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第 6章 その他統計・資料

2017年3月6日現在

サービス名 照会可能データ 検索可能範囲 主な機能

1 特許・実用新案、意匠、商標の簡易検索
特許・実用新案公報データ、
意匠公報データ、
整理標準化データ（商標見本イメージ等）

平成５年１月～　（特許公開）
昭和６１年４月～　（実用公開）
平成１２年～　（意匠）
権利存続中の案件もしくは出願中の案件
（商標）

テキスト検索、ハイライト多色表示（特許・実用
新案）

2 特許・実用新案番号照会 特許・実用新案公報データ 明治１８年～
各種番号照会、文献単位ＰＤＦ表示、経過情報・
審査書類情報表示

3 特許・実用新案番号照会（英語版） 特許・実用新案公報データ、ＰＡＪ（英文抄録） 明治１８年～
各種番号照会、ＰＡＪ（英文抄録）表示、経過情
報表示、機械翻訳による公報の英訳表示等

4 特許・実用新案テキスト検索
特許・実用新案公報データ、米国特許和抄、欧州
特許和抄、中国特許和抄、中国実用新案和抄

平成５年１月～　（特許公開）
昭和６１年４月～　（実用公開・特実公
告）

テキスト検索、論理式検索、ハイライト多色表
示、文献単位ＰＤＦ表示、経過情報・審査書類情
報表示、外国特許和抄検索、Ｊ－ＧＬＯＢＡＬ検
索等

5 特許・実用新案分類検索 特許・実用新案公報データ 明治１８年～
ＩＰＣ検索、ＦＩ・Ｆターム検索、文献単位ＰＤ
Ｆ表示、経過情報・審査書類情報表示

ＦＩ分類表、ＦＩハンドブック ＦＩ：最新版

Ｆタームリスト、Fターム解説
Ｆターム：全テーマ（廃止テーマを除
く）

ＩＰＣ分類表 ＩＰＣ：第４版～第８版

ＦＩ―ＩＰＣコンコーダンスリスト ＦＩ―ＩＰＣ最新版

ＦＩ分類表、ＦＩハンドブック ＦＩ：最新版

Ｆタームリスト、Fターム解説 Ｆターム：全テーマ(廃止テーマを除く)

ＩＰＣ―ＦＩコンコーダンスリスト ＩＰＣ第８版―ＦＩ

8 ＰＡＪ検索（英語表示） ＰＡＪ（英文抄録）、特許・実用新案公報データ 昭和５１年～
テキスト検索（英語）、ＰＡＪ（英文抄録）表
示、経過情報表示、機械翻訳による公報の英訳表
示等

9 ＦＩ・Ｆターム検索（英語表示） ＰＡＪ（英文抄録）、特許・実用新案公報データ 明治１８年～
ＦＩ・Ｆターム検索、ＰＡＪ（英文抄録）表示、
機械翻訳による公報の英訳表示等

10 外国公報ＤＢ

外国公報データ（米国、欧州特許庁（EPO）、世
界知的所有権機関(WIPO)、英国、ドイツ、フラン
ス、スイス、カナダ、韓国(英抄)、中国(英抄)）
米国特許和抄、欧州特許和抄、中国特許和抄、中
国実用新案和抄

__________ 各種番号照会

11 審査書類情報照会 特許・実用新案の審査に関する書類等 平成１５年７月～ 各種番号照会

12
コンピュータソフトウェアデータベース（Ｃ
ＳＤＢ）検索

コンピュータ・ソフトウェアに関する文献 __________
テキスト検索、ＣＳターム検索、Ｊ－ＧＬＯＢＡ
Ｌ検索等

13 ワン・ポータル・ドシエ（ＯＰＤ）照会
各国の特許出願の手続や審査に関連する情報（ド
シエ情報）

__________

各種番号照会、複数庁に出願された同一発明のド
シエ情報の一括表示、ドシエ情報の英訳表示、書
類種別によるフィルタ、付与分類・引用文献の一
覧表示

14 中韓文献番号照会 __________ __________ 特許庁ＨＰへのリンク

15 中韓文献テキスト検索 __________ __________ 特許庁ＨＰへのリンク

16 意匠番号照会 意匠公報データ 明治２２年～
各種番号照会、文献単位ＰＤＦ表示、経過情報表
示

17 意匠番号照会(英語版) 意匠公報データ 明治２２年～ 各種番号照会、機械翻訳による公報の英訳表示

18 意匠公報テキスト検索 意匠公報データ 平成１２年～
テキスト検索、図面付きの検索結果一覧表示、文
献単位ＰＤＦ表示、経過情報表示

19 日本意匠分類・Ｄターム検索 意匠公報データ 明治２２年～　（秘密意匠は除く）
日本意匠分類検索、Ｄターム検索、図面付きの検
索結果一覧表示、文献単位ＰＤＦ表示、経過情報
表示

20 意匠公報分類検索（英語表示） 意匠公報データ 平成１２年～
日本意匠分類検索、ロカルノ分類検索、図面付の
検索結果一覧表示

21 意匠公知資料照会
整理標準化データ（意匠公知資料・外国意匠公報
資料）

__________ 各種番号照会

22 意匠公知資料テキスト検索 
整理標準化データ（意匠公知資料・外国意匠公報
資料）

__________ テキスト検索、図面付きの検索結果一覧表示

23 分類リスト __________ __________ 特許庁ＨＰへのリンク

第６章　その他統計・資料　　

１．特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)における提供サービス

6 パテントマップガイダンス（ＰＭＧＳ）
ＦＩ、テーマコード、ＩＰＣによる階層絞り込み
キーワード検索

7
パテントマップガイダンス（ＰＭＧＳ）（英
語版）

ＦＩ、テーマコードによる階層絞り込み
キーワード検索
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24 分類リスト（英語版） __________ __________ 特許庁ＨＰ（英語版）へのリンク

25 分類リスト（外国） __________ __________ 特許庁ＨＰへのリンク

26 商標番号照会 商標公報データ 明治１８年～
各種番号照会、文献単位ＰＤＦ表示、経過情報表
示

27 商標出願・登録情報 整理標準化データ（商標見本イメージ等） 権利存続中の案件もしくは出願中の案件
商標（検索用）検索、各種番号照会、標準文字商
標の表示等

28 商標出願・登録情報（英語版）
整理標準化データ（商標見本イメージ等）のもの
で英数字を含む商標

権利存続中の案件もしくは出願中の案件
商標（検索用）検索、各種番号照会、標準文字商
標の表示等

29 称呼検索 整理標準化データ（商標見本イメージ等） 権利存続中の案件もしくは出願中の案件 称呼、区分、類似群コード検索

30 図形等商標検索 整理標準化データ（図形商標イメージ等） 権利存続中の案件もしくは出願中の案件 図形等分類、区分、類似群コード検索

31 図形等商標検索（英語版） 整理標準化データ（図形商標イメージ等） 権利存続中の案件もしくは出願中の案件 図形等分類、区分、類似群コード検索

32 図形等分類表
細分化ウィーン分類表（ウィーン分類第５版準拠
第２版）

__________ 事例付きで参照可能

33 図形等分類表（英語版）
細分化ウィーン分類表（ウィーン分類第５版準拠
第２版）

__________ 事例付きで参照可能

34 商品・役務名検索 商品・役務名データ __________ 商品・役務名、区分、類似群コード検索

35 商品・役務名検索（英語版） 商品・役務名データ __________ 商品・役務名、区分、類似群コード検索

36 商品・サービス国際分類表

ニース協定に基づく商品・サービスの国際分類表
（第９版、第１０－２０１４版*1、第１０－２０
１５版*1、第１０－２０１６版*1及び第１１－２
０１７版*1）

__________

類似群コード付で参照可能
*1　第１０－２０１４版、第１０－２０１５版、
第１０－２０１６版及び第１１－２０１７版*1は
特許庁ＨＰへのリンクを提供

37 指定商品の書換制度について __________ __________ 特許庁ＨＰへのリンク

38 日本国周知・著名商標検索 日本国周知・著名商標 __________ 商標（検索用）検索、各種番号照会　等

39 日本国周知・著名商標検索（英語版） 日本国周知・著名商標 __________ 商標（検索用）検索、各種番号照会　等

40 不登録標章検索 商標法上、登録できない標章
大臣指定マーク
ＷＴＯ原産地名称

称呼、図形等分類検索等

41 審決公報ＤＢ 審決公報データ、判決公報データ
昭和１５年～　（審決公報データ）
平成４年～　（判決公報データ）

各種番号照会

42 審決公報ＤＢ（英語版） 審決公報データ、判決公報データ
昭和１５年～　（審決公報データ）
平成４年～　（判決公報データ）

各種番号照会
機械翻訳による公報の英訳表示

43 審決速報 審決速報情報
審決決定から審決公報発行までの審決情
報

各種番号照会、各種分類検索　等

44 経過情報検索（番号照会）
整理標準化データ（出願（経過）・登録・審判関
連情報）

平成２年以降に出願された案件及び平成
１０年４月以降に更新のあったデータ

各種番号照会

45 経過情報検索（範囲指定検索）
整理標準化データ（出願（経過）・登録・審判関
連情報）、公示号データ

平成１０年４月～（一部平成１０年１１
月～）

日付範囲指定検索

46 経過情報検索（最終処分照会） 整理標準化データ（最終処分情報） 昭和３９年～（出願） 各種番号照会

47 文献蓄積情報 各種文献の蓄積範囲情報 __________ __________

特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)：https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ 問合せ先：総務課情報技術統括室




