文献番号をクリックすると、新しいタブが開き文
献が表示されます。複数の公報を複数のタブで表示したい場合は、表示したい
文献番号を複数押すと、複数タブが生成され文献表示されます。

72 検索結果一覧について、ソートは1ヶ所のみでしょうか。 ソートは1カ所のみです。複数可能とする予定はございません。

コンテンツ

73 IP・eラーニングは無料で利用できますか。

説明会テキストの内容を簡易版にしたIP・eラーニングは無料でご利用いただけ
ます。INPITサイトにて公開していますので研修等にご活用ください。
IP・eラーニング（INPITサイト）
https://ipe.inpit.go.jp/inaviipe/service
※IP・eラーニング利用はユーザー登録が必要です。
ユーザ登録しログイン後、受講タブから「産業財産権情報関連－特許情報プ
ラットフォーム（J-PlatPat）機能改善のご紹介」を選択してください。

74 J-PlatPatマニュアルはいつからWEBで公開されますか。
INPITサイトで4/23（火）より公開しております。
「パンフレット・マニュアル・講習会テキスト等の提供」よりご確認ください。
https://www.inpit.go.jp/j-platpat_info/reference/index.html

75
説明会テキストやウェブページに必要なメモ書きなどをしてJ-PlatPat
の周知を目的として社内の教育に活用したいのですが、著作権上問
題は無いでしょうか。

ご自身が属する組織内の研修、講義でご利用頂く事は問題ございません。ご
不明点がございましたらINPIT知財情報部　情報提供担当までお問い合わせ
下さい。
TEL：03-3581-1101 （内線）2413
e-mail：ip-jh05@inpit.go.jp

76 改訂版J-PlatPatマニュアルの冊子を入手したいのですが、最寄りの
知財総合支援窓口はどちらになるのでしょうか。

INPIT関連サイト『知財総合支援窓口　知財ポータル』よりご確認ください。
https://chizai-portal.inpit.go.jp/

利用環境・サポート

77 対応ブラウザを教えて下さい。 INPITサイトの「利用環境」をご参照ください。
https://www.inpit.go.jp/j-platpat_info/guide/index.html

78 J-PlatPatヘルプデスクは365日、24時間対応ですか。
機能改善前と変わりません。ヘルプデスクの受付時間は以下の通りです。
電話：平日9:00～21:00（閉館日を除く）
FAX・E-mail：24時間

79 定期メンテナンスは土日はなくなるのでしょうか。
ご認識のとおりです。OPDのみ日曜8:00～9:00となります。詳細はメンテナン
ス情報をご確認下さい。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/html/c0300/mainte.html
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