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発明に対する先行技術を調査する 
発明を市場に送り出すには？どのような特定分野に適合できるか？特許取得は可能か？ 

貴社の発明に新規性があり、特許取得可能であるかを確認するためには、先行技術を検索する必要があります。し
かし、発明の説明を閲覧することはできても、検索に利用する技術用語には不慣れな場合もあります。 

Derwent Innovationは、先行技術を簡単に調査し、貴社の発明に最も関連性の高い特許を調べるのに必要なツール
をご提供します。 

先行技術のリサーチの概要 
 

 

 

 

 

 

• 検索履歴で検索内容を自動的に記録
します 

• 関心のあるレコードを後で容易に追
跡することができるよう事前にマー
クリストをクリアしておきます 

 
 • Smart Searchは発明の概要を解析し

て、類似した特許を見つけます 
• テキストフィールド検索は主要用語
を含む特許を見つけます 

• 分類コード検索は特定の技術分野に
注目して検索します 

 
 • 個別の特許ではなく発明に注目する

には、特許ファミリーを確認します 
• 類似した先行技術に焦点を当てるに
は、検索結果ダッシュボードの検索
結果を絞り込みます 

 
 • レコードを素早く確認し、関連がありそ

うなドキュメントにフラグをつけます 
• フラグをつけたドキュメントの類似性を
もとに、検索方法を改良します 

• 関連性の高い特許の最終リストを保存し
て、さらに詳しく調べることができます 

再検討やレポートでの
使用のために作業を追
跡する 
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貴社の発明に類似した
特許を見つける 2| 

最も先行技術に似たも
のに検索結果を絞り込
む 
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関連性についてレコー
ドを確認する、必要に
応じて検索を改良する 

4| 
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ステップ 1 - 確認とレポートの追跡作業 
Derwent Innovationでは、検索中に適切な調査を実施したことを把握するために、先行技術の検索の各ステップを
自動的に記録できます。さらに、マークリストを利用することで、包括的なリサーチを実行できます。 

自動的に調査のレコードを保存 
 

「検索履歴」は検索を実行するたびに、クエリー、コ
レクション、検索実行日時自動的に記録します。プロ
ジェクトに固有の検索履歴を新しく作成することがで
きます。 
1. ダッシュボードで、[検索履歴] をクリックします 
2. [新規検索履歴] をクリックします 
3. [名前] に新しい検索履歴の名前を入力し、[保存] 

をクリックします 

 
マークリストをクリア 

 

 

 

 

 

マークリストを使用すると、検索結果セットを確認
する際、検索結果セットのレコードに簡単にフラグ
をつけられます。より詳しい調査を要するレコード
を追跡したり、検索結果を絞り込むときに前の調査
レコードを簡単に閲覧したりできるようにします。
先行技術のリサーチを開始する前にマークリストを
クリアしておきます。 
1. ダッシュボードで [保存データ]、[ワークファイ

ル] の順にクリックします 
2. マークリストの横に表示されている実行アイコン 

     をクリックします 
3. [すべて解除] をクリックします 

 

注記:  基本設定で、毎回ログインするごとに自動的にマークリストを消去するように設定すること
ができます。 
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ステップ 2 - 貴社の発明の潜在的な先行技術を見つける 
Derwent Innovationのパワフルな検索ツールでは、ある発明に類似した特許を検索するための方法が複数提供され
ています。包括的に先行技術を検索できるようにするためには、こうした方法を複数使用する場合もあります。た
とえば、広範な初期検索から開始し（Smart Searchなど）、その検索結果を評価したうえで、その評価の情報を以
降の検索に役立てることができます。 

Smart Searchで関連のある検索結果と主要な用語を見つける 
 

 

 

 

 

Smart Searchでは、この分野の技術用語に精通し
ていなくても、発明の概要に似た特許を簡単に見つ
けられます。 
1. 発明について説明したドキュメントのテキストを

入力します（発明の開示など） 
2. [検索] をクリックします 
3. Smart Search は入力されたテキストから主要な用

語を抽出し、これらの用語に関連する特許を検索し
て、関連度をランク付けした検索結果を表示します 

注記:  Smart Searchは入力されたテキストから主要な用語を抽出し、それらの用語を使用して類似
した特許を検索します。これらの主要な用語を確認することで貴社の発明の重要点を正しく
認識し、以降の検索（請求項や抄録などの検索）でそれらの主要用語を確実に使用するよう
にできます。検索履歴に保存されるのはこれらの主要用語だけで、情報保護の観点から、検
索で使用したオリジナルのテキストは保存されません。 

テキストフィールドでの主要用語の検索 
 

 

 

 

 

Derwent Innovation の [テキスト] 検索フィールドを
利用すると、特定の技術使用の検索にフォーカスす
ることができます。 
• タイトル/抄録/請求項はドキュメントの基本的な

部分であり、具体的な用語を素早く検索するのに
役立ちます 

• DWPIフィールドでは標準化された用語が使用さ
れているため、主要用語を検索したときに、網羅
性を高めることができます 

• また、分類コードを利用して、テキスト検索の範
囲を規定することができます 

分類コードで検索を絞り込む、または拡大する 
 

 

 

 

 

分類コードはある特許で使用されている技術を特定
します。 
• Smart Searchの検索結果を分類コードで絞り込み、

ある技術の個別の側面に注目することができます 
• 分類検索と Smart Search、またはテキスト

フィールド検索を組み合わせると、検索の技術領
域を明確にすることができます 

• サーチのスペシャリストであれば、さらに正確性
を確保するために DWPIコードを適用します。こ
の方法は、正確で総合的な検索に役立ちます 
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ステップ 3 - 最も関連性の高いレコードに絞り込む 
Smart Searchでは、最も関連性の高い 1,000件のレコードをはじめとして、幅広い検索結果を提供します。これに
より、包括的な検索結果が得られますが、結果を絞り込む必要が生じることもあります。Derwent Innovation には、
最も関連性の高い先行技術を簡単に絞り込むのに役立つ手順が複数用意されています。 

特許ではなく、発明を確認する 
 

 

 

 

 

発明は多数の異なる特許機関で登録することが可能
です。DWPIまたは INPADOC ファミリーごとの検
索結果を折りたたみ、各発明の 1 つのレコードに集
中できます。 
1. [表示と並び替えのオプション] を開き、 
2. [折りたたみ単位] をクリックして [DWPIファミ
リー] か [INPADOC ファミリー] を選択します 

3. [優先文書] をいずれかに設定します 
• DWPIファミリーの場合は [ベーシック特許] 
• INPADOC ファミリーの場合は [最先のレコー
ド] 

関連性の高い重大なドキュメントに絞り込む 
 

 

 

 

 

検索結果ダッシュボードとサブサーチを活用する
と、貴社の発明の先行技術を反映する可能性のある
重大なレコードを、素早く容易に絞り込むことがで
きます。検索結果を関連性の高い、または重大なド
キュメントに絞り込むためには、以下の方法を使用
します。 
• 関連性ごとに最も一致する項目への検索結果の絞
り込み 

• [検索結果内を検索] を使用することで、検索結果
を関連性のある分類コードや請求項、DWPI抄録
での個別の主要用語をもつドキュメントに絞り込
むことができます 

• 被引用文献数を使用すると、影響の高い発明に絞
り込むことができます 

• 必要であれば譲受人フィルターを使用し、検索結
果を個別の競合他社に絞り込んだり、検索結果か
ら自社の特許を除いたりすることもできます 
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ステップ 4 - 類似した発明を特定する 
関連性の高い特許を抽出したら、各特許を素早く確認して潜在的な先行技術を判別します。より詳しく調べられる
よう、また以降の検索ストラテジーを改良する際に簡単に見つけられるよう、特に関連性の高い特許にはフラグを
つけます。 

潜在的先行技術を特定、保存、そして共有する 
 

 

 

 

 

公報番号のハイパーリンクをクリックして、特許の
レコード表示を開くと、特許の詳細情報が得られま
す。 
• 標準的な用語で編集されたDWPIタイトルと抄録
を確認することで、特許技術を簡単に理解できます 

• タイトル、抄録、請求項などを素早くレビューす
るには、[移動先] のリンクを使用します 

• ハイライトパネルを使用すると、検索内容から主
要な用語に素早く移動できます 

• レコード間を移動するには、左矢印と右矢印キー
を使用します 

• 機械技術の確認に簡易表示を使用することで、レ
コード間を素早く移動し、特許の図面を確認でき
ます 

• キーボードのスペースバーを押すとレコードに
マークが付き、あとで詳しく確認できます 

 
マークリストは、レビュー作業と検索ストラテジーの改善に役立ちます 

 

 

 

 

 

マークリストを使用して特許にフラグをつけること
で、将来的なレビューに役立てたり、あるいは、検
索条件の改善のために活用したりします。 
• レコード表示の画面でキーボードのスペースバー
を押すことで、素早くレコードをマークし、次に
移動できます 

• 検索結果から    をクリックしてマークリストに
アクセスします 

• 検索方法を改良するために、類似性（DWPIタイ
トルの共通クラスコードや用語）のあるものを探
すことができます 

• 検索を終了したら、マークリストにアクセスし、
[ワークファイルに追加]、[新しいワークファイ
ル] の順にクリックして、作業内容を保存してお
きます 
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検索方法を改良し、繰り返す 
包括的に先行技術をリサーチするには、一度の検索では不十分かもしれません。より近い技術を示すレコードを
マークリストに保存しておくと、検索方法を改良するのに役立ちます。 

• テキストフィールド検索で使用するための類似した用語を、DWPIタイトル内で見つけます 
• クラスコード検索で使用する類似した分類コードを見つけます 
• 次回の検索では、マークしたレコードは検索結果リスト上に黄色で表示されるため、すでに閲覧済みのレコード
であることが分かります 

• 次回の検索で返されたレコードのほとんどがマークしたレコードだった場合、検索方法が包括的であると判断で
きます 

詳細については、以下のヒントやクイックリファレンスガイド（英語）をご覧ください 
• Smart Search Tips & Tricks 

• Add Relevant Results to Your Traditional Search with Smart Search 

• How to Make Smart Search Even Smarter 

• Smart Search Quick Reference Guide 

http://ip.thomsonreuters.com/content/thomson-innovation-tips-tricks-archive#jul16�
http://ip.thomsonreuters.com/content/thomson-innovation-tips-tricks-archive#dec15�
http://ip.thomsonreuters.com/content/thomson-innovation-tips-tricks-archive#oct15�
http://ip.thomsonreuters.com/sites/default/files/Smart%20Search%20QRG%20Q1%202015%20-%20revised.pdf�
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