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知財AI活用研究会
～一般企業メンバーの活動をご紹介～

2018年11月30日

アジア特許情報研究会10周年記念講演会

平尾 啓
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アイ・ピー・ファイン紹介

2003年 アイ・ピー・ファイン株式会社設立

2004年 企業のニーズに合わせた受託開発を開始

2009年 特許調査標準化ソフト「THE調査力」を開発・販売開始

2016年
一般財団法人 日本特許情報機構・株式会社発明通信社による
「世界特許情報全文検索サービス Japio-‐GPG/FX」の
代理店販売を開始

2017年 Ｒ＆Ｄ知財ＡＩシステム「Deskbee」を開発・販売開始

アイ・ピー・ファインは設立以来、特に研究開発（Ｒ＆Ｄ）部門の特許業務効率化に
寄与するシステム開発を行ってきました。
研究・開発者の日常的な特許業務に役立つ知財システム環境をご提供しています。



本日の発表
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1. 知財AI活用研究会の概要
2. 活動スケジュール
3. メンバー構成（創設1年目）
4. グループの活動
5. これまでの研究活動でわかったことのまとめ
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・正式研究会名：知財AI活用研究会
・２０１８年代表者名： 当社社長 古川 智昭

・研究会設立年：２０１８年
・事務局：

アイ・ピー・ファイン株式会社 平尾 啓、津村 恵美子
所在地：〒630-8115 奈良県奈良市大宮町６－３－４
電話番号：０７４２-３６-７７９１

・お問合せメールアドレス：
http://www.ipfine.com/contact/index.html

１、知財AI活用研究会概要



１、知財AI活用研究会概要
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・研究会の目的：
知的財産分野におけるAI技術及び効率化技術導入の効用、
問題点、あるべきシステム環境等について研究することを
目的とする。また企業の知財AIに関する情報交換を行い、
知財AI技術の活用・発展を促進する。（会則より）

・研究期間：
１年間（２０１８年度は２月から１２月）を研究会の研究
単位としています。
年初に当年度研究活動メンバーを募集します。複数年の活
動も可能です。
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・グループ形態：
事務局があらかじめ振分けたワーキンググループ（５，６
名/グループ目安）で活動します。
★２０１８年度のチーム形態
東京地区３グループ、大阪地区３グループ

・ワーキング：
互選したリーダー、サブリーダーを中心に、各グループで
決めた研究スケジュールによりグループ活動をします。

１、知財AI活用研究会概要
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・研究サポート：
アドバイザーは必要に応じて、各グループ活動の研究品質
向上への助言を行います。
東京地区：花王株式会社 安藤 俊幸様

アジア特許情報研究会 中西 昌弘様
大阪地区：はやぶさ国際特許事務所顧問 桐山 勉様

元 アイ・ピー・ファイン株式会社 大藪 一様
その他：当社 平尾 啓

１、知財AI活用研究会概要
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・発表会：
７月ごろに中間発表会、１２月に最終発表会を開催。
また、必要に応じて、各種情報誌への寄稿も予定。

・研究テーマ選定：
各ワーキンググループにお任せします。

・会員特典：
R&D知財AIシステム「Deskbee」を研究目的で無償利用で
きます。

・会費：無料

１、知財AI活用研究会概要
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・現在のメンバー数（2018年度の会員数）
２６名（東京地区１４名、大阪地区１２名）

・２０１８年度のチーム形態：
東京地区３グループ、大阪地区３グループ

・会員条件：
本会の趣旨に賛同し互いに協力し、本会の活動が可能な企業
に在籍するものをもって組織し、加入は個人単位とする。
また、事務局が選定したものを会員とする。(研究会会則より)

（注）基本的には業務外でのご参加は参加をご遠慮いただいておりますが、特に事
務局が認めた場合のみ参加は可能です。

１、知財AI活用研究会概要
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２、活動スケジュール
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基本的にグループ単位での活動となるが、節目で東京・大阪合同（ＴＶ会議）で
研究内容を共有化し議論をする。また、キックオフは来期以降１月とする予定



３、 メンバー構成（創設1年目）
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• ２０１８年からス
タートした研究会で
１年度分の実績での
メンバー構成表であ
る。

• 化学系企業からのメ
ンバーが半近くを占
めている。次に情報
系、機械系と続いて
いる。



４、グループの活動
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研究テーマ

大阪1G
「検索競技大会での問題を使ってDeskbeeで特許検索精度を検証」

Deskbeeの検証に有効な項目や教師データの与え方等（背景や実施形態など）
（フロンテオで実施した課題などの以外の部分での比較）

大阪2G
「Deskbeeで分野別また教師データ等の情報提供を変えて判定精度を検証」
（技術分野、教師データの要件を研究、１社だけの場合や翻訳文などの場合、複数分類に分ける場合の方法、
IPCを入れた場合）

大阪3G 「調査業務効率の向上を見据えたDeskbee活用方法」
（SDIなどの集合に対する選別業務をいかに効率化できるか、究極は見ないでも選別できること）

東京1G
「技術分野別に、教師特許・ノイズ特許の違いでどのようにDeskbee検証結果が変わるか、外国特許
などの翻訳による差の検証」

東京2G

「Deskbee活用のためのアプローチ手法の検討」
・外注によるSDIを効率化
・抄録を使って
・特許の重みづけ
・発明のヒント

東京3G 「Deskbeeを活用したSDIの業務効率化」

本テーマはスタート時の
テーマ設定であり、研究
遂行において変更の可能
性あり



４、グループの活動
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活動日 全体 某１グループ 某２グループ

２月２７日 キックオフ テーマ決め テーマ決め

４月２日 業務上課題認識の共有

５月２９日 リーダー会

７月１０日 中間報告資料確認

７月２６日 中間報告会

８月３０日 研究進捗確認

９月５日
Deskbee検証結果の確認と

今後の研究内容

９月２６日 研究進捗確認

９月２７日 リーダー会

１０月１５日 リーダー会報告内容確認

１１月６日 最終報告会に向けた準備

１１月１３日 最終報告会に向けた準備

１１月２６日 最終報告会に向けた準備

グループ活動は、当初はメールでのやり取りを中心として進行し、発表が近くなると集合す
る。ただし、その頻度・タイミングはすべて各グループにお任せしています。



５、これまでの研究活動でわかったことのまとめ
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研究会活動をする中で、メンバーから不明なことを聞かれた
り、やってみてわかってきたことなどが出てきます。
それを、今後のためにまとめて、Deskbeeトライアルをされ
る企業様に共有します。

本日は、研究会前半で出てきた不明なこと、わかってきたこ
とに関する情報をいくつかご紹介します。



３、これまでの研究活動でわかったことのまとめ
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（１）Deskbee の処理工程について

Deskbee でのデータ処理は、エクセルをTSV（タブ区切り
ファイル）に変換後、Mecab による形態素解析エンジンに
より単語抽出を行ってから、Google社のTensorflow のCNN 
モデルによるディープラーニングで処理し、処理結果を類
似確率値として出力しています。



３、これまでの研究活動でわかったことのまとめ
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（２）「発明の名称」「要約」「請求の範囲」列の汎用的活
用について（10月以降、上記以外５列利用可能）

Deskbee に入力するExcel フォーマットで指定された「発
明の名称」「要約」「請求の範囲」列にはこれ以外のテキ
ストで例えば、明細書の課題、効果、利用分野、実施例等
のテキストデータでも構いません。更に、日本語に限らず
英文特許データや論文などのAI 処理にも応用可能です。
なお、Deskbee では現在Excel 利用のため、データはExcel 
の制限値までとなります。



３、これまでの研究活動でわかったことのまとめ
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（３）英文やFI、F タームなどスペース区切りの分かち書き
テキストも処理可能

Mecab は、形態素解析とともに分かち書きも出力されるの
で半角スペースを含む日本語キーワードや日本語以外に英
文、ＦＩ、Ｆターム等のテキストの処理も可能です（変換
方法もご提案いただきました）。

（注）キーワードなどでの検索で複数のFIをまたぐ場会、FIの利用は可能。
また、実施例など長い文書を使用する場合、不要単語が多くなり、確率の差が出なくなる可能性
があります。そのような時、重要部分を解析できているFタームの利用が考えられます。



３、これまでの研究活動でわかったことのまとめ
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（４）教師特許にはどのくらい件数が必要？

Deskbee のAI 判定は、被判定特許群を“サーチ特許” +
“ノイズ特許” +“Neither(グレーゾーン)”に識別します。
一概には言えませんが理屈としては、教師特許が多ければ
“グレーゾーン”の判定幅は狭くなり、少なければ広くな
るといった感じです。逆に多ければよいというものでもあ
りません。教師データのサーチ側、ノイズ側ともに同様の
記述がある場合、判定が非常に難しくなります。
研究会では、「適正件数」「サーチ・ノイズ側の割合」の
検討もされています。



３、これまでの研究活動でわかったことのまとめ
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（５）教師特許も被判定特許に含めて自己判定する方法

AI 判定結果には、当然のことながら被判定特許のみの判定
結果が出力されます。教師特許も含めて出力したい場合
は、設定用のExcel データ作成において、教師特許をコピー
して被判定特許に含めることにより教師特許自体も自己判
定されます。
教師特許がサーチ側としていたのが、AIにかけてみるとノ
イズ側に配置されることがあり、なぜそうなのか、再確認
することができる。教師特許の質の向上に非常に有効。



３、これまでの研究活動でわかったことのまとめ
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（６）海外特許のAI 処理について

Deskbee では英文形態素解析は行っておりませんが、分か
ち書きテキストの出力がされるため英文テキストもAI 処理
は可能です。英文特許のAI 処理について、良い結果が出て
いるとのお話があります。



３、これまでの研究活動でわかったことのまとめ
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（７）世界特許和文データベースを搭載した「Japio-GPG/
FX」の活用について

日本、中国、英語圏など、調査国や言語別にAI 処理をし
て特許調査するのはとても不便でありまた手間暇もかかっ
てしまいます。
Deskbee は日本語形態素解析エンジンを搭載しているた
め、Japio-GPG/FX により出力される日本語の世界特許
データを一括してAI 処理することが可能です。是非、日
本特許と世界特許の日本語による一括AI 活用も可能性が
ある。



３、これまでの研究活動でわかったことのまとめ
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（８）教師特許、被評価特許の文字数

現在１件当たり２万文字としているが、それぞれの特許の
文字数にばらつきがないほうが良い結果が出るようであ
る。

（９）単語を教師特許にできるか
文書での教師特許だけではなく、サーチ側にあってノイズ
側にないユニークワードを単語として教師特許にする場
合、どのようにすればよいのか？



５、これまでの研究活動でわかったことのまとめ
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お客様へ配布するマニュアルに追加充実
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ご清聴ありがとうございました。

来年度研究会メンバーを募集します。
研究会は年初キックオフをしますので

お申し込みください。

http://www.ipfine.com/contact/index.html


