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0．会社概要

• 名 称 一般財団法人 日本特許情報機構
Japan Patent Information Organization (Ｊａｐｉｏ)

• 設 立 昭和６０ （１９８５）年８月１日
• 基本財産 １０億５，２４６万円
• 役 員 松井理事長 他 常勤理事２名、非常勤１２名
• 沿 革

■ 昭和46 （1971）年 （財）日本特許情報センター（Ｊａｐａｔｉｃ）設立
■ 昭和53 （1978）年 特許情報オンライン検索システム パトリス(PATOLIS)サービス開始
■ 昭和60 （1985）年 （財）日本特許情報機構（Ｊａｐｉｏ）設立
■ 平成13 （2001）年 民需事業（パトリスサービス）の民間への営業譲渡
■ 平成21 （2009）年9月 公益法人制度改革の対応として一般財団法人へ移行
■ 平成24 （2012）年7月 Japio世界特許情報検索サービス（Japio-GPG）サービス開始
■ 平成26 （2014）年8月 Japio世界特許情報全文検索サービス（Japio-GPG/FX）サービス開始

https://japio.or.jp/

一般財団法人日本特許情報機構(Japio)
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日本語
→英語

英語
→日本語

英語、ドイツ語、
フランス語など
→日本語など

フランス語
→日本語
→英語

ドイツ語
→日本語
→英語

中国語簡体字
→日本語
→英語

韓国語
→日本語
→英語

Japioの長年の研究成果等を活かし、高品質の機械翻訳文をご提供しています
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検索

照会

DOCDB、・・・

1.0 Japio-GPG/FXとは
Japio世界特許情報全文検索サービス（Japio-GPG/FX）は、
・世界の国・地域/機関(日米欧、WO、中韓、ドイツ、フランス、イギリス、台湾)の
・特許/実用新案公報の全文を
・日本語(機械翻訳文)で蓄積し、検索・表示するDB
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1.01 Japio-GPG/FX の特徴

その他、DOCDB、・・

世界主要特許公報
日本語データベース

Ｊａｐｉｏ-
GPG/FX

Ａ Ｉ 翻 訳
（2020年3月27日より

提供開始）

検索

照会
リアルタイム

翻 訳

独自開発した
請求項

解析機能

精 読

Ⅰ. Japioの高品質機械翻訳を活用した日本語の世界特許DB

Ⅲ. 精読に効果を発揮するJapioのAI翻訳

Ⅱ. スクリーニングを効率化する各種支援機能

スクリーニング
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発行庁・機関等 種別 全文蓄積範囲

JP
（日本）

特許公開/公表/再公表/
登録/公告(A, A1, B)

1983~
実用新案公開/登録/公告
(U, Y)

US
（アメリカ） 特許公開/登録 (A1, A, B) 1976~

DE
（ドイツ）

特許公開/登録 (A, B, C ) 1976~実用新案 (U)
FR

（フランス） 特許公開/登録 (A, B) 1976~

EP
（欧州） 特許公開/登録 (A, B) 1978~

WO
（PCT） 特許公開 (A) 1978~

CN
（中国）

特許公開/登録 (A, B, C) 1985~実用新案 (U, Y )
KR

(韓国)
特許公開/登録 (A, B) 1979~実用新案 (U, Y)

TW
（台湾）

特許公開/登録 (A, B) 1991~実用新案 (U)
GB

（イギリス） 特許公開 (A) 1976~

1.11 外国公報を日本語で全文検索・表示
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※全文蓄積範囲は、公報発行年基準
※日本の実用新案公開の全文は1993年以降のみ
※中国、韓国、台湾公報での英語検索は、タイトルと要約のみです
※日本語と英語以外に、公報発行原語でも検索できます
（PCTとフランス公報は、原語検索に一部制限があります）

主要な外国公報の日本語機械翻訳文を、
全文検索・表示可能!
英語の公報を日本語で読めます。

ドイツ語・フランス語公報について、
日本語・英語での全文検索・表示が可能！

※EP, WOのドイツ語・フランス語公報もOK

中国語・韓国語公報について、
日本語での全文検索・表示が可能！

※WOの中国語・韓国語公報もOK

ポイント②

ポイント③

ポイント①

台湾公報について、日本語での全文検索
・表示が可能！

ポイント④

データ更新：２回/月
多くの国、機関に対して、データ更新日の約2～３週間前までに発行された公報の全文データを蓄積



サービス初期の方式 現在の方式

米国 ⇒ 日本語 RBMT※１ SMT（NICTエンジン 英日） ※３

日本 ⇒ 英語 RBMT※１ RBMT※４⇒※８

EP/PCT ⇒ 日本語 RBMT※１ SMT（NICTエンジン 英日） ※３
※ SMTの適用時期は言語により相違

中国 ⇒ 日本語 SMT（NICTエンジン中日）※２ SMT（NICTエンジン 中日ｖ２） ※５⇒※９

台湾 ⇒ 日本語 － SMT（NICTエンジン 中日ｖ２）※９

＋ 台日データ

韓国 ⇒ 日本語 RBMT韓日
※ 特許庁の中韓文献翻訳システム由来 SMT（Moses 韓日）※７

独国 ⇒ 日本語 独国の英語データを
RBMT※１

SMT（Moses 独英） ※６⇒※10

＋ SMT（NICTエンジン 英日） ※３

仏国 ⇒ 日本語 仏国の英語データを
RBMT ※１

SMT（Moses 仏英） ※11

＋ SMT（NICTエンジン 英日） ※３
※ 対象：2018年11月30日以降発行の公報

それ以前の公報はRBMT

統計翻訳（SMT） ＋ 前処理（Japio独自） ＋ 後処理（Japio独自）

⇒ ※４ ・・・ 517万語（36分野）
⇒ ※５ ・・・ 5,200万文対（中日）

※６ ・・・ 2,000万文対（独英）
※７ ・・・ 1,200万文対（韓日）

※１ ・・・ 250万語（36分野）
※２ ・・・ 1,600万文対（中日）

※３ ・・・ 1億文対（英日）

⇒ ※８ ・・・ 732万語（36分野）
⇒ ※９ ・・・ 8,800万文対（中日）
⇒ ※10 ・・・ 4,000万文対（独英）

※11 ・・・ 2,500万文対（仏英）

2020年12月現在1.12 GPG/FXでの翻訳方式

※※ NICTエンジン：情報通信研究機構（NICT）が開発した翻訳エンジン ※※※ Moses：オープンソースの統計的機械翻訳システム

※※

※※※

翻訳方式はSMTを採用し、大規模な訳抜けを防止 SMT ：統計翻訳
RBMT：ルールベース翻訳
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1. 技術用語の翻訳精度が高い
機械翻訳が苦手とする専門用語に加え、韓国語の同音異義語、ドイツ語の複合語などにも対応。

2. 訳文の自然性が高い
特許分野で使われている書き方に沿った自然で読みやすい翻訳文。

3. 請求項が理解しやすい（Japio独自の特許翻訳向け新フレームワーク）
独自開発した請求項解析機能などにより、請求項が更に読みやすくなった翻訳文。

原文 1,4-dihydronaphthyl 열박리 Distraktionsvorrichtung
旧世代の翻訳 1、4つのジヒドロナフチル 劣薄里 Distraktionsvorrichtung (翻訳できず)

Japio-GPG/FX 1,4-ジヒドロナフチル 熱剥離 伸延装置

原文 4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Erhöhung auf den vorgegebenen dritten Strom-Sollwert (I3) 
kontinuierlich geschieht.

旧世代の翻訳 4. 請求項1に記載の方法、特徴をなされた、所定の3番目の電流の公称値(i3)への増
加が連続的に生じる。

Japio-GPG/FX 【請求項４】所定の第3の電流目標値(I 3)に増加が連続的に実行されることを特徴と
する請求項1に記載の方法。

※請求項解析機能は、米国公報、韓国公報、ドイツ国公報、EP/PCTの英語及びドイツ語公報などが対象です。
※旧世代の翻訳とは、ルールベース機械翻訳であり、Japio-GPG/FXにおけるバージョンアップ前の翻訳結果です。

1.13 高品質の日本語機械翻訳文
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各公報の機械翻訳文は、予め蓄積されています。
世界の主要庁/機関の公報の、外国語原文と日本語機械翻訳文とが対訳表示形式
で参照可能です。

➡外国文献の全文を日本語で参照でき、原文の箇所を容易に確認できます。

※ドイツ語やフランス語の公報の場合、英語機械翻訳文と日本語機械翻訳文の対訳表示です。
原文は、英語機械翻訳文の後に表示されます。

（なお、フランス国公報の場合、フランス語原文が表示されるのは概ね2019年以降に発行された公報です。）

外国語⇒日
機械翻訳文原文

1.14 対訳表示 ～原文に照らし合わせて日本語を確認～
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国、公報種別、技術
用語、出願人等で、
文献を簡単に絞り込む
ことができます。

チェックした国にファミリー
を有する文献を除外
することができます。
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ファミリー文献を参照
することができます。

同じファミリーの属する
文献のうち、代表する
文献のみ表示します。

「ファミリー単位」「出願
単位（公開優先）」
「出願単位（登録優
先）」で絞り込みます。

1.2 スクリーニング効率化のための支援機能

検索後の文献に「しおり」を
付与することができます。

要約、請求項の機械翻訳文を
ダウンロードすることができます。

全図面表示は、詳細
表示に連動して表示
することができます。

公報の全文やフロント
ページをPFD形式で
表示することができます。

「しおり」を付与した文献の
みを表示することができます。

※ 朱字で説明している「支援機能」について、次ページ以降で詳細に説明しています。

一覧表示画面
（ P.39にて説明 ）



「代表ファミリー表示」は、検索結果として表示される文献のパテントファミリーの中で
最も読みやすい言語の文献を選択して表示します。

第一優先：日本語文献を表示

パテントファミリーのうち、日本語文献を第一優先で表示し、
日本語文献がない場合は英語文献を代表して表示します。

文献一覧画面の
「代表ファミリー表示」を
クリックします。

「代表ファミリー表示」の機能を用いると、キーワードがハイライト表示されなくなります。
ハイライト表示を残したまま重複するファミリーを除外したい場合、「ファミリー単位表示」を用いるか、又は、検索画面
上部のリンクから「検索お役立ち」（2.34）をご覧ください。

文献一覧画面

第二優先：英語文献を表示

1.20 代表ファミリー文献表示（最易読文献の表示）
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・ 類似機能として、以下の機能があります。
(ファミリー単位表示) 検索結果の中でファミリーが構成される場合、そのファミリーの中で最も読みやすい

言語の文献を残して、残りのファミリー文献を表示しません（ファミリー重複排除）。
※検索時に日本が未選択の場合は、日本語文献は表示されません。

（公開優先表示） ファミリーの中の公開公報を表示します。ファミリー重複排除は行いません。
（登録優先表示） ファミリーの中の登録公報を表示します。ファミリー重複排除は行いません。

パテント
ファミリー

パテント
ファミリー

最も読みやすい言語 ： 日本語 → 英語 → その他の言語 の順で選択されます

検索結果



「ファミリー除外」は、未読文献のみを効率的に検索します。
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1.21 ファミリー除外（日本・米国公報等既読文献を除外）

他の検索システムで日本公報・米国公報を検索済みの場合
➡ JP・USファミリーを「ファミリー除外」することがオススメ

J
P

日本・米国
公報

検索結果から
除外される。

ド
イ
ツ

日本又は米国にファ
ミリーのある外国公報

検索結果から
除外される。

J
P

日本・米国にファミ
リーのない公報

検索対象とする。

【日本・米国にのみ
出願された文献】

【日本又は米国に
ファミリーがある文献】

【日本・米国に
ファミリーがない文献】

日本公報・米国公報で読めない外国文献を、
効率的に検索可能

U
S

U
S

“JP・US” を選択して、
「ファミリー除外」をクリック。

既に検索した国/地域・機関にファミリーがある文献のスクリーニングを省略することができます。

ド
イ
ツ



GPG/FXでは、検索後の文献一覧画面の左側にある絞り込みインデックス表示より、
出願人、発明者での絞り込みが簡単にできます。

検索した結果内の出願人がヒット件数順に表示されます。
（カッコ内が、検索結果内のヒット件数）
この表示より、検索用語や分類で出願をしている企業を知ることが
できます。

1.22 出願人・発明者の絞り込み支援
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17

検索後の文献に「しおり」を付与することにより、「しおり」を付与した文献をまとめて
参照できます。 「しおり」はログアウト後にも保存されます。

「 」マークをクリックすると、
しおりを付与できます。

「しおり」が付与された文献の
マークは緑色になります。

①文献に「しおり」を付与する

②「しおり」を付与した文献を見る

「しおり」をクリック
します。

「しおり」を付与した文献
のみが表示されます。

1.23 しおり

しおり

javascript:void(0)


1.24 全図面スクリーニング
全図面を、詳細表示の文献送りに連動して表示します。
「文献詳細」画面と「全図面」画面とを並べて表示すると、スクリーニングに便利です。

連動表示
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「文献詳細」画面 「全図面」画面

※全文検索対象公報のうち、全図面データが蓄積されていないWO文献については、画面上部にボタンが表示される「Patentscope」経由で全画面を照会することが出来ます。
また、フランス国公報とイギリス国公報は、PDF表示にて全図面をご確認ください。

図面クリックで
拡大図面が表示

（1.25参照）
別ウィンドウ表示

「次」ボタン

全図面画面も連動次へ：Alt + N (Next) 前へ：Alt + B (Back)
（Internet Explorerの場合は、その後さらにEnterを押下）

キーボード操作でも次文献/前文献を表示できます

「全図面」ボタン



1.25 図面読解（β版）
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図面符号に対応する用語を明細書から自動抽出し、図面読解を支援します。
外国文献であっても、日本語に機械翻訳された名称を表示します。

機械図面等において、
部品名を手書きで書くより
便利＆時間短縮！！

※ 2018年8月より、β版として提供しています。
2020年4月より、図面の解析速度が向上し、符号名称が表示されるまでの時間が従来の1/3に短縮されました。

①「全図面」表示等で拡大図面を表示(1.24参照)
②右クリック
③「図面の符号に名称を追加」を実行
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PDF公報表示

1.26 公報PDF表示
公報の全文やフロントページを、PDF 形式で参照できます。
また、日本、米国については、「サマリーPDF」のボタンを押すと書誌事項や要約、請求項、
図面などをまとめたサマリーシートを表示できます。

サマリー表示



書誌情報に加え、要約および請求項の機械翻訳文をダウンロードすることが
できます。ただし、ダウンロード件数には制限があります。

「一覧表示」、「詳細表示」
のいずれからもダウンロードできます。

※ MTダウンロードは有料オプションユーザ様へのご提供

テキスト（tsv）形式

EXCEL（xls）形式

要 約
（機械翻訳文） 請求項

（機械翻訳文）

代表図のダウンロードも併せて選択可能

1.27 MTダウンロード
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1.28 キーワードハイライト表示

22

検索時に入力した用語および別途ユーザーが指定した用語をハイライトして表示できます。
また、そのハイライトされた用語が文献の中でどこに位置するかをスペクトルバーで表示でき

ます。

検索時に指定した
用語の色に従った

スペクトルバーを表示

本機能のON/OFF検索時に指定した
用語が自動的にセット
（最大２０個まで）
さらに、この画面上で

用語の指定、ハイライト
の色変更可能



J P 2 0 1 3 1 3 3 2 6 7 A
番号入力例（日本公開特許公報）

国コード

年を入力します。
西暦であれば４桁
和暦であれば S56、H05 
のように入力します。

番号を入力します。
番号が小さい場合には、所定の桁数となるように
0 を加えてみてください。
例：特開2012-135 ⇒ JP2012000135A

種別は省略することもできます。
なお、省略した場合には前方
一致検索になります。

文献番号から文献を照会する際には、「番号検索」タブからの入力が便利です。
番号の入力に際し、件数の制限がありません。

検索しようとしている公報が指定されている必要
があります。
「全ての公報」をチェックすれば、どの公報を入力
しても検索できます

1.29 文献番号から照会（番号検索）

23

入力は、
国コード、年、番号、（種別）

の順に入力します。
ハイフンやスラッシュは不要です。
件数制限はありません。

各国の番号検索の入力例
を参照可能です。
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1.3 AI翻訳サービス

25

（ポイント１）更に向上した翻訳品質
構文の正確性や流暢さが飛躍的に向上
独自開発の言語資源とノウハウにより、特許特有表現もさらに読みやすく

（ポイント２）多言語対応
外国語から日本語へ：米国公報、中国公報、台湾公報、ドイツ公報など
日本語から英語へ ：日本公報

【中国語】并在真空下浓缩，得到产物，用柱层析法(10％MeOH／
CHCl3)纯化产物(89％)。
【AI翻訳】真空下で濃縮して生成物を得、これをカラムクロマトグラ
フィー(10% MeOH/CHCl3)で精製した(89%)。

【英語】2. The AR computing device of claim 1, wherein the AR 
computing device is further configured to assign an identifier to the 
first consumer.
【AI翻訳】2. ARコンピューティングデバイスは、第1の消費者に識別
子を割り当てるようにさらに構成されることを特徴とする請求項1に
記載のARコンピューティングデバイス。

翻
訳
例

※ AI翻訳は有料オプションユーザ様へのご提供

特許に特化した高精度なAI翻訳機能を、2020年3月27日より提供開始。



1.31 公報のAI翻訳

26

①②
③

① AI翻訳サービスを利用する際は、画面右上の「AI翻訳サービス」をクリックします。
② 「公報番号入力」の照会画面が開きますので、公報番号を入力することで利用できます。
③ 詳細画面の「AI翻訳(公報)」ボタンでは、表示中の文献に対してAI翻訳が行われます。



ハイライト表示した用語の位置も明示するので、公報精読時に特に有効

① ハイライト用語の指定、ハイライトカラーの変更が可能
② ハイライト用語指定時にスペクトルバーを表示
③ 指定したスペクトルバーの位置に表示画面が移動

①

②

③

1.32 キーワードハイライト表示

27
※ AI翻訳サービスのキーワードハイライト表示では、検索時に用いた用語のハイライト表示は引き継がれません。



① 多言語翻訳が選択可能
② 「明細書用」「請求項用」の翻訳に対応
③ フリーテキストを入力し、最大10万文字まで

翻訳可能
④ 原文テキストと翻訳文テキストを改行毎に表示

テキスト入力翻訳は、例えば、以下のような場合に活用可能
Ⅰ.公報の特定箇所（実施例等）の翻訳 Ⅱ.補正書の翻訳 Ⅲ.明細書案や補正書案の翻訳

①

②

③

④

⑤

1.33 テキスト入力翻訳

「テキスト入力」をクリックすると、別Windowで
テキスト入力翻訳が可能になります。

28



1.34 その他の特徴（１）

29

・ 原文非表示機能
原文を非表示とし、翻訳文のみが表示でき、翻訳文のみのコピー＆ペーストが簡単に
なります。

・ 代表図表示・全図面表示の選択機能
代表図や全図面の表示・非表示が選択でき、公報の翻訳結果画面において、全画
面表示の選択などが可能になります。

・ 同一文献の再翻訳
最初の翻訳から２週間以内であれば、翻訳結果を保存しています。したがって、その
期間内で同一ユーザが同一文献を再度翻訳した場合、最初の翻訳結果を瞬時に
表示することが可能になります。なお、改めて翻訳したい場合は、「再翻訳ボタン」の
操作によって可能になります。

・ 翻訳中断時のファイル出力
「中断ボタン」により翻訳を途中で中断した場合でも、ファイル出力が可能になります。



1.34 その他の特徴（2）

30

・ ハイライトの引継ぎ
翻訳時に、ある用語に対してハイライト指定を行った場合、次の翻訳時も同じ用語での
ハイライトが維持されます。ハイライト指定は最大30日保存されます。

・ PDF出力表示
PDF出力表示に、化学構造式や表などの文中図、及び全図面が表示できます。

・ 翻訳データの出力
Excelのほか、PDF(原文あり)、PDF(訳文のみ)、txtファイルで出力できます。
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①検索画面 ②文献一覧画面 ③文献詳細画面

〔①検索画面〕 で検索を行うと 〔②文献一覧画面〕 が表示されます。
〔②文献一覧画面〕 から１文献を選択すると 〔③文献詳細画面〕 が表示されます。
〔③文献詳細画面〕で「検索」（赤枠部分）をクリックすると 〔①検索画面〕 に戻ります。

2.1 基本的な機能 ～ 検索の流れ ～

32

まず、検索画面から分類・
キーワード等により、検索して
ください。

検索でヒットした文献が一覧表示
されます。全文が見たい場合は文
献タイトルをクリックしてください。

文献の全文が対訳表示されます。
検索したキーワード等はハイライト
表示されます。

３つの画面で構成されています。



各検索項目を入力して検索を行
うことができます。

近傍検索などの詳細な検索式
を作成して検索を行う場合には、
「クエリー検索」タブを選択し、検
索式を入力します。

ログイン後、以下の「項目検索」の検索画面が表示されます。
検索項目欄にキーワード、分類等を入力後、「検索」をクリックしてください。
「番号検索」「クエリー検索」を選んで検索することもできます。

出願番号、公報番号のリストな
どからある程度まとまった量の文
献を参照する場合には、「番号
検索」タブでの入力が便利です。

2.11 検索画面

33

キーワードや出願人、分類など、
各検索項目を入力して検索を
行うことができます。



検索対象国/地域・機関は、検索画面左側のチェックボックスから選択できます。

2.12 検索対象国の選択

34

５庁＋PCT＋ドイツ＋フランス＋イギリス＋台湾
は、チェックボックスにより一括選択が可能

全文検索対象国/地域・機関がデフォルト設定

全ての国/地域・機関の一括選択可能



・ORは”+”、ANDは”␣”(半角スペース)も入力可能。
・丸括弧（）を使って、優先させる演算を指定することが
できます。

・英語でフレーズ検索を行う際は” ”で入力してください。

分類は、前方一致での検索となります。
（階層検索しない）

分
類

キ
ー
ワ
ー
ド

各検索項目にキーワード、分類等を入力して検索できます。
キーワードの異表記展開や分類の階層検索は行われませんので注意してください。

異表記展開されません。
全半角、複数形等の検索は、別個に入力す
るか、または、前方一致検索（語の末尾に
* を付ける）を利用してください。

2.13 項目入力による検索

35

項目検索において１文字のテキスト検索を
行う場合は、語の末尾に * を付けてください。



J P 2 0 1 3 1 3 3 2 6 7 A
番号入力例（日本公開特許公報）

国コード

年を入力します。
西暦であれば４桁
和暦であれば S56、H05 
のように入力します。

番号を入力します。
番号が小さい場合には、所定の桁数となるように 0 
を加えてみてください。
例：特開2012-135 ⇒ JP2012000135A

種別は省略することもできます。
なお、省略した場合には前方
一致検索になります。

文献番号から文献を照会する際には、「番号検索」タブからの入力が便利です。
検索項目の「文献番号」欄等（公開番号、登録番号）に番号を入力して検索してください。

検索しようとしている公報が指定されている必要
があります。
「全ての公報」をチェックすれば、どの公報を入力
しても検索できます

2.14 文献番号から照会（番号検索）

36

複数の文献番号を検索するには、半角スペースもしくは改行を入力してください。
入力例：US20140154141△EP2677844A1△WO2013192492

複数の文献番号を検索するには
注意：表示上見やすくするために、半角

スペースを△としております。

入力は、
国コード、年、番号、（種別）

の順に入力します。
ハイフンやスラッシュは不要です。
件数制限はありません。

各国の番号検索の入力例
を参照可能です。



キーワード等を多数入力する場合に、それぞれのキーワード等に検索コード（IC:、AL:等）を入力するのは面倒です。
GPG/FXでは、丸括弧（ ）を利用した集約入力ができます。

例： AL:スキャン+AL:走査+AL:scan ⇒ AL:(スキャン+走査+scan)

近傍検索や分類間のANDを行うなど、詳細な条件で検索を行うには、検索クエリーに検索式を
作成します。
GPG/FXでは、分類、キーワードの前に検索コードを付けます。 例：AL:スキャン 、IC:G02B26/10

キーワード、分類等の
前には、必ず検索
コードを付けてください。

公報発行日を期間指定する場合は、このボックスへの入力
の他、検索クエリーへの直接の入力も可能です。
例：2013年4月16日以前に発行された文献
検索クエリーに入力： PD:[* TO 20130416]

キーワードとして、
日本語、英語の他にも、
ドイツ語、フランス語、中国語、
韓国語での入力が可能です。

キーワード等をまとめて入力するには

分類の階層検索、異表記展開は行いませんので、注意してください。
下位分類も含めて検索する場合は、
・前方一致検索（末尾に * をつける）
・範囲検索指定（[ TO ] で指定）
・該当する下位分類を別個に入力
としてください。

2.15 詳細な検索式（クエリー検索）

37

・ORは”+”、ANDは”␣”(半角スペース)
を入力してください。
・丸括弧（）を使って、優先させる演算を
指定することができます。



GPG/FX（クエリー検索）での主な検索コード
検索項目 検索コード（タグ） GPG/FXクエリー検索

での入力例

明
細
書

発明の名称 TI: TI:画像形成装置
要約 AB: AB:結像レンズ

クレーム CL: CL:パッケージ
全文 AL: AL:感光ドラム

書
誌

出願人 PA: PA:日本特許情報機構
発明者 IN: IN:特許太郎

分

類

FI
FI:
“@”は省略
“*”で前方一致
広域ファセットは前後に”*”

FI:G02B26/10,101M
FI:B41J3/00M
FI:G02B*
FI:*ZIT*

Fターム FT:
“*”で前方一致

FT:2H043CD03
FT:2H141ME*

CPC
CP:

“*”で前方一致
CP:B60K2350/2052
CP:H01L41/0933*
CP:[A47J47/002 TO A47J47/008]

IPC(第8版) IC:
“*”で前方一致

IC:G02B26/10
IC:A61B1*

IPC － －

日

優先日
PRD:[ TO ]
クエリーでは月・日省略不可（ワイルドカード利用）
始期、終期を指定しない場合は”*”

PRD:[20090101 TO 20131231]
PRD:[201301* TO 201306*]
PRD:[2013* TO *]

出願日
AD:[ TO ]
クエリーでは月・日省略不可（ワイルドカード利用）
始期、終期を指定しない場合は”*”

AD:[20090101 TO 20131231]
AD:[201301* TO 201306*]
AD:[2013* TO *]

公報発行日
PD:[ TO ]
クエリーでは月・日省略不可（ワイルドカード利用）
始期、終期を指定しない場合は”*”

PD:[20090101 TO 20131231]
PD:[201301* TO 201306*]
PD:[2013* TO *]

検索履歴 H○ H2 NOT H1

2.16 検索コード（タグ）

38

検索クエリーでの
検索時に、
“[ TO ]”で
範囲指定可能



文献番号をクリックすると、文
献詳細画面が表示されます。

国、公報種別、技術
用語、出願人等で、文
献を簡単に絞り込むこ
とができます。

チェックした国にファミ
リーを有する文献を除
外することができます。

2.17 文献の一覧表示

39

ファミリー文献を参照す
ることができます。

同じファミリーの属する
文献のうち、代表する
文献のみ表示します。

「ファミリー単位」「出願
単位（公開優先）」
「出願単位（登録優
先）」で絞り込みます。

「ページ上方」、「前頁」、
「次頁」への画面操作が
できます。

検索画面に戻ります。



検索式でヒットした
キーワードがハイライト表示

2.18 文献の詳細表示(1) ～日本語のみ表示～

外国語と日本語の
対訳表示切替

40

次へ：Alt + N (Next) 前へ：Alt + B (Back)
（Internet Explorerの場合は、その後さらにEnterを押下）

キーボード操作でも次文献/前文献を表示できます

「次」ボタンにより
次の文献を表示

文献一覧画面へ検索画面へ



2.18 文献の詳細表示(2)

41

原語と日本語（機械翻訳文）の対訳表示切替
チェックボックスの☑が入ると対訳表示になります

次へ：Alt + N (Next) 前へ：Alt + B (Back)
（Internet Explorerの場合は、その後さらにEnterを押下）

キーボード操作でも次文献/前文献を表示できます
「次」ボタンにより次の文献を
表示できます。



目次
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「用語検索支援」は、技術用語に関連する用語を調べることができます。
また、日本語だけでなく、英語の関連用語も一度に調べることができます。

「用語検索支援」
をクリックします。

調べたい用語を入力して
「実行」をクリックします。

調べたい用語
をクリックします。

もう一度調べたい用語を
クリックします。

調べたい用語に関連する用語の日本語
と英語の一覧が表示されます。
また、用語が明細書に出現した頻度も
表示されます。

関連用語が検索式に展開され
ますので、適宜修正後、コピーし
て検索に利用できます。

2.21 用語の検索支援

43

分野および頻度の説明

例えば、「携帯電話」の関連用語として、以下の関連用語があります。
日本語 ：携帯端末、移動端末、移動通信端末、モバイル端末 等
英語 ： mobile phone、cellular phone、portable telephone 等



「出願人検索支援」は、日本語、中国語または英語で入力した文字列を含む、出願人の
名称を日本語、英語、中国語の異表記によって参照することができます。
「発明者検索支援」は、日本語または英字で入力した文字列を含む、発明者名の日本語
表記と英字表記を参照することができます。

入力した名称を含む出願人の日本語、英語、中国語の異表記が表示
されます。
また、検索に使いたい出願人(会社名)にチェックをいれて、「検索式作成」
ボタンをクリックすることで、「検索式」に出願人検索用の検索式が作成
されます。

入力した名称を含む発明者の漢字
表記と英字表記が表示されます。

2.22 出願人・発明者の検索支援

44



2.23 出願人の検索支援（名揺遷）

45

法人に名称変更、吸収・合併、分割などがあった場合、その変遷を時間経過に沿い、
マップとして確認することができます。また、同一法人に複数の名称表記(表記揺れ)が
ある場合、それを確認することができます。

検索式に展開（すぐに利用可能）

変遷（社名変更・合併・分割）
ビジュアル化で一目瞭然



2.24 近傍検索（概要）

46

GPG/FX
①検索の単位 キーワード（形態素）
②近傍の単位 キーワード数
③語順の指定 不可
④幾つのキーワード間の近傍か 2以上
⑤語（単語）の間隔 100以上でも可

GPG/FXでの近傍検索の特徴

AL_F:“コーヒー␣抽出"~3“AL_F:”は全文を対象とします。
特定項目だけ検索したい場合は、
以下のように入力してください。

請求項→”CL_F:”
要約→”AB_F:”
発明の詳細な説明→”DS_F:”

“ ~ ” （チルダ）の後に、
キーワード間に含まれてよい語句の
数を入力します。

語順を指定した
近傍検索はできません。

近傍検索入力方法

キーワード間は
半角スペースを入力します。

近傍検索が簡便に使用できるよう、近傍検索入力支援機
能を設けております（次頁）。

近傍検索入力支援機能を設けています
詳しくは、GPG/FX画面上部「検索お役立ち」に
ある、「近傍検索について」をご覧ください。



2.25 近傍検索（入力支援）

47

近傍検索が簡便に使用できるよう、近傍検索入力支援機
能を設けております（次頁）。

近傍検索入力支援機能を設けています

近傍検索が簡便に
おこなえます！



①検索の単位
GPG/FXでの近傍検索は、文字単位でなく、キーワード単位※で行われます。

の場合、以下のようなキーワード単位に区切られて検索します。

検索されるキーワードは区切られた語句の単位となるため、
近傍検索のキーワードとして「組み込」と入力しても、「組み込む」にはヒットしません。
「組み込む」と入力する必要があります。

2.26 近傍検索（1）

例：小さな隙間に組み込むことができる水路切換装置を提供する

例：小さな/隙間/に/組み込む/こと/が/できる/水路/切/換/装置/を/提供/する

※ここでいうキーワード単位とは、形態素単位のことで、言語で意味を持つ最小単位です。どのような語句に区切られるか(形態素解析)については、
例えば、https://www.atilika.com/ja/kuromoji/ を参考にしてください。
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キーワードに一致するものを検索するので、ノイズが少なくなる特徴があります。
例えば、「スキー」で検索しても、「ウイスキー」はヒットしません。

ノイズは少ない

https://www.atilika.com/ja/kuromoji/


③幾つのキーワード間の近傍か？
一般の商用検索システムでは、２又は３のキーワード間の近傍検索ですが、GPG/FXでは、
それ以上でも可能です。
例えば、

のように、6つのキーワード間の近傍検索も可能です（英語も同様）。

2.26 近傍検索（2）
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AL_F:”豆␣粉砕␣液␣抽出␣自動␣コーヒー”~20

④語（単語）の間隔
一般の商用検索システムでは、最大99文字までの近傍間隔で検索可能ですが、GPG/FX
では、それより多い近傍間隔（形態素単位）でも検索できます。

②語順の指定
GPG/FXでは語順の指定はできません。



2.27 検索履歴の演算・保存
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検索履歴の演算は、クエリー検索から行います。
検索履歴は、最大300件まで表示、最大2週間保存ができ、ダウンロードも可能です。

検索履歴のダウンロードにより、
検索結果の協議等に利用できます！

(H2-H1) and H3

検索履歴の演算は、
「クエリー検索」から行います。
（足し算）「+」か「or」
（掛け算）「(スペース)」か「and」
※すべて半角

検索履歴はログオフ後も利用が可能
※中断を挟んで自動ログオフしても、
保存された検索履歴から検索を継続
可能



目次
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0. 会社概要
1. サービスの特徴
2. Japio-GPG/FXの検索機能

2.1 基本的な機能
2.2 便利な支援機能
2.3 お役立ち情報



2.31 分類情報の表示・検索
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■分類ポップアップ表示
文献詳細画面においてカーソルを分類上に載せると、その説明文がポップアップ表
示されます。

■分類対照ツールへのリンク
JPO 分類対照ツールへのリンクボタンを設置。IPC-FI-CPCの対照表示ができます。

説明文のポップアップ表示

JPO分類対照ツールの
リンクボタン

説明文のポップアップ表示



2.32 ドシエ（包袋情報）～EPO Global Dossir～

1. 文献の詳細表示から「EPO Global Dossier」をクリック

文献の詳細表示から、「EPO Global Dossier」へ移動し、ドシエ（包袋情報）へアクセス
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2. ワンクリックで該当案件のドシエが表示！

３. オフィスアクションが閲覧できます



2.33 引用・被引用文献 ～Espacenet～

文献番号をコピーし、そのままのGPG/FX
に貼り付けると、主要国の文献を日本語
（機械翻訳文）で読むことができ、便利
です。

コピー＆ペーストで便利
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文献の詳細表示から、「Espacenet」へ移動し、引用・被引用文献へアクセス

1. 文献の詳細表示から「Espacenet」をクリック
2. 該当箇所をクリック
「Cited documents」（引用文献）
「Citing documents」（被引用文献）

３. 引用文献又は被引用文献一覧が表示されます



2.34 その他の資料
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その他の資料につきましては、ログイン後に上部に表示される「お知らせ」内に「検索お役立ち」、
「データ蓄積期間」、「マニュアル」等を用意しております。

※「検索お役立ち」は、参考になる情報が多いとお客様からご好評を戴いております！
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ご興味を持っていただいた方には、以下に試用のご案内をしております。

お客様から寄せられるよくあるお問い合わせ（ＦＡＱ）を掲載しました。

「よくあるお問い合わせ （ＦＡＱ）」のページへ

「料金表・利用規約・試用・申込書・解約届」のページへ

https://www.japio.or.jp/service/service05_05.html
https://www.japio.or.jp/service/service05_06.html
https://www.japio.or.jp/service/service05_06.html
https://www.japio.or.jp/service/service05_06.html
https://www.japio.or.jp/service/service05_05.html
https://www.japio.or.jp/service/service05_05.html


Japio 世界特許情報全文検索サービス
(Japio-GPG/FX)

ありがとうございました
一般財団法人 日本特許情報機構

お問合せ先
一般財団法人日本特許情報機構 サービス窓口 03-3615-5510 service@japio.or.jp

株式会社発明通信社 03-5281-5511 info@hypatweb.jp
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