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WIPOのホームページ

http://www.wipo.int/portal/index.html.en

“Patents”をクリック。
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PATENTS

“PATENTSCOPE search”をクリック。
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PATENTSCOPE

日本語をクリックすると、
日本語表示へ変わります。
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PATENTSCOPE 番号検索(1)

上部選択欄のID番号を選択し、PCTの出願番号
JP2005/023602を入力して検索をクリック。
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PATENTSCOPE 番号検索(2) 書誌事項

要約を含む書誌事項が表示されます。
下に指定国が表示されます。

「明細書」、「請求の範
囲」をクリックすると、
各々 「明細書」、「請求
の範囲」が表示されます。

「国内段階」を
クリックすると、

各国特許庁に移行
したものについて、
表示されます。
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PATENTSCOPE 番号検索(3) 国内段階

「国内段階」をクリックすると、各国特許庁に移行したものに
ついて、表示され、各国の公開特許番号、もしくは欧州特許
庁のEuropean Patent Registerにリンクが張られています。
この例では、米国、日本特許へのリンクはありません。
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PATENTSCOPE 番号検索(4) 更新情報

“更新情報”をクリックすると、公報発行日等
が日本語で表示されます。

“書類”をクリックすると、
PCT出願特許公開公報、

その他が日本語で表示さ
れてダウンロードできます。
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PATENTSCOPE 番号検索(5) 書類

PCT出願の法的状況報告書が
ダウンロードできます。
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PATENTSCOPE 番号検索(6) 書類 法的状況報告書

スクロールすると日本語の要約も
見られます。
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PATENTSCOPE 番号検索(7) 書類 国際公開公報

国際公開公報をダウンロード出来ます。
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PATENTSCOPE 番号検索(8) 書類 国際公開公報

特許性調査報告書付きの国際公開公報
がダウンロード出来ます。
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PATENTSCOPE 番号検索(9) 書類 特許性見解書（英文）

国際調査機関の特許性に関する見
解書（英文）がダウンロードできます。

16

PATENTSCOPE 番号検索(10) 書類 特許性見解書（英文）

文頭は書誌事項ですが、スクロールすると、国際
調査機関の特許性に関する見解書（英文翻訳）が
記載されています。
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PATENTSCOPE 番号検索(11) 書類 特許性見解書（原文）

国際調査機関の特許性に関する見解書
（原文）がダウンロードできます。
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PATENTSCOPE 番号検索(12) 書類 特許性見解書（原文）
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PATENTSCOPE 番号検索(13) 書類 予備審査結果

予備審査結果がダウンロードできます。
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PATENTSCOPE 番号検索(14) 書類 予備審査結果

予備審査請求時に提出された補正書、
意見書によって、特許性が認められる
との予備審査結果が得られています。
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PATENTSCOPE 番号検索(15) 書類 優先権書類(1)

優先権主張の根拠となる出願をダウンロード
できます。下の欄も同様で、２件の優先権が
主張されています。

22

PATENTSCOPE 番号検索(16) 書類 優先権書類(2)

スクロールすると、日本特許
庁の優先権証明書、日本出
願特許が閲覧・ダウンロード
できます。
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PATENTSCOPE 番号検索(17) 書類 優先権書類(3)

スクロールすると、日本特許
庁の優先権証明書、日本出
願特許が閲覧・ダウンロード
できます。
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PATENTSCOPE 特許検索(1)

“検索”をクリックすると、検索方法がポップアップして来るので、検索

方法を選択できます。”全て”がデフォルトですが、英語で検索できる
のは、PCT出願と南ア、イスラエルです。

“ヘルプ”を参照すると、検索方法、
収録特許が日本語で表示されます。
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PATENTSCOPE 特許検索(2)

“構造化検索”（英語表記；Field Conbination）を選択すると、

この画面が開き、検索項目をプルダウンメニューから選択して
検索出来ます。

26

PATENTSCOPE 特許検索(3)

プルダウンメニューから“請求の範囲（日本語）”を選択して、
“膵島”を入力して、検索。
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PATENTSCOPE 特許検索(4)

ヒット件数は11件で、下段にヒットしたPCT出願特許公報が表示さ
れます。それらはリンクされており、内容を確認できます。
日本語表示の検索画面では、英単語での検索は出来ません。
画面表示をEnglishに変えて、英文検索を行う必要があります。
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PATENTSCOPE 特許検索(5)

英語表示画面で、”English Claims”を選択し、
膵島の英語” pancreatic islet”で検索すると、
986件がヒットしました。
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PATENTSCOPE 特許検索(6)

986件の内訳（PCT、EPO、南ア、イスラエル）、付与頻度
順のIPC、頻度順の出願人、発明者等が表示されます。
下にスクロールすると各特許が表示されます。
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PATENTSCOPE 特許検索(7)

“English Claims”の左欄の”AND”を”OR”に変え、
“English Title”にも” pancreatic islet”を加えて
検索すると、ヒット件数は1055に増えました。
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PATENTSCOPE 特許検索(8)

更に、“English Abstract”の左欄の”AND”
を”OR”に変え、 “English Abstract”にも”
pancreatic islet”を加えて
検索すると、ヒット件数は1200件に増えました。
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PATENTSCOPE 特許検索(9)

検索期間を限定するには、”Publication 
Date”をかければ良いのですが、AND検索は
OR検索（クレーム、タイトル、要約）の全体の集
合にかける必要があるので、 OR検索の下の欄

に設定する必要があります。検索期間は
[01.01.2010 TO 24.01.2011]
のように、カッコでくくって入力します。

“?”をクリックすると、入力例が表示
されますので、参照して下さい。



33

PATENTSCOPE 特許検索(10)

英文クレーム中の
“herpes simplex” or HSV
の集合に、
(gene or recombin* or 
mutant or mutat*)
をかけて、更に
“cancer or tumour or 
neoplasm”をかけた検索で
す。704件がヒットしました。
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PATENTSCOPE 特許検索(11)

前頁の検索式を１つの欄内に入れて
検索した例
(“herpes simplex” or HSV) and 
(gene or recombin* or mutant or 
mutat*) and (cancer or tumour) 
を入力してsearchした例です。

前頁の検索式で使用したcancerの同
意語のneoplasmは長すぎて、入力で
きませんでしたので、
704－698＝6件がneoplasmのヒット
件数と言うことになります。
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PATENTSCOPE 特許検索(12)

698件の検索結果です。
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PATENTSCOPE 特許検索(13)

“Option”のデフォルトは”Table”ですが、
“Graph”を選んで、例えば、Main IPCを選択する
と、付与頻度の高いIPCのグラフも表示されます。
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PATENTSCOPE 特許検索(14)

主な出願人の年度別グラフです。
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PATENTSCOPE 特許検索(15)

主な出願人のパイグラフです。
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IPC調査方法(1)

“Patents”をクリック。
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IPC調査方法(2)

“Patent Classification： IPC”をクリック。
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IPC調査方法(3)

“Browse and Search the Current IPC 
or Earlier Versions”をクリック。
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IPC調査方法(4)

検索するIPC Versionと調べたいIPC（例A01N 63/00）を入力して、
“Go to”をクリックします。少し経つと、下段に該当IPCが表示され
ますので、スクロールして、内容を確認します。
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IPC調査方法(5)

A01N 63/00が表示されました。
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WIPOのPCT関連 日本語版ページ
http://www.wipo.int/pct/ja/

WIPOの”IP SERVICES”の
内容が日本語で示されます。

PATENTSCOPE検索サービス

をクリックすると、ここから検索
画面を直接開くことが出来ます。
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PATENTSCOPE検索サービス画面

検索画面を直接開くことが出来ます。
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WIPOでの特許検索のポイント
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再公表特許公報の例

【再表2009/041062】

【公報種別】再公表特許（Ａ１）

【国際公開番号】ＷＯ２００９／０４１０６２

【国際公開日】平成２１年４月２日（２００９．４．２）

【発行日】平成２３年１月２０日（２０１１．１．２０）

【発明の名称】血漿中動態が改善されたグリピカン３抗体

【出願番号】特願２００９－５３４１９０（Ｐ２００９－５３４１９０）

【国際出願番号】ＰＣＴ／ＪＰ２００８／００２６９０

【国際出願日】平成２０年９月２６日（２００８．９．２６）

【特許番号】特許第４５３５４０６号（Ｐ４５３５４０６）

【特許公報発行日】平成２２年９月１日（２０１０．９．１）

【優先権主張番号】特願２００７－２５６０６３（Ｐ２００７－２５６０６３）

【優先日】平成１９年９月２８日（２００７．９．２８）

【優先権主張国】日本国（ＪＰ）

WOでの国際公開日は、 ２００９．４．２で、
優先日（ ２００７．９．２８ ）の約1年6ヵ月後ですが、

再公表公報の発行日は、２０１１．１．２０で、かなり
遅くなり、先に特許公報が２０１０．９．１に発行され
ています（登録日は２０１０．６．２５）。


