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7 年目を迎えた JAPIO YEAR BOOK への連載は各

国特許庁の進化の歴史を映していると思う。既に多くの

特許庁でデータベースが公開され、そのサービス内容は

年々向上し使い易く有用な情報が提供されている。進化

の段階にある特許庁も既に高機能化された特許庁もその

動きは止まることなく今も変化し続けている。すべての

動向を余さず掲載することは難しいが、その一端でも紹

介したい。

今年は BRIC ｓとして注目されているブラジル特許

庁と既に紹介したロシア特許庁の変化について、さらに

WIPO が提供している統計データの活用と最後に中国

の知的財産権の訴訟情報について紹介しようと思う。

１．ブラジル特許庁

２．ロシア特許庁の変化について

３．WIPO の統計情報について

４．中国の知的財産権の訴訟情報について

５．まとめ

BRIC ｓについては中国を筆頭に特許情報調査の必要

性が急速に高まっている。ブラジル以外は既に紹介して

いるので今回はブラジル特許庁について説明する。ブラ

ジル特許庁のデータベースはポルトガル語版のみで英語

版は無い。ロボットアクセスを禁止するために表示され

るキーワードを入力してからでないと検索画面に行けな

い。そのために URL からホームページ全体を Web 翻

訳できないので、表示画面で分からないことがあれば部

分的にテキスト翻訳を使うことになる。ブラジル特許庁

のトップ画面から「Pesquisas」というタブをクリッ

クし、次に表示されたページの「Pesquisar Base de 

Patentes」をクリックすると、検索画面に行くための

キーワードが表示される画面に辿りつく。

（ブラジル特許庁　図１～図２参照）

ブラジル特許庁トップページ
http://www.inpi.gov.br/

このタブをクリックする

特許検索画面

ブラジル特許庁　図１

ブラジル特許庁 検索画面への入口
http://pesquisa.inpi.gov.br/MarcaPatente/jsp/servimg/servimg.jsp?BasePesquisa=Patentes

◆表示されたキーワードを入力するとアクセス可能（ロボットアクセス禁止）

←上に表示される

キーワードを入力

ブラジル特許庁　図２

● PROFILE

1 はじめに

各国特許庁及び特許関連機関が提供する
無料で利用可能な特許情報について
ブラジル特許庁、ロシア特許庁、WIPO（世界知的所有権機関）ほか（2011年版）

2 ブラジル特許庁

http://www.inpi.gov.br/
http://pesquisa.inpi.gov.br/MarcaPatente/jsp/servimg/servimg.jsp?BasePesquisa=Patentes
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請求項や全文は検索対象とはなっていない。

検索対象は以下の項目である

①番号

②日付

③優先権番号

④優先日

⑤優先権国

⑥ IPC

⑦タイトル

⑧抄録

⑨ PCT 番号

⑩出願人

⑪発明者

⑫簡易経過情報（検索はできないが表示はできる）

検索結果の一覧表示件数は 20 件～ 100 件の間で設

定することが可能。（デフォルトは 20 件）

タイトルや要約もポルトガル語なので翻訳が必要であ

る。無論表示される一覧や詳細情報も同様である。

（ブラジル特許庁　図３～図５を参照）

ブラジル特許庁：検索画面

言語：ポルトガル語 検索画面：二種類
検索項目：

番号

日付

優先権番号

優先日

優先権国

IPC

タイトル

抄録

PCT番号

出願人

発明者
１頁に表示する件数

ブラジル特許庁　図３

ブラジル特許庁：検索結果一覧
検索画面の最下部で表示件数を設定可能（20件～100件）

ブラジル特許庁　図４

ブラジル特許庁：結果詳細画面

公報へ
Esp@cenetに接続

経過情報
クリックすると説明文が表示される

ブラジル特許庁　図５

1 件ごとの詳細情報には簡易な経過情報が表示され

る。また、検索画面で入力した番号、日付、キーワード

等は詳細画面で黄色に色づけされている。

小さく表示される公報をクリックすると、欧州特許庁

の esp@cenet に接続される。esp@cenet から１件

一括で公報をダウンロードすることができる。

（ブラジル特許庁　図６）

ブラジル特許庁：公報表示

公報は欧州特許庁のesp@cenetに接続され、ダウンロード可能

ブラジル特許庁　図６

欧州特許庁の esp@cenet は World Wide の情報を

収録しているデータベースだがすべての抄録が英文では

ない。原語のまま収録されているものもある。そのため

に機械翻訳機能が付与されている。ブラジル特許はポル

トガル語で収録されているので、この機械翻訳機能を使

い英語に翻訳することが可能。

（ブラジル特許庁　図７～図８を参照）
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esp@cenet：機械翻訳サービス

esp@cenetでは収録情報の中で原語のまま掲載

されている抄録について機械翻訳が可能

ブラジル特許庁　図７

esp@cenet：機械翻訳結果

機械翻訳の内容について
評価を入力可能

今回はポルトガル語から英語への機械翻訳

ブラジル特許庁　図８

ブラジル特許庁も統計データを提供している。

トップ画面の左側メニューから「Patentes」をクリッ

クし、さらに「Classificações IPC e Informações 

Úteis」をクリックして右側に表示される項目の中から

「Estatísticas 」をクリックすると統計情報のデータ

へ辿りつくことが可能。

（ブラジル特許庁　図９～図 10 を参照）

ブラジル特許庁:統計情報
http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_estatisticas/binpi-estatistico

各種統計情報

ブラジル特許庁　図９

ブラジル特許庁：統計情報の一例
下記以外にも様々な統計情報がある

ブラジル特許庁　図 10

ロシア特許庁は過去に紹介したので今回は変化したこ

とについてのみ説明する。以前のロシア特許庁は全ての

データベースが無料で利用可能であったが、現在では一

部のデータベースしか無料で利用できない。また、デー

タベースへのアクセス方法もかなり変化し分かりづらく

なった。Status 情報は今でも無料で利用可能だが、こ

ちらもアクセス場所が大きく変化している。

（ロシア特許庁　図１～図６を参照）

3Copyright © DB航海士All rights reserved

ロシア特許庁（ロシア語画面）
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru

英語画面へ↑

公報検索や権利情報検索へ

◆公報検索は英語画面の方が分かり易い
（データベースに有料と無料あり）

◆権利情報検索はロシア語画面のみ

ロシア特許庁　図１

3 ロシア特許庁の
変化について

http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_estatisticas/binpi-estatistico
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
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4Copyright © DB航海士All rights reserved

ロシア特許庁：日本語翻訳画面

Web翻訳を使うと分かり易い

有料DB

無料DB

ロシア特許庁　図２

5Copyright © DB航海士All rights reserved

ロシア特許庁（英語版）：メイン画面
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_en/en/Informational_resources/

1.分類関連（ロシア語、英語）
2.サービス（有料、無料）
3.ロシア特許庁提供データベース一覧
4.esp@cenetのロシア特許データベース
5.パブリックドキュメント（最近の公報等）

ID=guest
PASS=guest

ロシア特許庁　図３

6Copyright © DB航海士All rights reserved

ロシア特許庁：ＤＢの種類と説明

ロシア特許庁　図４

18Copyright © DB航海士All rights reserved

ロシア特許庁：特許 権利情報 検索画面

番号検索とブラウズ

ロシア特許庁　図５

19Copyright © DB航海士All rights reserved

ロシア特許庁：権利情報 ブラウズ画面

The status of the document::
緑色- operates
黄色- can terminate according
赤色- has terminated, but can be restored
黒色- has terminated
白色- there are no data 

緑色- 権利あり
黄色- 近々権利切れ（維持年金）
赤色- 権利回復可能（維持年金）
黒色- 権利切れ
白色- データなし

第30-1条 発明，実用新案又は意匠に係
る特許の回復，付与後実施の権利
(1) 維持手数料の不納により無効にさ
れた発明，実用新案又は意匠に係る特
許は，発明，実用新案又は意匠に係る
特許を所有していた者の請求により，
回復することができる。この請求書は，
当該手数料の納付のための所定の期間
の満了から3年以内，かつ，本法に規定
する特許の存続期間の満了前に知的所
有権に関する連邦行政当局に提出しな
ければならない。回復手数料納付の証
拠書類は，請求書に添付する。

権利情報＝ドットの色 PDF公報（ロシア語）

番号から詳細テキスト表示へ

ロシア特許庁　図６

こ の URL(http://www1.fips.ru/wps/portal/Regi 

sters/) にあるメニューの 5 番目をクリックするとロ

シア特許庁の Status 情報に辿りつける。

Status 情報は色別されている。

詳細は以下の通り。

①緑色 - 権利あり

②黄色 - 近々権利切れ（維持年金）

③赤色 - 権利回復可能（維持年金） 

④黒色 - 権利切れ

⑤白色 - データなし

全文検索できるデータベースは有料となったが英語版

の抄録データベースは現在も無料で利用可能。

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_en/en/Informational_resources/
http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/
http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/
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WIPO では各国の出願情報を提供している。また、

その国の情報だけでなく、その国へ国外から出願してく

る国々の情報も提供しているので、外国出願比率なども

抽出することが可能となる。最近は企業の知財部門で主

要国以外に様々な国の情報も必要となることが多いと思

う。そういう時に活用できる情報である。

（WIPO　図１～図４を参照）

45Copyright © DB航海士All rights reserved

WIPO：統計情報
上部メニューのResourcesの中IP Statisticsを選択する

WIPO　図１

46Copyright © DB航海士All rights reserved

WIPO：Statistical Data

特許、実案、商標、意匠等
様々なデータから必要な

情報を選択する

WIPO　図２

47Copyright © DB航海士All rights reserved

WIPO：Download Data
いずれのデータもXLSかCSVでダウンロードが可能

WIPO　図３

48Copyright © DB航海士All rights reserved

WIPO：各国の出願データ
各国の1995年から2009年の出願情報と外国からの出願情報あり

WIPO　図４

中国で政府系プロジェクトの入札業者になるためには

知的財産を取得し技術力のある企業であることを証明す

る必要がある。そのために近年知的財産の出願が急激に

増加している。中でも実用新案は審査がないのでその伸

び率が特許を大きく上回っている。このような状況の中、

知財訴訟も年々増加の傾向にある。

最近話題となったのは富士加水工業の判例で、最高裁

判所は日本円で約 6 億 6 千万円の支払いを命じた。中

国にも知財を扱う裁判所は沢山ありすべてを紹介できな

いが今回は最高裁判所における知的財産権訴訟の判例検

索について紹介する。

（中国　最高裁判所　図１～図３参照）

4 WIPO の統計情報

5 中国の知的財産権の
訴訟情報について
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中華人民共和国最高人民法院
中国知的財産裁判・判例（検索&ブラウズ）

http://ipr.court.gov.cn/

ｷｰﾜｰﾄﾞ入力

第一審裁判所名

案件名案件番号

裁判期間

中国　最高裁判所　図１

中華人民共和国最高人民法院
中国知的財産裁判・判例一覧

◆左側メニューで「専利権」をクリックすると最近のものから判例を一覧可能

中国　最高裁判所　図２

中華人民共和国最高人民法院
中国知的財産裁判・判例のPDF取得可能

中国　最高裁判所　図３

検索項目は①キーワード、②案件番号、③案件名、④

第一審裁判所名、⑤裁判の判例が出た期間の５つである。

また、左側のメニューから「専利権」を選択すると、右

側に判例の一覧が表示されるのでそこからブラウズする

ことも可能である。さらに第一審の裁判所を選択すると、

そこでも関連判例をブラウズすることが可能である。判

例全文はテキストでも閲覧でき、PDF でも入手可能で

ある。

企業が様々な国へ進出する時に知的財産の取得は制度

が存在する国であれば必須となり、さらにそれらの権利

に関する訴訟については判例を学んでおく必要がある。

米国のように訴訟中の案件まで検索できる国は稀で、そ

の他の国は判例しか検索できない国が多い。しかも国全

体でデータベース化されていない国も多くあり、情報入

手は困難な状況にあることも多い。今後は各国特許庁の

特許情報だけでなく、知財訴訟の情報にも注目し拙著者

が運営している DB 航海士を通して提供してゆきたい。

http://dbkokaishi.web.infoseek.co.jp/

以上

6 まとめ

http://ipr.court.gov.cn/
http://dbkokaishi.web.infoseek.co.jp/

