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１．アジア（中国）特許情報の誤字・脱字、誤訳

特許情報に限らず、データベースやWebから情報を網羅的に抽出するには、
1つの検索用語だけでは不充分であり、類義語、同義語や異表記を考慮し
て検索することが必要となることは調査担当者の常識となっている。
特に、特許情報においては、公報中に記載されている様々な異表記（一般
には使わないようなものも含め）を網羅して検索しないと洩れを生じることに
なる。

英語以外の原語情報を英語に機械翻訳している場合には（ほとんどの英英語以外の原語情報を英語に機械翻訳している場合には（ほとんどの英
語特許データベースでは機械翻訳英語を採用）翻訳エンジンの差により英
語情報の精度にばらつきが生じる。
中でも、中国特許の英語データベースでDOCDBをベースに情報を収録して
いるものは翻訳不良（誤訳）の他、スペルミス（誤表記、脱字）やドイツ語、
フランス語表記が存在するので注意が必要である。

中国語で検索する場合には、
中国語独特の漢字の用法もあり、検索をややこしくしている。
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ドイツ語表記されている例（英語では抽出できない）

用于分割材料的装置和方法
Vorrichtung und verfahren zum trennen von werkstoffen
(Google翻訳：Device and method for separating materials)
(JPO中韓翻訳：材料を分割する装置と方法に用いること)
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データベース中の誤字・脱字と誤訳

「ployethylene」（誤字）、 「polethylene」（脱字）などは、

検索では抽出漏れが生じるが、査読では「ポリエチレ
ン」と読める。

しかし、
「聚乙烯」(polyethylene)を「polystyrene」などと誤訳され
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「聚乙烯」(polyethylene)を「polystyrene」などと誤訳され
ていては「 polyethylene」と検索しても抽出できない。
（検索フィールドに聚苯乙烯(聚苯)やPSなどは存在しない）

中国特許英語データベース中には、このような誤字、
脱字、誤訳が少なからず存在するので英語用語だけで
は検索漏れを生じる。
⇒ 中国語での検索が必須



中国語検索が必要な理由（出願人）

2010年以降は、商用
英語データベースでも

SIPO英語DBが表記変更
2010/02/17公開以前：

商用英語データベース
(Hon Hai Prec% or Hong Hai Prec%  or HongHai Prec%) 17,301件

中国語データベース(CNIPR)
(鸿海精密工业) 25,262件

2000年～2017年公開特許比較

英語データベースでも
筆頭出願人以外も収録

2010/02/17公開以前：
筆頭出願人のみ

2010/02/24公開以降：
共願人もすべて表記

商用英語データベースでは、
共願となっていない鸿海精密工業のグループ企業まで抽出してしまう。

中国語表記 商用英語データベース表記
鸿准精密 ⇒ HON HAI PRECISION INDUSTRY
鸿腾精密科技 ⇒ HON HAI PRECISION INDUSTRY
富士康（昆山）电脑接插件 ⇒ HON HAI PRECISION INDUSTRY

2000年以降、鸿海精密は子会社を
筆頭出願人として出願している。
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付録

村田制作所の誤英表記 CNIPR
DOCDB系

商用英語DB
Marata Manufacturing 1 1
Marata Mfg 3 3
Maruta Manufacturing 2 2
Muara Manufacturing 2 2
Muirata Mfg 1 1
Mura Manufacturing 4 4
Murada Seisakusho 2 2
Murat Manufacturing 4 4
Murat Mfg 2 6
Murata amanufacturing 1 1
Murata Manccfacturing 1 1
Murata Manfacturing 2 2
Murata Mannfacturing 2 2
Murata Manuacturing 1 1
Murata Manufacruring 1 1
Murata Manufactring 3 3

中国語検索が必要な理由
（出願人）

「住友化学」単願のスペルミス
CN88100382.4 ：SumitomoChemical
CN90101064.2 ：Simitomo Chemical 
CN97117913.1 ：Sumitomo Chemcial
CN00103514.2 ：Sumotomo Chemical
CN00122238.4 ：Suminoto Chemical 
CN00802932.6 ：Sumiktomo Chemical 
CN01112217.X ：Sumimoto Chemical 
CN01112369.9 ：Smitomo Chemical 
CN01119709.9 ：Suitomo Chemical 

商用DBも
未修正のまま
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Murata Manufactring 3 3
Murata Manufactuirng 3 3
Murata Manufacture 1 1
Murata Manufacturig 1 1
Murata Manufacturng 2 2
Murata Manufascturing 1 1
Murata Manufauring 2 2
Murata Manufucturing 2 2
Murata Maufacturing 2 2
Murata Maunfacturing 1 1
Murata Mnaufacturing 1 1
Murate Manufacturing 3 3
Murato Manufacturing 2 2
Muratra Manufacturing 1 1
Muratu Manufacturing 2 2
Murauta Mfg 1 1
Muruta Mfg 4 4
Muruta Seisakusho 1 1
Mutata Manufacturing 584 637

CN01119709.9 ：Suitomo Chemical 
CN01124839.4 ：Sumotomo Chemical 
CN01129397.7 ：Sumiotomo Chemical 
CN01130251.8 ：Sumitoom Chemical 
CN01139625.3 ：Samitomo Chemical 
CN03107906.7 ：Sumitomo Chimical
CN03142814.2 ：Sumitomo Chenical
CN200310109773.5 ：Sumitoma Chemical
CN200310124877.3 ：Sunitomo Chemical 
CN200410031696.0 ：Smitomo Chemical 
CN200410071084.4 ：Samitomo Chemical
CN200510083142.X ：Sumitono Chemicals
CN200880120880.9 ：Mitomo Chemical 
CN201010200043.6 ：Sumitomo Co., Ltd.
CN201080045251.1 ：Chemical Company Limited
CN201210012217.5 ：Sumitomo Company
CN201210071549.0 ：Sumitomo

"MUTATA MANUFACTURING" 
or "MUTATA MFG*“
Espacenet 473
PATENTSCOPE 14



中国特許情報の誤表記（出願人）

“ MUTATA MFG*”（村田製作所）の表記 Espacenet出現数
(“MUTATA MANUFACTURING” or “MUTATA MFG*“) ４７３件

Pub Date CN Pub Date CN
2001 1 2011 38 
2002 0 2012 17 
2003 0 2013 133 2003 0 2013 133 
2004 0 2014 148 
2005 2 2015 0 
2006 3 2016 2 
2007 10 2017 2
2008 22 2018 4
2009 46 2019 0 
2010 45 

（2019年6月28日現在）
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英語データベースの異表記・誤表記（出願人）

PA=((富士胶片控股 or 富士胶片公司 or 富士写真胶片 or 富士写真软片 or 富士摄
影胶片 or 富士胶片摄影 or 富士胶片株式) not (FUJI FILM or FUJIFILM  or Fuji 

Films or Fuji-Film or Fuji Photofilm or Fujiphoto Film or Fuji Photo-Film)

異表記
Fuji Photograph Film CN94311216.8 富士摄影胶片公司; 

FUJI CORPORATION;         CN201280034644.1       富士胶片株式会社; 

関連会社
Fujinon Corp.;  MD Corp.; CN200710199862.1        富士胶片株式会社; MD株式会社; Fujinon Corp.;  MD Corp.; CN200710199862.1        富士胶片株式会社; MD株式会社; 
Fuji Photo Optical Co., Ltd.;  SRJ KK; CN200710197161.4         富士胶片株式会社; SRJ公司

誤表記
Endoscope Apparatus CN201210096264.2 富士胶片株式会社;

英語表記が「Fujitsu」（富士通）に ・・・権利移転、ライセンスなし
中国では親戚と思われている？（中国では些細なことは気にしない）
英表記Fujitsu CN03153303.5 CN1321104C 富士胶片株式会社; 
（多数あり） CN200410034818.1 富士胶片株式会社; 

CN200380102280.7 富士胶片株式会社; 
CN03146000.3 富士胶片株式会社; 
CN200480042657.9         富士胶片株式会社; 
CN200480042888.X         富士胶片株式会社;
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英語データベースの誤表記（出願人）

スペルミス 中国語表記は「富士胶片」
Fiji Photo Film CN01109408.7         
Fuji Phot Film CN200310102794.4 
Fuji Fiml CN200310123242.1, CN03143658.7   
Fujitsu Photo Film CN200480042912.X 
Fji Film CN200410002579.1 
Fujfilm Corporation CN201210315799.4 
FIJIFILM CORPORATION CN201510578204.8 
Ujifilm CN201210101394.0Ujifilm CN201210101394.0
Fuji Photo Eilm CN00136219.4 
Fuji Photo Eilm CN00136219.4, CN00136219.4 
Fuij Photo Film CN01123602.7, CN02105261.1   
Fuij Film CN01115779.8, CN01123602.7, CN02105261.1   
Fujii Film CN01141810.9 
Fuji Phont Film CN01120304.8 
Fuji Photo Fiolm CN02107177.2 
Fuji Filim CN00133643.6 
Fuji Fiml CN03143658.7 
FUJFILM CORPORATION CN201210315799.4 
Fumi Photo Film CN96107417.5 
Fuji Filmstrip Company CN96301478.1 10



権利移転情報はなく、英表記が他社名に

自動車分野 公開：中国語 公開：英表記
CN02103504.0 马渊马达(Mabuchi Motor) ⇒Mazda Motor

CN200510112501.X 本田技研(Honda Giken) ⇒Mazda Motor
CN201310271867.6 现代自动车(Hyundai Motor) ⇒Toyota Jidosya
CN201480035749.8 标致雪铁龙(Peugeot Citroen) ⇒Toyota Jidosya

エレクトロニクス分野

CN01818334.4 英特尔公司(Intel Corp) ⇒Sumitomo Bakelite
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CN01818334.4 英特尔公司(Intel Corp) ⇒Sumitomo Bakelite
CN03158533.7 三星电机(Samsung Electric) ⇒LG Electronics 

CN201110119349.3 索尼公司(Sony Corp) ⇒Microsoft Corp 
CN201210582330.7 斯凯普公司(Skype) ⇒Microsoft Corp

化学分野

CN98109459.7 三井化学(Mitsui Chemical) ⇒Mitsubishi Chemical
CN01806818.9 日本油脂(Nippon Oils & Fasts) ⇒Nippon Paint
CN201380015943.5 株式会社艾迪科(Adeka) ⇒GUNZE KK

INFOPRO2016で紹介



英語データベースの誤表記

Polyethyleneの誤字 ⇒ 中国語「聚乙烯 or 聚乙稀 or 聚乙撑 or 多乙烯」

12



英語データベースの誤表記

Polyethyleneの脱字（1文字脱字のみ）

脱字の問題ではないが、
※1：中間一致検索では methoxypolyethylene, chlorinatedpolyethyleneなどが拾える。

DOCDB系の商用DBでは、中間一致、後方一致検索ができないものがある。
※2：前方一致検索 ほとんどのDBでは前方一致検索は可能 13



中国語検索が必要な理由（用語）

中国語 ⇒ 英語への翻訳不良により、誤訳が発生

出願番号 中国語 商用英語データベース JPO中韓システム 正訳

CN95214818.8 聚乙烯 formale 未収録 polyethylene

CN99221708.3 聚乙烯 PVC 未収録 polyethylene

CN200610044459.7 聚乙烯 polystyrene ポリエチレン polyethylene

CN200910272723.6 聚乙烯 polypropylene ポリエチレン polyethylene

CN201310343520.8 聚乙烯 polyolefin ポリエチレン polyethylene

CN201410676694.0 聚乙烯 polyester ポリエチレン polyethyleneCN201410676694.0 聚乙烯 polyester ポリエチレン polyethylene

CN201010125416.8 聚乙烯亚胺 polyethylene ポリエチレンイミン polyethyleneimine

CN200410031459.4 聚乙烯醇 polyvinyl acetal ポリビニルアルコール polyvinyl alcohol 

CN200610067855.1 聚乙烯醇 polyethylene ポリビニルアルコール polyvinyl alcohol 

CN200680040243.1 聚乙烯醇 poly(vinyl butyral) ポリビニルブチラール polyvinyl alcohol 

CN200710009918.2 聚乙烯基吡啶 polyvinyl alcohol ポリエチレン系ピリジン polyvinyl pyridine

CN200510014347.2 聚乙烯吡咯烷酮 polyethylene ketopyrrolidine ポリビニルピロリドン polyvinylpyrrolidone

CN02127269.7 聚酯树脂 polyurethane resin ポリエステル樹脂 polyester resin

CN200920302084.9 聚酯亚胺 polyurethane ポリエステルイミン polyester imine

CN200610006298.2 聚硅氧烷 polyurethane ポリシロキサン polysiloxane

CN200410065242.5 聚氨酯 polyamide ポリウレタン polyurethane

CN201210184070.8 聚酰亚胺 polyamide ポリイミド polyimide

CN200980154815.2 聚酰胺 polyimide ポリアミド polyamide

14書誌、要約には該当の中国語なし。



中国特許調査の基本

商用英語ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

中国語ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ 公報番号をﾏｰｼﾞ

英語情報を優先

内容精査

CNIPRなど

中国語DB検索で得られた
公報番号を英語DBで検索すれば
すべて英語情報が得られる。

①日本語ｼｽﾃﾑで査読

誤訳やｽﾍﾟﾙﾐｽ分も

その他のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

英語情報を優先

・要約
・ｸﾚｰﾑ
・全文

法律状態情報の

生死で査読の優先
順位を付ける。

日本語検索ｼｽﾃﾑなど

CNIPRなど

中国語ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽは英語ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの補完として使う。

①日本語ｼｽﾃﾑで査読
JPO中韓ｼｽﾃﾑなど

②商用英語ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
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２．東アジア・ASEAN原語情報の収集と検索

１）中国・簡体字の抽出
２）台湾・繁体字の抽出
３）韓国・ハングルの抽出
４）ASEAN各国原語の抽出

インドネシア、タイ、ベトナム
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インドネシア、タイ、ベトナム
（マレーシア、フィリピン、シンガポールは英語情報）



中国語の抽出（ Google翻訳ツール）

Google翻訳ツールなどを使えば中国語を抽出できなくもないが、
異表記まで網羅して抽出してくれない。
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ASEAN各国原語の抽出（ Google翻訳ツール）

Google翻訳ツールで英語情報から抽出できるが、必ずしも正しいとは限らない。
抽出原語 ⇔ 英語に再翻訳して正しい英語情報になるか確認して検索する。

インドネシア語
Three dimensional printer ⇒ Printer tiga dimensi ⇔ Three dimensional printer
Three dimensional printing ⇒ Pencetakan tiga dimensi ⇔ Three dimensional printing
3D printer ⇒ Printer 3D ⇔ 3D printer
3D printing ⇒ Pencetakan 3D ⇔ 3D printing

タイ語タイ語
Three dimensional printer ⇒ ⇔ 3D printer
Three dimensional printing ⇒ ⇔ Three-dimensional printing
3D printer ⇒ 3 มิติ ⇔ 3D printer
3D printing ⇒ 3 มิติ ⇔ 3D printing

ベトナム語
Three dimensional printer ⇒ Máy in ba chiều ⇔ Three-dimensional printer
Three dimensional printing ⇒ in ba chiều ⇔ Three dimensional printing

3D printer ⇒ máy in 3D ⇔ 3D printer
3D printing ⇒ in 3d ⇔ 3d printing
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１）中国語簡体字異表記を網羅して抽出するには

Google翻訳ツールや中国語辞書（鄭州大学「英中辞書」など）だけでは
網羅的に異表記を抽出できない。

中国語データベース（CNIPRまたはInnojoy）から異表記を網羅的に抽出する。
ワイルドカード(%)を使って前方一致(print%)、後方一致(%print)、中間一致
(%print%)、前後一致(nano%ing))を活用して発明の名称（および要約）から
以下のように異表記を抽出。

① TI=(3D print% or three dimension %print%)
3D打印, 3D印刷, 3D印花, 三维打印, 立体打印などが抽出される。

② TI=((3D print% or three dimension %print%) not (3D打印 or 3D印刷 or 
3D印花 or 三维打印 or 立体打印))

⇒ 0件になるまで、この操作を繰り返せばほぼ網羅できる。

（英語情報と原語が容易に対比できることから「発明の名称」から抽出しているが、
さらに網羅的に抽出するには、「要約」「請求の範囲」からも抽出）

近接演算子を使って
三维 pre/3 打印 ：「三維」と「打印」の間が３語以内離れている用語

「三维（3D）打印」「三维喷墨打印」などと表記されているものも拾える。



中国語簡体字異表記による検索式(CNIPR)

以下のような3D printerに関するフレーズが得られるが、「3D可打印, 三
维可打印, 3D生物打印, 二维三维两用印相」のように「3D」と「print」の

間に何語か挿入される場合もあるので近接演算するとよい。

①3D printerのフレーズ
TI,AB,CLM+=(三维打印 or 三维列印 or 三维印刷 or 三维印花 or 三维
印相 or 三维印录 or 三维造型 or 三维造形 or 立体打印 or 立体列印
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or 立体印刷 or 立体印花 or 立体印相 or 立体图像 or 立体晒印 or 立
体造型 or 立体造形 or 积层打印 or 积层造型 or 3D打印 or 3-D打印

or ３Ｄ打印 or ３D打印 or 3Ｄ打印 or 三D打印 or 3D列印 or 3D印刷 or 
3D印花 or 3D印表 or 3D转印 or 3D造型) ・・その他、光造形など。

全文中には「3D造形」もあるので以下のような近接演算がお勧め。

② 3D printerの近接演算
TI,AB,CLM+=(Three dimension% print% or 3D print% or 3DP or (三维 or 
立体 or 积层 or 3D or ３Ｄ or 3Ｄ or ３D or 3-D or 三D) pre/4 (打印 or 
列印 or 印刷 or 印花 or 印表 or 印相 or 印录 or 印机 or 造形 or 造

型)) 3D printerの場合、一文字（印）でprinterを表すので「印」でも可。



中国語簡体字異表記による検索式
② 3D printerの近接演算(CNIPR)
TI,AB,CLM+=(Three dimension% print% or 3D print% or 3DP or (三维 or 
立体 or 积层 or 3D or ３Ｄ or 3Ｄ or ３D or 3-D or 三D) pre/4 (打印 or 
列印 or 印刷 or 印花 or 印表 or 印相 or 印录 or 印机 or 造形 or 造
型) or (打印 or 列印 or 印刷 or 印花 or 印表 or 印相 or 印录 or 印机
or 造形 or 造型) pre/4 (三维 or 立体 or 积层 or 3D or ３Ｄ or 3Ｄ or ３

D or 3-D or 三D))
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③3D printerの近接演算(PATENTSCOPE)
(CTR:CN and (EN_TI:(Three dimension% print% or 3D print% or 3DP) or 

EN_AB:(Three dimension% print% or 3D print% or 3DP))) or ZH_TI:((“三
维” or “立体” or “积层” or “3D” or “３Ｄ” or “3Ｄ” or “３D” or “三

D”) near (“打印” or “列印” or “印刷” or “印花” or “印表” or “印相” 
or “印录” or “印机” or “造形” or “造型)) or ZH_AB:((“三维” or “立
体” or “积层” or “3D” or “３Ｄ” or “3Ｄ” or “３D” or “三D”) near (“打
印” or “列印” or “印刷” or “印花” or “印表” or “印相” or “印录” or 

“印机” or “造形” or “造型”))
さらに「ZH_CL:」と請求の範囲からの検索も。



２）中国語繁体字異表記を網羅して抽出するには

システムに用意された「中英・英中辞書」「同義語辞書」「出願人辞書」
だけでは網羅的に異表記を抽出できない。

台湾特許庁(TWPAT)から異表記を網羅的に抽出する。
ワイルドカード(*)を使って前方一致(print*)、後方一致(*print)、中間一致
(*print*)、前後一致(nano*ing))を活用して発明の名称（および要約）から
以下のように異表記を抽出。（発明の名称から検索すると確認が容易）

① (3D print* or three dimension print*)@TI
3D列印, ３Ｄ列印, 三維列印, 立體列印などが抽出される。

② ((3D print* or three dimension print*) not (3D列印 or ３Ｄ列印 or 三
維列印 or 立體列印))@TI

⇒ 0件になるまで、この操作を繰り返せばほぼ網羅できる。
化合物名などは「発明の名称」にはないこともあるので要約中から。

近接演算子を使って(台湾特許庁TWPAT)
三維[1,5]列印 ：「三維」の後方5語以内に「列印」があるもの
三維[-4,4]列印 ：「三維」の前後4語以内に「列印」があるもの

⇒ 三維全彩複合列印, 三維複合式印表機なども拾える。 22



台湾特許庁データベースと用語、出願人辞書
(https://twpat6.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwkm?@@0.4822323961717627)

簡易検索
ﾌﾞｰﾘｱﾝ検索
ｺﾏﾝﾄﾞ検索
ﾌｨｰﾙﾄﾞ検索

同義語辞書

用語辞書

出願人辞書

23



中英・英中用語辞書
(https://paterm.tipo.gov.tw/IPOTechTerm/login.jsp)

3D printer
3D 列印
3D列印機
3D印表機
三維印表機
立體打印機

3D print*（DB検索では）
3D列印
３Ｄ列印
3D打印
3D印刷
３Ｄ印製
3D印表異表記を網羅できない。 3D印表
３Ｄ印表
三維列印
三維列表
三維印表
立體列印
立體印刷
三維全彩複合列印
三維複合式印表機

24

異表記を網羅できない。



検索結果一覧

英語用語から中国語（繁体字）を拾う。
発明の名称中に英表記と共に中国語が表示される。
3D PRINTER ⇒ 三維列印機, ３Ｄ印表機
3D PRINTING ⇒ ３Ｄ列印 25



コマンド検索

検索式例：
(3D print* or three dimension print* or 3D列印 or ３Ｄ列印 or 3D打印 or 3D印刷 or ３Ｄ印
製 or 3D印表 or ３Ｄ印表 or 三維列印 or 三維列表 or 三維印表 or 立體列印 or 立體印
刷)@TI or ((3D print* or three dimension print* or 3D列印 or ３Ｄ列印 or 3D打印 or 3D印
刷 or ３Ｄ印製 or 3D印表 or ３Ｄ印表 or 三維列印 or 三維列表 or 三維印表 or 立體列印
or 立體印刷)@AB,CL and (B29C-064* or B29C-067* or B33Y*)@IC) 26



３）韓国・ハングルの抽出(KIPRIS)

KIPRISで英語用語からハングルを抽出

① TI=(“3D print” ＋ “three dimension print”)
삼차원 프린터, 삼차원 프린팅, 쓰리디 프린팅, 3 차원 인쇄, 

3차원 프린팅 などが抽出される。

② TI=((“3D print ＋ three dimension print”) not ("삼차원 프린터" or 
"삼차원 프린팅" or "쓰리디 프린팅" or "3 차원 인쇄" or "3차원
프린팅"))

27

프린팅"))
⇒ 0件になるまで、この操作を繰り返せばほぼ網羅できる。

PATENTSCOPEで英語用語からハングルを抽出

KO_TI:[* TO *] and TI:("3D print*" or "three dimension* 
print*")
と検索するとKIPRIS同様、“삼차원 프린터”などが抽出されるので
ハングルをnot演算して網羅的に抽出できる。



韓国・ハングル異表記の網羅

“삼차원프린터”などのフレーズから「３D」部と「printer」部を挙げると
３D print
삼차원 프린터
쓰리디 프린팅
입체적인 프린트
입체 인쇄
3차원 출력
3 차원 현출

それぞれ組み合わせると
「請求の範囲」「全文」中

から「発明の名称」では抽出
されなかったフレーズも抽出
できる。

28

3 차원 현출
3D 조형

近接演算子を使って(KIPRIS)
TL=["Three dimension print" + "3D print" + ("삼차원" + "쓰리디" + 
"입체적인" + "삼차원" + "입체" + "3차원" + "3D") * ("프린터" + 
"프린팅" + "프린트" + "인쇄" + "출력" + "현출" + "조형")] + 
AB=[("삼차원" + "쓰리디" + "입체적인" + "삼차원" + "입체" + 
"3차원" + "3D") ^3 ("프린터" + "프린팅" + "프린트" + "인쇄" + 
"출력" + "현출" + "조형")] + CL=[("삼차원" + "쓰리디" + "입체적인" 
+ "삼차원" + "입체" + "3차원" + "3D") ^3 ("프린터" + "프린팅" + 
"프린트" + "인쇄" + "출력" + "현출" + "조형")]

できる。



KIPRIS検索結果一覧

英語とハングルの表記。
（必ずしもハングルを英訳していない）

KIPRIS英語DB(KPA)の要約を表示

29

KIPRIS英語DB(KPA)の要約を表示

KPAにない要約は
機械翻訳英語を表示



４）ASEAN原語の抽出

30



インドネシア語検索比較（PATENTSCOPE）

Google翻訳ツールで抽出した3D PRINTERの翻訳語から検索

"Printer tiga dimensi"
(ID_TI:"Printer tiga dimensi" or ID_AB:"Printer tiga dimensi") 0件

"Pencetakan tiga dimensi"
(ID_TI:"Pencetakan tiga dimensi" or ID_AB:"Pencetakan tiga dimensi") 1件

"Printer 3D"

31

(ID_TI:"Printer 3D" or ID_AB:"Printer 3D") 2件
"Pencetakan 3D"

(ID_TI:"Pencetakan 3D" or ID_AB:"Pencetakan 3D") 5件

ID庁PDKIでもほぼ同様の検索件数を確認



インドネシア語検索比較（PATENTSCOPE）

IPC：B29C67(3D PRINTERの分類)で抽出した翻訳語から検索してみると

CTR:ID and IC:B29C67* （ ）内はGoogle翻訳
pencetak 3D (3D PRINTER)

ID_TI:"pencetak* 3D" or ID_AB:"pencetak* 3D" 8件

2019/6現在、PATENTSCOPEでは、
B33Y, B29C64などは検索不可

32

ID_TI:"pencetak* 3D" or ID_AB:"pencetak* 3D" 8件
printer 3-Dimensi (3-Dimensional Printer)

ID_TI:"Print* 3 Dimensi" or ID_AB:"Print* 3 Dimensi" 3件
pengendapan tiga dimensi (Three dimensional construction)

ID_TI:"pengendapan tiga dimensi" or ID_AB:"pengendapan tiga dimensi" 4件
struktur tiga dimensi (three-dimensional structure)

ID_TI:"struktur tiga dimensi" or ID_AB:"struktur tiga dimensi" 29件



PATENTSCOPEでの3D PRINTER検索式例

CTR:ID and (EN_TI:("3D print*" or "Three dimension* print*" or 
"three dimension* laminat*" or "three dimension* mold*") or 
EN_AB:("3D print*" or "three dimension* print*" or "three 
dimension* laminat*" or "three dimension* mold*") or 
ID_TI:("pencetak* 3D" or "cetak tiga dimensi" or "print* 3D" or 
"print* 3 Dimensi" or "pengendapan tiga dimensi" or "struktur tiga

33

"print* 3 Dimensi" or "pengendapan tiga dimensi" or "struktur tiga
dimensi" or "pencetak* tiga dimensi" or "laminasi tiga dimensi" or 
"dibentuk tiga dimensi") or ID_AB:("pencetak* 3D" or "cetak tiga
dimensi" or "print* 3D" or "print* 3 Dimensi" or "pengendapan tiga
dimensi" or "struktur tiga dimensi" or "pencetakan tiga dimensi" or 
"laminasi tiga dimensi" or "dibentuk tiga dimensi")) 52件

インドネシア特許庁(PDKI)では、このようなコマンド検索はできない。



タイ語出願人異表記の抽出(HONDA MOTORの例)

ฮอนดา or （HONDA)で検
索。

抽出された出願人名はGoogle翻訳ツールで確認
34



Google翻訳ツールで確認

本田技研

35

法人格は付けない方が
きれいに翻訳してくれる。



タイ語出願人異表記抽出法
①PA:(ฮอนดา or ) ・・(HONDA) 3897件

②PA:((ฮอนดา or )  not (" " or "ฮอนดา 
" or " " or "ฮอนดา มอเตอร" or "

อร")) 1433件
⇒ , , , 

, 
 (Honda Motorなど) (Honda Motorなど)

③PA:((ฮอนดา or ) not (“ ออโตโมบิล” or “ฮอนดา 
” or “ ” or “ฮอนดา มอเตอร” or “ มอเต

อร” or “ฮอน โก” or “ฮอน โก” or “
โค” or “ฮอน โก” or “ฮอน โก” or “ฮอน

ก” or “ฮอน โก” or “ฮอน โก” or 
“ฮอน โค” or “ฮอน ” or “ฮอนดา แอค ” or 
“ แอคเซส” or “ฮอน โก” or “ แอค ” or 
“ฮอน ”or “ จิเคน โคเงียว”))
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HONDA MOTORのタイ語異表記
" " or " " or " " or "ฮอนดา 
มอเตอร" or " " or " " or " " 
or " " or " " or " " or "ฮอน

" or " " or " " or "ฮอนดา 
" or " " or " " or "

เซส" or " " or " " or "
"or " " or " " or ""or " " or " " or "
โคเกียว" or "ฮอนดา กิเคนโคเกียว" or "ฮอนดา ไกเคน ค็อกโย" or "ฮอนดา 
กิเคน โคเงียว" or "ฮอนดา กิเคน โตเกียว" or "ฮอนดา กิเกง โคเกียว" or 
"ฮอนดา กินเคน โคเกียว" or "ฮอนดา กิจทัสึ เคนเกียวโช" or "
โกเจียว" or "ฮอนดา กิเกน โตเกียว" or "ฮอนดา กิเกน โคเกียว" or "
กิ เคน โตเกียว" or " " or "ฮอนดา กิเคน โคเกียว" or 
"ฮอนดา กิเคน โคเคียว" or " " or "
โตเกียว“

PATENTSCOPEでは3793件がヒットする。（2019/6現在）
タイ庁データベース(DIP)でも3726件以上がヒットする。
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タイ庁DB(DIP)でも確認
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2019/6現在
フィールド内演算が
できないため、
フィールド間をOR演
算で確認



参考例： CN/TW/KR用語辞書

検索で使った新たな用語は再利用するために辞書に追加しておく。 39



参考例：CN/TW/KR出願人辞書
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参考例：タイ出願人辞書
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ASEAN各国特許庁データベースへのアクセス
(http://patentsearch.punyu.jp/asia/free_patent.html)



おわりに

本報告資料は、以下のサイトに掲載します。
詳細は参照ください。

アジア特許情報研究会ページ
（https://sapi.kaisei1992.com/）
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（https://sapi.kaisei1992.com/）

ご清聴どうもありがとうございました。


