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はじめに

日本特許庁の電子図書館（IPDL）は、特許、実用新案、意匠、商標の

検索が無料で行えるオンラインサービスを提供しています。

・ 本書では、特許（出願）公報番号からの特許公報の取得、対象特許の

法的状況の調査方法を中心に、先行特許の調査方法についても簡単に

解説します。

・ IPDLは無料のオンラインサービスなので、インターネット接続させ出来

れば、どこでも使用できる利点があり、少数の特許公報の取得や法的状

況の確認には、大変便利です。

・ しかし、多数の公報の一括印刷、ダウンロードには適していません。

また、検索できる公開特許公報の蓄積期間は、平成５年以降ですので、

目的に応じて、有料検索システムをご利用下さい。

44

日本特許庁のホームページ

特許公報などの検索
（IPDL）をクリックします。

日本特許庁のURLは
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
です。



55

特許電子図書館（ＩＰＤＬ）のホームページ(1)

カーソルを置くと、内容リストが

左図のようにポップアップしますが、クリック
すると、もっと見やすい画面が開きます。

66

特許・実用新案検索(1)

公報の内容、審査経過等を調べ
るには、「特許・実用新案公報
DB」をクリックします。



77

特許・実用新案公報ＤＢ(1)

文献種別、文献番号を入力
して照会をクリックします。

平成8年（1996年）1月1日に特許公告制度が
廃止されましたが、特許公告公報は、平成8
年6月まで発行されています。

88

特許・実用新案公報ＤＢ(2)

番号をクリックします。



99

特許・実用新案公報ＤＢ(3)

公報全文を印刷するた
めには、文献単位ＰＤＦ
表示をクリックします。

項目をクリック
すると、公報の
テキスト情報、
図面が表示さ
れます。
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ＰＤＦ公報のダウンロード(1)

見える記号を
入力して送信します。
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ＰＤＦ公報のダウンロード(2)

表示されたＰＤＦ公報は全頁一括で
ダウンロード、印刷可能です。
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特許・実用新案公報ＤＢ(4)

経過情報をクリックすれば、審査
経過情報を見ることが出来ます。
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特許・実用新案公報ＤＢ(5) 経過情報（基本項目）

デフォルトは、「基本項目」です。各情報を見るには、各項目
をクリックします。審査の他に審判や分割出願があった場合
は、 ［審判情報］、［分割出願情報］も表示されます。

この特許は消滅していること
が分かります。

1414

特許・実用新案公報ＤＢ(6) 経過情報（出願情報）

出願情報は、下の方の審査
記録が有用ですので、画面
をスクロールさせて表示させ
ます。

審査経過が時系列的に表示
されます。拒絶理由通知書
等の書類の内容を見るには
審査情報照会を利用します。

拒絶理由に引用された先行
文献が表示されます。



1515

特許・実用新案公報ＤＢ(7) 経過情報（審判情報）

本特許は異議申立を受けたため、
審判記録が収納されています。

1616

特許・実用新案公報ＤＢ(8) 経過情報（登録情報）

本特許は巨額な発明者補償を求めた裁判
で有名になった特許です。
本特許は平成18年に権利放棄により、
登録が抹消されました。



1717

公報テキスト検索(1)

検索には、公報テキスト
検索をクリックします。

1818

公報テキスト検索(2)

初期設定では、画面のように検索項目が設定され
ていますが、プルダウンメニューで検索項目を選
択出来、検索項目数も増やすことが出来ます。
右側のピンク項目は、NOT検索に使用します。

IPC、FI、Fターム等の検索
コードを用いる場合は、
パテントマップガイダンスが
有効です。

検索する公報の種類を選択します。



1919

公報テキスト検索(3)

3種の検索項目を掛け合わせ、公報発行
日で発行期間を特定した検索例です。
検索語の間は半角あけます。
31件がヒットしました。

パテントマップガイダンスを
クリックして、パテントマップ
ガイダンスを開きます。

ヒット件数が表示されます。

2020

パテントマップガイダンス(1)

関連特許で見たIPCであるC12N15/
をIPC照会に入力し、照会をクリックし、
意味を確認します。

IPCについての詳しい説明は、別資料を
ご参照下さい。

キーワードを入力して、関連
するIPC、FI、Fタームを検索
することが出来ます。
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パテントマップガイダンス(2)

C12N15/の意味が示されます。
C12N15/01以下、多くの分類が含まれることが
分かります。 C12N15/？はこれら全てを含みます。
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パテントマップガイダンス(3)

同様にC12N7/の意味を確認した結果です。



2323

パテントマップガイダンス(4)

最初の画面でパテントマップガイダンスをクリックして、
パテントマップガイダンスを開くことも出来ますし、
http://www5.ipdl.inpit.go.jp/pmgs1/pmgs1/pmgs
を登録しておいて、直接開くことも出来ます。

2424

公報テキスト検索(4)

先の検索式の「遺伝子」を
IPCのC12N15/?に変えて
検索した結果、ヒット数が
31件から39件に増えました。

検索語の間は、半角スペ－スを空けます。
期間限定は、半角 20100101:20101122
IPCは、C12N15/?のように、スペースなし、
トランケーションは?を用います。

本来は、増えた8件だけ
を出して、 ２つの検索式

の違いを確認したいとこ
ろですが、ここでは出来
ません。有料検索シス
テムでは簡単に出来ま
す。
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公報テキスト検索(5)

更に、ウイルスを意味する
C12N7/?を加えた検索結果。
40件がヒット。1件ヒット数が
増えました。

出願人名等の検索では、
部分一致検索ですので、
法人格等は不要です。

但し、部分一致検索なの
で、ノイズは多くなります。

また、社名変更した場合
は、古い社名での検索も
必要です。

検索項目を入力後に検索をクリック。

2626

公報テキスト検索(6)

検索結果が表示されます。
40件の内容を確認する前に、必ず目標特
許公報が含まれているかを確認して、
検索式が適正か判断します。

検索結果に目標特許公報が含まれるかど
うかの確認には、NOT検索が便利です。
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公報テキスト検索(7)

検索対象公報が分かっている時は、
その公報or公表番号を入れて、NOT検
索を追加すると、先の検索結果から1件
減るので、検索結果の中に検索対象公
報が含まれていることが確認できます。

先の検索結果40件から、1件減りました。

IPCでの検索を示しましたが、
日本特許庁はFIをより重視し
ていますので、検索項目をFI
に変えて、更に検索して下さ
い。この例では、ヒット件数は
FIでも同じでした。

“ヘルプ”をクリックすると、番号、
期間、IPC等の入力形式が例示
されますので、ご参照下さい。

検索可能範囲をクリックすると、

検索できる特許公報の収録範
囲が表示されます。
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公報テキスト検索(8) 検索可能範囲

IPDLでの検索では、左記の
ように、平成5年以降の公開
公報しか検索できません。

それ以前の公報を検索する
必要がある場合は、有料の検
索システムを使用する必要が
あります。



2929

特許・実用新案検索(2)

外国公報ＤＢをクリックして、外国特
許公報を閲覧できます。

3030

外国公報ＤＢ(1)

文献蓄積情報をクリックすると公報
収録期間が表示されます。

外国特許公報を閲覧・印刷できます。
しかし、 EP-B1-259499のように、公報種別とハイフンを

入れないとエラーになり、また公報印刷は１頁毎の印刷
で操作が煩雑で公報も汚いので、外国特許公報の取得
はＥＰＯの方がお勧めです。但し、EPOにない特許公報
がある場合もありますので、併せてご利用下さい。
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外国公報ＤＢ(2) 文献蓄積情報

ここでは、一部を表示しています。

3232

特許・実用新案検索(3)

拒絶理由通知書のような審査書類を

見るためには、審査書類情報照会を
クリックします。
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審査書類情報照会(1)

種別を選択、番号を入力し、照会をクリック。2003年7月以降の書類が閲覧
可能です。
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審査書類情報照会(2)

イメージ情報が必要な場合は、ここから無料プラグインを
インストール出来ます。米国特許庁と同様です。

2007年2月の段階では、特許庁からの書面のみが閲覧可能で、出願人の
書面は閲覧不能でした。3月26日から、2007年7月以降の資料、出願人の

書面（意見書）の閲覧が一部可能になりましたが、補正書が閲覧できないな
ど、限られていました。このケースでは、意見書も補正書も閲覧できません。
このような場合は、やはり従来通りの特許庁での包袋閲覧申請を行うしか
ありません。

クリックして拒絶理由書等を閲覧できます。
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審査書類情報照会(3)

拒絶理由通知書が閲覧できます。
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特許電子図書館（ＩＰＤＬ）のホームページ(2) 経過情報検索(1)

審査経過等の経過情報
は、ここから検索します。
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経過情報検索(2)

公報番号から経過情報を検索します。
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経過情報検索(3)

種別と番号を入力し、検索実行します。
公開公報の番号が500000代の出願は、
PCT出願経由の公表番号なので、

種別を公開番号ではなく、公表番号を
選択しないと、エラーになります。

従って、出願番号が分かっている場合
は、出願番号を入力する方が簡単です。
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経過情報検索(4)

出願番号をクリックします。
PCT出願経由の日本特許出願

の出願番号は、公報と同様に
500,000代となります。

4040

経過情報検索(5) 基本項目

デフォルトは、「基本項目」で、各情報を見るには、各項目をクリックします。
審判があった場合は、 ［審判情報］も表示されます。
得られる情報は、特許・実用新案公報ＤＢの経過情報と同じです。
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経過情報検索(6) 出願情報

出願情報は、下の方の情報
が有用ですので、画面をスク
ロールさせて表示させます。

審査経過が時系列的に表示
されます。拒絶理由通知書
等の書類の内容は審査情報
照会を参照します。
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経過情報検索(7) 審判情報

審判情報がある場合は、審判情報をクリックします。
この例では、査定不服審判の結果、拒絶査定が確定し、
登録されていないので、登録情報はありません。
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経過情報検索(8) 審判情報

審判の経過情報を見ることが出来ますが、審判の内容
そのものは、審決公報ＤＢで見る必要があり、ここで
審判公報番号を確認します。
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経過情報検索(9) 出訴情報

無効審判により無効とされた
審決を不服として、知的財産
高等裁判所に審決取消訴訟
を起こし、訂正審判を経て特
許庁審判が覆った例。

審判で無効とされても、なお、
出訴しているかどうか確認
する必要があります。

裁判の内容は、出訴事件
番号を調べ、知的財産高等
裁判所のHPで検索して調
査できます。
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知的財産高等裁判所(1)

判決紹介をクリックします。

知的財産高等裁判所のHP は

http://www.ip.courts.go.jp/ です。
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知的財産高等裁判所(2)

経過情報から得た
最新の出訴事件
番号
平成21（行ケ）
10353
を入力して検索。
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知的財産高等裁判所(3)

判決の要旨と全文をPDFで得る
ことが出来ます。
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知的財産高等裁判所(4) 判決要旨
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知的財産高等裁判所(5) 判決全文
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特許電子図書館（ＩＰＤＬ）のホームページ(3) 審判検索(1)

審判検索をクリック。
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審判検索(2)

審決公報ＤＢをクリックします。
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審判検索(3) 審決公報ＤＢ

審判公報番号、もしくは判決番号を入力し、
文献番号照会をクリックします。

審決公報ＤＢでは、古くからの審決情報が閲覧でき
ますが、審判公報番号が分からないと検索できま
せん。それに比べて、経過情報検索では、２０年間
程度の情報ですが、出願番号等から検索できます。
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審判検索(4) 審決公報ＤＢ

拒絶査定不服審判の詳しい審決内容
が表示されます。
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審決速報(1)

審決速報をクリックします。
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審決速報(2)

出願番号でも検索できるので、
便利ですが、蓄積範囲は審決
決定の送達後１週間前後経過し
たものから審決公報発行（審決
公報ＤＢ反映）前までです。

審決公報発行後に、このデー
タベースから削除されます。

照会実行をクリック。


