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第 1 章 はじめに
１．背景、目的
日本国特許庁(JPO)が運営する検索データベース＇DB（である特許情報プラットフォーム「JPlatPat」では、特許・実用新案、意匠、商標公報等の検索を行うことができ、その基本的な検索方法
及び各サービスの利用方法についてはガイドブック、マニュアルが存在している。また、J-PlatPat に
収録されている案件には、例えば商標公報であれば願書や出願人、商標、指定区分、指定商品・
役務などの各項目が完全な形で記録されており、データの欠損はないと言っても差し支えないレベ
ルである。
そうしたなか、ジェトロでは、2014 年度～2016 年度にかけて、ASEAN6 カ国知財庁が提供する検
索 DB の調査を継続的に行っているところ、過去の調査では、同調査から得られるデータを加工し
て、例えば産業財産権の出願から権利化までに要する期間や、出願件数の多い上位出願人の情
報等を種々の観点から明らかにするまでは至っていなかった。
そこで、本調査では、かかる事情に鑑みて、2016 年度の上記調査内容をアップデートするととも
に、新たに、上記検索 DB から得られるデータを加工して産業財産権の権利化までに要する期間等
の統計情報に関する調査を行い、これら調査内容の報告書を作成することを目的とする。
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２．調査概要
2016 年度以前の報告書では、ASEAN 各国ごとに特許・実用新案、意匠、商標について各種 DB
を紹介したが、各国知的財産庁以外の DB においての検索、表示等、取扱い項目については、各
国の原語入力部分を除いて共通のものである。
そこで本報告の対象を、各国知的財産庁 DB 以外の各国横断的な検索 DB＇１つあるいはそれ以
上の国を選択して串刺し検索も可能な DB（に関する以下の DB とし、その内容を紹介する。また、
本報告においては収録数が現状では乏しいブルネイ、カンボジアを除く、インドネシア、マレーシア、
フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの 6 か国を主な対象とした。
以下、各国の表記は、ID:インドネシア、MY:マレーシア、PH:フィリピン、SG:シンガポー
ル、TH:タイ、VN:：ベトナムのように国コードとして略表記することもある。
特許 DB
・PATENTSCOPE(WIPO)
・ASEAN PATENTSCOPE (AWGIPC)
・FOPISER(JPO)
意匠
・ASEAN DesignView(EUIPO)
商標
・ASEAN TMview(EUIPO)
・Global Brand Database(WIPO)
・FOPISER(JPO)
上記対象の DB を現存するその他の収録内容が乏しい DB＇本報告書の対象にしていない（と共
に下表に示した。収録内容が乏しい DB は△で表示した。
ASEAN 各国の収録情報を確認できるサイト一覧
ID
MY
PH
SG
TH
各国知的財産庁
○
○
○
○
○
PATENTSCOPE
○
○
○
○
○
特許・
ASEAN
実用新案
○
○
○
○
○
PATENTSCOPE
FOPISER
－
－
－
○
○
各国知的財産庁
○
○
○
○
○
DesignView
－
－
○
－
－
意匠
ASEAN DesignView
○
○
○
○
○
Global Design
○
－
－
－
－
Hague Express
△
－
－
△
－
各国知的財産庁
○
○
－
○
○
TMview
－
○
○
－
－
ASEAN TMview
○
○
○
○
○
商標
Global Brand
○
○
○
○
○
ROMARIN
－
－
△
△
－
FOPISER
－
－
－
－
○
ID:インドネシア、MY:マレーシア、PH:フィリピン、SG:シンガポール、TH:タイ、VN:：ベトナム

5

VN
○
○
○
○
○
－
○
－
－
○
－
○
○
△
○

本報告書で対象とした DB の URL
PATENTSCOPE(WIPO)：https://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf
ASEAN PATENTSCOPE(AWGIPC)：http://ipsearch.aseanip.org/wopublish-search/public/
FOPISER：https://www.foreignsearch.jpo.go.jp/
ASEAN DesignView：http://www.asean-designview.org/tmdsview-web/welcome
ASEAN TMview：http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome
Global Brand Database：http://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp
本報告書対象外の DB＇いずれもワールドワイドな DB（
意匠検索 DB
DesignView：https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome (EUIPO)
現状ではフィリピンのみ収録
Global Design：http://www.wipo.int/designdb/en/index.jsp (WIPO)
現状ではインドネシアのみ収録
Hague Express：http://www.wipo.int/designdb/hague/en/ (WIPO)
インドネシアとシンガポールを収録するが、収録内容も乏しい。
商標検索 DB
TMview：https://www.tmdn.org/tmview/bookmark?q=ipvalue&lang=en# (EUIPO)
現状ではマレーシアとフィリピンのみ収録
ROMARIN：http://www.wipo.int/romarin/search.xhtml (WIPO)
フィリピン、シンガポール、ベトナムを収録するが、収録内容も乏しい。
EUIPO＇欧州連合知的財産庁：European Union Intellectual Property Office)
WIPO＇世界知的所有権機関：World Intellectual Property Organization（
AWGIPC＇ASEAN 知的財産協力作業部会：ASEAN Working Group on Intellectual Property
Cooperation（
ASEAN６か国の内、DB を英語で提供している国は、マレーシア、フィリピン、シンガポールの３国
であり、インドネシア、タイ、ベトナムにおいては原則、原語で収録されており＇一部英語（、原語での
検索・表示となる。
本報告で紹介する調査データベースは無料で利用できるものであるが、単に検索・表示情報＇検
索項目や表示項目（のページ紹介に留まらず、調査に不慣れな方でも利用できるように検索時の入
力ノウハウ＇日付入力、出願番号入力などの形式が国によって異なる（も紹介した。
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第２章 特許データベース PATENTSCOPE
１．概要
PATENTSCOPE は、https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf から入る。
WIPO が運営するワールドワイドな特許 DB であり、ASEAN では、シンガポール、ベトナムに次
いで、2017 年 8 月にブルネイ、カンボジア、フィリピン、インドネシア、マレーシア、タイが収録され、
8 か国となった。
英語の検索インターフェースもドイツ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、日本
語、韓国語、中国語、アラビア語に切り替えることができる。

日本語のインターフェース
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２．検索データベース仕様一覧
特許・実用新案
URL (検索)
言語
検索条件項目

https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
検索: 英語、各国言語
結果: 英語、各国言語
OF(Office Code) 各国の国内段階情報に加え、国際段階情報も検索可能
CTR(Country) 各国の国内段階情報のみ
ALLNUM(All Nubers) 出願番号、国際公開番号、国内公開番号、および優
先権主張番号
AN(Application Number) 出願番号
AD(Application Date) 出願日
PN(National Publication Number) 国内公開番号
GN(Grant Number) 登録番号
PI(Priority All Data) 優先権全情報
PRIORPCTAN(Prior PCT Application Number) 元 PCT 出願番号
PRIORPCTWO(Prior PCT WO Number) 元 PCT 公開番号
PCN(Priority Country) 優先権国
NP(Priority Number) 優先権主張番号
PD(Priority Date) 優先権日
DP(Publication Date) 公開日
WO(WIPO Publication Number) 国際公開番号
NPA(National Phase All Data) 国内段階のすべてのデータ
NPAN(National Phase Application Number) 国内段階出願番号
NPED(National Phase Entry Date) 国内段階への移行日
NPET(National Phase Entry Type) 国内段階への移行の種類
DS(Designated States) 指定国
FP(Front Page) フロントページ
EN_ALL(English All) 英語全情報
EN_ALLTXT(English Text) 英語発明の名称、要約、請求の範囲、詳細説
明
EN_TI(English Title) 英語発明の名称
EN_AB(English Abstract) 英語要約
EN_CL(English Claims) 英語請求の範囲
EN_DE(English Description) 英語詳細説明
LGF(Filing Languag) 出願言語
LGP(Publication Language) 公開言語
IC_EX(Exact IPC code) 特定の国際特許分類を抽出
IC(International Class) 国際特許分類
ICF(Main International Class) 国際特許分類主分類
ICI(International Class Inventive) 国際特許分類発明情報
ICN(International Class N-Inventive) 国際特許分類付加情報
IPE(International Preliminary Examination) 国際予備審査
ISA(International Search Authority) 国際調査機関国コード(ISA)
ISR(International Search Report) 国際調査報告(ISR)
SIS(Supplementary International Search) 補充国際調査(SIS)
ALLNAMES(All Names) 出願人、発明者、代理人名
PA(Applicant) 出願人名
PAF(Main Applicant) 筆頭出願人名
AAD(Applicant Address) 出願人住所
AADC(Applicant Address Country) 出願人国
ANA(Applicant Nationality) 出願人国籍
8

特許・実用新案

入手可能情報

利用マニュアル
（日本語版）
検索コマンド

ARE(Applicant Residence) 出願人居所
INA(Inventor All Data) 発明者全情報
IN(Inventor Name) 発明者名
INF(Main Inventor Name) 筆頭発明者
IADC(Inventor Nationality) 発明者国籍
RPA(Legal Representative All Data) 代理人情報
RP(Legal Representative Name) 代理人名
RPF(Main Legal Rep Name) 筆頭代理人名
RCN(Legal Representative Country) 代理人所属国
RAD(Legal Representative Address) 代理人住所
LI(Licensing availability) ライセンス可能性
CHEM(Chemical) 化合物検索＇ASEAN は未収録（
検索結果一覧
Appl. No. 出願番号
PubDate 公開日
Title 発明の名称
Abstract 要約
Applicant 出願人
Inventor 発明者
Int.Class 国際特許分類
CTR 国コード
詳細表示項目
Application Number 出願番号
Application Date 出願日
Publication Number 公開番号
Publication Date 公開日
Publication Kind 公報種別
Prior PCT appl.＇元 PCT 出願情報（
Application Number 出願番号
Publication Number 公開番号
IPC 国際特許分類
Applicants 出願人
Inventors 発明者
Agents 代理人
Priority Data 優先権情報
Title 発明の名称
Abstract 要約

https://patentscope.wipo.int/search/en/help/users_guide_summer2017.pdf
(https://patentscope.wipo.int/search/ja/search.jsf)
https://patentscope.wipo.int/search/en/help/fieldsHelp.jsf
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３．検索データベース取扱い説明
PATENTSCOPE では、特許・実用新案の検索ができる。
トップ画面＇https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf（にアクセスし、画面の左上部
「Search」を選択すると、４種類の調査画面となる

Simple Search：(簡易検索)
Advanced Search(高級検索)
Fields Search(フィールド検索)
Cross Lingal Expansion＇多言語検索[CLIR]（
本節では、ASEAN6 か国の調査における PATENTSCOPE の取扱い説明を行う。ASEAN 各国
の特許・実用新案情報の検索、表示においては、原則として各国言語による。したがって、マレーシ
ア、フィリピン、シンガポールの特許・実用新案情報は英語であるが、インドネシア、タイ、ベトナムの
情報は、インドネシア語、タイ語、ベトナム語での検索、表示となる。
検索演算子
Simple Search, Advanced Search, Fields Search のいずれでも以下の演算子が使用可能である。
AND＇論理積（
OR＇論理和（
NOT＇論理否定（
ANDNOT＇論理否定（
NEAR＇前後の近接５ワード（
~
10/NEAR10＇１０ワード以内の近接（
TO(期間指定)
演算子は大文字、小文字の区別なく使用できる。
NEAR の検索例：
「Solar NEAR cell」＇語順は問わず solar と cell の間に 5 語以内のワードがあるもの（
TO の検索例：期間指定＇範囲検索（では、[ ]は必須
「DP:[2010 TO 2017]」＇2010 年～2017 年に発行されたもの（
ワイルドカード
?：任意の 1 文字
*：0 文字以上の文字列
前方一致、前後一致で可能であるが、後方一致、中間一致＇部分一致（には対応していない。
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３．１ 検索
１（Simple Search
検索ボックスに検索語を入力し、右にある「Search」ボタンをクリックするか Enter キーを押す。
テキスト検索では英語、インドネシア語、タイ語、ベトナム語も可能。但し、ここでは各国庁の指定は
できない。
検索対象は Front Page＇フロントページ（、Any Fields＇全項目（、Full Text(公報全文)、English
Text(英語テキスト)、ＩＤ/Number＇各種番号（、Int.Classification(IPC)、Names(出願人、発明者等)、
Dates(出願日、公開日等の日付)から選択できる。
下記は「Any Fields」にベトナム語＇với bức xạ hồng ngoại (infrared radiation)（の入力例。
ベトナム語に限らず、スペースのあるテキスト＇フレーズ（を検索するには、"với bức xạ hồng ngoại"の
ようにダブルクォーテーションで囲う。ダブルクォーテーションを付けないと用語間の AND 演算とな
る。

２（Fields Search
フロントページ(Front Page)に「với bức xạ hồng ngoại」の記載がある 2016 年発行の特許検索例

フィールド間は、AND , OR 演算子を組み合わせて検索できる＇デフォルトは AND 演算（。
フィールド内では、AND, OR, NOT, NEAR などの演算子と括弧が利用できる。各フィールドを複雑
に組み合わせた検索は、「Advanced Search」で可能である。
11

検索フィールドを追加したり、削除するには、検索画面左下の「(+) Add another search field | (-)
Reset search fields」をクリックする。
１つのフィールドには、検索入力文字、記号、数字およびスペースを含め最大１００バイトまで入力
できる。
Fields Search では、以下のような検索も可能である。
IPC 付与のない出願の検索例＇インドネシア（

＇同様の検索を Advanced Search では、OF:ID!IC:[* TO *] のコマンドで可能（
ライセンス可能性のある特許検索例＇フィリピン（

＇同様の検索を Advanced Search では、OF:PH +LI:1 のコマンドで可能（
Fields Search 画面右下の Specify を選択すると収録国一覧が表示されるが、2017 年 8 月に追加
された BN, ID, KH, MY, PH, TH は、データベースには情報が収録されているにも関わらず、ここに
は記載されていないため、このページで国を選択するのは要注意である。

Specify で現れる画面の上部の選択は、
Stem：チェックを入れると用語の表記ゆれが抽出できる。
Office：国を選択した検索ができる。国は網羅されていないので注意。
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３（Advanced Search
Advanced Search では、以下に示す各種フィールドの略表記＇コマンド（を組み合わせて複雑な検
索が可能である。検索用語はハイライト表示される。

Advanced Search 画面

検索式例：
(EN_TI:("polyclonal antibody" or immunoprotein or immuno-protein or "immuno protein") or
EN_AB:("polyclonal antibody" or immunoprotein or immuno-protein or "immuno protein") or
EN_CL:("polyclonal antibody" or immunoprotein or immuno-protein or "immuno protein")) AND
IC:G01N33*
ヘルプ画面に説明はないが、英語以外のインドネシア語、タイ語、ベトナム語も以下のように検索
が可能である。
「COSMETICS」を要約中から検索するには、ID, TH, VN では、それぞれ以下のようなコマンドを
使うことにより原語検索が可能である。ID, TH, VN での原語検索では、各国庁の指定＇OF（は特に
必要はない。＇発明の名称からの検索では、ID_TI:, TH_TI:, VN_TI:とする（
ID_AB:KOSMETIK and OF:ID
TH_AB:เครื่องสำอำง and OF:TH
VN_AB(mỹ phẩm) and OF:VN
Advanced Search で利用できる検索フィールドのコマンドには以下のものがある。
＇PATENTSCOPE 検索画面では、原則アルファベット順に並べられているが、整理して表示した（
OF
(Office Code)
各国の国内段階情報に加え、国際段階情報も検索可能
CTR (Country)
各国の国内段階情報のみ
AN
(Application Number) 出願番号
AD
(Application Date)
出願日
PN
(National Publication Number) 国内公開番号
GN
(Grant Number)
登録番号
PI
(Priority All Data)
優先権全情報
PRIORPCTAN (Prior PCT Application Number)
元 PCT 出願番号
PRIORPCTWO (Prior PCT WO Number)
元 PCT 公開番号
PCN (Priority Country)
優先権国
NP
(Priority Number)
優先権主張番号
PD
(Priority Date)
優先権日
DP
(Publication Date)
公開日
WO
(WIPO Publication Number)
国際公開番号
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NPA
NPAN
NPED
NPET

National Phase All Data
国内段階のすべてのデータ
(National Phase Application Number) 国内段階出願番号
(National Phase Entry Date) 国内段階への移行日
(National Phase Entry Type) 国内段階への移行の種類

DS
(Designated States)
指定国
FP
(Front Page)
フロントページ
EN_ALL
(English All) 英語全情報
EN_ALLTXT (English Text) 英語テキスト情報
EN_TI (English Title)
英語発明の名称
EN_AB (English Abstract)
英語要約
ID(TH,VN)_TI(Oliginal Langage Title)
原語発明の名称
ID(TH,VN)_AB(Oliginal Langage Abstract)
原語要約
EN_CL (English Claims )
英語請求の範囲
EN_DE (English Description) 英語詳細説明
LGF (Filing Languag)
出願言語
LGP (Publication Language) 公開言語
IC_EX
IC
ICF
ICI
ICN
IPE
ISA
ISR
SIS

(Exact IPC code)
特定の国際特許分類を抽出
(International Class) 国際特許分類
(Main International Class)
国際特許分類主分類
(International Class Inventive) 国際特許分類発明情報
(International Class N-Inventive)
国際特許分類付加情報
(International Preliminary Examination) 国際予備審査
(International Search Authority)
国際調査機関国コード(ISA)
(International Search Report) 国際調査報告(ISR)
(Supplementary International Search) 補充国際調査(SIS)

ALLNAMES (All Names)
出願人、発明者、および代理人名
ALLNUM
(All Nubers)
出願番号、国際公開番号、国内公開番号、および優先権主張番号
PA
(Applicant)
出願人名
PAF (Main Applicant)
筆頭出願人名
AAD (Applicant Address)
出願人住所
AADC (Applicant Address Country) 出願人国
ANA (Applicant Nationality) 出願人国籍
ARE (Applicant Residence) 出願人居所
INA
(Inventor All Data)
発明者全情報
IN
(Inventor Name)
発明者名
INF
(Main Inventor Name) 筆頭発明者
IADC (Inventor Nationality) 発明者国籍
RPA (Legal Representative All Data) 代理人情報
RP
(Legal Representative Name) 代理人名
RPF
(Main Legal Rep Name)
筆頭代理人名
RCN (Legal Representative Country) 代理人所属国
RAD (Legal Representative Address) 代理人住所
LI
(Licensing availability) ライセンス可能な特許
CHEM (Chemical)
化合物情報は ASEAN 未収録
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３．２ 検索結果の表示

Search ボタンを押すと検索結果一覧が表示される。
以下の項目が表示される。
・検索結果のソート項目＇公開日昇順・降順、出願日昇順・降順（
・結果一覧の表示項目＇代表図(image)を表示させるか否かなど（
・１頁あたりの表示件数＇デフォルトでは１ページに１０件、最大２００件まで可能（
・翻訳ツールの選択
表示項目で「Image」を選択した例
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１頁あたりの最大表示は２００件であり、次のページを選択するには上部あるいは下部のボックス
で next または prev をクリックする。

検索結果の翻訳
翻訳ツールを選択すると４種の翻訳ツールが選択でき、例えば、GoogleTransrate で翻訳言語を
英語に選定してクリックすると次のように翻訳後の画面に変わる。
WIPO 翻訳は、ASEAN のインドネシア語、タイ語、ベトナム語には未対応＇2018/2 現在（。

翻訳前
検索ボックス
翻訳アイコン

インドネシア語

検索語はハイライト表示される。

翻訳後

10 か国語に翻訳可能
英語への翻訳例
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検索結果の簡易解析
検索式
(ID 特許における A61K8)

解析バー

検索結果一覧の上部にある「Analysis」バーをクリックすると以下のように IPC や出願人について
TOP10 のランキングを示してくれる。

但し、出願人名などは名寄せされていないので名寄せしたのち、再検索が必要。
わずかな法人格の異表記＇下記例では、N.V.と N.V＇ドットの有無（（で解析カウントされる。
UNILEVER N.V. 、UNILEVER N.V 、 UNILEVER PLC ⇒ UNILEVER などで再検索する。
グラフ表示なども可能＇出願人名の名寄せはされていない（。
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３．詳細画面
検索結果一覧から個別案件の番号部分(青字)をクリックすると詳細画面が表示される。

アセアンコンテンツでは書誌、要約までの表示であり、更に詳細を確認したい場合には PCT 出願
番号に記載されているリンクをクリックする(本件では US を基礎出願とする国際公開)

各国への移行情報は National Phase から閲覧可能

Documents を選択すると PCT 関連の申請書類を含めた情報の閲覧が可能。
18

３．３ PATENTSCOPE のその他の機能
PATENTSCOPE には多くの便利な機能が搭載されているが、その詳細は、PATENTSCOPE のユ
ーザーマニュアルを参照ください。
https://patentscope.wipo.int/search/en/help/users_guide_summer2017.pdf
それらの内、ASEAN 諸国の特許情報の検索、解析にも使える便利な機能として以下がある。こ
の機能を使用するには、PATENTSCOPE の ID を取得して＇無料（ログインする必要がある。
1) 環境設定の保存
検索画面や検索条件などを使いやすいように設定して保存する。
2) 検索式の保存
繰り返して使う検索式を保存し呼び出す機能。
3) 検索結果のダウンロード
一度に最大 10000 件までダウンロード可能。
また、現時点では、ASEAN 諸国の情報の取扱いがないので本報告書の対象外とした機能として
以下がある＇参考情報（。
4) 多言語検索(CLIR:Cross Lingual Information retrieval)
検索用語を入力すると類義語も含め、１４の言語に機械翻訳して検索できる機能
翻訳される１４言語
英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、オランダ語、イタリア語、
スウェーデン語、デンマーク語、ポーランド語、ロシア語、日本語、中国語、韓国語
5) 化合物検索(Chemical Srructure Search)
これも使用するには、PATENTSCOPE の ID を取得して＇無料（ログインする必要がある。
現在、1978 年以降の英語またはドイツ語の国際公開、1979 年以降の米国文献が対象
化合物検索には、２つの方法が用意されている。
①ブラウザ上で化学構造式を描画して検索する方法
既に手元にある化学構造式をアップロードして検索することもできる。
②化合物の示性式を入力して検索する方法
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４．PATENTSCOPE 検索・表示項目留意点
ASEAN 諸国の特許＇実案（を対象とした PATENTSCOPE で検索できる項目、および検索結果に
表示される項目の一覧を下表に示す。
検索コマンド

検索・表示項目

検索項目

OF

(Office Code)

〇

CTR

(Country)

〇

ALLNUM

(All Nubers)

〇

AN

(Application Number)

AD

表示項目
各国の国内段階情報および
国際段階情報
〇

各国の国内段階情報のみ

〇

〇

出願番号、公開番号、優先
権主張番号
出願番号

(Application Date)

〇

〇

出願日

PN

(National Publication
Number)

〇

〇

国内公開番号

GN

(Grant Number)

〇

登録番号

PI

(Priority All Data)

〇

優先権全情報

PRIORPCTAN

(Prior PCT Application
Number)

〇

〇

元 PCT 出願番号

PRIORPCTWO (Prior PCT WO Number)

〇

〇

元 PCT 公開番号

PCN

(Priority Country)

〇

〇

優先権国

NP

(Priority Number)

〇

〇

優先権主張番号

PD

(Priority Date)

〇

〇

優先権日

DP

(Publication Date)
(WIPO Publication
Number)

〇

〇

公開日

〇

国際公開番号

(National Phase All Data)
(National Phase
Application Number)
(National Phase Entry
Date)
(National Phase Entry
Type)

〇

国内段階のすべてのデータ

〇

国内段階出願番号

〇

国内段階への移行日

〇

国内段階への移行の種類

(Designated States)

〇

指定国

WO
NPA
NPAN
NPED
NPET
DS

Publication Kind

〇

公報種別

FP

(Front Page)

〇

フロントページ

EN_ALL

(English All)

〇

英語全情報

EN_ALLTXT

(English Text)

〇

英語テキスト情報

EN_TI

(English Title)

〇

〇

英語発明の名称

EN_AB

(English Abstract)

〇

〇

英語要約

ID(TH,VN)_TI

(Oliginal Langage Title)
(Oliginal Langage
Abstract)

〇

〇

原語発明の名称

〇

〇

原語要約

(English Claims)

〇

ID(TH,VN)_AB
EN_CL
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英語請求の範囲

検索コマンド

検索・表示項目

検索項目

表示項目

EN_DE

(English Description)

〇

LGF

(Filing Languag)

〇

〇

出願言語

LGP

(Publication Language)

〇

〇

公開言語

IC_EX

(Exact IPC code)

〇

IC

(International Class)

〇

ICF

(Main International Class)

〇

国際特許分類主分類

〇

国際特許分類発明情報

〇

国際特許分類付加情報

〇

国際予備審査

〇

国際調査機関国コード(ISA)

〇

国際調査報告(ISR)

〇

補充国際調査(SIS)

ICI
ICN
IPE
ISA
ISR
SIS

(International Class
Inventive)
(International Class NInventive)
(International Preliminary
Examination)
(International Search
Authority)
(International Search
Report)
(Supplementary
International Search)

英語詳細説明

特定の国際特許分類
〇

国際特許分類

出願人、発明者、および代
理人名
出願人名

ALLNAMES

(All Names)

〇

PA

(Applicant)

〇

PAF

(Main Applicant)

〇

筆頭出願人名

AAD

(Applicant Address)

〇

出願人住所

AADC

(Applicant Address
Country)

〇

出願人国

ANA

(Applicant Nationality)

〇

出願人国籍

ARE

(Applicant Residence)

〇

出願人居所

INA

(Inventor All Data)

〇

発明者全情報

IN

(Inventor Name)

〇

INF

(Main Inventor Name)

〇

筆頭発明者

IADC

(Inventor Nationality)

〇

発明者国籍

〇

代理人情報

RPA
RP
RPF
RCN
RAD
LI

(Legal Representative All
Data)
(Legal Representative
Name)

〇

〇

〇

〇

発明者名

代理人名

(Main Legal Rep Name)
(Legal Representative
Country)
(Legal Representative
Address)

〇

筆頭代理人名

〇

代理人所属国

〇

代理人住所

(Licensing availability)

〇

ライセンス可能性
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出願番号等の番号検索・表示については、原則として ASEAN 各国ごとに番号形態が異なり、そ
れに対応した検索が必要となる。出願番号のみについて留意点としてまとめた。
１． 番号検索・表示
インドネシア
・出願番号
T00YYYYNNNNN
T：出願種別を表すアルファベット 1 文字
W: PCT 国内移行特許
P： PCT 以外の特許
S: 実用新案
00：2 桁の数字「0＇ゼロ（」
YYYY：出願年を表す４桁の西暦年号数字
NNNNN：連番数字＇上位桁の「０」は省略不可（
マレーシア
・出願番号
特許出願番号：PI、実用新案出願番号：UI
1999 年まで 西暦２桁と 00+4 桁の番号 PI △YY00NNNN(“PI △94000511”)
2000-2009 年まで 西暦４桁と４桁の番号 PI △YYYYNNNN(“PI △20005878”)
2010 年以降 西暦４桁と６桁の番号 PI △YYYYNNNNNN(“PI △2012001505”)
N の 4 桁または 6 桁の数字は、特許と実用新案を通じて連番が付与されている。
特許種別(特許：PI、実用新案：UI)と西暦を含む番号の間はスペース(△)、特許種別と番号をダブ
ルクォーテーションで囲う。
フィリピン
１（出願番号
新形式出願番号＇1998 年以降に付与された番号形式（
入力形式：PH/T/YYYY/NNNNNN
T 文献種別 特許：1／実用新案：2
YYYY 西暦年 4 桁。
NNNNNN 最大６桁、上位桁 0 を省いて入力する。
シンガポール
出願番号
2013 年頃まで YYYYNNNNN
YYYY 西暦年度数字 4 桁 必ずしも Filing Date の年号とは一致していない
NNNNN 連番 5 桁または 6 桁＇上位桁の「０」は省略不可（
2014 年頃以降 TTYYYYNNNNN
TT 出願ルート
10： SG 特許庁への直接出願
11： PCT 国内移行特許
YYYY 西暦年度数字 4 桁 必ずしも Filing Date の年号とは一致していない。
NNNNN 連番 5 桁
タイ
出願番号
入力形式：YY0TNNNNNN
YY0TNNNNNN 例：1201000126 例：2012 年の特許
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YY 年度下 2 桁を表す数字。
T 文献種別を表す数字 1 桁。 特許：1／小特許：3
NNNNNN 各年度の連番数字 6 桁固定。＇上位桁の「０」は省略不可（
ベトナム
出願番号
入力形式：[TYYYYNNNNN]
T：公報種別＇特許：１、実用新案：２（
YYYY：西暦年
NNNNN：５桁の数字 ＇上位桁の「０」は省略不可（
２．日付検索・表示
各国の日付検索・表記はいずれも以下の表記に統一されている。
dd.mm.yyyy
yyyy
日付の範囲検索は、日付範囲を[ ]で囲む。
2000 年～2017 年：[2000 to 2017]
2016 年 1 月～2017 年 6 月：[01.01.2016 to 30.06.2017]
３． IPC
IPC の表記は、A61K△8/19 のようにサブクラスとメイングループの間にはスペース＇△（が存在す
るが、検索では、A61K8/19 のようにスペースを削除する。
IC:A61K8 = A61K8* = A61K8/ = A61K8/* = A61K8/00 いずれも同じ検索結果を与える。
Fields Search における International Class (IC)では、A61K8/1*のようにサブグループでワイルドカ
ードは使用できないが、Advanced Search における Exact IPC code＇IC_EX（ではサブグループでワ
イルドカードも使える。
IC (International Class)と IC_EX (Exact IPC code)
IC:A61K8/00
303932 件＇A61K8/02, A61K8/03 なども抽出する（
IC:"A61K8/00"
0件
IC_EX:A61K8/00 44517 件＇A61K8/00 のみを抽出する（
４．テキスト検索
１（出願人、発明者、代理人
インドネシア、タイ、ベトナムにおいては、原則として原語表記での検索が必要であるが、インドネ
シア、ベトナムにおける外国出願人は、そのほとんどが英語表記で収録されているので英語検索が
可能である。
PCT 出願分はいずれも英語表記の出願人名であるが、タイは PCT 出願を除き、外国からの内国
出願であってもタイ語表記の出願人名での検索が必要となる。
２（用語
インドネシア、タイ、ベトナムにおいては、原則として原語表記での検索が必要である。
３（Fields Search と Advanced Search
Fields Search の「English Title」や「English Abstract」では、以下のように 100 バイトを超える用語
などは一括入力して検索できないが、Advanced Search では、各種コマンドを使って 620 バイト以内
の検索語を入力して検索できる。
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Advanced Search では、100 バイトを超える用語も検索可能。
EN_TI:(montmorillonite or bentonite or kaolinite or mica or hectorite or fluorohectorite or saponite
or beidelite or nontronite or stevensite or vermiculite or hallosite or volkonskoite or suconite or
magadite or kenyalite)
Fields Search でも１つのフィールドで一括した検索はできないが、フィールド間の演算子を工夫す
れば検索も可能。フィールド間の演算子を OR にすれば、① OR ② OR ③ OR ④などと可能。
①English Title：montmorillonite or bentonite or kaolinite or mica or hectorite or fluorohectorite or
saponite or beidelite
②English Title：nontronite or stevensite or vermiculite or hallosite or volkonskoite or suconite or
magadite or kenyalite
③English Abstract：montmorillonite or bentonite or kaolinite or mica or hectorite or fluorohectorite
or saponite or beidelite
④English Abstract：nontronite or stevensite or vermiculite or hallosite or volkonskoite or suconite or
magadite or kenyalite
Advanced Search では、発明の名称、要約、IPC 分類などを組み合わせて複雑な検索も可能。
(EN_TI:(montmorillonite or bentonite or kaolinite or mica or hectorite or fluorohectorite or saponite
or beidelite or nontronite or stevensite or vermiculite or hallosite or volkonskoite or suconite or
magadite or kenyalite) or EN_AB:(montmorillonite or bentonite or kaolinite or mica or hectorite or
fluorohectorite or saponite or beidelite or nontronite or stevensite or vermiculite or hallosite or
volkonskoite or suconite or magadite or kenyalite)) and IC:C04B*)
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第３章 特許データベース ASEAN PATENTSCOPE
１．概要
ASEAN PATENTSCOPE は、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、フィリピ
ン、シンガポール、タイ、ベトナムの 9 か国が、2009 年に ASEAN 特許審査協力＇ASPEC：ASEAN
Patent Examination Co-operation（プログラムによって開始された作業の成果として ASEAN IP 協
力ワーキンググループ＇AWGIPC：ASEAN Working Group on Intellectual.Property Cooperation（
から 2017 年 8 月に提供されることになったものであり、ASEAN 諸国全てに特許情報を配信するた
めの集中型地域オンラインプラットフォームとして登場した。
データベースのトップページでは、収録対象国・収録件数・収録期間＇発行日単位（が表示され
る。また発行国別に技術分野ごとの収録件数が出願単位でグラフ表示される。トップページの
URL を下記に示す。
http://ipsearch.aseanip.org/wopublish-search/public/patents

2018 年 2 月時点の収録国は下記の 8 か国である。8 か国の中でブルネイ＇BN（とカンボジア＇KH（
は各国知財庁が運営する検索データベースが存在せず、両国の知財情報＇特許・実用新案（を調
査するためには、この ASEAN PATENTSCOPE が非常に有効なデータベースである。

BN
KH
ID
MY

ブルネイ
カンボジア
インドネシア
マレーシア

PH
SG
TH
VN

フィリピン
シンガポール
タイ
ベトナム
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２．検索データベース仕様一覧
特許・実用新案
URL(検索（
言語
検索条件項目
文字列フィールド

http://ipsearch.aseanip.org/wopublish-search/public/patents
MY・PH・SG 案件
英語
ID・TH・VN 案件
原語
基本書誌事項
Office Code
発行国
Original Filing #
出願番号
File Type
出願種別コード
Application Type
出願種別
Application SubType
出願詳細種別
PCT Pub. Country
PCT 発行国
Priority Details
優先権情報
Pub. Kind Code
公報種別コード
特許分類
IPC_MAIN
IPC Classes
国際特許分類 IPC
IPC Technology Field
IPC Technology Sector
CPC Classes
CPC
CPC_MAIN
人的情報
Applicant
出願人名
Applicant Bilingual
Applicant Address
出願人住所
Applicant Address Bilingual
Applicant Country
出願人国籍
Applicant Residence
Inventor
発明者名
Inventor Bilingual
Inventor Address
発明者住所
Inventor Address Bilingual
Inventor Country
発明者国籍
Inventor Residence
Representative Name
代理人名
Representative Address
代理人住所
Representative Country
代理人国籍
Representative Residence
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特許・実用新案
検索条件項目
文字列フィールド

検索条件項目
日付フィールド

検索条件項目
番号フィールド

テキスト情報
Title
Title English
Title Bilingual
Abstract
Abstract English
Abstract Bilingual
Claims
Claim Description
Claim Language
Description
引用情報
Citation Category
Citation Claim
Citation Description
状態情報
Status Code
Status
Internal Status
詳細不明
Identifier
RPAD_LG1
RPNA_LG1
Filing Date
Gazette Date
National Entry Date
Pub. Date
Priority Date
PCT Pub. date
PCT Pub. Date

発明の名称

要約
請求項
請求項詳細
請求項言語
詳細な説明
引用カテゴリー
引用請求項
引用文献の詳細
法律状態コード
法律状態
内部法律状態

出願日
ガゼット発行日
国内移行日
公報発行日
優先日
国際公開日
国際公開日
※一方は PCT 出願日か？
登録日
法律状態発行日
出願番号
引用番号
請求項数
ガゼット発行番号
公報番号
優先権主張番号
PCT 出願番号
国際公開番号
登録番号

Reg. Date
Status Date
Filing #
Citation Number
Claim Number
Gazette Number
Publication Number
Priority Number
PCT Filing #
PCT Pub. #
Reg. #
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特許・実用新案
入手可能情報

検索結果一覧
Original Filing #
Application Subtype
Filing Date
Publication Number
Pub Date
Reg. #
Reg. Date
PCT Filing #
IPC Classes
Applicant
Inventor
Title
Abstract
Status
案件詳細表示／書誌情報タブ
Application Type
Application SubType
(10) Reg. # and Date
Status
(20) Filing # and Date
(40) Pub. # and Date
(86) PCT Filing # and Date
(87) PCT Pub. # and Date
(85) National Entry Date
(30) Priority Details
(51) IPC Classes
(71/73) Applicant
(72) Inventor
(74) Representative Name
(54) Title
(57) Abstract
(58) Citations
Drawings
案件詳細表示／経過情報タブ
Status Code
Date
案件詳細表示／ファミリータブ
Application/Priority
Filing/National Entry Date
Publications
PCT Application
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出願番号
出願詳細種別
出願日
公報番号
公報発行日
登録番号
登録日
PCT 出願番号
IPC
出願人
発明者
発明の名称
要約
法律状態
出願種別
出願詳細種別
登録番号・登録日
法律状態
出願番号・出願日
公報番号・公報発行日
PCT 出願番号・PCT 出願日
国際公開番号・国際公開日
国内移行日
優先権情報
IPC
出願人・権利者
発明者
代理人
発明の名称
要約
引用情報
代表図
経過情報コード
日付
出願番号・優先権主張番号
出願日・国内移行日
公報発行日
PCT 出願情報

３．検索データベース ASEAN PATENTSCOPE 取扱い説明
ASEAN PATENTSCOPE のトップページにアクセスすると下図のような画面が表示される。このデ
ータベースでは「簡易検索：SEARCH」と「詳細検索：ADVANCED SEARCH」の 2 種類の検索モード
がサポートされている。
トップページ URL； http://ipsearch.aseanip.org/wopublish-search/public/patents

３．１ 簡易検索＇SEARCH（
トップページで「SEARCH」タブをクリックすると下図の簡易検索画面に切り替わる。多くの特許デ
ータベースの「簡易検索」では、何らかの文字列＇数字列を含む（を入力すると、いずれかのフィール
ドに指定された文字列が含まれる案件を検索するだけのものが多い。しかし、このデータベースでは
たとえば検索フィールドに「computer」と入力すると、図のようにプルダウンメニューが表示される。
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このプルダウンメニューを使用すると指定された文字列を検索する対象のフィールドを指定するこ
とができる。詳細は３．２項で説明するが詳細検索モードでは、たとえば発明の名称を検索する際に
は「Title」・「Title English」・「Title Bilingual」の３種の「Title」フィールドを指定可能である。出願人を
検索する場合は「Applicant」・「Applicant Bilingual」の選択が可能。簡易検索で指定するフィールド
と、詳細検索でサポートされたフィールドとの正確な対応は、まだ検証できていない。
フィールド名

説明

フィールド名

説明

Title

発明の名称

IPC Classes

IPC

Applicant

出願人

Reg #

登録番号

Representative Name

代理人

Publication Number

公報番号

Inventor

発明者

Filing #

出願番号

All Fields

すべてのフィールド

Solr Query

※詳細不明

プルダウンメニューから検索対象フィールドを指定せずに「Search」ボタンをクリックして検索するこ
とも可能である。
この検索エンジンでは文字列を検索する際には、単語単位での完全一致検索が実行されるよう
であり、前記の例のように「computer」を検索しても「computerized」は検索されない。「computer」の
文字列が含まれる案件、すなわち部分一致検索を行いたいときにはワイルドカード文字「*」を前後
に付加して「*computer*」を検索する必要がある。前方一致検索を希望する場合には、「computer*」
を検索する。
また、この簡易検索モードでは検索文字列への「ワイルドカード自動付与機能」が働いているよう
である。フィールドを指定せずに「computer」を検索すると、検索結果画面に次のように表示され、文
字列「computer」の完全一致検索が実行される。
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一方プルダウンメニューから「All Fields」を指定して検索すると次のように。「computer」の後ろにワ
イルドカード文字「*」が自動的に付与されていることがわかる。この例では「computer」の前方一致検
索が実行されている。

このように検索するフィールドを指定しない場合には「computer」を完全一致検索し、その検索結
果は 17,061 件と表示される。フィールドを指定した検索では、「computer」の末尾に自動的にアスタ
リスクが付与され、検索結果も 17,216 件と若干ながら多くの案件が検索されることがわかる。
再現率＇網羅性（を求める検索の場合には問題ないが、適合率＇正確性（を求める検索の場合に
は、フィールド指定検索ではノイズを増加させてしまう危険性があることを認識しておくべき。
また、このデータベースでは、常に「先回の検索結果」を絞り込む形で検索が実行される。下図は
2018/02/03 にこのデータベースを開いた時点の画面表示。まだ検索を一度も実行していない段階
では、赤枠部のように「Showing 1 to 20 of 516855」と、その時点で収録された全件が「検索結果」と
して表示されている。

この状態でフィールドを指定せずに「computer」を検索すると次のように表示が切り替わる。

これは「① 現時点の絞り込み条件」による「② 絞り込み結果件数」が 17,061 件であることを表して
いる。この画面のままで「keyboard」を検索すると、次のように検索結果は 130 件となる。
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このように検索を繰り返すと、「computer」と「keyboard」の双方が含まれた案件、つまり「computer」
と「keyboard」の AND 検索が実行されてしまう。一度検索を実行した後に、先回の検索結果に影響
されない「新たな検索」を実行したい場合には、前図で「③ 絞り込み解除指定」としたゴミ箱アイコン
をクリックし、検索フィールドに表示された
がある。

を削除し、過去の検索経過を初期化する必要

また「computer」と「keyboard」の OR 検索を行いたい場合には、「computer OR keyboard」と入力
する。AND 検索の場合には「computer AND keyboard」と入力する。「OR」や「AND」の論理演算子
は大文字で入力しないと動作しない。色々と検索してみたところ表のような結果が得られた。この数
字をベン図で記すと右図のように。AND・OR・NOT の論理演算子はいずれも正確に動作しているよ
うである。
検索ターム
computer
keyboard
computer OR keyboard
computer AND keyboard
computer NOT keyboard
keyboard NOT computer

検索件数
17,061 件
266 件
17,197 件
130 件
16,931 件
136 件

なお 2018 年 2 月時点では computer と keyboard を半角スペースで区切って検索すると、検索結
果数は OR 検索と一致する。ただこのサイトが開設された当時には、半角スペースで区切った 2 個
の単語は AND 検索されていた。このサイトはまだ「成長過程」であり、誤検索を避けるためには論理
演算子 OR を使用することを推奨する。
フィールド指定検索時にも AND 検索・OR 検索の双方がサポートされている。TITLE フィールドを
キーワード digital と camera を使用して検索する方法を例示する。
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まずは AND 検索から。「検索窓」に「digital」を入力し、プルダウンメニューで「Title：digital」を選
択し、「Search」ボタンをクリック。
③ Searchボタンをクリック
① digitalを入力

② プルダウンメニューからTitle:digitalを選択

Title に「digital*」が含まれる案件 1374 件に絞り込まれる。フィールド指定検索では前記したよう
に「ワイルドカード自動付与機能」が働くことに注意。

④ 絞り込み条件が表示され

⑤ 絞り込み結果件数が表示される

続いて「検索窓」に「camera」を入力し、プルダウンメニューで「Title：camera」を選択し、「Search」
ボタンをクリック。
⑧ Searchボタンをクリック
⑥ cameraを入力

⑦ プルダウンメニューからTitle:cameraを選択

Title フィールドに「digital*」と「camera*」の双方が含まれる案件 22 件が表示される。

⑨ 2個の絞り込み条件が表示され

⑩ 絞り込み結果件数が表示される
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続いて OR 検索の方法を説明する。「検索窓」に「digital」を入力し、プルダウンメニューで「Title：
digital」を選択する。ここでは「Search」ボタンはクリックしない。

① digitalを入力

② プルダウンメニューからTitle:digitalを選択

1 個目の絞り込み条件が「検索窓」内に表示される。この時点では絞り込みが行われていないた
め、検索結果件数表示は収録全件数のまま。

③ 1個目の絞り込み条件が表示される

続いて「検索窓」に 2 個目の条件の「camera」を入力し、プルダウンメニューで「Title：camera」を選
択する。

「検索窓」内に 2 個の条件が併記される。

⑥ 「検索窓」の中に絞り込み条件が2個併記される

この状態で「Search」ボタンをクリック。
⑦ この状態でSearchボタンをクリック
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「検索窓」の下に 2 個の条件が OR 結合されたことが表示され、絞り込み結果件数 1649 件が表
示される。

⑧ 2個の用語のOR検索であることが表示され

⑨ 絞り込み結果件数が表示される

詳細検索「ADVANCED SEARCH」の詳細は次項で説明するが、このサイトの詳細検索モードで
はフィールド間の OR 演算はサポートされていない。しかし簡易検索モードをうまく使用すると、下図
のように「Title」に「keyboard*」が含まれるか、あるいは「All Fields」に「keyboard*」が含まれる案件で
あって、「microsoft*」により出願された案件を検索することも可能である。簡易検索の方が詳細検索
より複雑な検索が可能な、珍しい検索サイトである。
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３．２ 詳細検索＇ADVANCED SEARCH（
トップページで「ADVANCED SEARCH」タブをクリックすると下図の詳細検索画面に切り替わる。
一般に特許データベースでは、種々の情報を要素ごとに分離し、それぞれの要素を別々の「フィー
ルド」に保存しいる。このモードでは、「フィールド」ごとに検索条件を指定してレコードの検索を実行
することができる。この画面は図のように 4 つのパートで構成されている。以下それぞれの「パート」
について説明する。なお「絞り込み条件表示パート」以下は、簡易検索・詳細検索モードの双方で
共通のものであり、「3.3 検索結果表示」で紹介する。

検索フィールドパート

絞り込み条件表示パート
絞り込み結果表示制御パート

絞り込み結果簡易書誌パート

■ 検索フィールドパート
このモードに入った時点では、下表の 5 個のフィールドが表示されている。
項目名
Original Filing #
Publication Number
Filing Date
Pub. Date
Technology

説明
出願番号
公報番号
出願日
公報発行日
技術分野

ここでは 5 個のフィールドしか表示されていないが、このデータベースでは数十個を超えるフィー
ルドが用意されている。検索フィールドパートの右上の
ボタンをクリックすると、デフォ
ルトでは表示されていないフィールドも検索に使用することができる。
ボタンをクリックするとフィールド一覧が表示され、フィールド名の左側のチェックボックスを選択す
ることで、指定したフィールドを検索フィールドパートに配置させることができる。このフィールド一覧
は図のように「TEXT FIELDS：文字列フィールド」・「DATE FIELDS：日付フィールド」・「NUMBER
FIELDS：番号フィールド」の 3 種にカテゴライズされ、それぞれのタブをクリックすることでカテゴリー
を切り替えることができる。それぞれのタブで表示される画面を紹介する。
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TEXT FIELDS：文字列フィールド

DATE FIELDS：日付フィールド

NUMBER FIELDS：番号フィールド
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それぞれのタブで選択可能なフィールドの名称と、フィールド説明を一覧表で紹介する。
TEXT FIELDS：文字列フィールド
文字列情報だけを集めたカテゴリー。「Original Filing #」が含まれている理由が不明。
フィールド名
基本書誌事項
Office Code
Original Filing #
File Type
Application Type
Application SubType
PCT Pub. Country
Priority Details
Pub. Kind Code
特許分類
IPC Classes
IPC_MAIN
IPC Technology Field
IPC Technology Sector
CPC Classes
CPC_MAIN
人的情報
Applicant
Applicant Bilingual
Applicant Address
Applicant Address Bilingual
Applicant Country
Applicant Residence
Inventor
Inventor Bilingual
Inventor Address
Inventor Address Bilingual
Inventor Country
Inventor Residence
Representative Name
Representative Address
Representative Country
Representative Residence
テキスト情報
Title
Title English
Title Bilingual
Abstract
Abstract English
Abstract Bilingual
Claims
Claim Description
Claim Language
Description
引用情報
Citation Category
Citation Claim
Citation Description

説明
発行国
出願番号＇※（
ファイル種別＇※（
出願種別＇※（
出願詳細種別＇※（
PCT 発行国＇※（
優先権情報
公報種別

IPC（※）

CPC（※）

出願人名（※）
出願人住所（※）
出願人国籍（※）
発明者名（※）
発明者住所（※）
発明者国籍（※）
代理人名
代理人住所
代理人国籍（※）

発明の名称（※）

要約（※）
請求の範囲
請求の範囲詳細
請求の範囲言語
詳細な説明
引用カテゴリー
引用請求の範囲
引用文献詳細
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フィールド名
状態
Status
Status Code
Internal Status
詳細不明
Identifier
RPAD_LG1
RPNA_LG1

説明

法律状態（※）

※ 補足
Original Filing #
・ このフィールドが「TEXT FIELDS」に含まれている理由が不明。
・ さらに「NUMBER FIELDS」に含まれる「Filing #」との違いも解明できていない。
File Type
・ この項目は検索結果表示画面にも含まれておらず、どのような情報が含まれているのか詳
細は不明。
Application Type
・ 検索結果画面上では発行国ごとに表示される内容が異なり、各庁独自の項目が収録され
ているものと思われる。
・ 検索結果画面上でこれまでに見つかっている国ごとの「Application Type」の一覧は次のと
おり。
発行国
ID
MY
PH
SG

TH

VN

画面表示
Paten PCT National
Paten
Paten Sederhana
なし
Invention
Utility Model
なし
สิ ทธิบตั รการประดิษฐ์ (ปิ โตรเคมี)
สิ ทธิบตั รการประดิษฐ์ (ฟิ สิ กส์)
สิ ทธิบตั รการประดิษฐ์ (วิศวกรรม)
สิ ทธิบตั รการประดิษฐ์ (เคมีเทคนิค)
สิ ทธิบตั รการประดิษฐ์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สิ ทธิบตั รการประดิษฐ์ (เภสัชภัณฑ์)
สิ ทธิบตั รการประดิษฐ์ (ไฟฟ้ า)
อนุสิทธิบตั ร (วิศวกรรม)
อนุสิทธิบตั ร (เคมี)
DOMESTIC APPLICATION
NATIONAL APPLICATION
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補足
PCT 国内移行特許
PCT 国内移行以外の特許
小特許（実用新案）
特許
実用新案
特許（石油化学）
特許（物理）
特許（工学）
特許（化学）
特許（生物）
特許（医薬）
特許（電気）
小特許（工学）
小特許（化学）
国内出願
海外出願

Application SubType
・ 「Application Type」を更に詳細に分類したものと思われろ。
・ 検索結果画面上ではインドネシアとフィリピン案件にしか表示されない
・ インドネシアでは小さい企業のことを「UMKM」と略することもあるようであるが、ここの
「UMKM」がその意味なのかどうかは定かではない。
発行国

ID

PH

画面表示
Paten Non UMKM
Paten PCT National
Paten Pecahan Non UMKM
Paten Perubahan Non UMKM
Paten Perubahan UMKM
Paten Sederhana Non UMKM
Paten Sederhana UMKM
Paten UMKM
PCT National Phase Non UMKM
PCT National Phase UMKM
PCT/ID Non UMKM
Sederhana (Perubahan) Non UMKM
Sederhana (Perubahan) UMKM
Invention
Invention PCT
Utility model
Utility model PCT

PCT Pub. Country
・ そもそも PCT 特許自体は各国で「発行」されるものではなく、詳細は不明。
・ このフィールドに「JP」が含まれる案件検索してもフィリピン案件が 12 件ヒットするだけ。
・ PCT 出願国のことでもなく、移行国のことでもなさそう。
IPC 関連フィールド
・ フィールド「IPC Classes」を使用すると通常の IPC コードを検索できる。
・ 他の 3 種のフィールドは詳細不明。
CPC 関連フィールド
・ IPC と同様に「CPC Classes」が通常の CPC コードを検索できるフィールドと思われるが、
付与された案件は見つかっていない。
APPLICANT 関連フィールド
・ 「Applicant」と「Applicant Bilingual」が出願人名を検索するフィールドと思われるが、
「Applicant Bilingual」フィールドで「BASF」・「Bayer」・「TOYOTA」を検索してもヒットしない。
・ 検索フィールドとしては「Applicant Bilingual」が表示されるが、この検索に対応するフィー
ルドにはコンテンツが含まれていない可能性がある。
・ 「Applicant Address」と「Applicant Address Bilingual」についても同様であり、「Applicant
Address Bilingual」に「JAPAN」を入力して検索してもヒットしない。
・ 「Applicant Country」フィールドでは「JAPAN」も「JP」もヒットしないが、「Applicant
Residence」フィールドは「JP」を検索するとヒットする。
・ 出願人国籍を検索する際には「Applicant Residence」フィールドを使用すべきと思われる。
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INVENTOR 関連フィールド
・ 「Inventor」と「Inventor Bilingual」については出願人名と同様に「Inventor Bilingual」ではヒ
ットしないようである。
・ 「Inventor Address」と「Inventor Address Bilingual」についても同様に「Bilingual」は使用さ
れていないと思われる。
・ 出願人とは異なり、発明者国籍については「Residence」ではなく「Country」を使用している
ようである。
REPRESENTATIVE 関連フィールド
・ 代理人についても出願人とは異なり国籍は「Residence」ではなく「Country」を使用している
ようである。
TITLE 関連フィールド
・ TITLE 関連としては「Title」・「Title English」・「Title Bilingual」の 3 種類の項目が用意され
ている。
・ 完全な証明には至っていないが、どうもデータベース内部的には「Title」・「Title English」・
「Title Bilingual」の 3 種類のフィールドが用意され、それぞれにコンテンツが収録されてい
る様子である。
・ 「Title」フィールドには各国の「標準言語」、すなわち MY・PH・SG 案件については英語文
字列が収録されており、その他 3 か国については各国語の文字列が収録されているようで
ある。
・ 「Title English」フィールドは英語を「標準言語」としない 3 か国の案件であって、英語で記
された文字列が収録され、「Title Bilingual」フィールドには発明の名称が原語・英語双方
で記された案件の文字列が収録されている気配。
・ MY・PH・SG の案件は「Title」フィールドを検索することで網羅的に検索でき、ID・TH・VN
の案件は 3 種のフィールドを全て検索しないともれが発生するようである。
ABSTRACT 関連フィールド
・ ABSTRACT 関連フィールドにも「Abstract」・「Abstract English」・「Abstract Bilingual」の 3
種類の項目が用意されている。
・ それぞれのフィールドの意味合いは TITLE 関連フィールドと同様と思われる。
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STATUS 関連フィールド
・ 「Status Code」・「Internal Status」フィールドについては、どのような形式の文字列が収録さ
れているのか不明。
・ 「Status」フィールドには、各庁で分類されているとおりの文字列が収録されているようであ
る。
・ これまでに見つかっている各国の「Status」文字列を一覧で示す。
ID
284
290
491
563
Abandoned
Appealed
Converted
Examined
Expired
Filed
Formality Exam. Pending
Inactive
Invalidated
Opposed
Pending
Published
Registered
Rejected
Substantive Exam Pending
Withdrawn

MY

PH
○
○
○
○

SG

○

TH

VN

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○

○
○

○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○

○

○

○
○

○

○
○
○

○
○
○

○

DATE FIELDS：日付フィールド
日付情報だけを集めたカテゴリー。ここのフィールドを選択すると、下図のようにフィールド名
の横に日付表現を選択するプルダウンメニューが表示される。ここでは年月日「yyyyMMdd」・年
月「yyyyMM」・年週「yyyyWW」・年「yyyy」を選択することができる。
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フィールド名
Filing Date
Gazette Date
National Entry Date
Pub. Date
Priority Date
PCT Pub. date
PCT Pub. Date
Reg. Date
Status Date

説明
出願日
ガゼット発行日
国内移行日
公報発行日
優先日
PCT 出願日
※ 先の方の｢PCT Pub. date｣は
PCT 出願日が検索される
国際公開日
登録日
法律状態発行日

NUMBER FIELDS：番号フィールド
番号情報だけを集めたカテゴリー。ADVANVED SEARCH モードに入った時点で、デフォル
トの検索フィールド「Original Filing #」が表示される。ここで追加可能な「Filing #」との違いは不
明。
フィールド名
Filing #
Citation Number
Claim Number
Gazette Number
Publication Number
Priority Number
PCT Filing #
PCT Pub. #
Reg. #

説明
出願番号
引用番号
請求の範囲数
ガゼット発行番号
公報番号
優先権主張番号
PCT 出願番号
国際公開番号
登録番号

３．３ 検索結果一覧
前項に引き続いて「絞り込み条件表示パート」以降を紹介する。
■ 絞り込み条件表示パート
簡易検索モードのところで説明したように、このデータベースでは、1 回の検索を実行するたびに、
「先回の検索結果」を絞り込む形で検索が繰り返される。「絞り込み結果表示制御パート」に表示さ
れた件数、「絞り込み結果簡易書誌パート」に表示された案件情報は、ここの「絞り込み条件表示パ
ート」で表示されたクエリー＇絞り込み条件（による検索結果である。下図は「Office Code=SG」・
「Filing Date=2010」×「Abstract=computer」の 3 回の検索を実行したときの画面表示である。
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■ 絞り込み結果表示制御パート
このパートは下図の 6 個の要素で構成されている。それぞれの要素について説明する。
①

②

③

④

⑤

⑥

① フィルタボタン
絞り込みされた案件群＇図の例では 46 件（を母集団として、「Filing
Date」・「Reg. Date」・「Pub. Date」・「Status」・「Office Code」の 5 種類
の条件で分類した件数を表示するためのボタン。
たとえば「Pub. Date」の下層に表示された「2013(7)」の青字をクリッ
クすると、「Pub.Date=2013」の絞り込み条件が追加され、7 件に絞り込
みされる。

② 絞り込み＇検索（結果件数表示
図の例では、全部で 46 件が絞り込み条件にヒットし、そのうちの 1 番目～20 番目の案件が表
示されていることを表している。
③ 絞り込み＇検索（結果ページ移動ボタン
前記のようにこのデータベースでは 1 ページあたり 20 件しか表示されない。絞り込んだ結果が
20 件を超える場合には、ページを送ることで任意の案件を表示させることができる。それぞれのボ
タンを次で説明する。
ボタン

説明
最初のページに移動
ひとつ前のページに移動
指定ページに移動
ひとつ後のページに移動
最後のページに移動
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④絞り込み＇検索（結果一覧エクスポートボタン
絞り込み＇検索（され、「絞り込み結果簡易書誌パ
ート」に列記された案件群の書誌情報を、PDF ファ
イル形式でエクスポートするためのボタン。
右図のように 1 ページあたり最大３件の書誌一覧
がダウンロードされる。

⑤ リスト表示選択ボタン
⑥ テーブル表示選択簿癌
「絞り込み結果簡易書誌パート」の表示形式を「リスト表示」と「テーブル表示」のいずれかに切り
替えるためのボタン。「リスト表示」・「テーブル表示」のサンプルを示す。
・ リスト表示
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・ テーブル表示

■ 絞り込み結果簡易書誌パート
絞り込んだ結果の各案件の一部の書誌事項を表示する画面である。前記のように「リスト表示」と
「テーブル表示」のいずれかを選択することができる。それぞれの画面で表示される項目名の一覧を
下表に示す。
項目名
Original Filing #
Application Subtype
Filing Date
Publication Number
Pub Date
Reg. #
Reg. Date
PCT Filing #
IPC Classes
Applicant
Inventor
Title
Abstract
Status

説明
出願番号

リスト
○

出願日
公報番号
公報発行日
登録番号
登録日
PCT 出願番号
IPC
出願人
発明者
発明の名称
要約
法律状態

テーブル
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

「リスト表示」と「テーブル表示」のいずれも、テキストが表示されている部分をクリックすると、詳
細表示画面に遷移する。この画面について次項で紹介する。
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３．４ 案件詳細表示画面
検索結果一覧画面で、テキストが表示されている部分をクリックすると、案件ごとの詳細表示画面
に遷移する。ただし 2018 年 2 月時点では、この画面に遷移する前に下図のようなロボットアクセス
防止画面が表示されることが多いようである。これが表示されたときには、「私はロボットではありませ
ん」チェックボックスをクリックし、「NEXT」ボタンをクリックすることで案件詳細表示画面に移動するこ
とができる。

案件詳細表示画面は下図のように 4 つのタブで構成されている。

BIBLIGRAPHIC タブ
DOCUMENT LIST タブ
STATUS タブ
PATENT FAMILY タブ

書誌情報を表示するタブ
※※※※を表示するタブ
経過情報を表示するタブ
ファミリー特許の情報を表示するタブ
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＇１（ BIBLIOGRAPHIC タブ
このタブでは下図のように書誌事項・要約・代表図が表示される。

このタブで表示される項目名を一覧で示す。
項目名
Application Type
Application SubType
(10) Reg. # and Date
Status
(20) Filing # and Date
(40) Pub. # and Date
(86) PCT Filing # and Date
(87) PCT Pub. # and Date
(85) National Entry Date
(30) Priority Details
(51) IPC Classes
(71/73) Applicant
(72) Inventor
(74) Representative Name
(54) Title
(57) Abstract
(58) Citations
Drawings

説明

登録番号・登録日
法律状態
出願番号・出願日
公報番号・公報発行日
PCT 出願番号・PCT 出願日
国際公開番号・国際公開日
国内移行日
優先権情報
IPC
出願人・権利者
発明者
代理人
発明の名称
要約
引用情報
代表図
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＇２（ DOCUMENT LIST タブ
このタブをクリックすると下図のように表示される。ただし、このタブ内に何らかの情報が表示さ
れる案件を見つけることができなかった。現状ではどの国の公報 PDF ファイルも収録されていな
いし、包袋文書も全く収録されていない。これらの「DOCUMENT」が、ここで表示されるようになる
のかもしれない。今後の情報収録強化に期待したい。

＇３（ STATUS タブ
中間記録を表示するタブである。どの程度の収録率なのか、収録のタイムラグがどの程度なの
かは現時点ではわかっていない。
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＇４（ PATENT FAMILY タブ
各国のファミリー案件を表示するためのタブ。このタブを開くと、さらに下層の「TABULAR
VIEW」・「TIME LINE」タブが表示される。

TABULAR VIEW
図のように各国のファミリー案件を一覧表形式で表示するタブである。ここで表示されるファミリ
ーが、INPADOC ファミリーなのか、AWGIPC 独自で生成したファミリーなのかは明かではない。ま
たどの程度のタイムラグでファミリーの紐付けがが行われているのかも定かではない。

TIME LINE
下図のように各国のファミリー案件が出願日順にグラフィカルに表示される。

ボタン

をクリックすると横軸の縮尺が拡大・縮小する。
ボタンをクリックすると表示される時間軸範
囲を左右に移動することができる。各案件番号をクリックすると、WIPO の PATENTSCOPE サイト
の各案件の書誌表示画面に移動する。
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４．ASEAN PATENTSCOPE 検索・表示項目留意点
特許＇実案（を対象とした本検索データベースで検索できる項目、および検索結果に表示される項
目の一覧を下表に示す。いくつかの項目については注意すべき事項を説明する。
項目

検索

表示

検索項目

表示項目

発行国

○

Office Code

出願種別コード

○

File Type

出願種別

○

○

Application Type

Application Type

出願詳細種別

○

○

Application SubType

Application SubType

公報種別コード

○

Pub. Kind Code

ガゼット発行番号

○

Gazette Number

出願番号

○

Original Filing

出願番号、出願日

○

○

Filing #、Filing Date

Filing # and Date

公報番号、発行日

○

○

Pub. #、Pub. Date

Pub. # and Date

登録番号、登録日

○

○

Reg. #、Reg. Date

Reg. # and Date

PCT 出願番号

○

○

PCT Filing #

PCT Filing # and Date

PCT 公開番号

○

○

PCT Pub. #

PCT Pub. # and Date

国内移行日

○

○

National Entry Date

National Entry Date

優先権情報

○

○

Priority Details

Priority Details

PCT 発行庁

○

IPC

○

IPC 主分類

○

IPC_MAIN

IPC 技術分野

○

IPC Technology Field

IPC 技術区分

○

IPC Technology Sector

CPC

○

CPC Classes

CPC 主分類

○

CPC_MAIN

発明の名称

○

発明の名称

○

Title English

発明の名称

○

Title Bilingual

要約

○

Abstract

要約

○

○

Abstract English

Abstract[English]

要約

○

○

Abstract Bilingual

Abstract
[Native Language]

請求項

○

Claims

請求項数

○

Claim Number

請求項詳細

○

Claim Description

請求項の言語

○

Claim Language

詳細な説明

○

Description

PCT Pub. Country
○

○

IPC Classes

IPC Classes

Title

Title
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項目

検索

表示

検索項目

表示項目

出願人

○

Applicant

出願人

○

Applicant Bilingual

出願人住所

○

Applicant Address

出願人住所

○

Applicant Address Bilingual

出願人居所

○

Applicant Residence

出願人国籍

○

Applicant Country

発明者

○

発明者

○

Inventor Bilingual

発明者住所

○

Inventor Address

発明者住所

○

Inventor Address Bilingual

発明者居所

○

Inventor Residence

発明者国籍

○

Inventor Country

代理人名

○

代理人住所

○

Representative Address

代理人居所

○

Representative Residence

代理人国籍

○

Representative Country

引用カテゴリー

○

○

Citation Category

Citations

引用特許番号

○

○

Citation Number

Citations

引用請求項

○

Citation Claim

引用文献の説明

○

Citation Description

パテントファミリー
(出願、優先権番号（
パテントファミリー
(公報発行日（
パテントファミリー
＇ＰＣＴ出願日（
パテントファミリー
＇時系列（

○

○

Inventor

Inventor

Representative Name

Papatentfamily
Application/Priority
Patentfamily
Publications
Patentfamily
Publications
Papatentfamily
Time Line

○
○
○
○

法律状態コード

○

法律状態

○

法律状態日付

○

内部法律状態

○

Internal Status

識別子

○

Identifier

図面

○

Representative Name

Status Code

Status Code

Status
○

Status Date

Status Date

○

Drawings

RPAD_LG1

○

RPAD_LG1

RPNA_LG1

○

RPNA_LG1
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出願番号等の番号検索・表示については、原則として ASEAN 各国ごとに番号形態が異なり、そ
れに対応した検索が必要となる。出願番号のみについて留意点としてまとめた。
１． 番号検索
インドネシア
・出願番号
T00YYYYNNNNN
T：出願種別を表すアルファベット 1 文字
W: PCT 国内移行特許
P： PCT 以外の特許
S: 実用新案
00：2 桁の数字「0＇ゼロ（」
YYYY：出願年を表す４桁の西暦年号数字
NNNNN：連番数字＇上位桁の「０」は省略不可（
マレーシア
・出願番号
特許出願番号：PI、実用新案出願番号：UI
1999 年まで 西暦２桁と 00+4 桁の番号 PI △YY00NNNN(“PI △94000511”)
2000-2009 年まで 西暦４桁と４桁の番号 PI △YYYYNNNN(“PI △20005878”)
2010 年以降 西暦４桁と６桁の番号 PI △YYYYNNNNNN(“PI △2012001505”)
N の 4 桁または 6 桁の数字は、特許と実用新案を通じて連番が付与されている。
特許種別(特許：PI、実用新案：UI)と西暦を含む番号の間はスペース(△)、特許種別と番号をダ
ブルクォーテーションで囲む。
フィリピン
・出願番号
新形式出願番号＇1998 年以降に付与された番号形式（
入力形式：PH/T/YYYY/NNNNNN
T 文献種別 特許：1／実用新案：2
YYYY 西暦年 4 桁。
NNNNNN 最大６桁、上位桁 0 を省いて入力する。
PCT 出願からの国内移行は 2010/500708 など西暦年 4 桁の後が「５」となる。
シンガポール
・出願番号
2013 年頃まで YYYYNNNNN
YYYY 西暦年度数字 4 桁 必ずしも Filing Date の年号とは一致していない
NNNNN 連番 5 桁または 6 桁＇上位桁の「０」は省略不可（
2014 年頃以降 TTYYYYNNNNN
TT 出願ルート
10： SG 特許庁への直接出願
11： PCT 国内移行特許
YYYY 西暦年度数字 4 桁 必ずしも Filing Date の年号とは一致していない
NNNNN 連番 5 桁
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タイ
・出願番号
入力形式：YY0TNNNNNN
YY0TNNNNNN 例：1201000126 例：2012 年の特許
YY 年度下 2 桁を表す数字。
T 文献種別を表す数字 1 桁。 特許：1／小特許：3
NNNNNN 各年度の連番数字 6 桁固定。＇上位桁の「０」は省略不可（
ベトナム
・出願番号
入力形式：[TYYYYNNNNN]
T：公報種別＇特許：１、実用新案：２（
YYYY：西暦年
NNNNN：５桁の数字 ＇上位桁の「０」は省略不可（
２． 特許分類検索
現段階では、ASEAN 諸国情報に CPC は付与されていない。また、IPC についても付与されてい
ない公報もあるので IPC での網羅的な把握は困難である。
IPC 検索
IPC の書誌情報中の表記は、A61K△8/19 のようにサブクラスとメイングループの間にはスペース
＇△（が存在するが、PATENTSCOPE とは異なり、A61K8/19 とスペースを詰めて検索すると検索で
きない。A61K△8/19 のようにスペースを含んだ状態での検索が必要である。
3.1 簡易検索で触れたように「A61K 8」を入力すると「A61K 8*」のように自動的に末尾にアスタリ
スクが付与されて検索される。
A61K*
62038 件
A61K 8*
3729 件
A61K 8/00* 179 件
A61K 8/19* 259 件
しかし、詳細検索では、「A61K 8/00*」とアスタリスクを付けて検索すると検索結果は得られず、
「A61K 8/00」とアスタリスクなしでの検索が必要である。
A61K*
56176 件
A61K 8/00* 0 件
A61K 8/19* 0 件
A61K 8/00 179 件
A61K 8/19 259 件
A61K*での簡易検索と詳細検索における差は未解明である。
３． テキスト検索
用語検索
複合語＇フレーズ（を検索する場合には、一般に用語をダブルクォーテーションで囲って”solar△
cell”などと検索することが多いが、簡易検索でも詳細検索でも「solar△cell」とダブルクォーテーショ
ンを使わずに検索する。
出願人についても、簡易検索、詳細検索問わず「HUAWEI△TECHNOLOGIES」のようにダブル
クォーテーションを使わずに検索する
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テキスト検索フィールドにおける「English」と「Bilingual」について
検索フィールド項目としての発明の名称に「Title」、「Title English」、「Title Bilingual」などがあるが、
これは以下のように区別されている。
Title：英語情報のみが発行される MY, PH, SG では、このフィールドのみで検索でき、「Title
English」、「Title Bilingual」に英語検索用語を入力しても検索できない。また、原語情報が発行され
る ID, TH, VN では、各国言語を入力して検索する。これら 3 国において原語検索した結果は、原
則として各国原語で表記されるが、ID についてはインドネシア語と英語が併記される場合もある。
Title English：原語情報が発行される ID, TH, VN において英語で検索すると検索結果が得られる。
但し、ID についてはインドネシア語と英語が併記される場合もあるが、TH, VN ではそれぞれの原語
のみの表記である。
Title Bilingual：同様に、原語情報が発行される ID, TH,において英語で検索すると、原語と英語
で表記された検索結果が得られる。但し、VN については、いずれの英語用語で検索しても結果は
得られない。
「Title Bilingual」フィールドで「cosmetic*」と検索し、結果得られた TH 情報＇タイ語と英語が併記（

上記検証例の一部を示す。＇参考情報として各国知財庁と PATENTSCOPE の結果も示す（
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基本的には、ID, TH, VN の英語用語での検索結果は、「Title」フィールドで得られる原語検索結
果に包含されるが、TH のように原語での抽出結果が、タイ知的財産局 DB の DIP より異常に少な
いこともある＇この場合には cosmetics の表記として「เครื่ องสาอาง」だけでは、不充分で他に異表記が存
在することも考えられる（。したがって、英語検索と原語検索をマージして情報を得ることも必要となる。
また、英語検索における「Title」、「Title English」、「Title Bilingual」の抽出結果は、いずれも重複
がないので、これらの結果を基にする場合には３つのフィールド検索結果をマージした結果とするこ
とが必要である。
要約でも上記と同様であるが、要約については、Bilingual で検索しても ID ではインドネシア語の
みであるものも見受けられる。TH については、おおむねタイ語と英語併記の要約が得られる。
このように原語と英語を併記して検索結果が得られる「Bilingual」は便利であるが、現状では原語
情報のすべてが収録されているわけではなく、今後の充実に期待したい。
４． 日付検索
詳細検索における年、月、週、日の検索における範囲検索、例えば 2010 年～2017 年に発行さ
れたもので絞る場合には、Pub. Date フィールドを「yyyy」に設定し、「2010 TO 2017」と入力する。
TO は、to と小文字でも支障はない。
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第４章 意匠データベース ASEAN DesignView
１．検索データベース仕様一覧
意匠＇ASEAN DesignView（
URL (検索)
言語
検索条件項目

入手可能情報

http://www.asean-designview.org/tmdsview-web/welcome
検索: 英語、インドネシア語、ラーオ語、タイ語、ベトナム語
結果: 英語、インドネシア語、ラーオ語、タイ語、ベトナム語
Offices＇知財庁選択（
Indication of the product＇物品名称（
Design number＇意匠番号（
Application number＇出願番号（
Design status＇意匠法律状態（
Owner name＇出願人・権利者名（
Designer name＇創作者名（
Representative's name＇代理人名（
Locarno＇意匠分類（
Expiry date＇権利失効日（
Filing date＇出願日（
Registration date＇登録日（
Publication date＇登録公報発行日（
Priority date＇優先日（
End of deferment＇失効日（
Convention priority number＇優先権番号（
Priority country＇優先権主張国（
Exhibition priority＇博覧会出品優先権（
結果一覧表示情報
Design＇意匠代表図（
Indication of the product＇物品名称（
Design number＇意匠番号（
Owner name＇出願人・権利者名（
Filing date＇出願日（
Status＇法律状態（
Design office＇意匠登録庁（
Class＇ロカルノ分類（
Verbal element＇意匠に係る物品の説明（
Application number＇出願番号（
Previous Owner name＇前権利者（
Designer name＇創作者名（
Representative's name＇代理人名（
Expiry date＇権利失効日（
Registration date＇登録日（
Publication date＇公報発行日（
Priority date＇優先日（
Effective date＇発効日（
End of deferment＇失効日（
Convention priority number＇優先権番号（
Priority country＇優先権主張国（
Exhibition priority＇博覧会出品優先権（
詳細表示情報
Registration office code(登録庁コード)
Application number（出願番号）
Design number（意匠番号）
Application language code（言語コード）
Application date（出願日）
Application published（出願公報発行日）
Application reference（参考文献）
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意匠＇ASEAN DesignView（
Registration number（登録番号）
Registration date（登録日）
Publication date（登録公報発行日）
Design description(意匠に係る物品の説明)
End of deferment（失効日）
Renewal current status code(更新法律状態コード)
Expiry date（権利失効日）
Design current status code(最新法律状態コード)
Design current status date(最新法律状態日)
Comment(コメント)
Representation(views of design)（代表図面）
Indication of the product and classification（物品名称とその分類）
Language code（言語コード）
Indication product（物品名称）
Locarno classification（ロカルノ分類）
Owner（権利者情報）
Applicant Identifier（出願人 ID）
Name（出願人）
Country code（出願人国コード）
Address（出願人住所）
Representative（代理人情報）
Representative identifier（代理人 ID）
Name（代理人名）
Country code（代理人国コード）
Address（代理人住所）
Designer（創作者情報）
Designer identifier（創作者 ID）
Designer name（創作者名）
Exhibition priority（博覧会出品優先権）
priority number（優先権番号)
Priority date＇優先日（
Convention priority（優先権）
Priority country（優先権主張国）
Convention priority（優先権番号）
Priority date＇優先日（
Publication（公報情報）
Publication identifier（公報 ID）
Publication section（公報区分）
Publication date（公報発行日）
Recordals（記録情報）
Renewals（更新情報）
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２．検索データベース取扱い説明
２．１ Simple Search＇簡易検索（
ASEAN DesignView のトップ画面の上部にある検索窓に物品名を入れて検索する。意匠番号や
出願人など各種の検索フィールドでの検索は次に紹介する「Advanced search」で行う。

収録庁＇offices（
BN＇ブルネイ（、ID＇インドネシア（、KH＇カンボジア（、LA＇ラオス（、MY＇マレーシア（、
PH＇フィリピン（、SG＇シンガポール（、TH＇タイ（、VN＇ベトナム（
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２．２ Advanced Search
「Offices」。のプルダウンメニューで収録庁を選択すると、選択された庁を絞り込み検索できる。何も
選択しなければ絞り込みされない＇全９庁を対象に検索する（。
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検索項目
・offices ＇知財庁選択（
・Indication of the product＇物品名称（
Strict mode＇完全一致（と Contains mode＇部分一致（とを選択できる
・Design number＇意匠番号（
・Application number＇出願番号（
・Design status＇意匠法律状態（
・Owner name＇出願人・権利者名（
・Designer name＇創作者名（
・Representative's name＇代理人名（
・Locarno＇意匠分類（
・Expiry date＇権利失効日（
・Filing date＇出願日（
・Registration date＇登録日（
・Publication date＇登録公報発行日（
・Priority date＇優先日（
・End of deferment＇失効日（
・Convention priority number＇優先権番号（
・Priority country＇優先権国（
・Exhibition priority＇博覧会出品優先権（
Design status のプルダウンメニュー項目
・Filed＇出願（
・Registered＇登録（
・Expired＇登録後失効（
・Ended＇満期終了（
・Application published＇出願公開（
・Registered and fully published＇登録公報発行（
・Registered and subject to deferment ＇登録期間の延長（
・Lack of effects ＇登録前失効（
・Design surrendered＇意匠の放棄（
・Invalidity procedure pending＇無効保留（
・Design declared invalid＇無効宣告（
・Design lapsed＇失効（
・Status.empty.key＇ステータスなし（
Locarno 分類メニューで上の主分類を選択するとそれに該当する副分類も設定できる。
主分類
副分類
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検索結果一覧

結果一覧表示情報
デフォルトでは１ページに１０件表示されるが、最大４０件まで表示できる。
上部のタイトル行をクリックすると検索結果を昇順、降順でソートできる。ただし、Design number
＇意匠番号（でのソートは機能しない。
2017 年１２月時点では、簡易検索を行なった場合は機能するが、いきなり詳細検索を行った場合
は「Loading・・・」となって機能しない。
・Design＇意匠代表図（
・Indication of the product ＇物品名称（
・Design number ＇意匠番号（
・Owner name ＇出願人・権利者名（
・Filing date ＇出願日（
・Status ＇法律状態（
・Design office ＇意匠登録庁（
・Class ＇ロカルノ分類（
検索結果の並べ替え設定＇Sort results by（
プルダウンメニューで選択した項目の昇順／降順を選択することにより検索結果を並べ替えること
ができる。但し、Design number ＇意匠番号（を選択したときのみ結果一覧は表示されない。
並べ替え可能なフィールド
・Indication of the product ＇物品名称（
・Design number ＇意匠番号（
・Owner name ＇出願人・権利者名（
・Filing date ＇出願日（
・Status ＇法律状態（
・Design office ＇意匠登録庁（
・Class ＇ロカルノ分類（
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また、結果一覧表の最下部に View/hide columm のボタンがある。これをクリックすると検索結果
一覧の表示項目を追加・削除できる。追加した項目でもソートできる。

表示項目＇追加可能なもの（
・Verbal element＇意匠に係る物品の説明（
・Application number＇出願番号（
・Previous Owner name＇前権利者（
・Designer name＇創作者名（
・Representative's name＇代理人名（
・Expiry date＇権利失効日（
・Registration date＇登録日（
・Publication date＇公報発行日（
・Priority date＇優先日（
・Effective date＇発効日（
・End of deferment＇失効日（
・Convention priority number＇展示会優先権番号（
・Priority country＇優先権国（
・Exhibition priority＇博覧会出品優先権（
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詳細情報
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詳細表示情報
意匠
・Registration office code
・Application number
・Design number
・Application language code
・Application date
・Application published
・Application refrence
・Registration number
・Registration date
・Publication date
・Design description
・End of deferment
・Renewal current status code
・Expiry date
・Design current status code
・Design current status date
・Comment
Representation (views of design)
Indication of the product and classification
Language code

：登録庁コード
：出願番号
：意匠番号
：言語コード
：出願日
：出願公報発行日
：参考文献
：登録番号
：登録日
：登録公報発行日
：意匠に係る物品の説明
：失効日
：更新法律状態コード
：権利失効日
：最新法律状態コード
：最新法律状態日
：コメント
：代表図面
：物品名称とその分類
：言語コード
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Owner

Indication product
Locarno classification

Applicant Identifier
Name
Country code
Address
Representative
Representative Identifier
Name
Country code
Address
Designer
Designer identifier
Designer name
Exhibition priority
priority number
Priority date
Convention priority
Priority country
Convention priority number
Priority date
Publication
Publication identifier
Publication section
Publication date
Recordals
Renewals

：物品名称
：ロカルノ分類
：権利者情報
：出願人 ID
：出願人名
：出願人国コード
：出願人住所
：代理人情報
：代理人 ID
：代理人名
：代理人国コード
：代理人住所
：創作者情報
：創作者 ID
：創作者名
：博覧会出品優先権
：優先権番号
：優先日
：優先権
：優先権主張国
：優先権番号
：優先日
：公報情報
：公報 ID
：公報区分
：公報発行日
：記録情報
：更新情報
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簡易統計＇フィルター機能（
検索結果で得られた一覧について以下の 7 種の簡易統計が可能
1)アセアン各国当該意匠の収録状況

2)法律状態の割合
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3)出願日/登録日情報

4)ロカルノ分類の分布
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5)出願人ランキング

出願人は名寄せされずにランキングされるので注意が必要である。
わずかな法人格の異表記＇下記例では、N.V.と N.V＇ドットの有無（（で解析カウントされる。
UNILEVER N.V. 、UNILEVER N.V 、 UNILEVER PLC ⇒ UNILEVER などで再検索する。
6)創作者ランキング
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再検索について
検索結果一覧を表示あるいは詳細表示をさせた後、異なる条件などで再検索すべく、「Advance
search」ボタンを押すと検索画面が現れ、新しい条件を入力できるが、Search ボタンをクリックしても
次のように「Loading・・・」となって動かない＇検索できない（。
再検索するには、http://www.asean-designview.org/designview/bookmark? q=%3A&lang=en#
から改めて検索条件を入力することによって動作する。

Advance search 画面で新規な条件を入力して Search ボタンをクリックしても「Loading・・・」となって動
かない。

ロボット検索への警告表示
プログラムを組んで機械的に多量のデータなどを取得しようというロボットアクセスに対応するため
に、短時間内に複数回のアクセスを繰り返すと以下のような警告の画面が現れる。
「私はロボットではありません」のチェックボックスにチェックして「Submit」をクリックしないと次の検
索ができない。
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詳細情報タブ
結果リストのリンクをクリックすると詳細情報タブが開く。詳細情報タブは５つまで開くことができる。
限度を超えてリンクをクリックすると、次のエラーメッセージが現れる。
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３．ASEAN DesignView 検索・表示項目留意点
項目
知財庁選択
登録庁コード
意匠登録庁
言語コード
物品名称
意匠に係る物品の説明
意匠代表図

意匠分類＇ロカルノ分類（
出願番号
出願日
意匠番号
登録番号
登録日
優先権番号
優先日
優先権主張国
博覧会出品優先権
出願人・権利者名
前権利者
創作者名
代理人名
発効日
失効日
権利失効日
意匠法律状態
法律状態
最新法律状態コード
最新法律状態日
更新法律状態コード
出願公報発行日
登録公報発行日
公報 ID
公報区分
参考文献

項目＇英語表記（
Offices
Registration office code
Design office
Application language code
Indication of the product
Verbal element
Design description
Design
Representation (views of
design)
Locarno
Class
Application number
Filing date
Application date
Design number
Registration number
Registration date
Convention priority number
Priority date
Priority country
Exhibition priority
Owner name
Previous Owner name
Designer name
Representative's name
Effective date
End of deferment
Expiry date
Design status
Status
Design current status code
Design current status date
Renewal current status code
Application published
Publication date
Publication identifier
Publication section
Application reference

検索
○

結果一覧表示

詳細結果表示

○
○

○
○

○

○
△
○
○
○

○
○
○

○
△
○

○

○

○
○
○
○
○
○

△
△
△
△
△
○
△
△
△
△
△
△

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○

○

△

○
○
○
○
○
○
○
○

結果一覧表示の△は、デフォルトで表示されず View/hide columm で列を追加した時の表示項目
特記事項
1. 知財庁選択
チェックボックスにチェックを入れると選択した知財庁での検索が可能であり、チェックを入れな
いと以下のすべての知財庁が検索対象となる。
BN＇ブルネイ（、ID＇インドネシア（、KH＇カンボジア（、LA＇ラオス（、MY＇マレーシア（、
PH＇フィリピン（、SG＇シンガポール（、TH＇タイ（、VN＇ベトナム（
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2. 番号検索
出願番号、意匠番号、優先権番号での検索が可能である。
出願番号検索、意匠番号検索では、前方一致、後方一致、中間一致検索ができる。
優先権番号では、アスタリスク＇*（を付ければ前方一致、後方一致、中間一致検索ができる。
登録番号からの検索はできない＇検索フィールドが用意されていない（。
3. 番号表記
１（ 出願番号
ＢＮ
BNDYYYYNNNNNNNNNN
例：BND20060000000003
YYYY
西暦年 4 桁
NNNNNNNNNN
連番 10 桁
ＩＤ
A00YYYYNNNNN
例：A00200301402
YYYY
西暦年 4 桁
NNNNN
連番 5 桁
KH
2009 年 12 月 15 日まで
D/Y/NN
例：D/8/54
Y
西暦年下 1 桁
NN
連番 2 桁
2010 年 1 月 3 日以降
D/YYYY/NNN
例：D/2014/44
YYYY
西暦年 4 桁
NNN
連番 3 桁
LA
NN
例：85
NN
連番 2 桁
ＭＹ
YY-NNNNN-xxxx
例：07-01616-0101
YY
西暦年 4 桁
NNNNN
連番 5 桁
xxxx
番号４桁
ＰＨ
1995 年 5 月 5 日まで
PH-3-0-NNNN
例：PH-3-0-4641
3
文献種別数字 1 桁 特許：1／実用新案：2／意匠：3
0
旧形式出願番号
NNNN
連番 4 桁
1995 年 5 月 10 日以降
PH-3-YYYY-NNN
例：PH-3-2010-621
3
文献種別数字 1 桁 特許：1／実用新案：2／意匠：3
YYYY
西暦年 4 桁
NNN
連番 3 桁
ＳＧ
2000 年 11 月 9 日まで
DU200NNNNNC
例：DU20031226B
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NNNNN
00001 から始まる連番数字連番 5 桁
C
チェックディジットアルファベット 1 文字＇A～Z（
2000 年 11 月 13 日から 2014 年 11 月 14 日まで
DYYYYNNNNC
例：D20071087B
YYYY
西暦年 4 桁
NNNN
連番 4 桁
C
チェックディジットアルファベット 1 文字＇A～Z（
2014 年 11 月 17 日以降
30YYYYNNNNC
例：30201501634V
YYYY
西暦年 4 桁
NNNNN
連番 5 桁
C
チェックディジットアルファベット 1 文字＇A～Z（
ＴＨ
YY0TNNNNNN
例：9902001876
YY
西暦年下 2 桁
2
文献種別数字 1 桁 特許：1／意匠：2／小特許：3
NNNNNN
000001 から始まる連番数字 6 桁
ＶＮ
3-YYYY-NNNNN
例：3-2005-00547
3
文献種別数字 1 桁 特許：1／実用新案：2／意匠：3
YYYY
西暦年
NNNNN
00001 から始まる連番数字 5 桁
国際出願＇BN,SG に収録（
WODM/NNNNNN
例：WODM/066573
NNNNNN
000001 から始まる連番数字 6 桁
なお、ＳＧには出願日不明の４件が収録されており、当該出願は末尾に A が付されている
例：WODM/068665A
２（ 意匠番号
ＩＤ
ID70A00YYYYNNNNN_nnnn-m
例：A00200301402
YYYY
出願番号と同じ西暦年 4 桁
NNNNN
出願番号と同じ連番 5 桁
nnnn
0001 から始まる数字 4 桁
m
数字 1 桁
ＰＨ
1995 年 5 月 5 日まで
PH70000000000NNNN-n
例：PH700000000004641-1
NNNN
出願番号と同じ連番 4 桁
n
1 から始まる数字 1 桁
1995 年 5 月 10 日以降
PH70YYYY000000NNN-n
例：PH702010000000621-1
YYYY
出願番号と同じ西暦年 4 桁
NNN
出願番号と同じ連番 3 桁
n
1 から始まる数字 1 桁
ＴＨ
NNNNNN
例：76225、105008
NNNNNN
5 桁または 6 桁の数字
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ＶＮ
出願番号と同じ
例：3-2005-00547
上記以外の国
出願番号に続いて-0001 で始まる４桁の数字が付されている
例：BND20060000000003-0001、PH-3-0-4641-0001、WODM/066573-0001
３（ 登録番号
ＢＮ
DYYYYNN
例：D20039、D2006１0
YYYY
出願番号と同じ西暦年 4 桁
NN
出願番号と同じ数字 1～2 桁
ＩＤ
IDD NNNNNNNNNN
例：IDD0000006775
NNNNNNNNNN
出願番号と無関係な数字 10 桁
KH
N/NN
例：49、302
NNN
出願番号と無関係な数字 3 桁
LA
NN
例：68
NN
出願番号と無関係な数字 2 桁
ＭＹ
登録番号は収録されていない＇登録日は収録されている（。
ＰＨ
1995 年 5 月 5 日まで
3-1-NNNN
例：3-1-4641
3
文献種別数字 1 桁 特許：1／実用新案：2／意匠：3
1
旧形式登録番号
NNNN
出願番号と同じ数字 4 桁
1995 年 5 月 10 日以降
3-YYYY-NNN
例：3-2010-621
3
文献種別数字 1 桁 特許：1／実用新案：2／意匠：3
YYYY
出願番号と同じ西暦年 4 桁
NNN
出願番号と同じ連番 3 桁
ＳＧ
2000 年 11 月 9 日まで
登録番号は収録されていない＇登録日も収録されていない（。
2000 年 11 月 13 日から 2014 年 11 月 14 日まで
登録番号は収録されていない＇登録日は収録されている（。
2014 年 11 月 17 日以降
登録番号は収録されていない＇登録日は収録されている（。
ＴＨ
登録番号は収録されていない＇登録日も収録されていない（。
ＶＮ
3-NNNNNNN-nnn
例：3-0010217-000
3
文献種別数字 1 桁 特許：1／実用新案：2／意匠：3
NNNNNNN 出願番号と無関係な数字 7 桁
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４． 日付検索
検索および結果表示ともに dd-mm-yyyy の形式
入力形式が間違っていると、入力フィールドが赤枠となって、Search ボタンをクリックしても検索
でき
ない。

５． テキスト検索＇物品名称、権利者名、代理人名、創作者名（
収録されている言語＇インドネシア語、ラーオ語、タイ語、ベトナム語（による検索が可能。
外国出願人＇権利者（は原則として英語表記されているので英語での検索が可能である。
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第５章 商標データベース ASEAN TMview
１．検索データベース仕様一覧
商標＇ASEAN TMview（
URL (検索)
言語
検索条件項目

入手可能情報

http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome
検索: 英語、インドネシア語、クメール語、ラーオ語、タイ語、ベトナム語
結果: 英語、インドネシア語、クメール語、ラーオ語、タイ語、ベトナム語
Trade mark offices ＇知財庁選択（
Trade mark name＇商標名称（
Application number＇出願番号（
Application date＇出願日（
Registration number＇登録番号（
Registration date＇登録日（
Trade mark type ＇商標種別（
Trade mark status＇法律状態（
Applicant name＇出願人名（
Nice class＇ニース分類（
Vienna code＇ウィーン分類（
Opposition＇異議申立（
結果一覧表示情報
Graphic representation＇図形表示（
Trade mark name＇商標名（
Trade mark office＇商標庁（
Application number/Registration number＇出願番号/登録番号（
Trade mark status＇法律状況（
Nice class＇ニース分類（
Applicant name＇出願人（
Application date＇出願日（
Trade mark type＇商標種別（
Vienna code＇ウィーン分類（
Opposition period＇異議申立期間（
Opposition deadline＇異議申立期限（
Registration date＇登録日（
詳細表示情報
Trade mark＇商標表示（
Application number＇出願番号（
Application language＇出願原語（
Application date＇出願日（
Trade mark office＇商標庁（
Registration office＇商標登録庁（
Expiry date＇有効期限（
Trade mark type＇商標種別（
Kind of mark＇商標属性（
Nice classification＇ニース分類（
Vienna classification＇ウィーン分類（
Current trade mark status＇最新法律状態（
Status date＇法律状態日付（
List of goods and services＇商品・役務情報（
Classification version＇分類のバージョン（
Nice class number ＇ニース分類（
List of goods and services＇商品・役務内容（
Owner＇出願人・権利者情報（
Applicant identifier＇出願人 ID（
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商標＇ASEAN TMview（
Name＇出願人・権利者名（
Address country＇出願人・権利者国コード（
Address＇出願人・権利者住所（
Representative＇代理人情報（
Representative identifier＇代理人 ID（
Name ＇代理人名（
Address ＇代理人住所（
Correspondence address＇連絡先住所（
Exhibition priority＇展示会出品優先権（
Address country＇展示会開催国（
Address ＇展示会開催住所（
Priority ＇優先権情報（
Priority country＇優先権国コード（
Priority number＇優先権番号（
Priority date＇優先権主張日（
Partial priority＇部分優先権（
Priority status＇優先権法律状態（
Publication ＇公報情報（
Publication number ＇公報番号（
Publication section ＇公報区分（
Publication date＇公報発行日（
Publication page＇公報ページ数（
Opposition＇異議申立（
Recordals＇登録情報（
Kind of record＇記録種別（
Record filing date＇出願日記録（
Notification date ＇通知日（
Effective date ＇発効日（
Interested office ＇関係庁（
Designation(s) under Madrid Protocol＇マドリッド協定議定書（
Designation(s) under Madrid Agreement＇マドリッド協定指定国（
Record publication＇公報記録情報（
Publication number＇公報番号（
Publication section＇公報区分（
Publication date＇公報発行日（
Publication page＇公報ページ数（
Cancellation＇取下げ（
Appeals＇審判（
Renewals＇更新情報（
Kind of record＇更新記録種別（
Record filing date＇更新出願日記録（
Notification date＇通知日（
Effective date ＇発効日（

78

２．検索データベース取扱い説明
２．１ Simple Search＇簡易検索（
ASEAN TMView のトップ画面上部にある検索窓に商標名を入れて検索する。商標番号や出願
人など各種の検索フィールドでの検索は次に紹介する「Advanced search」で行う。

詳細検索画面へ

収録庁＇offices（
BN＇ブルネイ（、ID＇インドネシア（、KH＇カンボジア（、LA＇ラオス（、MY＇マレーシア（、
PH＇フィリピン（、SG＇シンガポール（、TH＇タイ（、VN＇ベトナム（
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２．２ Advanced Search
Offices のプルダウンメニューで収録庁を選択すると、選択された庁を絞り込み検索できる。何も選
択しなければ絞り込みされない＇全９庁を対象に検索する（。
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検索条件項目
・Trade mark offices ＇知財庁選択（
・Trade mark name＇商標名（
・Application number＇出願番号（
・Registration number＇登録番号（
・Trade mark type ＇商標種別（
・Trade mark status＇法律状態（
・Applicant name＇出願人名（
・Nice class＇ニース分類（
・Vienna code＇ウィーン分類（
・Opposition＇異議申立（
・Application date＇出願日（
・Registration date＇登録日（
Trade mark type ＇商標種別（のプルダウンメニュー項目
・3-D＇三次元商標（
・Colour＇色商標（
・Combined＇文字と図の組み合わせ商標（
・Figurative＇図商標（
・Stylized chatacters＇図案化された文字商標（
・Undesined＇特定されないもの（
・Word＇文字商標（
Trade mark status＇法律状態（のプルダウンメニュー項目
・Filed＇出願（
・Registered＇登録（
・Expired＇登録後失効（
・Ended＇満期終了（
・Other＇その他（
検索のタイプ
・Fuzzy search
あいまい検索＇あいまい度を１０％～９０％まで１０％単位で選択可能（
・Phrase search
bio cell などのフレーズそのものを検索するには「Phrase search」にチェックを入れる。
BIO CELL、bio-cell がヒットする
チェックを入れないと「bio and cell」検索となり、上記に加え、BIO-HYDRO CELL や Cell bio がヒ
ットする。
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検索結果一覧
１ページの表示件数

結果一覧表示情報
デフォルトでは１ページに１０件表示されるが、最大１００件まで表示できる。
上部のタイトル行をクリックすると検索結果を昇順、降順でソートできる。ただし、Graphic
representation＇図形表示（でのソートは機能しない。
2017 年１2 月時点では、簡易検索を行なった場合は機能するが、直接、詳細検索を行った場合
は「Loading・・・」となって機能しない。
・Graphic representation＇図形表示（
・Trade mark name＇商標名（
・Trade mark office＇商標庁（
・Application number /Registration number＇出願番号／登録番号（
・Trade mark status＇法律状態（
・Nice class＇ニース分類（
・Applicant name＇出願人（
・Application date＇出願日（
・Trade mark type＇商標種別（
・Registration date＇登録日（
検索結果の並べ替え設定＇Sort results by（
プルダウンメニューで選択した項目の昇順／降順を選択することにより検索結果を並べ替えること
ができる。但し、Graphic representation ＇図形表示（を選択したときのみ結果一覧が表示されない。
並べ替え可能なフィールド
・Trade mark name＇商標名（
・Trade mark office＇知財庁選択（
・Application number＇出願番号（/Registration number＇登録番号（
・Trade mark status＇法律状態（
・Vienna code＇ウィーン分類（
・Nice class＇ニース分類（
・Applicant name＇出願人名（
・Application date＇出願日（
・Opposition peropd＇異議申立期限（
・Trade mark type ＇商標種別（
・Graphic representation ＇図形表示（
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結果一覧表の最下部に View/hide columm というボタンがあり、ここをクリックすると表示項目を追
加・削除できる。追加した項目でもソートできる。

表示項目＇追加可能なもの（
・Vienna code＇ウイーン分類コード（
・Opposition period＇異議申立期間（
・Opposition Deadline＇異議申立期限（
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詳細情報
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詳細表示情報
・Trade mark
・Application number
・Application language
・Application date
・Trade mark office
・Registration office
・Expiry date
・Trade mark type
・Kind of mark
・Nice classification
・Vienna classification
・Current trade mark status
・Status date
List of goods and services
Classification version
Mark standard character
言語＇翻訳可能（
Nice class number
List of goods and services
Owner＇権利者情報（
Applicant identifier
Name
Address country
Address
Representative＇代理人情報（
Representative identifier
Name
Address
Correspondence address
Exhibition priority（博覧会出品情報）
Address country
Address
Priority ＇優先権情報（
Priority country
Priority number
Priority date
Partial priority
Priority status
Publication ＇公報情報（
Publication number
Publication section
Publication date
Publication page
Opposition
Recordals
Kind of record
Record filing date

：商標表示
：出願番号
：出願言語
：出願日
：出願庁
：商標登録庁
：有効期限
：商標種別
：商標属性
：ニース分類
：ウイーン分類
：最新法律状態
：法律状態日付
：商品・役務情報
：分類のバージョン
：商標標準書体
：ニース分類
：商品・役務リスト
：出願人 ID
：出願人・権利者名
：出願人・権利者国コード
：出願人・権利者住所
：代理人 ID
：代理人名
：代理人住所
：連絡先住所
：展示会開催国
：展示会開催住所
：優先権国コード
：優先権番号
：優先権主張日
：部分優先権
：優先権法律状態
：公報番号
：公報区分
：公報発行日
：公報ページ数
：異議申立
：登録情報
：記録種別
：出願日記録
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Notification date
：通知日
Effective date
：発効日
Interested office
：関係庁
Designation(s) under Madrid Protocol
：マドリッド協定議定書
Designation(s) under Madrid Agreement
： マドリッド協定指定国
Record publication
：公報記録情報
Publication number
：公報番号
Publication section
：公報区分
Publication date
：公報発行日
Publication page
：公報ページ数
Cancellation
：取下げ
Appeals
：審判
Renewals
：更新情報
Kind of record
：更新記録種別
Record filing date
：更新出願日記録
Notification date
：通知日
Effective date
：発効日
Designation(s) under Madrid Protocol ：マドリッド協定議定書
Designation(s) under Madrid Agreement ： マドリッド協定指定国
Record publication
：更新公報
Publication number
：公報番号
Publication section
：公報区分
Publication date
：公報発行日
Publication page
：公報ページ数
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再検索について
検索結果一覧を表示あるいは詳細表示をさせた後、異なる条件などで再検索すべく、「Advance
search」ボタンを押すと検索画面が現れ、新しい条件を入力し、Search ボタンをクリックしても次のよう
に「Loading・・・」となって動かない＇検索できない（。
再検索するには、http://www.asean-tmview.org/tmview/bookmark?q=%3A&lang=en#から改めて
検索条件を入力することによって動作する。

「Loading・・・」となって動かない。

ロボット検索への警告表示
プログラムを組んで機械的に多量のデータなどを取得しようというロボットアクセスに対応するため
に、短時間内に複数回のアクセスを繰り返すと以下のような警告の画面が現れる。
「私はロボットではありません」のチェックボックスにチェックして「Submit」をクリックしないと次の検
索ができない。
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簡易統計＇フィルター機能（
検索結果で得られた一覧について以下の 7 種の簡易統計が可能
1)アセアン各国当該商標の収録状況

2)法律状態の割合
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3)商標種別の割合

4)出願日/登録日情報
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5)ニース分類の分布

6)ウィーン分類ランキング
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7)出願人ランキング

出願人は名寄せされずにランキングされるので注意が必要である。
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３．ASEAN TMview 検索・表示項目留意点
項目
商標庁
登録庁
出願原語
商標種別
商標名
図形表示
ニース分類
ウィーン分類
商品・役務分類バージョン
商品・役務リスト
商標標準書体
出願番号
出願日
登録番号
登録日
優先権国コード
優先権番号
優先権主張日
部分優先権
優先権法律状態
出願人名
出願人 ID
出願人・権利者名
出願人・権利者国コード
出願人・権利者住所
代理人 ID
代理人名
代理人国コード
代理人住所
連絡先住所
展示会開催国
展示会開催住所
法律状態
最新法律状態
法律状態日付
公報番号
公報区分
公報日
公報ページ数
異議申立
異議申立期間
異議申立期限
記録種別
出願日記録
通知日記録
発効日記録

項目＇英語表記（
Trade mark office
Registration office
Application language
Trade mark type
Trade mark name
Graphic representation
Nice class
Vienna code
Classification version
List of goods and services
Mark standard character
Application number
Application date
Registration number
Registration date
Priority country
Priority number
Priority date
Partial priority
Priority status
Applicant name
Applicant identifier
Owner name
Owner address country
Owner address
Representative identifier
Representative name
Representative address
country
Representative address
Representative
correspondence address
Exhibition address country
Exhibition address
Trade mark status
Current trade mark status
Status date
Publication number
Publication section
Publication date
Publication page
Opposition
Opposition period
Opposition Deadline
Kind of record
Record filing date
Notification date
Effective date
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検索
○

○
○
○
○

○
○
○
○

結果一覧表示
○

○
○
○
△

○
○
○
○

詳細結果表示
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○
○
○
○
○
○
○
○

○
△
△

○
○
○
○

項目
関係庁
マドリッド協定議定書
マドリッド協定指定国
公報番号記録
公報区分記録
公報発行日記録
公報ページ記録
取下げ
審判
更新情報
更新記録種別
更新出願日記録
通知日
発効日
更新公報番号
更新公報種別
更新公報発行日
更新公報ページ数

項目＇英語表記（
Interested office
Designation(s) under Madrid
Protocol
Designation(s) under Madrid
Agreement
Publication number
Publication section
Publication date
Publication page
Cancellation
Appeals
Renewals
Kind of record
Record filing date
Notification date
Effective date
Renewal publication number
Renewal publication section
Publication date
Publication page

検索

結果一覧表示

詳細結果表示
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

結果一覧表示の△は、デフォルトで表示されず View/hide columm で列を追加した時の表示項目
１．知財庁選択
チェックボックスにチェックを入れると選択した知財庁での検索が可能であり、チェックを入れない
と以下のすべての知財庁が検索対象となる。
BN＇ブルネイ（、ID＇インドネシア（、KH＇カンボジア（、LA＇ラオス（、MY＇マレーシア（、
PH＇フィリピン（、SG＇シンガポール（、TH＇タイ（、VN＇ベトナム（
２．番号検索
出願番号および登録番号からの検索が可能である。
出願番号検索、登録番号検索では、前方一致、後方一致、中間一致検索ができる。
３．番号表記
１（ 出願番号
ＢＮ
NNNNNN
例：037763
NNNNNN
000001 から始まる連番数字 6 桁
ＩＤ
TｘｘYYYYNNNNNN 例：D102012063569、V002004005233、ROO2004009741Tｘｘ
商
標の種類
Ｄｘｘ＇新規・商品（，Ｊｘｘ＇新規・役務（，Ｋｘｘ＇結合商標（，Ｒｘｘ＇更新・商品（Ｖｘｘ＇更新・役務（
ｘｘは 2 桁の数字またはアルファベット
YYYY
西暦年＇但し、出願年と一致しない例外有り（
NNNNNN
000001 から始まる連番数字 6 桁
ＫＨ
KH-T-YYYY-NNNNN
例：KH-T-2014-61644
YYYY
西暦年 4 桁
NNNNNN
00001 から始まる連番数字 5 桁
または
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KH-M-0-NNNNNNN
例：KH-M-0-1005214
NNNNNNN
000001 から始まる連番数字 7 桁
ＬＡ
NNNNN
例：3、29560
NNNNN
1 から始まる連番数字 1～5 桁
ＭＹ
1983 年 12 月 31 日まで
NNNＮNNNN
例：S/000044、S/240(1)、S/1/0251、S/01/329、R/000479、MB001798、
83/00008
NNNNNNN
S、R または M、/や()を含んでよい 7 桁
上位 2 桁が数字の場合は出願年の下 2 桁
1984 年 1 月 3 日以降
YYNＮNNNN
例：84000032
YY
西暦年下 2 桁
NNNNNNN
毎年 000001 から始まる連番数字 6 桁
ＰＨ
PH-4-YYYY-NNNNN
例：PH-4-2011-117、PH-4-1995-99964
YYYY
西暦年 4 桁
NNNNN
1 から始まる連番数字 1～5 桁
上記のほか 2012 年 7 月 25 日以降現在まで、次の形式の出願番号が存在する
PH-M-T-NNNNNNN
例：PH-M-0-860720、PH-M-0-1035183、PH-M-5-1362095
T
0～5 の数字 1 桁
NNNNNNN
数字 6～7 桁
加えて 2013 年 2 月 12 日以降現在まで、次の形式の出願番号も存在する
X-M-T-NNNNNNN
例：A-M-1-1228359、B-M-0-1152321
X
A または B
T
0～3 の数字 1 桁
NNNNNNN
数字 7 桁
ＳＧ
TYYNNNNNC
例：T9411093D
NNNNN
00001 から始まる連番数字 5 桁
C
チェックディジットアルファベット 1 文字＇A～Z（
2008 年 2 月 13 日以降の出願は、以下の形式も混在
40201NNNNNNC
例： 40201400107S
NNNNNN
数字 6 桁
C
チェックディジットアルファベット 1 文字＇A～Z（
201N は出願年または登録年と一致しない
ＴＨ
NNNNNN
例：127347、971534
NNNNNN
6 桁の数字
ＶＮ
WONNNNNN
例：WO1000017
NNNNNN
数字 6 桁
または
WONNNNNNC
例：WO131911A、WO941921D
NNNNNN
数字 6 桁
C
チェックディジットアルファベット 1 文字＇A～Z（
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２（ 登録番号
ＢＮ
NNNNNN
例：037763
NNNNNN
出願番号と同じ 000001 から始まる連番数字 6 桁。
ＩＤ
ＩＤＭNNNNNNNNN
例：IDM000484036、IDM000075333
NNNNNNNNN
000000001 から始まる出願番号と無関係な連番数字 9 桁。
ＫＨ
T-YYYY-NNNNN
例：T-2016-59988
YYYY
西暦年 4 桁
NNNNNN
00001 から始まる出願番号と無関係な連番数字 5 桁。
または
M-0-NNNNNNN
例：M-0-1005214
NNNNNNN
000001 から始まる出願番号と同じ連番数字 7 桁。
ＬＡ
NNNNN
例：3、29560
NNNNN
1 から始まる出願番号と同じ連番数字 1～5 桁
ＭＹ
出願番号と同じ
ＰＨ
4-YYYY-NNNNN
例：4-2011-117、4-1995-99964
YYYY
出願番号と同じ西暦年 4 桁
NNNNN
出願番号と同じ 1 から始まる連番数字 1～5 桁
M-T-NNNNNNN
例：M-0-860720、M-0-1035183、M-5-1362095
T
出願番号と同じ 0～5 の数字 1 桁
NNNNNNN
出願番号と同じ数字 6～7 桁
ＳＧ
登録番号は収録されていない＇登録日は一部収録されている（。
ＴＨ
登録番号は収録されていない＇登録日も収録されていない（。
ＶＮ
NNNNNN
例：1000017
NNNNNN
出願番号と同じ数字 6 桁
または
NNNNNC
例：131911A、941921D
NNNNNN
出願番号と同じ数字 6 桁
C
出願番号と同じチェックディジットアルファベット 1 文字＇A～Z（
３．日付検索・表示
検索および検索結果一覧表の表示では、dd-mm-yyyy の形式
入力形式が間違っていると、入力フィールドが赤枠となって、Search ボタンをクリックしても検索でき
ない。

また、詳詳細表示では、yyyy-mm-dd と逆の表記である。
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４．テキスト検索・表記＇商標名称、出願人名等（
収録されている言語＇インドネシア語、ラーオ語、タイ語、ベトナム語（による検索がが可能。
外国出願人は英語表記されており、英語で検索できる。
商標名称では、「CAN」で AMERICAN を検索できないが、アスタリスクを付けて「* CAN」で検索
できる。部分一致で検索するには「*CAN*」とする。
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第６章 商標データベース Global Brand Database
１．概要
WIPO ホームページ＇http://www.wipo.int/portal/en/（の最下段にある”Global Brand
Database”をクリックすると、Global Brand Database のホームページ
＇http://www.wipo.int/reference/en/branddb/（に移動し、
することで Global Brand Database の検索画面に移動できる。

Global Brand Database ホームページ＇http://www.wipo.int/reference/en/designdb/（
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をクリック

Global Brand Database の検索画面を直接開くには URL を入力する。
WIPO の Global Brand Database 検索画面＇http://www.wipo.int/branddb/en/（

検索画面説明
① 上段右端の
では、
“Contact Us”：WIPO＇Madrid（への質問を送付する画面へ移行
“My account”：WIPO ユーザーアカウントのサインイン画面へ移行
“English”：プルダウンメニューで表示言語を英語からスペイン語とフランス語に変更できる。
② 表題「Global Brand Database」の上の
には、
“Home”： WIPO のホームページ＇http://www.wipo.int/portal/en/（に移行
“Knowledge”：WIPO の各種データベースを紹介する画面
＇http://www.wipo.int/reference/en/（に移行
“Global Brand Database”： Global Brand Database の検索画面が表示される＇すなわち同じ
画面（
③ 表題「Global Brand Database」の上部右端にある
“searches”：プルダウンメニューで、下記の選択ができる。
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は

“save current search”：現在行っている検索式に名前をつけて保存する。
“view saved search”：保存された検索式の一覧が見られる。
“link to search”：検索を行った画面の URL をコピーできる。
“help”：ヘルプメニュー＇saved search の箇所（へ移行する。
“records”： プルダウンメニューで、下記の選択ができる。

“create record set”：選択した検索結果を名前をつけて保存する。
“view record set”： 保存された検索結果の一覧が見られる。
“clear current marks”： 保存された検索結果を消去する。
“help”：ヘルプメニュー＇record set の箇所（へ移行する。
“help” ： プルダウンメニューで、下記の選択ができる。

“How to search”：利用マニュアル画面＇http://www.wipo.int/branddb/en/branddbhelp.jsp（
が別画面で表示される。
“Database contents”：データベースに収録されている各国の商標の国名、収録数、更新
日、
更新頻度が別画面で表示される。＇利用マニュアル画面の最後に記載されている（
“FAQ”：よくある質問が別画面で表示される。
＇利用マニュアル画面の“Database contents”の前に記載されている（
④ 表題である Global Brand Database の下にお知らせ＇NEWS（が表示される。

左右に動くスクロールバーで動かすことにより、お知らせを閲覧できる。
データの追加情報やオンラインセミナー＇Webinar（の誘いなどがある.
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２．検索データベース仕様一覧
商標(Global Brand Databese)
URL (検索)
http://www.wipo.int/branddb/en/
検索：英語
言語
表示：英語
検索
Brand＇ブランド検索（
Text＇文字列（
Image Class＇ウィーン分類と文字列（
Goods /Services＇商品・役務（
Names＇名前検索（
Holder＇出願人／権利者（
Representative＇代理人（
Numbers＇番号検索（
Registration＇登録番号（
Application＇出願番号（
Dates＇日付検索（
Registration＇登録日（
Application＇出願日（
Expiration＇権利満了日（
Class＇分類検索（
Image Class All＇全分類：ウィーン分類＆米国分類（
検索条件項目
Goods /Services Class (Nice) ＇ニース分類＆米国分類（
Country＇国（
Origin＇本国コード（
Designation＇指定国（
絞り込み
Source＇ソース DB コード（
Image＇ウィーン図形類似検索（
Status＇法律状態（
Origin＇本国コード（
App. Year, Filling Date＇出願年（
Holder＇出願人・権利者名（
Expiration＇有効期限（
Image Class＇ウィーン分類（
Designation＇指定国（
Nice Cl.＇ニース分類（
Reg. Year＇登録年（

入手可能情報

検索結果一覧画面
Bland, Mark＇商標名称（
Source＇知財庁（
Status＇法律状態（
Relevance＇キーワードとの関連性（
Origin＇本国コード（
Holder＇権利者（
Number＇登録番号または出願番号（
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商標(Global Brand Databese)
Reg.Date＇登録日（
App.Date＇出願日（
Vienna＇ウィーン分類（
Nice CL.＇ニース分類（
Image＇標章（
Holder Country＇権利者国（
Exp. Date＇権利満了日（
詳細表示情報
Registration Number＇登録番号（
Application Number＇出願番号（
Status＇法律状態（
Date of the registration＇登録日（
Date of filing of the application＇出願日（
Date of making information available to the public regarding the
examined application＇公報発行日（
Expected expiration date of the registration/renewal
＇登録／更新期間満了予定日（
Mark＇標章（
Reproduction of the mark where the mark is represented in
standard characters＇標準文字による商標（
Information concerning colors claimed＇色に関する請求（
Name and address of the applicant＇出願人名・出願人住所（
Name and address of the representative＇代理人名・代理人住所（
International Classification of the Figurative Elements of Marks
(Vienna Classification)＇ウィーン分類（
The International Classification of Goods and Services for the
Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification) and
the list of goods and services classified according thereto
＇ニース分類に基づく商品／役務リスト（
利用マニュアル
http://www.wipo.int/branddb/en/branddb-help.jsp
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３．検索データベース取扱い説明
３．１ 検索 ＇Search By（
検索では６種類のタブを用いる。

① Brand
次の３種類の項目で検索できる。
Text ：商標名
Image Class：分類
Goods(All)：商品・役務
Text ：商標名
Text = の右側にある▼のプルダウンメニューで以下の４通りが選択できる。
=: (Normal): match term(s) as entered
= ～: (Fuzzy): matches are spelled similarly to entered term(s)
P=: (Phonetic): matches sound like entered term(s)
S=: (Stemming): Match all forms of a word

102

(Normal):
・検索したい文字列を入力。１単語ならそのまま入力＇例：delta（、複数の単語ならダブルクォーテー
ションマークで入力する＇例：”delta air”（。
・ブーリアン演算子＇AND, OR, NOT（が使用できる。
・括弧を用いてグルーピングが可能＇例：delta AND (air OR force)（。
・ワイルドカードは２種類 「?」は１語、「*」は複数語＇ゼロを含む（ ＇例：te?t＝test, text 他、text*＝
text, texts, texting 他（
・近接演算子は、” “内に複数語を入力して、その後に「~」次いで数字を入力する。数字の数だけの
単語を間に含む名前を検索する。＇例：”fruit juice”~5＝INDIGOS FRUIT SMOOTHIES FRESH
SQUEEZED JUICE, 他（
(Fuzzy): プルダウンメニューから、～: (Fuzzy):を選択
綴りが近いものを検索する。それらしい単語を入力した後に「~」次いで数字を入力する。数字の数
だけ綴りの異なるものを提示する。＇例：apple＝APPLEE, Aqple, Napple, その他（
(Phonetic): プルダウンメニューから、P=: (Phonetic):を選択
発音が近いものを検索する。＇例：boowoo＝BAWOO, bowu, BOUBOU, その他（
(Stemming):
プルダウンメニューから、S=: (Stemming):を選択
入力した単語の複数形や過去形などすべての形を検索する。＇例：transfer＝Trnasfers,
TRANSFERRED, Transfrable, その他（
Image Class：
商標の説明の箇所に記載されている語を対象に検索する。検索したい文字列、あるいは分類記
号を入力する。例えば、「apple AND tree」と入力すると、約 79,640 件＇2017 年 12 月 31 日時点（が
ヒットし、その中に次の商標が含まれている。ここで、(571) Description of mark のところの説明中に
「apple」と「tree」が含まれている。
同じように、「01.05.25」と入力すると、14,902 件がヒットし、その中に先の商標が含まれている。Ｖ
Ｃ＇Vienna Class（とＵＳ分類の２種類で検索できる。
86431810 - HOOKAH MATATA AL FAKHER SPECIAL EDITION
(532) Description of the figurative elements of the mark according to a national classification
01.05.25, 01.15.11, 01.15.18, 05.01.03, 05.01.04, 05.01.06, 05.01.10, 05.03.08, 05.09.05,
06.03.03, 10.01.05, 20.03.06, 21.01.25, 22.01.06, 24.17.13, 26.11.02, 26.11.20, 26.11.21,
28.01.01.
(571) Description of mark
The mark consists of a rectangular device with a black background. The bottom of the design has
three rectangular label like devices which appear in dark green and each device contains the words
"HOOKAH MATATA "in white. The center label design also contains, on the left and right side,
the words "AL FAKHER" in gray above Arabic characters, and the wording "SPECIAL EDITION"
below in black color and within a gray rectangle. A crown, circle, and banner design is above the
term "AL FAKHER", and the circle contains Arabic characters, and the banner contains the
wording "AL FAKHER", all in gray and dark green color. Above the dark green labels are
numerous apple designs which are in light green color. Throughout the design are numerous bubble
like figures which are shaded light green and dark yellow. Also appearing in the overall design are
numerous guitars which are colored dark brown and light brown. Several palm trees appear in the
design and the leaves are shaded light green and the trunks are dark brown. There are five dark
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yellow sun like designs which appear in the design which resemble pin wheels. Inside each of these
sun designs is a circular element which is light yellow. Appearing throughout the design are
numerous musical notation symbols in the form of eighth notes in the color white. Numerous
clusters of circular bubbles also appear throughout the design in the color white. Toward the
bottom of the design are two hookah designs which are shaded white. Connecting the hookahs is a
light green vine like strand. Appearing on the vine like strand in two places are blue water wave
designs.

Image Class の入力欄の右隣にある

をクリックすると、下の画面が現れる。

例えば、この画面で Class Description の欄に、「apple AND tree」 と入力すれば、Description 欄に
「apple」および「tree」という単語を含む商標が表示される。
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この画面で Code の欄に、「05.03.06」と入力すれば、該当する商標が表示される。

US 分類とＶＣ＇Vienna Class（の２種類がある。

② Names

次の２種類の項目で検索できる。
Holder ＇出願人、所有者、権利保持者（
Representative ＇代理人（
Holder ＇出願人、所有者、権利保持者（
企業名＇会社名（を入力すると、 それが保有する商標を表示する。。＇例：「Apple」を入力すると、
「Apple Inc.」「Apple Apparel Pty Ltd.」その他の会社の保有する＇出願した（商標を表示する。（
Representative ＇代理人（
代理人名を入力すると、代理人、あるいは事務所名に文字列を含む商標を表示する。＇例：「Smith」
を入力「Herbert Smith Freehills」「Reed Smith LLP」その他が代理人となっている商標を表示する。（
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③ Numbers

次の２種類の項目で検索できる。
Registration (Number) ：登録番号
Application (Number) ：出願番号
・いずれの番号でも、入力した数字を含む商標を検索する。ただし、国＇登録機関（により形式が異
なるため、複数の商標が表示される。
＇例：「36481」⇒「36481」、「036481」、「IDM000036481」、「KH/36481/11」など１１件。ただし、
「1/036481」は検索されず。（
・ワイルドカードを使うことができる。＇例：「36481*」「36?481」（
・範囲を指定する時は、TO 演算子を使うことができる。＇例：「[36481 TO 36489]」 角括弧[ ]を用い
る。波括弧 { } を用いた場合はその範囲を除く＇NOT 演算の役目（。
・単独の数字を入力する場合は完全一致であるが、範囲指定では部分一致で検索する？？？
④ Dates

次の３種類の項目で検索できる。
Registration (Date)：登録日
Application (Date)：出願日
Expiration (Date)：権利満了日
・日付の形式は、YYYY-MM-DD＇年-月-日（。
・範囲を指定する時は、TO 演算子を使うことができる。＇例：「[2012-01-01 TO 2015-12-31]」 角括
弧[ ]を用いる。波括弧 { } を用いた場合はその範囲を除く＇NOT 演算の役目（。
・今日までの範囲を指定する時は、TO 演算子を使って終点を”NOW”とする。＇例：「[2017-01-01
TO NOW]」
・「最近６ヶ月間」と指定する場合は、「[NOW-6MONTHS TO NOW]」と入力する。
・各入力欄をクリックすると、以下の選択肢が表示され、選択することができる。
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TODAY＇今日（、
Last 6 months＇過去６ヶ月（、
Year to date＇今年（、
Specific Date ＇指定日（、
All Dates Before ＇指定日より前（、
All Dates After ＇指定日より後（、
Date Range＇指定期間（
指定日＇期間（を含む条件を選択すると、カレンダーが表示され、そこから指定できる。
⑤ Class

次の２種類の項目で検索できる。
Image Class (All)
Goods/Services Class (Nice)
Image Class (All)
はじめの”Brand”タブの Image Class で説明したように、商標の説明の箇所に記載されている語を対
象に検索する。検索したい文字列、あるいは分類記号を入力する。例えば、「apple AND tree」と入
力、あるいは「01.05.25」と入力する。ＶＣ＇Vienna Class（とＵＳ分類の２種類で検索できる。
Goods/Services Class (Nice)
ニース分類に関わるニースコード＇Nice Code：２桁の数字（を入力するか、ニース分類の公式標準に
含まれる単語を入力する。
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⑥ Country

次の２種類の項目で検索できる。
Origin
Designation
Origin＇出願国（
出願人が商標を出願した国や機関を検索する。
Designation＇指定国（
一般的には商標を展開する国や機関を指すが、対象となる商標が関わるすべての国や機関？？で
検索する。
・いずれの場合も入力欄をクリックすると、国名や機関名の一覧が表示されるので、そこから選択で
きる。

108

３．２ 絞り込み－フィルタリング ＇Filter By（
検索画面で SEARCH BY の右にある FILTER BY を用いる。

初期画面の上部右側に配置されている。
検索＇Search（した結果を絞り込む＇narrow（ことができる。
中央のバー を動かすことで、SEARCH BY と FILTER BY の占める面積を変えられる。
右端の▼をクリックするとオプションでタブを増やすことができる。

オプションも含め、以下のタブで構成されている。
① Source：ソース DB コード
② Image：画像
③ Status：法律状態
④ Origin：出願国
⑤ App. Year：出願年
⑥ Expiration 満了年
⑦ Nice Cl. (Nice Class)：ニース分類
⑧ Reg. Year (Registration Year)：登録日
⑨ Image Class：Vienna Classs
⑩ Holder：権利保持者
⑪ Designation：指定国
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① Source
データソース＇出願国・機関（による絞り込みができる。

・各国名の略称＋TM とその件数＇例：AE TM 39,540＝アラブ首長国連邦の商標 39,540 件（が表
示されているので、絞り込みたい国や機関の文字列をクリックして選択し、右下の
リックすることで絞り込みができる。
・なお、表示は、Display や Sort により変えることができる。

マークをク

・データソースのリストには、以下のものも含む。＇リストの最後（
WO AO (LIS)：WIPO Appellations of Origin (Lisbon)
WO TM：International trademark (Madrid System)
WO 6ter：WIPO Emblems (6ter)
② Image
PC 内に保存している画像ファイルを呼び出すか、もしくは検索結果の画像をドラッグアンドドロップ
で選択して貼り付けることで、類似の画像の商標を検索できる。
WIPO のホームページ＇http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2014/article_0007.html（で紹
介されている。
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Browse：画像＇イメージ（ファイルの呼び出し
・
をクリックして、操作中の PC に保存している画像ファイル＇JPG, GIF, BMP, PNG のいず
れか（を呼び出す。下は PC 内に保存されている画像ファイルを含むフォルダの一例。

・あるいは点線で囲まれた「drag an image here」と書かれた領域に、検索結果リストに示された画像
をドラッグアンドドロップする。
例として、Text ＝Apple、Holder＝Apple と検索して得られた結果、

以下のようなリストが表示される。右端の列の画像の中から検索したい画像をドラッグアンドドロップ
する。

点線の枠内に入ると下のような表示となる。
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「1. Pick an image」画像が確定した後、

「2. Pick a strategy」「3. Pick an image type」のそれぞれの項目を選択する。

選択項目として、
Pick a strategy ＇絞り込み方法の選択（
Shape：類似した線、形＇色は問わない（
Color：類似した色＇形と質感は精度が落ちる（
Texture：類似した質感＇色は問わない（
Composite：形や色の複数のパラメータで解析＇ただし精度は落ちる（
Pick an image type ＇イメージの型・タイプの選択（
Verbal：言葉を含む
Nonverbal：言葉を含まない
Combined：両方含む
Unknown：残念ながら判別できない
それぞれの型・タイプの件数が表示される。
選択した後、「Filter」をクリックする。

形状が類似している商標＇この検索では 707 件（を表示
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③ Status
法律状態による絞り込み

次の３種類に分類され、それぞれの件数が表示されている。
Active：権利が有効
Pending：係争中
Inactive：期間満了や取り下げなどによる失効状況。
Display の選択を List から Chart に変えると、グラフが示される。
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④ Origin
出願元の国による絞り込み

Display の選択を List から World Map に変えると、世界地図が示され、件数による濃淡が示される。

⑤ App. Year
出願年による絞り込み

Sort の選択を Value＇年代（あるいは Count＇件数（で指定して、昇順・降順に並べ替えできる。
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Display の選択を List から Chart に変えると、グラフが示される。

⑥ Expiration
権利満了時期で絞り込み」ができる。
以下の期間に分類されている。
満了
先月満了
満了していない＇これから満了する（
来月満了
半年の間に満了
一年以内に満了
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⑦ Nice Cl. (Nice Class)
ニース分類による絞り込み

⑧ Reg. Year (Registration Year)
登録年による絞り込み

⑨ Image Class
US、Vienna 分類による絞り込み
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⑩ Holder
権利保持者による絞り込み
上位５０社を表示する。

⑪ Designation
指定国による絞り込み

Display の選択を List から World Map に変えると、世界地図が示され、件数による濃淡が示される。

３．３ 検索履歴
検索履歴は SEARCH BY 画面の下に”CURRENT SEARCH”として表示される。
例えば、Brand タブで、Text ＝delta、Country タブで Origin ＝US と入力して、search ボタンをクリッ
クすると、下図のような表示が現れる。ここで、２個の検索条件は AND＇積集合（となる。
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この検索式は保存できる。
全体画面の右上にある、searches▼
のプルダウンメニューから

“save current search”を選択すると、どんな名前で保存するか訊いてくる。

例えば、”delta-US”という名前で保存することにする。
次に保存した検索式を呼び出すには、searches▼のプルダウンメニューから、”view saved searches”
を選択する。

保存されている検索式名一覧が表示される。＇ （内は検索結果の件数、[ ]内は保存された日付

この画面で、options▼のプルダウンメニューから、「delete」削除、「copy 」コピー、「rename」名称変
更することもできる。

なお、検索式を変更したい場合は、各条件が示されているボックスの右上隅の×をクリックして削除
してから、新しい条件を加える。
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絞り込みの場合も同様で、
例えば、Image タブで、Pick an image type ＝combined を選ぶと、下図のように表示される。

この絞り込みの検索式も含めて、先に述べた手順で保存できる。

３．４ 検索結果画面
検索が行われると、結果が表示される。
Brand タブで、Text ＝delta、Country タブで Origin ＝US で検索し、Image タブで、Pick an image
type ＝combined として絞り込んだ結果を例として示す。

①

②

③

④

⑤

⑥

① ？マークは HELP を参照する。その右の数字は商標の全体数のうち表示されている件数を示す。
1-30/750 は、検索でヒットした 750 件のうちの１～30 件が表示されていることを示す。

② 現在表示されている結果を TMview で表示する。＇検索条件によっては URL に移行しない場合
がる（

119

③ 検索結果をリスト画面＇List View（かグリッド画面＇Grid View（のいずれか選択する。

グリッド画面＇Grid View（を選択すると下のような表示となる。

④ 画面に表示させる件数＇10/30/60/100 件（を選択する。

⑤ リストに表示させる項目を選択する。この部分をクリックして、子画面から項目＇列（を選択する。

全部で１３項目ある。左側の枠内が選択されている項目で、右端の「－」をクリックすると外される。一
方、右側の枠内の項目を選択する場合は右端の「＋」をクリックする。
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Source：ソース DB コード
Status：法律状態
Relevance：関連性
Origin：出願国コード
Holder：権利者・出願人
App. Date：出願日
Image Class：Vienna Class
Image：画像
Holder Country：権利者国
Reg. Date：登録日
Exp. Date：満了日
Nice Cl.：Nice Class
注（「Relevance(Score)」は検索キーワードとの関連性を示す数値で、１が最も関連性が高く、数値が
大きくなるほど関連性が低い＇最大 16？（。ただし、定量的な数値ではない。

⑥ 画面に表示しているリストのページを表す。この場合は、750 件を１ページ 30 件で表示している
ので 25 ページとなる。三角のマークをクリックすることで、最初頁／前頁、次頁／最終頁を表示
する。

その他
・Image のセルにポインタを合わせると、画像が大きくなる。

３．５ ダウンロード
List View の画面では、左端のセルにあるチェックボックスにチェックを入れて選択する。
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Gri View の画面では、ポインタを合わせて拡大した画像の右下のチェックボックスにチェックを入れ
て選択する。

チェック後、”download report”から PDF、CSV、XLSX、HTML、XML ファイルのいずれかの形式を
選択してダウンロードする。ただし、チェックボックスにチェックした意味はなく、画面に表示されてい
る件数分がダウンロードされる。

2018 年１月８日時点では、改ページしても左のナンバリングは変わるが内容＇リスト（は初めのページ
がそのまま表示される？？
PDF ファイル＇ファイル名：“gbd-results-YYYYMMDD-hhmmss.pdf”（
＇YYYY：西暦年、MM：月、DD：日、ｈｈ：時、ｍｍ：分、ｓｓ：秒（

CSV ファイル＇ファイル名：“gbd-results-YYYYMMDD-hhmmss.csv”（
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XLSX ファイル＇ファイル名：“gbd-results-YYYYMMDD-hhmmss.xlsx”（

html ファイル＇ファイル名：“gbd-results-YYYYMMDD-hhmmss.html”（

xml ファイル＇ファイル名：“gbd-results-YYYYMMDD-hhmmss.xml”（
ファイルが作成されるが、開こうとすると次のようなメッセージが出る。
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３．６ 詳細情報画面

詳細表示情報
・Status
・Registration Number
・Application Number
・Date of the registration
・Serial number of the application
・Date of filing of the application
・Date of making information available to

：法律状態
：登録番号
：出願番号＇登録されていない場合のみ（
：登録日
：出願番号
：出願日
the public regarding the examined application
：公報発行日
・Expected expiration date of the registration/renewal
：登録／更新期間満了予定日
・Reproduction of the mark where the mark is represented in standard characters
：標準文字による商標
・Mark
：標章
・International Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna Classification)
： ウィーン分類
・Name and address of the applicant
：出願人名および出願人住所
・Name and address of the representative ：代理人名および代理人住所
・The International Classification of Goods and Services for the Purposes of the
Registration of Marks (Nice Classification) and the list of goods and services classified
according thereto
：ニース分類に基づく商品／役務リスト
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４．Global Brand Databese 検索・表示項目留意点
この検索データベースは商標を対象とした「検索ボックス」で検索できる項目、「フィルタ」画面で
絞り込みできる項目、および検索結果に表示される項目の一覧を下表に示す。さらにいくつかの
項目について検索時にあたって注意すべき事項を説明する。
項目

標章
ウイーン図形類似検索
商標名称
標準文字による商標

ソース DB＇知財庁（
本国コード
指定国コード
出願番号
登録番号
出願日＇年（
登録日＇年（
公報発行日

権利満了日
有効期限＇期間（
出願人／権利者
権利者国コード
出願人住所
代理人
代理人住所
商品／役務
商品／役務リスト
商品／役務分類＇ニー
ス（
商品／役務分類＇ＵＳ（
イメージ分類＇全分類（
イメージ分類＇ウイーン分
類（
イメージ分類＇ＵＳ分類（
法律状態
キーワードとの関連性

項目＇原語表記（
簡易検索

Global Brand Database
検索

Mark, Brand
Image
Brand,Text
Reproduction of the mark where
the mark is represented in
standard characters
Source
Origin
Designation
Application, Number
Registration, Number
Application, Filling Date,
App.Date, App.Year
Registration, Reg.Date,
Reg.Year
Date of making information
available to the public regarding
the examined application
Expiration, Exp.Date

フィルタ

詳細結果

結果一覧
○

○

○
○

○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○

○
○

○

○
△
○

○
△
○

○

○

○
○

○

○

○

○

Holder, Applicant/Holder
Holder Country
Address
Representative
Address
Goods(All), oods(English)
list of goods and services
Goods/Services Class (Nice),
Nice Cl.
Goods/Services Class (US)
Image Class (All)
Image Class (Vienna), Vienna Cl.

○

○

○
○

○

Image Class (U.S.)
Status
Relevance

○

○
○
○

○
○

○
○

○

○

○
○
○

○

○

○

○

○
○

○

結果一覧における△は登録番号がない場合に出願番号で代替される項目
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特記事項
１．番号検索
出願番号、登録番号の形式は国によって異なるので各国ごとに番号の表記ゆれと共に示した。
インドネシア
出願番号
＇1（アルファベット 1 文字＋12 桁の数字 ＇うち 2 桁の数字＋年 4 桁＋6 桁の数字（
アルファベットは、”D”、”J”、”R”、”V”
2 桁の数字は、”00”、”22”、”99”
例：
D002000022117、J002015030827、R002003000355、V002009002011
D222018001737、J222002028815、R222002004916、V222012002478
D992001001109、J992001016056、R992001003579、V992003006511
これらの組み合わせによるものは、859038/899048 件＇95.5％（
＇2（アルファベット 3 文字＋年 4 桁＋6 桁の数字 主に 2017 年以降
アルファベットは、”DID”、”JID”、
例：DID2017069846、JID2018000062
これらの組み合わせによるものは、15413/899048 件＇1.7％（
＇3（その他
アルファベット 3 文字＋9 桁の数字
例：IDD201742501、IDJ201755865
2 桁の数字＋”D”＋9 桁の数字
例：00D200710347、10D201755860、
時々 DOO2007012294 ＇”OO”はゼロではなくアルファベットの”O”（
登録番号
＇1（IDM で始まり 9 桁の数字が続く 例：IDM000052710
この形式によるものは、565569/565624 件＇99.9％（
＇2（その他
6 桁の数字のみ 例：340923
[2018 年 1 月 8 日現在での集計 ]
マレーシア
出願番号
初期
＇1（S で始まり６桁の数字
例：S000037
ただし、S/000037 と途中にスラッシュが入る表記あり
＇2（S で始まり５桁＇４桁（の数字 例：S10251、S/1/0251、
＇3（R で始まり６桁の数字 例：R000031
ただし、R/000031 と途中にスラッシュが入る表記あり
1950 年以降は、上記に加え、
＇4（M で始まり 6 桁の数字 例：M024145
ただし M/024145 と途中にスラッシュが入る表記あり
＇5（MB で始まり 6 桁の数字 例：MB002054
＇6（SB で始まり 6 桁の数字 例：SB033020
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S01329、S/01/329

出願日が 1983 年 9 月 1 日以降 2009 年 12 月 31 日まで
＇7（年の下２桁＋６桁の数字 例：8300001、
ただし 83/00001 と途中にスラッシュが入る表記あり
1984 年 以降はスラッシュが含まれない表記となる。 例：09023077
2010 年 1 月 1 日以降、現在
＇8（年の４桁＋６桁の数字 例：2010000012
[2018 年 1 月 14 日現在での集計 ]
登録番号は出願番号と同じ形式
フィリピン
出願番号
＇1（"4"＋年 4 桁＋6 桁の数字 例：41914409602
この形式によるものは、353060/416412 件＇84.8％（
＇2（"0"＋5 桁の数字
例：001541
この形式によるものは、32843/416412 件＇7.9％（
＇3（"SR-"＋3 桁または 4 桁の数字 ＇ハイフンが無い場合もある（ 例：SR-628
この形式によるものは、2437/416412 件＇0.6％（
[2018 年 1 月 14 日現在での集計 ]
登録番号
数字のみ 1 桁～最大 8 桁

番号が重複する場合あり

シンガポール
出願番号
＇1（"T"＋年下２桁＋５桁の数字＋アルファベット１文字 例：T3958721Z
この形式によるものは、583625/666823 件＇87.5％（
＇2（2014 年頃から?
"40"＋年 4 桁＋５桁の数字＋アルファベット１文字 例：40201500009W
この形式によるものは、75940/666823 件＇11.4％（
残りの 1.1％にあたる 7258 件は不明
登録番号
大多数が出願番号と同じ＇ただし総数は異なる（
＇1（"T"＋年下２桁＋５桁の数字＋アルファベット１文字 例：T3958721Z
この形式によるものは、583625/670287 件＇87.1％（
＇2（2014 年頃から?
"40"＋年 4 桁＋５桁の数字＋アルファベット１文字 例：40201500009W
この形式によるものは、75940/670287 件＇11.3％（
残りの 1.6％にあたる 10722 件は不明
[2018 年 1 月 28 日現在での集計 ]
タイ
出願番号
2015 年 8 月 18 日 以前は、
＇1（6 桁以下の数字
2016 年 7 月 27 日まで
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＇2（7 桁の数字
数字のみの形式によるものは、745212/ 749912 件＇99.4％（
2016 年 7 月 28 日以降
＇3（ YY＋7 桁の数字 例：160100033
この形式によるものは、4700/ 749912 件＇0.6％（
登録番号
＇1（タイ語文字＋数字
例：ค6、บ9876、ค42339、ค422143
＇2（数字のみ 例：765、1159、10326
上記＇1（と＇2（の形式によるものは、654516/ 706836 件＇92.6％（
2016 年の 8 月頃から
＇3（年下 2 桁＋7 桁の数字 例：161102041
この形式によるものは、52314/ 706836 件＇7.4％（
[2018 年 1 月 14 日現在での集計 ]
ベトナム
出願番号
(1)"4"＋年 4 桁＋5 桁の数字 例：4199943934
この形式によるものは、222939/ 222941 件＇99.9％（
＇2（例外： VN1、VN2 ＇2 件（
登録番号
＇1（4 で始まる 11 桁の数字
この形式によるものは、222939/ 223758 件＇99.6％（
例外：
＇3（6 桁の数字 例：503394、989444
＇4（7 桁の数字 例：1001842、1375642
[2018 年 1 月 14 日現在での集計 ]
２．日付検索
(yyyy-mm-dd または yyyy/mm/dd)の形式で日付の直接指定ができる。また、[yyyy-mm-dd To yyyymm-dd]で日付の範囲指定した検索もできる。mm, dd が 1 桁の場合には前のゼロは省略できる。
さらに、NOW、NOW-6MONTHS 等の指定もできる。検索ボックスをクリックすると検索項目入力支
援が表示され、表示されたカレンダーから日付を選択する方法も使用できる。
３．商標分類検索＇ニース分類、ウイーン分類（
入力形式＇ニース分類（
N 又は NN 1～45 の数字
ニース分類は、商品・サービスにかかる国際商標分類＇第 1 類～第 45 類（について検索可能である。
ただし、第 1～9 類までについて、例えば、第 8 類を検索する場合、8 と入力すると第 18 類、第 28
類を含まない完全一致として検索される。また、08 と入力して検索すると 8 として入力したものとして
表示される。
入力形式＇ウイーン分類（
VC.NN.NN.NN NN は順に大分類、中分類、小分類を表す 2 桁の数字
ウイーン分類は商標の図形要素にかかる国際分類＇29 の大分類、145 の中分類、806 の小分類（に
ついて検索可能。完全一致検索であるが、検索ボックスに入力すると入力候補が表示されて選択可
能になるほか、「>」で表示されるプルダウンメニューによるコード検索も可能＇ただし、Internet
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Exploler では動作しない（。大分類で検索した場合、中分類以下のカテゴリーが包含された状態で
ヒットする。
US 分類は付与されていない。
４．テキスト検索
商標の名称＇Brand Text（、出願人・権利者＇Holder（、代理人＇Representativ（、本国コード＇Origin（、
指定国＇Designation（では英語か原語で検索する。
DB のレコードに記録されている通りに検索し、内部で機械翻訳を行っていないことから、網羅性の
観点から英語と原語を併用することが好ましい。
部分一致検索が行われている。また、日本語で「あい」と入力すると、「AI」や「A.I.」等がヒットするが
「魚」を入力してもヒットしないことから、発音検索が行われていることがわかる。

129

第６章 FOPISER
１．特許・実用新案データベース FOPISER
１．１ 検索データベース仕様一覧
特許・実用新案＇FOPISER（
URL (検索)
言語
検索条件項目

入手可能情報

利用マニュアル

https://www.foreignsearch.jpo.go.jp/
検索: 英語
結果: 英語、タイ語、ベトナム語
出願番号
公開番号
公開日
登録番号
登録公報発行日
発明の名称
要約
国際特許分類
出願人・権利者
検索結果一覧
公報番号
公報種別
発行庁
公知日
出願日
発明の名称
出願人名
詳細表示項目
発行庁
出願番号
出願日
公開番号
公開日
登録日
優先権情報
PCT 国際出願情報
PCT 国際公開情報
出願時の言語
公開時の言語
発明の名称
要約
請求の範囲
出願人・権利者
発明者
代理人
関連文献

https://www.foreignsearch.jpo.go.jp/help/top.html
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１．２ 検索データベース FOPISER 取扱い説明
２０１５年８月、日本特許庁は外国特許情報検索サービスとして「FOPISER(Foreign Patent Informa
tion Service)」をリリースした。このサービスでは２０１７年１２月現在、シンガポール・ベトナム・タイの
ASEAN 各国の特許・実用新案、商標の検索が可能となっている。
日本特許庁サイトから「外国特許情報サービス(FOPISER)」をクリックすると FOPISER で調査できる
メニューが現れ、①特許・実用新案の書誌情報検索、②特許・実用新案公報番号検索＇いずれもロ
シア・台湾・オーストラリア・シンガポール・ベトナム・タイ（、③意匠出願番号検索＇ロシア・台湾（、④
商標出願番号検索＇ロシア・台湾・欧州連合知的財産庁＇EUIPO（・ベトナム・タイ（が可能となってい
る。④では商標出願番号の他、称呼＇商標名称（、出願人・権利者、ウィーン図形分類などからの検
索も可能となっている。

FOPISER メニュー画面＇https://www.foreignsearch.jpo.go.jp/（
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特許・実用新案
本節では、FOPISER のシンガポール、ベトナム、タイの特許、実用新案検索について紹介する。
検索画面上部で発行庁、特許か実案の種別、公開か登録の種別を選択し、必要に応じ出願日など
で絞ることもできる。画面下部には、検索条件と共にヒット件数が表示される。
検索画面、結果一覧の表示、詳細画面の表示＇スクリーニング（は日本特許検索用の J-PlatPat と
同様である。
検索画面

検索項目
要約
発明の名称
国際特許分類
出願番号
公開番号
公開日
登録番号
登録公報発行日
出願人／権利者
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発明の名称、要約、請求の範囲は、原語＇ベトナム語、タイ語（であるが、発明の名称、要約の検索
フィールドは英語で検索できる＇機械翻訳された英語（。
出願人検索も英語で表記されているシンガポールおよびベトナムのみ検索できるが、ベトナム語
表記されているベトナム出願人およびタイ語表記の出願人＇内国、外国出願人ともタイ語表記（は英
語でも原語でも検索できない。
検索結果一覧画面
検索結果が１０００件以内の時に検索画面下部の「検索結果一覧」をクリックすると結果一覧が表
示され、さらに結果一覧の公報番号をクリックするか、検索画面下部の「スクリーニング」をクリックす
ると詳細表示画面となる。

検索結果一覧表示項目
公報番号
公報種別
発行庁
公知日
出願日
発明の名称
出願人名
シンガポールは発明の名称、出願人名は英語であるが、ベトナムは発明の名称のみ英語で出願
人名は原則ベトナム語である。外国出願人のみ英語で表記される。また、タイは発明の名称が英語
で表示されるが出願人欄はデータの収録がなく空欄である。
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詳細表示画面
下記の書誌情報と共に「要約」「請求の範囲」がベトナム、タイについては原語で表示される＇書誌
の発明の名称も原語（。
詳細表示画面の書誌情報

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

項目
発行庁
出願番号
出願日
登録番号
登録日
公開番号
公開日
発明の名称
要約
請求の範囲
全文
国際特許分類
出願人・権利者
発明者
代理人
優先権情報
PCT 出願情報
PCT 公開情報
出願時の言語
公開時の言語
公報種別
関連文献

シンガポール
SG
○
○

○
○
○
○

タイ
TH
○
○

○
○
○
○
○

ベトナム
VN
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○
○
○

TH
TH
○

○
○
○
○
○
○
○

○

シンガポールの詳細情報では、要約や全文が表示されない場合もある。
TH の IPC は詳細画面で主分類のみしか表示されない場合もある。

詳細画面上部の「Select Language」＇現時点では Japanese のみ（で Japanese を選択すると機械翻
訳ではあるが日本語で発明の名称、要約、請求の範囲を表示してくれる。詳細な説明部分は原語
でも表示されない。
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原語による詳細表示＇発明の名称、要約、請求の範囲がタイ語の例（

日本語翻訳された画面
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１．３ 特許・実用新案データベース FOPISER 検索・表示項目留意点
項目
1
2
3
4
5
6
7
8
9

13
14
15
16

発行庁
出願番号
出願日
登録番号
登録日
公開番号
公開日
発明の名称
要約
請求の範囲
国際特許分類
出願人・権利者
発明者
代理人
優先権情報
PCT 出願番号
PCT 公開番号

検索項目
○
○

表示項目
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

検索項目名
発行庁
出願番号
登録番号
登録公報発行日
公開番号
公開日
発明の名称
要約

○
○
○
○
△
○
○
○
○
○
△
△

国際特許分類
出願人・権利者

特記事項
１．日付検索
年だけの場合：yyyy＇西暦年 4 桁（
年月の場合:yyyymm
年月日の場合：yyyymm dd
範囲検索：yyyy ～ yyyy
２．番号検索
1)出願番号
SG
2013 年頃まで
YYYYNNNNNC
YYYY 西暦年度数字 4 桁
NNNNN 連番 5 桁または 6 桁
C
チェックディジット数字 1 桁
2014 年頃以降
TTYYYYNNNNNC
TT
出願ルート
10： SG 特許庁への直接出願
11： PCT 国内移行特許
YYYY 西暦年度数字 4 桁
NNNNN 連番 5 桁
C
チェックディジットアルファベット 1 文字＇P～Y（
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表示項目名
発行庁
出願番号
出願日
公報番号
登録日
公報番号
公開日
発明の名称
要約
TH のみ
国際特許分類
出願人・権利者
発明者
代理人
優先権情報
TH のみ
TH のみ

TH
YY0TNNNNNN 例：1201000126例：2012 年の特許
YY
年度下 2 桁を表す数字。
T
文献種別を表す数字 1 桁。
特許：1／意匠：2／小特許：3
NNNNNN
各年度の連番数字 6 桁固定。上位桁の"0"を省くとヒットしない。
VN
T-yyyy-xxxxx ハイフンの有無は問わない。
T：公報種別＇特許：１、実用新案：２（
yyyy：西暦年
xxxxx：５桁の数字
2)公開番号
SG
2013 年頃までの旧形式出願番号当時は、5 桁あるいは 6 桁の連番数字を公開番号として使用し
ていたが、2014 年に出願番号形式が新しくなるに伴い、公開番号が付与されなくなった。
TH
6 桁以内の数字から成る。
VN
xxxxx ：５桁の数字
但し、5 桁の案件は 5 桁で、4 桁の案件は 4 桁で入力し、
3 桁未満の案件は上位桁の"0"を付加して 4 桁で記入する。
3)登録番号
TH ・・・登録番号は表示されない。
5 桁以内の数字から成る。
VN ・・・登録番号は表示されない。
C-xxxxxxx-000]
C：公報種別＇特許：１、実用新案：２（
xxxxxxx：７桁の数字
4)FOPISER における公報番号
SG
2013 年頃までは公開番号が付与されており、これが FOPISER における公報番号となって
いるが、2014 年以降、公開番号が付与されなくなり、出願番号が公報番号として扱われて
いる。
◦SGA-nnnnnn（公開番号）
◦SGA-yy9nnnn（出願番号）
◦SGA-10ccyynnnnnL（出願番号）
◦SGA-11ccyynnnnnL（出願番号）
TH
•特許公開・・・公開番号が公報番号とされている。
◦THA-nnnnnn
•実用公開
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◦THU-nnnnnn
VN
VNB-0013836 公開番号が公報番号に宛てられている。
(11)【公開番号】 1-0013836
(21)【出願番号】 1-2010-02819
登録番号は
•特許公開
◦VNA-nnnnn
•特許登録
◦VNB-nnnnnnn
•実用公開
◦VNU-nnnnn
•実用登録
◦VNY-nnnnnnn
3.国際特許分類
SG
G02B5 で検索
SGA-067323 ⇒
SGA-114469 ⇒

C08F 18/24, C08F 283/02
C03C 3/078, C03C 3/038, G02B 6/34

SGA-11201404363Q ⇒ G02B 5/23
2014 年以降の新形式出願番号（公報番号）のものは正しくヒットする。
国際特許分類「G02B5」で検索すると公報番号 SGA-114469 などがヒットするが、国際特
許分類に G02B5 の表記はない。また、詳細情報にも国際特許分類が表示されないものもあ
るので正しくヒットしているかどうか確認できないことがある。
TH
詳細情報に「G02B△5/18」とメイングループの前にスペースがあっても「G02B5」で検
索できる。
VN
詳細情報に「G02B△5/18」とメイングループの前にスペースがあっても「G02B5」で検
索できる。また、「G02B5」では「G02B 1/04, 5/02」などとメイングループ以下が離れた
表記のもの（G02B 1/04, G02B 5/02 と表記されるべきものが略されて表記されているもの）
も検索できる。
4．テキスト検索
1)発明の名称、要約
いずれの 3 国も英語で検索できるが、ベトナムやタイなどの原語検索結果との一致度は未
検証。ベトナム語やタイ語では検索できない。
2)出願人
シンガポールは英語で検索できるが、ベトナムにおける外国出願人表記は原則英語であるので英
語検索が可能であるがベトナム語では検索できない。タイは英語でもタイ語でも検索できない。
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２．商標データベース FOPISER
２．１ 検索データベース仕様一覧
商標＇FOPISER（
URL (検索)
言語
検索条件項目

入手可能情報

利用マニュアル

https://www.foreignsearch.jpo.go.jp/
検索: 英語
結果: ベトナム語、英語
発行庁
出願番号
出願日
登録番号
登録日
呼称
区分
ウィーン図形分類
出願人・権利者
検索結果一覧
出願番号
登録番号
出願日
登録日
発行庁
区分＇ニース分類（
図形分類＇ウィーン分類（
呼称
イメージ
詳細表示項目
登録番号
登録日
登録満了予定日
発行庁
出願番号
出願日
優先権出願番号
文献発行日
ウィーン分類
登録商標
色彩
出願人
代理人
区分並びに指定商品・役務

https://www.foreignsearch.jpo.go.jp/help/top.html
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２．２ 検索データベース FOPISER 取扱い説明

検索画面

検索項目
・発行庁
・出願番号
・出願日
・登録番号
・登録日
・称呼

・区分＇ニース分類（
・ウィーン図形分類
・出願人・権利者
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検索結果一覧

ベトナムの商標では、Trade mark name に該当する「称呼」に情報が収録されていない。
出願番号、登録番号のいずれかをクリックすると詳細表示＇スクリーニング（画面が表示される。
検索結果一覧表示項目
・出願番号
・登録番号
・出願日
・登録日
・発行庁
・区分＇ニース分類（
・図形分類＇ウィーン分類（
・称呼
・イメージ
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詳細表示＇スクリーニング（

画面左にデジタルで書誌情報、画面右に PDF の書誌情報が表示される。PDF 書誌情報は、連続す
る登録番号のものが上下に表示される。
出願人、代理人、色彩、区分並びに指定商品・役務は、原則としてベトナム語である。外国からの出願
の出願人名は英語で表記される。
詳細表示項目
・登録番号
・登録日
・登録満了予定日
・発行庁
・出願番号
・出願日
・優先権出願番号
・文献発行日
・ウィーン分類
・登録商標
・色彩
・出願人
・代理人
・区分並びに指定商品・役務

142

２．３ 商標データベース FOPISER 検索・表示項目留意点
項目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

発行庁
出願番号
出願日
登録番号
登録日
公開番号
公開日
称呼
指定商品・役務
区分
ウィーン図形分類
商標種類
出願人・権利者
出願人国コード
登録満了予定日
代理人

検索項目
○
○
○
○
○

○
○
○
○

表示項目
○
○
○
○
○
○
○

検索項目名
発行庁
出願番号
出願日
登録番号
登録日

称呼

○
○
○
○
○
○
○

区分
ウィーン図形分類
出願人・権利者

表示項目名
発行庁
出願番号
出願日
登録番号
登録日
公開番号
公開日
称呼
指定商品・役務
区分
図形分類
商標種類
出願人・権利者
出願人国コード
登録満了予定日
代理人

特記事項
１．日付検索
年だけの場合：yyyy＇西暦年 4 桁（
年月の場合:yyyymm
年月日の場合：yyyymm dd
範囲検索：yyyy ～ yyyy
２．番号検索
1)出願番号
VNT-yyyyNNNNNN
yyyy：西暦年 4 桁
VNT-yyyy の後に番号６桁＇番号が５桁以下では、番号上位桁に 0 を付与して６桁とする（
2)登録番号
VNTM-NNNNNNN
VNT-の後に番号７桁＇番号が６桁以下では、番号上位桁に 0 を付与して７桁とする（
３．テキスト検索
ベトナムの称呼＇Trade mark name（にはデータが収録されていないため、検索ができない。
公報番号から検索しても Trade mark name は表示されない。
内国の出願人や指定商品・役務はベトナム語で表記されるが、ベトナム語では検索できない。
現状では、FOPISER は原語検索に対応していない。
SAMSONG など外国からの出願人のみ英語で検索が可能であり、結果表示も英語である。
以上
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特許庁委託事業
ASEAN における各国横断検索が可能な
産業財産権データベースの調査報告
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