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抄 録

1. はじめに

　平成26年に公表された「知的財産推進計画

2014」において、「世界最速・最高品質の特許審査」

の実現が目標として掲げられました。その実現のた

めに、最高品質の特許審査の前提として、国内外の

先行技術文献調査が十分になされた上で審査される

ことが重要です。

　特に、外国における特許出願が急増している現状

を踏まえますと、外国特許文献を的確かつ効率的に

検索可能とする高度な検索システムを導入すること

が求められています1）。

　そして、高品質な先行技術調査を実施することに

より、「強くて広くて役に立つ特許権」の付与を実現

することができ、将来的には質の高い審査結果を、

グローバル・ドシエ・システム等を通じて外国庁と

共有することができ、外国庁を含めた審査業務の効

率化と審査の質向上を図ることができます。

　このような背景から、今後の特実検索システムに

求められる要素を検討するために、高度検索システ

ムを検討する体制2）が整えられ、平成26年9月及

び平成27年3月に順次高度検索システム検証プロ

トタイプを庁内に向けてリリースして検証作業を進

めているところです。

　本稿では、高度検索システム検証プロトタイプを

皆様にご紹介するとともに、現時点での状況を簡単

にご説明します。

2. なぜプロトタイプ型開発か

　我が国におけるシステム開発の多くでは、ウォー

ターフォール型開発が採用されています。一般に官

庁におけるウォーターフォール型開発では、契約ま

でに全ての要求内容を確定することが求められます。

　しかしながら、高度検索システムは、自然言語処

理やデータマイニング処理を含む新たな要件を含む

ものであり、要求内容の確定自体に検討と検証を要

するものです。そこで、検討の結果策定した仮説に

基づいてプロトタイプを作成してユーザーに使って

もらい、ユーザーアンケート、要望、不具合申告等

のフィードバックを得て、また、各機能の使用状況

の分析を行うことにより、適宜機能の修正や追加を

行います3）。

　そして、有効性が確認され、基幹システムで開発

　将来の特実検索システムに求められる要件を検討すべく、高度検索システム検証プロトタイ
プを庁内に構築して検証作業を行っている。
　本稿では、プロトタイプのコンセプト及び目標を説明するとともに、主な機能である、引用・
ファミリー情報表示、概念検索、検索式作成支援、外国文献一括翻訳検索、多図面ブラウザ、
対訳表示について概要を説明する。さらに、これらの機能を実現するための要素技術である機
械翻訳及び機械テーマコード付与、その他の知的情報処理について報告する。

調整課審査企画室 企画調査官　　殿川 雅也

これからの特実検索システムの探求

1）�産業構造審議会知的財産分科会とりまとめ報告書（H26.2.24）や特許庁業務運営計画（H26.6）には、高度検索システム検討の必要性につ
いて言及がある。

2）平成26年1月、調整課審査企画室にて次期検索システム検討WG発足。

3）�調査事業を活用して仕様の検証を行うことは可能だが、一つの事業の中で分析及び評価と再設計及び再実装のサイクルを廻すことは難しい。
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ワード及び検索キーに関連した検索インデックスを

推測することにより、審査官が調査範囲や検索式の

「気付き」を得るための機能が必要になります。

②�分類種別によらず的確かつ効率的に絞り込むため

の機能

　審査官の想定と異なる技術分野に類似文献が存在

することも想定されるため、先行技術調査の質を担

保するためには自然言語処理や統計処理を基礎とす

る概念検索技術を採用し、単語の出現頻度等から見

た審査対象案件と類似度の高い文献を参照できるよ

うにしてサーチ漏れ防止や関連分野の把握を図るこ

とが必要です。

③スクリーニングの効率化

　特許文献数の増大と技術の高度化に伴い漏れなく

サーチするためには、必然的に参照する特許文献数

の増加に対応しなければなりません。的確かつ効率

的に特許文献を参照するため（文献を参照しつつ特

定の文献を探索する行為を、庁内では「スクリーニ

ング」と呼ぶのが一般的であるため、以下はこの用

語を用います）、ユーザー・インターフェイスを含

めた抜本的な見直しを検討する必要があります。

④�言語の違いを超えて的確かつ効率的に検索するた

めの機能

　増大する外国文献を、言語の違いを超えて的確か

されるべきと判断された項目4）については、要求内

容を確定して、特実検索システムの今後の開発に反

映させていく手法を採用しています。

3. 何を目標とするか

　内外の特許文献及び非特許文献は増加する一方で

す。こうした中で質の高い先行技術調査を効率的に

行うために検索システムに求められる要件として、

以下の項目を仮定しました。

①調査範囲や検索キーの気付きを得る機能

　大量に存在する国内外特許文献から関連する文献

集合を的確に絞り込むためには、国際特許分類

（IPC）に国内特許分類であるFIを準拠させて検索観

点の一致を図っているところです。さらに、検索に

当たっては、細分化された検索インデックスとし

て、外国特許文献ではCPC、内国特許文献ではFI

に加えてFターム等を縦横無尽に使いこなさなけれ

ばなりません。

　しかし、自分の担当分野ならともかく、通常検索

しない技術分野であったり、新しい技術分野を担当

したりした際には、関連技術分野、キーワードや検

索キーを調べなければなりません。

　そこで、検索履歴、引用・被引用情報、分類付与

情報などの審査ナレッジを活用したデータマイニン

グ技術を駆使して、関連技術分野や、特定のキー

4）�プロトタイプは、短期に作成して使用状況をフィードバックして仕様を確定することを目的としているため、高い品質やシステムの冗長性を
求めることは難しい。したがって、特に可用性が求められる場面では、仕様確定後に改めて基幹システムに耐える設計開発を行う必要がある。

図1　プロトタイピングの採用
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稿執筆時のものです。

4.1. 引用・ファミリー情報表示
　引用・被引用文献やファミリー文献を数世代にわ

たって芋づる表示する機能です。芋づる表示された

文献をまとめてスクリーニングする機能を有します。

　また、外国庁の審査官が引用した文献をまとめて

参照することもできます5）。これは、技術水準の確

認にも有効ですし、外国庁における審査経過と併用

すれば、調査範囲の確定に有効と考えられます。

4.2. 概念検索
　本願明細書及び本願特許請求の範囲、又は、入力

つ効率的に検索するためには、統一的な付与基準で

付与された検索インデックスと、高精度な機械翻訳

技術の導入が必要となります。

4. 高度検索システム検証プロトタイプの紹介

　高度検索システム検証プロトタイプの主な機能に

ついて説明します。

　先行技術調査の手順に対応したプロトタイプの検

索機能を第2図に示します。先行技術調査の各ス

テップにおいて有効な検索機能、スクリーニング機

能、及び、支援機能について検証しています。

　なお、ここで紹介するプロトタイプの仕様は、本

5）特実検索システムでも単件ごとにたどることは可能。

図2　先行技術調査手順と高度検索プロトタイプの関係

図3　引用・ファミリー情報表示（芋づる表示）

本願関連情報確認

サーチ方針・検索式作成

検索実行

スクリーニング

芋づる表示（引用・ファミリー情報表示）

検索式作成支援

外国文献一括翻訳検索
（外国文献へのテーマコード付与含む） 概念検索

多図面ブラウザ

概念検索

対訳表示

外国庁で引用された
文献を含め関連情報
を効率的に確認

検索に入る前に
類似文献を確認
（プレサーチ）

本願に関連する
検索キーを
リコメンド

本願の特徴語に
基づき類似文献
検索

翻訳文・原文を
一括検索でき
テーマで技術分野を
絞ることが可能

高速図面
スクリーニング

原文と機械翻訳文を対比
可能として、記載箇所を
容易に特定
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　種々のデータを統計的に解析して算出していま

す。例えば、関連FI、Fターム、日本語キーワード

は、検索履歴情報をソースにしており、関連CPC

は、パテント・ファミリーに付与された分類情報を

ソースにしています。また、関連英語キーワードは、

米国文献テキストを分布仮説8）に基づき解析して算

出しています。

　特に、担当技術分野に変更があった時や担当技術

分野以外の技術分野についてサーチを要する状況で

は、適切な検索方針を立てるために審査官を補助す

る機能として有効であると考えられます。

4.4. 外国文献一括翻訳検索
　主要な外国庁発行公報（US，WO，EP，KR，CN）

に対して、日本語及び原文で一括して検索する機能

です。さらに、日本語キーワードを入力して原文キー

ワードに展開して一括検索することができます。本

機能では、日本語の検索式で機械翻訳文を検索する

とともに、各原語に翻訳した検索式で各原文を検索

する、ハイブリッド検索方式を採用することにより、

漏れのない効率的なサーチ実現を目指しています。

した自然文中に出現する特徴的な単語の頻度に基づ

いて、文献間または自然文と文献の間の類似度を算

出して類似度順に文献を提示します6）。

　本機能は、国内特許文献、外国特許文献（US，

WO，EP，CN，KR）、学術文献（遊技機，3GPP，

ITU-T）に対応しており、特許分類を用いることな

く類似文献を提示することができますので、検索を

開始する前のプレサーチや特許査定前の最終確認

サーチ等、特実検索システムの補完的な位置付けと

しての利用が有効と考えられます。

　なお、「概念検索」という言葉から、計算機が文章

の概念を理解して検索している印象を持たれるかも

しれませんが、実際には一つ以上の単語の集まりを

「概念」と称しているにすぎず、計算機が文章の意

味や技術的概念を理解しているわけではありませ

ん。利用に当たっては、この点について留意する必

要があるでしょう7）。

4.3. 検索式作成支援
　本願に付与された検索キー、及び、関連する検索

キーを提示する機能です。

6）�八木ほか「概念検索技術及び特許検索への適用可能性について」特技懇誌、第252号（2009）に解説がある。単語の一つの文献内での出現頻
度（TF（Term�Frequency））と、検索対象文献集合における出現文献数の逆数（IDF（Inverse�Document�Frequency））との積で重み付けする
TF-IDF法が代表的。

7）�単語レベルの統計処理のレベルであってもそれなりに類似文献を抽出できるということであり、特許分類に縛られない抽出が可能であ
るという点で、関連技術分野の把握やサーチ漏れ防止の観点から有効と考えられる。

8）�同じ文脈で出現する単語は、類似した意味を持つ、という仮説。この仮説に基づいて大量の文章を統計処理することで、同義語や類義
語をある程度推定することができる。

図4　概念検索

自然文もしくは
文献番号を入力
して検索
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図5　検索式作成支援

図6　外国文献一括翻訳検索

提示された検索キーを
ドラッグ＆ドロップし、
検索式を作成可能

 

赤：本願に付与された検索キー
青：検索履歴に基づく関連検索キー
緑：概念検索に基づく関連検索キー

　この機能では、大量のテキストデータを効率的に

絞り込むために、外国特許文献に対して機械的に

テーマコードを付与しているのですが、この点につ

いては後述します。

4.5. 多図面ブラウザ
　これまでは、特許文献を、公報レイアウトを保っ

たまま高速に表示することに、特実検索システムを

最適化してきました。その後、一次テキスト表示と

それに併せてスペクトル表示を採用したものの、公

報レイアウト表示を中心に考えてきたと言えます。

しかし、大量の文献を効率的にスクリーニングする

ためには、これまでの固定観念にとらわれることな

く効率的なテキスト表示や図面表示を追求していか

なければなりません。

　多図面ブラウザは、ブラウザ上に特許文献の図面

を多数一括して表示する機能です。マウスのホイー

ルで図面送りすることができ、効率的に文献を参照

global standardグローバルスタンダードへ
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4.6. 対訳表示
　機械翻訳文と原文とを段落単位で対にして表示す

る機能です。

　外国特許公報について日本語での検索及び文献表

示を可能としたとしても、審査官が引用するのは原

文ですので、機械翻訳文の記載箇所と対応する原文

の記載箇所を特定する必要があります。本機能によ

り対応箇所を対にして表示されますので、記載箇所

の対応づけが容易になります。

することができます。さらに、テキスト表示部分に

関してはテキスト表示に埋め込まれた図表や数式も

表示可能としています。

　先行技術調査に際しては、大量の図面を参照す

る、いわゆる「図面サーチ」が有効な場面に威力を

発揮します。プロトタイプを利用している審査官か

らも多図面ブラウザは非常に有用であるとの意見を

いただいています。

図7　多図面ブラウザ

図8　対訳表示

〈多図面ブラウザを用いた図面表示画面〉

・複数文献に跨がって図面を連続して表示
・画面のスクロールで図面送り可能

〈一次テキスト表示画面〉

一次テキスト中に化学式や
表のイメージが埋め込まれる

文献集合のスペクトル表示

単件内のスペクトル表示
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5.1.1. 機械翻訳
　機械翻訳技術は、多言語横断一括検索の前提とな

る技術と言えます。そして、近年では統計翻訳をは

じめとした大きな進展が見られ、翻訳品質も大幅に

向上しつつあります。

　特許庁と独立行政法人情報通信研究機構（以下

「NICT」）は、外国語特許文献の機械翻訳の必要性

の高まりを受け、中国語、ASEAN言語等の機械翻

訳の精度向上及び活用促進のための協力を行うこと

に合意しました10）。この協力関係のひとつの成果と

して、大規模な対訳コーパスが対外提供されていま

す11）。例えば、この提供されている英日対訳コーパ

スは約3億5千万文対を含むデータセットであり、

特許についていえばその規模は世界最大級のもので

す。そして、プロトタイプの外国文献一括翻訳検索

に利用している英日翻訳文は、この協力の過程で検

証用に構築した翻訳エンジンを用いて作成されたも

のであり12）、検索に利用する機械翻訳文の品質とし

ては十分に実用的な水準に達していると評価されて

います。

5.1.2. 機械テーマコード付与
　外国特許文献の大部分にはFIやFタームは付与さ

れておりませんので13）、外国特許文献を検索する際

は、主として、IPCやCPCを使用することになります。

5. 現状の検討状況

　高度検索システム検証プロトタイプ構築と検証の

過程において、使用状況の統計情報やユーザーから

のフィードバックにより新たな知見を得つつあり、ま

た、外部有識者との協力関係も深まっています。ユー

ザーからのフィードバックで得られた要望等も含め

て、仕様のブラッシュアップに活用しております。

　本稿の最後に、高度検索システム検証過程におけ

る現在の状況について簡単にご説明します。

5.1. 多言語横断一括検索実現に向けて
　多言語横断一括検索は、長年にわたり実現が待ち

望まれてきました9）。もし、国内文献及び外国文献

を言語の違いを意識することなく一括で検索するこ

とができれば、審査効率の大幅な向上を図ることが

できるでしょう。

　これまでは、内国文献を調査した後に外国文献調

査に移行するというやり方が主流でしたが、多言語

横断一括検索が実現すれば、先行技術文献発見の蓋

然性の高い分野から順次調査範囲を広げていく方式

に移行していくと考えられます。

　多言語横断一括検索実現に向けて必要となる前提

技術のキーワードは、「機械翻訳」と「機械テーマ

コード付与」です。

�9�）「多言語横断検索技術に関する次世代検索�システム開発に向けた調査」調査報告書、特許庁（2009）

10）http://www.meti.go.jp/press/2014/07/20140728002/20140728002.html

11）https://alaginrc.nict.go.jp/resources/jpo-info/jpo-list.html（本稿執筆時点では、研究目的に限定されている）

12）�プロトタイプの英日機械翻訳文作成には、検証過程の一桁小さなデータセットの英日対訳コーパスを用いて構築された翻訳エンジンが
使用されている。

13）�中国特許文献の一部の重要分野について、FI・Fターム付与事業を実施しているなど、外国特許文献の一部についてFI・Fタームが付
与されている。

図9　発行国を意識しない先行技術調査へのシフト

世界で発行される特許文献は急増
日本語特許文献のシェアは低下傾向

①内国特許文献

②外国特許文献

①引例発見の蓋然性の高い領域

②周辺領域に範囲を拡大

先行技術調査範囲の順序付けに
パラダイムシフトが必要

現状 将来

発行国による順序付けから
内容オリエンティッドな順序付けにシフト

global standardグローバルスタンダードへ
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を取り入れたものといえるものです。しかし、最近

の人工知能研究の進展は急激であるため、新技術を

キャッチアップし、新たな技術をどのような場面で

どのように適用できるのか、について検討する必要

を感じているところです16）。

6. おわりに

　実際に作ってみて、また、使ってみて気づく点は

多く、プロトタイピングの有効性や問題点を確認す

ることができました。利用される皆様におかれまし

ては、引き続きご意見ございましたらご連絡くださ

れば幸いです。

　最後に、高度検索システム検証に従事し、また、

本稿執筆に際してご助言くださった調整課審査企画

室次期検索システム検討WG関係者諸兄に感謝申し

上げます。

　ところで、内国特許文献には、FIを付与する際に

テーマコードが併せて付与されています。そして、

テーマコードは日本の審査官が一つの技術のまとま

り（技術単位）として定義したものであり、テーマ

コードで技術単位を指定してその範囲内でテキスト

検索することが広く行われています。

　そこで、外国特許文献について、テーマコードを

機械的に付与してやれば、国内特許文献と同様に

テーマコードを指定したテキスト検索が可能となり

ます。実際に、プロトタイプの外国文献一括翻訳検

索では外国特許文献にテーマコードを付与してテー

マコードを用いた絞込を行っています。

　外国文献一括翻訳検索機能で採用されている機械

テーマコード付与には、大まかに次の2つの方式を

採用しています。

①�パテント・ファミリーにおける外国特許文献への

CPCの付与情報と内国特許文献へのテーマコード

の付与情報を統計的に解析してCPCから推定（英

語特許文献）

②�概念検索技術を用いて内国特許文献から類似文献

を抽出しそれらに付与されたテーマコードから推

定（中韓特許文献）

　現状の分析では、概念検索技術を用いる②の方式

がより精度に優れているとの結果を得ており、今後

実用に向けた更なる検証を準備しています。

5.2. 検索システムのさらなる高度化に向けて
　高度検索システム検証プロトタイプの引用・ファ

ミリー情報表示、概念検索、検索式作成支援は、審

査官の知の情報（分類情報、引用情報、検索履歴等）、

出願関連情報（ファミリー情報等）、自然言語処理

（明細書等からの特徴語抽出等）を活用したもので、

以前から実用化に向けた検討がなされてきたもので

す 14）。今後も、プロトタイプの使用状況等から

フィードバックを得つつ、改善を図っていきます。

　そして、最近は再び人工知能研究にスポットライ

トが当てられております15）。我々のプロトタイプの

機能のいくつかは、これまでの人工知能研究の成果

profile

殿川 雅也（とのかわ まさや）

平成8年4月 特許庁入庁（審査第五部情報記録）
平成14年4月 情報システム課システム開発室
平成15年10月 特許審査第四部情報処理
平成20年2月から5ヶ月間
 人事院短期在外研究員（オックスフォード大学）
平成21年4月  総務課長補佐（統合運営基盤企画室〜総務課シ

ステム開発室）
平成23年10月 審判官（審判部第28部門）
平成24年7月 審判課長補佐（審判企画室）
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14）「審査関連情報を活用した次世代検索システム開発に向けた調査」調査報告書、特許庁（2009）

15）�今般の人工知能研究の高まりは、第3次人工知能ブームにさしかかったところに当たるといわれている。なお、松尾「人工知能は人間を超え
るか−　ディープラーニングの先にあるもの」株式会社KADOKAWA（2015）によれば、第1次ブームは「推論・探索の時代」（1950年代後半
〜1960年代）、第2次ブームは「知識の時代」（1980年代）、第3次ブームは「機械学習と特徴表現学習の時代」と表現されている。

16）例えば、当面の適用分野として、外国特許文献に対するFI、Fターム付与等の検索インデックス整備が考えられる。


