
特許情報の活用

トムソン・ロイター
学術情報ソリューション



 
トムソン・ロイターは、世界最大級の 

情報ソリューションプロバイダーとして皆様に 

洞察力のある高品質なサービスを提供します。 
 

高品質な情報と卓越した分析力を融合し、すべてのプロフェッ
ショナルの意思決定力を高めます。 

● 本社：ニューヨーク 拠点： カ国以上
● 従業員数：約 人

金融 法律 知財・科学 税務・会計 ニュース 
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• 学術論文 

• 特許情報 

• 製薬関連情報 
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はじめに 

について

Derwent Innovations Index （DII） は、複雑な検索コマンドを使わずに 

特許情報をWeb of Scienceのインターフェース上で検索できます。 

 

特許情報の検索に慣れていない方から、特許調査担当者まで幅広く利用してい
ただけるよう設計されています。情報源は、特許情報のDerwent World 
Patents Index®(DWPI)と、引用特許情報のDerwent Patents Citation 

Index®(DPCI)です。  



 

4 

と

 特許情報 DWPIとは (Derwent World Patents Index ) 

• 世界 48 特許発行機関から発行された特許情報を収録 

• 対応特許を含む 5,100 万件を超える特許 

• 1963 年からの特許（全分野は 1974 年から）* 

 引用特許情報 DPCIとは (Derwent Patent Citation Index) 

• 主要特許発行機関（世界知的所有権機関、欧州特許庁、米国・英国・ドイツ・ 

 日本・その他の特許庁） からの引用特許情報を収録  

• 審査官・発明者が引用した特許（引用特許・被引用特許）、引用文献情報  
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選出日本企業の約 が 特許情報を活用

選出日本企業一覧 

アイシン精機株式会社

株式会社ブリヂストン

キヤノン株式会社

カシオ計算機株式会社

ダイキン工業株式会社

富士フイルム株式会社

富士通株式会社

古河電気工業株式会社

株式会社日立製作所

本田技研工業株式会社

出光興産株式会社

国立研究開発法人科学技術振興機構

株式会社ジェイテクト

川崎重工業株式会社

株式会社神戸製鋼所

株式会社小松製作所

京セラ株式会社

株式会社マキタ

三菱電機株式会社

三菱重工業株式会社

三井化学株式会社

日本電気株式会社

新日鐵住金株式会社

日産自動車株式会社

日東電工株式会社

日本電信電話株式会社

オリンパス株式会社

パナソニック株式会社

セイコーエプソン株式会社

信越化学工業株式会社

昭和電工株式会社

ソニー株式会社

住友電気工業株式会社

東レ株式会社

株式会社東芝

トヨタ自動車株式会社

ヤマハ株式会社

ヤマハ発動機株式会社

株式会社安川電機

矢崎総業株式会社



概要
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の特徴

1 

3 

2 世界 48 特許発行機関から発行

される特許明細書を収録。 

1963 年以降に発行された特許を
全分野に亘り収録  

 

専門家が分かり易く英語のタイトルと
抄録を作成し、さらにコードを付与 

英語に標準化することで、 

中国・韓国などの特許も検索可能に 

1 発明 1 レコード 
（対応特許をパテントファミ
リーとしてまとめています） 4 

固定料金制で、 

エンドユーザにも簡
単なインタフェース  5 引用情報の完全統合 
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の特徴

の収録国

韓国 (KR) 1986.04 公開、登録、実案 

ルクセンブルク (LU) 1984.09 登録 

マレーシア (MY) 2005.01 登録 

メキシコ (MX) 1997.01 公開、登録、実案 

オランダ (NL) 1963.02 公開、登録 

ノルウェー (NO) 1974.11 公開、登録 

ニュージーランド (NZ) 1992.10 登録 

フィリピン (PH) 1992.01 公開、登録、実案 

ポーランド（PL） 2011.01 公開、登録、実案 

ポルトガル (PT) 1974.10 公開 

ルーマニア (RO) 1975.03 公開、登録 

ロシア (RU) 1993.10 公開、登録、実案 

スウェーデン (SE) 1974.08 公開、登録 

シンガポール (SG) 1995.01 公開、登録 

スロバキア (SK) 1993.07 公開、登録 

旧ソ連 (SU) 1963.01（収録終了） 登録 

台湾 (TW) 1993.01 公開、登録、実案 

タイ (TH) 2010.01 登録 

アメリカ (US) 1963.01 公開、登録 

ベトナム (VN) 2010.01 公開、登録 

PCT特許 (WO) 1978.10 公開 

南アフリカ (ZA) 1963.01 登録 

リサーチディスクロー 
ジャー(RD) ※2 

1978.01   

インターナショナルテクノ 
ロジーディスクロージャー 

(TP) ※3 

1984.01（収録終了）   

旧チェコスロバキア 1975.03（収録終了） 公開、登録 

旧東ドイツ(DD) 1963.01（収録終了） 公開、登録 

国名 (国コード ) 
収録開始月 
（公報発行月） 

主な収録対象種別 

アルゼンチン (AR) 1975.02 

2015.01 

登録 
公開、実案 

オーストリア (AT) 1975.03 公開、登録、実案 

オーストラリア (AU) 1963.02 公開、登録 

ベルギー (BE) 1963.01 公開、登録 

ブラジル (BR) 1975.12 公開、登録、実案 

カナダ (CA) 1963.07 公開、登録 

スイス (CH) 1963.04 公開、登録 

中国 (CN) 1985.09 公開、登録、実案 

チェコ (CZ) 1993.01 公開、登録 

ドイツ (DE) 1968.10 公開、登録、実案 

デンマーク (DK) 1974.10 公開、登録 

ヨーロッパ特許 (EP) 1978.12 公開、登録 

スペイン (ES) 1983.07 公開、登録、実案 

フィンランド (FI) 1974.09 公開、登録 

フランス (FR) 1963.01 公開、登録、実案 

イギリス (GB) 1963.02 公開、登録 

湾岸協力機構 (GC) 2010.03 (2002年 
まで遡及予定） 

登録 

香港（HK) 2011.01 公開、登録 

ハンガリー (HU) 1982.03 公開、登録 

インドネシア(ID) 2010.01 公開、簡易 

アイルランド (IE) 1995.01 公開、登録 

イスラエル (IL) 1975.03 公開 

インド（ＩＮ） 2000.01 公開、登録 

イタリア (IT) 1977.09 登録 

日本 (JP) ※1 1970.01 公開、登録、実案 

※1：日本公開特許は1995年10月3日付発行分より全技術分野収録開始しました。 

1995年10月2日までは、化学分野及び電気分野(IPCの H)のみ100％収録されています。 
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パテントファミリー 

US 
特許出願 
 
優先権： 
(英国、日本) 

英国 
特許出願 
 
 

日本 
特許出願 
 
 

US 
公開特許 

英国 
公開特許 

日本 
公開特許 

英国 
登録特許 

US 
登録特許 

DWPI 

レコード 

書誌事項 

出願 他国へ出願 公開公報 登録公報 

12カ月 18ヶ月 

書誌事項 

書誌事項 書誌事項 

書誌事項 

請求項 

実施例等 

ベーシック特許 

対応特許 

対応特許 

対応特許 

対応特許 

の特徴

ファミリー
1発明＝1レコードの法則。 

1つの発明に関するすべての公報情報は1つのDWPIファミリーとして集約されます。 
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の特徴

タイトル
オリジナルの特許明細書の内容を要約し、 

発明の内容を 20 語から 30 語の簡潔な英語で分かり易く表現 

DWPI タイトル 

 Tool with multiple interchangeable heads for gardening - has 

and elongated handle with a front mounting assembly for 

receiving and securing one of a number of tools, with a 

mount fixed to the handle for receiving an impact  hammer  

オリジナルタイトル 

 HANDY DANDY タイトルだけではあえて技術内容が判断できないよ
うにしている特許は多い。 

標準的な英語で 

for ➔～のための 

has➔～の機能・特徴を持った 

といった調子で内容がつかみやすいタイトルになっている。 
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の特徴

抄録
明細書の内容を 250～500 字の英語で要約。 

特にクレームの範囲、明細書の開示内容、主な発明用途、発明の優位性について 

簡潔にまとめたもの。 

★新規性・・・どんな技術か？ 

★用途・・・利用用途は？ 

★優位性・・・課題への解決点は？ 

DWPI 抄録 

オリジナル抄録 
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の特徴

ダウエントクラスコード ダウエントマニュアルコード

IPCに加え、トムソン・ロイター独自の技術コードを各特許に付与しています。 

検索結果の再現率と精度を高めるのに便利です。 

EngPI 

Manual Code 

EPI 

Manual Code 

Engineering 

EngPI 

Electrical & 

 Electronic 

EPI 

Chemical 

CPI 

S-X 
section 

P-Q 
section 

A-M 
section 

CPI 

Manual Code 

  ●大分類 

   （化学・工学・電気電子） 

●ダウエントクラスコード 

●ダウエントマニュアルコード  
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の特徴

出願人コード

企業名を標準化するため、世界22,000 社にそれぞれ異なる 4 文字のコードを 

付与しています。子会社や関連会社を含めて検索することができます。 

Yaskawa Electric Corp.  

Yaskawa Electric MFG Co. 

Yaskawa Denki KK 

Yasakawa Denki KK 

Yasakawa Denki KKなど 

標準コードYASWは以下の企業名をカバーします。 

企業名が変更されたり、関連企業名にバリエーションがあったり、
表記のゆれなどがあっても、1つの出願人コードで検索できる。 

 British Petroleum plc, 

 BP Amoco Corp 

 Britoil plc 

 Svenska BP など  

 

関連会社も含めてグローバルで包括的に現状が把握でき、 

調査効率が高くなります。 

標準コードBRPE は以下の出願人をカバーします。 



の検索

14 
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へのアクセス

① Web of Scienceにアクセスし、 

 横断検索プルダウンから 

「Derwent Innovations Index」を選択。 

② 基本検索のプルダウンをクリックす
ると検索方法の切り替えができます。 

基本検索 

（一般的な検索） 

引用特許検索 

化合物検索 

詳細検索 
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基本的な検索

“検索”では、特許情報に関する全てのフィールドが検索できます。検索語を 1 つ以上のフィー
ルドに入力し最後に検索ボタンをクリックします。フィールド間の検索関係は AND, OR, NOT に
変更できます。検索の履歴は 検索履歴（➔P.30）に表示されます。  

検索フィールドは 

プルダウンで選択します。 

検索対象期間（タイムスパ
ン）を設定できます。 

化学・電気電子・工学の3つの
大分類を選択できます。 

化学検索フィールド   

• リングインデックス番号 

• ダウエント化合物番号 

• ダウエントレジストリ番号 

• DCR 番号 

検索フィールド   

•  トピック （タイトルと抄録を検索） 
•  タイトル 

•  発明者 

•  特許番号 

•  国際特許分類コード 

•  ダウエントクラスコード 

•  ダウエントマニュアルコード 

•  プライマリアクセッション番号 

•  出願人・譲受人 - 名前のみ 

•  出願人・譲受人 
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基本的な検索

－検索結果の一覧

検索結果をさまざまなフィ
ルタで絞り込みします。 

検索結果をさまざまな 

項目別にソートできます。 
例えば被引用特許数順に 

降順にすることもできます。 

タイトルをクリックすると、各データの
詳細（フルレコード）を表示します。 

「結果の分析」をクリックすると 

検索結果の概要把握をすることができます。 

検索のヒント  

検索結果が多すぎる場合 ⇒ ・“検索”に戻ってキーワードを AND で追加する 

  ・絞込み検索を行う 

  ・検索集合間を AND/NOT で組み合わせた検索を行う 

検索結果が少ない場合 ⇒  ・“検索”に戻って同義語・略語などを OR で追加する 

  ・ダウエントマニュアルコードを使う 
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基本的な検索

－結果の分析

ランク付けしたい項目を 

選択します。 

検索結果を棒グラフで分析する機能です。 検索結果の一覧、もしくは検索結果の絞り込みにある“結果の
分析”ボタンをクリックすると 、 出願人名、出願人コード、発明者、IPC、ダウエントクラスコード、ダウエント
マニュアルコード、主題分野で検索 結果を分析し、棒グラフで表示します。 

チェックボックスにチェックを入れ、 

「レコードを表示」をクリックすると 

チェックしたレコードのリストが検索されます。 
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基本的な検索

－レコードの詳細表示（フルレコード）

【オリジナル】のボタン
がついていれば、明細書
のPDFにリンクします。 

DWPIタイトル 

出願人と出願人コード 

後に出願された他の特許 100件
に引用 されていることを示して
います。数字を クリックすると

一覧表示します。 

審査官が引用した特許が 19件あ
る ことを示しています。数字をク
リック すると一覧表示します。 

審査官が引用した非特許文献が 6

件ある ことを示しています。数字
をクリック すると一覧表示します。 

マニュアルコード 
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基本的な検索

－レコードの詳細表示（フルレコード）

特許番号 

対応特許がある場合は複数の
特許番号を表示します 

出願情報 

各国の出願情報を表示します 
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基本的な検索

－引用情報
1. 審査官が引用した特許 

 当該特許を審査官が審査した際に引用した特許（引用特許）の一覧 

2. 審査官が引用した文献 

 当該特許を審査官が審査した際に引用した非特許文献の一覧 

3. 被引用特許 

 当該特許を引用した特許（被引用特許）の一覧 
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便利な検索項目

－ダウエントマニュアルコード

ダウエントマニュアルコードとは、Derwent World Patents Indexでの情報検索を容易にする
化学分野 と電子・電気分野の発明の検索用技術分類コードです。このコードは、発明や出願
の主な技術的側面を表現 するのに用いられ、キーワードや IPCと組み合わせて利用すること
により、検索結果の再現率と精度 を高めることが可能です。  

 定期的に改訂 
 毎年更新されます。現在2万件のコードが存在。 

 お客様及びトムソン・ロイターの編集チームからの提案により編集、更新され、最新技術に素早く対応。 

 統一基準 

 各分野の技術に精通したトムソン・ロイターの専門家が、1つ1つ発明内容を理解して独自のコードを付与。 

 IPCは特許発行機関によって付与基準にばらつきがありますので、 

  付与基準が曖昧な国などの検索にも利用すると漏れのない検索につながります。 

 

S:電子写真 

T:計算及び制御 

   計算機周辺装置 

U:半導体、回路 

・・・ 
S03：科学計測 

S04：時計・タイマー 

S06：電子写真・写真 

・・・ 

・・・ 
S06-F：インパクト 

S06-G：インクジェット 

S06-H：サーマル 

・・・ 

・・・ 
S06-G04：インク 

S06-G05：記録メディア 

S06-G06：カートリッジ 

・・・ 

S06-G06A：詰め替え 

 

上位概念 下位概念 

検索のヒント  

特定のコードとその下位コードをまとめて検索したい場合は、*（アスタリスク）によるトランケーションを用います。 

例えば J07-A*と入力して検索すると J07-A とその下位コードを全て検索します。 
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便利な検索項目

－ダウエントマニュアルコード

①「ダウエントマニュアルコード」を選択。 

②「リストから選択」をクリック。 

※ダウエントマニュアルコードの検索  

<http://ip-science.thomsonreuters.com/mcl/> 

③ 検索したいマニュアルコードもしくは探したい概念を表す 

キーワードを入力し、“検索” をクリックします。論理演算子、
ワイルドカード、トランケーションが使えます。 

⑤ 検索対象のコードを[追加]します。複数コードの追加が可能
です。最後に OK をクリックすると、選んだコードが検索画面
のフィールドに転送されます 。 

④ [+]をクリックすると下位概念が表示されます。 
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便利な検索項目

－ダウエントクラス
ダウエントクラスは、全ての技術分野についてトムソン・ロイターの索引者が独自に付与した分類コードです。
このコードは、全ての特許について編集者により付与され、 

曖昧なキーワードよりも確実に特定の分野の検索に絞り込むことができます 

セグメント セクション 内容 

 

 

 

 

 

 

 

CPI 
化学 

A 高分子化学： ポリマー及びその加工工程及び装置 

B 医薬： 医薬、獣医薬及びそれらの中間体 

C 農薬： 農薬及び家畜の医薬関連化合物 

D 食品、洗剤： 商業用食品機械、工程、生産物 

E 一般化学： 非高分子で医薬、農薬以外の目的のもの 

F 繊維、紙、セルロース 

G 印刷、写真： 顔料、接着剤を含む 

H 石油： 石油の採掘、輸送、貯蔵、製造工程 

J 化学工学： 一般化学工場加工装置（分離、混合、冷蔵等） 

K 原子力、火薬、保護： 消火 

L セラミック、ガラス、電気化学 

M 冶金： 合金、金属加工、表面処理 

N 触媒（マニュアルコードの付与のみ） 

EngPI 
機械・一般 

P 一般： 生活必需品、健康娯楽品、金属成形、印刷等 

Q 機械： 乗り物、運搬、建築、照明 

 

 

 

EPI 
電気 

S 測定試験装置： 時計、電子医療機器、電子写真 

T 計算及び制御： コンピュータ、データ記憶、計算機周辺装置、制御装置 

U 半導体、回路： 半導体材料及び製造法 

V 電気構成要素： 抵抗器、プリント回路、ファイバー光学機器、レーザ 

W 通信関係： 電話、放送、ラジオ、テレビ、航空システム 

X 電力工学： 発電、電池、自動車用電気装置、家電品 

検索のヒント 

特定の言葉で検索する際に、これらの技術分野と組み合わせて検索すると、関係のない技術分野のレコー ドを除外することができま
す。例えば、WARN という言葉を検索する際に、ダウエントクラス X22 (Automotive Electrics)と組み合わせると、automotive 

warning devices のみを検索します。  

http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/DWPIClassificationManual2012.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/DWPIClassificationManual2012.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/DWPIClassificationManual2012.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/DWPIClassificationManual2012.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/DWPIClassificationManual2012.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/DWPIClassificationManual2012.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/DWPIClassificationManual2012.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/DWPIClassificationManual2012.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/DWPIClassificationManual2012.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/DWPIClassificationManual2012.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/DWPIClassificationManual2012.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/DWPIClassificationManual2012.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/DWPIClassificationManual2012.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/DWPIClassificationManual2012.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/DWPIClassificationManual2012.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/DWPIClassificationManual2012.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/DWPIClassificationManual2012.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/DWPIClassificationManual2012.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/DWPIClassificationManual2012.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/DWPIClassificationManual2012.pdf
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便利な検索項目

－ 分類

国際特許分類（International Patent Classification、IPC）は、国際的な特許の分類コードです。
このコードは 世界知的所有権機関（World Intellectual Property Organisation、WIPO）によっ
て管理され、各特許発行機関により付与されています。 

検索のヒント 

マニュアルコードと同じ要領で（➔P.21）、［リストから選択］を使って IPC を探し、入力することができます。  

セクション 内容 

A 生活必需品 

B 処理操作；運搬 

C 化学；冶金 

D 繊維；紙 

E 固定構造物 

F 機械工学 他 

G 物理学 

H 電気 

世界各国共通の技術分類コード  

C セクション  

C07 クラス  

C07D サブクラス  

C07D 319 グループ  

C07D 319/10 サブグループ 

①「国際特許分類コード」を選択。 

②「リストから選択」をクリック。 

http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/DWPIClassificationManual2012.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/DWPIClassificationManual2012.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/DWPIClassificationManual2012.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/DWPIClassificationManual2012.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/DWPIClassificationManual2012.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/DWPIClassificationManual2012.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/DWPIClassificationManual2012.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/DWPIClassificationManual2012.pdf
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便利な検索項目

－ 出願人コード

検索のヒント 

出願人コードと出願人名の対応関係を参照し
たい場合、出願人コードで検索し直すとその
対応関係を確認でき ます。  

 

例えば“NISB”で検索をすると、“NIHON 

SEMBAI KK”なども同じDWPI出願人コード
に含まれていることがわかります。  

 

 

• 合併などで標準化コードが途中で変更にな

る場合もあります。その場合、古いレコードに
遡ってコードを 付与しなおすことはありませ
んので、ご注意下さい。 

 

 • 非標準コードは目的の出願人以外の出願
人もヒットしてくるため、利用には注意が必要
です。 但し、会社名検索で個人の出願がノイ
ズとして多く含まれる場合などは“ABCD-N”

を組み合わせてノイ ズを除くことができます。 

②「リストから選択」をクリック。 

①「出願人・譲受人」を選択。 

アルファベットから参照する
ことも可能です 

③ 社名から出願人コードを検索。 

検索をするとDWPI出願人コード
“NISB”がリストされます 

④ 対象のDWPI出願人コードを選び、[追加] 

DWPI出願人コードの検索 <http://ip-science.thomsonreuters.com/support/patents/dwpiref/reftools/companycodes/lookup/> 
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便利な検索項目

－検索履歴と検索集合の組み合わせ

検索履歴の集合番号（セット）を使って、複数の検索集合を組み合わせた新たな集合（AND ま
たは OR）を作成することができます。集合番号は、検索履歴のセットの項目に＃と共に表示さ
れています。  

① 組み合わせたい集合番号の“検索式組み合わせ”の列にあるチェック
ボックスをクリックします。 

② “検索式組み合わせ”の列にある AND か OR を選びます。 

③ “組み合わせ”ボタンをクリックすると、選んだ集合を組み合わせた  

  新たな集合番号が一覧に追加されます。 

例えば＃3 は、＃1 と＃2 を組み合わ
せたものです。  

検索履歴では NOT を使った組み合わせをすることができませんので、NOT を使いたい場合は、詳細検索を 利用します。 
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検索結果

－マークと出力

出力方法には、一旦“マークリスト”を作成する方法と、 

“レコードの出力”のステップ 1 から 3 を経て直接ダウンロードする方法があります。 

最大500件まで出力可能です。 

①検索結果の一覧にマークするレコードを選ぶためのチェックボック
スが表示されます。出力したいレコードを選 びます。  

② [マークリストに追加]をクリック 

マークリストに追加されると 

レコード数が表示されます 

③ [マークリスト]をクリック 
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検索結果

－検索結果の出力

④出力する項目を選択します。 

⑤エクセルに出力する場合は 

[他のファイルフォーマットで保存] 

⑥対応OS(ここではWindows)の「タブ区切

り」を選択し、保存。表計算ソフトで管理
可能なフォーマットとして保存できます。 

⑧[Ctrl+P]でエクセルへペースト 
⑦ダウンロードされたテキストファイ
ルを[Ctrl+A]で選択、[Ctrl+C]でコピー 
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検索履歴

－検索履歴の保存とアラートの設定

検索履歴をサーバもしくはローカルのパソコンに保存することができます。サーバに保存すると、
インターネット上でいつでも検索式を開くことができ、アラートを設定・管理することができます。 

これらの機能を利用するには、まずユーザー登録が必要です。  

[サインイン]をプルダウンし、[登録]をクリック 

ガイドに従い、登録をおこなってください。 

検索履歴画面もしくは詳細検索画面の[履歴の保存]をクリックします。アラートは検索履歴の最
後の式が実行されます。検索履歴は一回で20の式が保存できます。  

[履歴の保存]をクリックし検索履歴を保存、
もしくはアラートを設定します 

アラートを設定する場合は#2のようにアラートをかける検索結果
が最後にくるようにします。AND、ORで各集合(セット)を組み
合わせてアラートを設定することもできます。 
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検索履歴

－検索履歴の保存とアラートの設定

アラートを設定する場合は 

[Emailアラート]をチェックします。 

アラートタイプ 

•  通知のみ 

• 書誌事項 

• 書誌事項＋抄録 

• 詳細表示 

保存フォーマット 

•  テキスト 

• HTML 

• ENDNOTE 

検索履歴をローカルのパソコンに保存し
たい場合はこちらの[保存]をクリック。 

[閉じる]をクリックし検索履歴に戻ります。 
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検索履歴

－検索履歴の保存とアラートの設定

保存した検索・アラートはWeb of Scienceのトッ
プ画面[Myツール]からも参照することができます。 

アラートは24週間継続します。アラートが期限切れになる前にメー
ルでExpiration Noticeが送信されます。アラートの期間を更新する
には、[更新]ボタンをクリックします。 

[編集]をクリックするとアラートのタイプや
Emailのフォーマットなどを変更できます。 

ローカルのパソコンに保存した検索履歴を表示させる
場合は[Choose File]をクリックし、式を指定した後[開
く]をクリックします。 
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上級者向けの使い方

－詳細検索（ ）
“詳細検索”では“検索”と集合番号の組み合わせやフィールドタグの利用することで、 “検索”よりも詳細な検 

索ができます。 検索履歴の集合番号を使って、集合を組み合わせて検索することができます。集合番号は、
検索履歴のセット の項目に＃と共に表示されています。集合の組み合わせには下記の方法があります。  

 #3 のみを単独で再度検索したい場合は、#3 と入力します。  

 #1 AND #2 と入力すると集合 1 と 2 を組み合わせた検索をします。 #2 NOT #3 と入力すると集合 2 の中で、 

  集合 3 の条件に合わないものを検索します。 

 #2 OR #3 と入力すると集合 2 と 3 を足したものを検索します。  

 #2 AND (#3 OR #4 OR #5) と入力すると集合 2 と集合 3,4,5 を足したものを組み合わせたものを検索します。  

 (#2 NOT #1) AND #3 と入力すると、集合 2 の中で 1 の条件に合わないものをのぞき、集合 3 と組み合わせた検索をします。  
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上級者向けの使い方

－引用特許検索（ ）
引用特許検索では 、引用された特許の特許番号、出願人、発明者、プライマリアクセッション番号を使用して、 

引用特許を検索することができます。例えば、引用特許検索で Xerox Corp を検索すると、Xerox Corp が出
願人である特許を引用している特許を検索することができます。検索結果は、検索履歴に追加されます。  

特許B 

1990年 

 

特許C 

1992年 

 

特許A 

1995年 

 

特許S 

1995年 

 

特許X 

1996年 

 

特許Y 

1998年 

 

v 

特許Aの被引用特許 

(Citing) 

特許Aの引用特許 

(Cited) 

引用特許検索の検索対象。 検索結果に表示される特許 

※特許Sは特許Aと同じ先行技術を参考にした特許。 
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上級者向けの使い方

－引用特許検索（ ）

• 引用特許番号 

入力した特許番号を引用している特許を検索します。複数の特許番号を検索する場合は論理演算子 OR を
使 います。完全な特許番号の他に、末尾にワイルドカードを利用した検索も可能です。  

 

• 引用特許番号- ファミリーを含む 

入力した特許番号が所属するパテントファミリーの中のその他の特許番号を引用している特許も検索したい
場合に選択します。この機能を使う場合は、完全な特許番号(例：EP178925 または EP178925-A) を入力し
て下さい。特許番号の一部のみを使った検索（例：EP1789* もしくは EP17892? など）はできません。 

 

• 出願人・譲受人とコード 

出願人名もしくは出願人コードで検索します。複数の出願人名、またはコードを論理演算子で掛け合わせて
検索することが可能です。完全な出願人名もしくはコードで検索する他に、ワイルドカードを使って出願人名
の一部、またはコードの一部でも検索することもできます。 または、虫眼鏡のアイコンをクリックし出願人・譲
受人名リストで、出願人コードもしくは出願人の名前を参照できます。 
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資料

－検索のポイント

キーワード検索時のポイント 

• フレーズはダブルクオーテーション（” ”）ではさみます。 

• ワイルドカード（*）を使います。 

• ブーリアン演算（OR）をおこないます。 

• スペルが複数ある場合は両方入力し、OR検索を行います。  （例：POLYMERISATION* OR POLYMERIZATION*） 

• 抄録部分の検索が不要な場合は“タイトル”を選択し、検索範囲をタイトルに限定します。 

 

マニュアルコードで検索する時のポイント 

マニュアルコードを探すには次の方法があります。 

• レコードから拾う 

• 検索結果の絞り込みから行う  

• [リストから選択]を利用する 

• 該当するマニュアルコードが下位概念のコードで収録年代が限定されている場合は、上位概念のコードも入れます。 

 

ポイント 例えばキーワード検索の結果(#1)とマニュアルコード検索の結果(#2)を 

#1 OR #2で検索することで、より漏れの無い検索ができるようになります。 

#1 

#2 



特許番号フォーマット
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特許番号フォーマット

特許番号は、WIPO 国コードと特許出願の状況を示す種別コード（Kind）で構成されています。 

種別コードは１ 文字または 2 文字のアルファベットと数字の組み合わせで表されます。この種別コードにより、特許出

願が公 開されたばかりなのか、特許登録されたのかなど、進捗状況が分かります。ただし、各特許発行機関は長年

に わたり独自の特許登録システムを発展させてきたため、同じ種別コードでも国によって特許の状況は異なりま す。

それぞれの特許の状況を正しく判断するためには各特許発行機関の種別コードの表を参照して下さい。  

CC： WIPO 国コード ee： 和暦年（桁合わせ不要）  

YYYY： 西暦 4 桁  N： シリアル番号（桁合わせ要）  

YY： 西暦下 2 桁  n： シリアル番号（桁合わせ不要） 

基本的な特許番号の入力フォーマット  

年を表す数字を含まない場合 CCnnnnnnn （桁合わせ不要）  

年を表す数字を含む場合（1999 年以前発行） CCYYNNNNN （シリアル番号 5 桁固定）  

年を表す数字を含む場合（2000 年以降発行） CCYYYYNNNNN （シリアル番号 5 桁固定） 
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特許番号フォーマット
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特許番号フォーマット
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特許番号フォーマット
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特許番号フォーマット
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特許番号フォーマット
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困ったときは

カスタマーケア 

Tel: 03-4589-3107  

Tel: 0800-888-8855（フリーコール）  
E-mail: ts.support.jp@thomsonreuters.com  

お電話、もしくはメールで操作方法や機能面でのご不明点にお答えします。 



 

お問い合わせ 
トムソン・ロイター 

アカデミック マーケット 
大竹 倫海 

Tomomi.Otake@thomsonreuters.com 

 


