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【発明を実施するための最良の形態】
　以下、特許価値算出装置等の実施形態について図面を参照して説明する。なお、実
施の形態において同じ符号を付した構成要素は同様の動作を行うので、再度の説明を省
略する場合がある。
　（実施の形態１）
　図１は、本実施の形態における特許価値算出装置のブロック図である。
　特許価値算出装置は、特許情報格納部、特許属性情報格納部、中間価値情報算出部、
特許価値算出部、特許価値出力部、特許属性取得部、特許情報蓄積部を具備する。中
間価値情報算出部は、特許書類解析手段、特性値算出手段、中間価値情報算出手段
を具備する。
　特許情報格納部は、１以上の特許書類と当該特許書類の属性を示す特許属性を有す
る特許情報を格納している。
　特許情報格納部は、不揮発性の記録媒体が好適であるが、揮発性の記録媒体でも
実現可能である。
　特許属性情報格納部は、特許属性と当該特許属性に対応する値である属性値を有す
る特許属性情報を１以上格納している。
　特許属性情報格納部は、不揮発性の記録媒体が好適であるが、揮発性の記録媒体
でも実現可能である。
　　中間価値情報算出部は、１以上の特許書類を解析して、各特許書類の価値を示す
情報である中間価値情報を、１以上算出する。
　中間価値情報算出部は、通常、ＭＰＵやメモリ等から実現され得る。中間価値情報算
出部の処理手順は、通常、ソフトウェアで実現され、当該ソフトウェアはＲＯＭ等の記録媒
体に記録されている。但し、ハードウェア（専用回路）で実現しても良い。
　　　　　　　　　　　　　　　　　：
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概要
　「知財立国」の旗印のもとで国家レベルの戦略が打ち出されている中、企業と大学においては、特許の重要性

への認識が高まっている。筆者らは、特許ライフサイクルにおける各作業を効率的、高品質に遂行するための方法

論として｢特許工学｣を提唱し、各種の支援ツールの研究開発を進めてきた。本稿では、特許工学の概要を紹介し

た後、支援ツール群として、特許明細書半自動生成システム・特許明細書読解支援システム・特許明細書品質評

価支援及び特許価値評価支援システム・特許明細書解析エンジンを紹介する。特許工学を確立するためには、特

許ライフサイクルを支援するツール群の整備を更に進める必要がある。

1. はじめに

(1) XML-EDI：次世代型の企業間データ交換仕様であり、メッセージ形式にXMLを採用。
(2) GDS (Global Data Synchronization)：国際的な商品マスタデータの即時同期化。

4. おわりに

　これらの機能の実現においては、我々が独自に開発し、特許

出願や特許登録を行ってきた技術 (文献[３][４][５]) を使用し

ている。

　クレームツリー表示機能の入力例を図７に、出力例を図８に

それぞれ示す。図８では、引用される請求項を左上に、引用す

る請求項を右下に配置し、引用関係が存在する請求項間を線で

結ぶことで、請求項間の引用関係を表現している。この表現法

は、著者らが発明し特許出願しているものであり、クレームツ

リーを簡潔にわかりやすく表現することができる。図中で線上

に書かれた黒丸は、電気回路図において結線状況を示すのと同

様に、その線の両端の請求項間に確かに引用関係があることを

示している。この表現法により、たとえば、請求項３は請求項２

だけを引用していること、請求項４は請求項1と請求項２とを

引用しているということが簡潔に示されている。

　特許請求項構造解析ツリー表示機能の入力例を図９に、出力

例を図１０にそれぞれ示す。

http://www.dsri.jp/invres/system_standard/system_

standard.htm

http://www.dsri.jp/invres/system_standard/supply_

chain.htm

http://www.gci.dsri.jp/general/activity/seminar/

rt060310/4_xmlwg.pdf

　筆者らが提唱・推進している「特許工学」の概要と研究開

発を進めてきた各種の支援ツール群を紹介した。特許工学を

確立するためには、特許ライフサイクルを支援するツール群

の整備を更に進める必要があると考えている。
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　我が国においては、２００２年の「知的財産戦略大綱」発表、

及び「知的財産基本法」の制定、２００３年の「知的財産戦略本

部」設置など、「知財立国」の旗印のもとで国家レベルの戦

略が打ち出されている。企業においては、ビジネスやサービ

スの方法を権利の対象とする「ビジネスモデル特許」の出現や、

コンピュータプログラムを対象とした「ソフトウエア特許」

の認知により、広い範囲の企業関係者が特許に関わらざるを

得ない状況が生まれている。大学においても、研究成果や技

術移転のコアとしての特許の重要性が認識されている。

　こうした流れの中で、本稿著者のうち谷川は、特許ライフ

サイクルにおける各作業を効率的、高品質に遂行するための

方法論として、｢特許工学｣ (文献[1]) を２００３年に提唱し、そ

の発展に努めてきた。また、新森と大屋は、言語処理及びテ

キストマイニング研究開発の一環として、特許明細書の解析

技術と読解支援システムの研究開発に取り組んできた。

　本稿では、谷川が提唱・推進している「特許工学」の概要と、

谷川・新森・大屋が連携して研究開発を進めてきた各種の支

援ツール群を紹介する。

2. 特許工学の概要
　特許のライフサイクルは、「権利化フェーズ」と「権利行

使フェーズ」から構成される。「権利化フェーズ」とは、発

明が着想され具現化された後、特許明細書等の書面により特

許出願され、特許要件を満たした発明に対して特許権が付与

されるまでの段階である。「権利行使フェーズ」は、発明が

特許権者によって実施されたり、第三者に対して専用実施権

や通常実施権を付与されたり、またはクロスライセンスや特

許プールで特許権を利用したりする段階である。

　特許ライフサイクルにおける一連の活動は、高度な知的活

動であり、個人のスキルに依存する活動であると一般に考え

られている。しかし、こうした活動においても、定型化でき

る部分や第三者に伝達できるノウハウが多く含まれている。

実際、既に長い歴史を持つ生産工学やソフトウエア工学にお

いては、工学的なアプローチにより、生産性と品質を高める

ための各種の手法が開発され、多くの支援ツールや支援シス

テムが提供されている。そして、工業製品の生産やソフトウ

エアの生産と比べた場合、特許の生産における自動化や効率

化の取り組みは著しく遅れているというのが現状である（図１）。

図１  生産工学・ソフトウエア工学等と比較した知的財産権活動の遅れ 

図２  特許工学の領域 

　特許工学は、特許ライフサイクルにおける、一見非定型な活

動、および第三者への伝達が十分でないノウハウを定型化する

定型化活動、およびその成果物の生産性と品質を高める活動で

ある。特許工学の研究と実践は、方法論の確立と普及、ツール

の開発と普及、教育の３つの活動から構成される。

図３  CAPEツールの体系

3. 支援ツール群のご紹介

図４  特許明細書半自動生成システムの概要 図５  特許明細書半自動生成システムの入力と処理の例

図６  特許明細書半自動生成システムの出力の例

表１  特許明細書読解支援システムの主な機能

図８  クレームツリーの例

図７  「特許請求の範囲」の例（仮想的な例）

図１０   図９の特許請求項の構造解析ツリー
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機能名称　　　　　　　　　　　　　　概要

クレームツリー
表示機能

特許請求項構造
解析ツリー
表示機能

特許請求項には、他の特許請求項とは独立に記述されるも
の（独立形式請求項）と、他の特許請求項を引用して記述
されるもの（引用形式請求項）とが存在するが、その引用関
係が複雑になることが多い。本機能は、請求項間の引用関
係を解析し、その結果を視覚的にツリー表示するものである。

特許請求項は慣習的に一文で記述され、長文かつ構文構
造が複雑になることが多い。また、記述は独特のスタイルで
行われる。本機能は、特許請求項に関する以下の3つの記
述スタイルの判定を行いながらその構造を解析し、結果を視
覚的にツリー表示するものである。
・順次列挙形式
　 「～し、～し、～した、～」のように、処理を順序的に記述
　 する形式
・構成要素列挙形式
　 「～と、～と、～とからなる、～」のように、構成要素を列挙
　 する形で記述する形式
・ジェプソン的形式
　 「～において、」や「～であって、」などの文字列を用いて
　 記述を前半部と後半部に分割し、前半部には公知部分
　 または前提条件を述べ、後半部では新規部分または本
　 論部分を述べる形で記述する形式

製品

ソフト
ウェア

特許

手工業 工業制家内工業 工業生産

自動化の割合 手作業の割合

◎ＱＣ理論
◎価値分析理論

属人的 半自動化／効率化 工業生産
◎ソフトウェア工学

◎高級言語化

属人的 半自動化／効率化

◎特許品質理論

◎発明展開理論
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自動化
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時代

自動化

手作業

特許工学とは

特許に関する活動の質を上げるための種々の活動・研究

特許ライフサイクル

発明着想　発明完成　特許明細書作成　出願　中間処理　権利化　権利行使

構築 貢献

方法論

ＣＡＰＥ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ａｉｄｅｄ　Ｐａｔｅｎｔ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）ツールによりプロセスの品質・効率を大幅向上

　我々は、特許工学を支援するツールをCAPE(Computer 

Aided Patent Engineering)ツールと呼称し、その体系構築

とツール整備を進めてきた。図３に、CAPEツールの体系を

示す。

フェーズ

種類

業務推進系

管理系

分析・評価系

戦略立案
（企画）

発明構築 特許調査 特許明細書
作成

出願処理 中間処理 登録手続 権利維持
権利
無効化 権利行使

特許検索
ツール

特許マップ
作成支援
ツール

発想支援
ツール

発明支援
ツール

特許分析
ツール

特許検索
ツール

特許マップ
作成支援
ツール

明細書
作成支援
ツール

出願支援
ツール

特許検索
ツール

文献検索
ツール

案件管理
ツール

特許管理ツール

包袋管理ツール

特許明細書
品質評価
システム

特許価値
評価システム

特許分析
ツール

特許明細書解析エンジン
特許明細書読解支援システム

特許明細書自動生成システム

明細書
設計書

（特許請求
の範囲）

一流の特許明細書作成者のノウハウ、特許法の知識

特許部品
データベース

特許庁
フォーマット
ファイル

共通データ
ベース

技術分野
データベース

製品分野
データベース

特許請求
の範囲

特許明細書
の約40％

要約書

自動生成処理部

入力（明細書設計書）

言語解析

・構成要素の階層
・構成要素名
　「特許情報格納部」
　「特許属性取得部」
　「特許情報蓄積部」
　             ：

部品ＤＢ検索

・構成要素の実現手段の
  文章
・用語説明の文章

特許庁フォー
マットに従った
文章挿入

共通
データベース

技術分野
データベース

製品分野
データベース

特許庁
フォーマット
ファイル

出力（明細書の一部）

 

請求項1

請求項2

請求項3

請求項4

請求項5

順次列挙

光バースト送受信において

を特徴とする

ジェプソン的

端末装置

こと

を備えた

光伝送媒体を介して接続される局装置と複数
の端末装置とが互いに非同期で運用されてい
る状態で、前記局装置が、伝送帯域を共用する
前記複数の端末装置それぞれの使用帯域の
割り当てを制御するとともに、

各端末装置との距離に応じた伝送時間を測
定しそれぞれの測定値に応じた上り信号の送
出予定時刻を各端末装置に通知し、

各端末装置が、その通知された上り信号の送出
予定時刻に従って局装置への上り信号の送出
時刻を制御して伝送する

前記各端末装置は、自端末装置の時間情
報と前記局装置が持つ時間情報との周波
数偏差を検出する周波数偏差検出手段と、

前記周波数偏差検出手段が検出した周波
数偏差に基づき前記局装置への上り信号
の送出タイミングを補正する補正制御手段と、

構成要素
列挙
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【請求項１】流体と石鹸を含んでなる混合物。

【請求項２】流体が水である請求項１の混合物。

【請求項３】染料をさらに含む請求項２の混合物。

時代

自動化

手作業

【請求項１】
　光伝送媒体を介して接続される局装置と複数の端末装置とが互いに非同
期で運用されている状態で、前記局装置が、伝送帯域を共用する前記複数の
端末装置それぞれの使用帯域の割り当てを制御するとともに、各端末装置と
の距離に応じた伝送時間を測定しそれぞれの測定値に応じた上り信号の送
出予定時刻を各端末装置に通知し、各端末装置が、その通知された上り信号
の送出予定時刻に従って局装置への上り信号の送出時刻を制御して伝送す
る光バースト送受信網において、
　前記各端末装置は、
　自端末装置の時間情報と前記局装置が持つ時間情報との周波数偏差を
検出する周波数偏差検出手段と、
　前記周波数偏差検出手段が検出した周波数偏差に基づき前記局装置へ
の上り信号の送出タイミングを補正する補正制御手段と、
　を備えたことを特徴とする端末装置。

図９  特許請求項の例（特開２００４－３１２４５４)

【請求項５】石鹸が特別加工した苛性アルカリ石鹸である請

　　　　　　求項１または請求項４記載の混合物。

【請求項４】石鹸が苛性アルカリ石鹸である請求項１または

　　　　　　請求項２記載の混合物。

3.4 特許明細書解析エンジン
　特許明細書解析エンジンは、表２に示す機能を提供する。

　特許明細書解析エンジンは、Windows上で動作するコマン

ドであり、他のシステムの裏方として動作する。その出力は

XMLファイルまたはテキストであり、今後、Webサービス化

することで「特許明細書解析サービス」として展開することも

考えられる。

機能名称　　　　　　　　　　　　　　概要

基本機能

多重多数項引用の
検出と書換機能
 (文献[7])

特許明細書読解支援システムと、特許明細書品質及び価
値評価支援システムが必要とする解析データを作成する。
特許明細書テキストファイルを入力し、各種の言語解析を行
った上で結果をXMLファイルとして出力する。

引用形式請求項において、複数の請求項を引用する場合
に「多数項引用」と呼び、さらに引用元が多数項引用となっ
ている場合に「多重多数項引用」と呼ぶ。多重多数項引用
は、日本では認められているがアメリカでは認められていない
ため、多重多数項引用の形で記述された特許を、アメリカに
出願する場合は「特許請求の範囲」を書き換える必要がある。
実務上、3つの書換法が使われているが、人手での書換作
業は煩雑なものである。本機能は、多重多数項引用の検出
と3つの書換法による書換を自動的に行うものである。書換
結果は、テキストとして出力する。

表２  特許明細書解析エンジンの機能

3.3 特許明細書品質評価支援及び
　　特許価値評価支援システム
　特許明細書品質評価支援及び特許価値評価支援システムは、

特許明細書を解析して抽出した約５０個のパラメータを使って、

特許明細書品質と特許価値を評価する作業を支援するシステ

ムである。ここで、約５０個のパラメータを「パテントメトリ

クス」と呼称する。

　特許明細書品質評価支援システムは、特許明細書がいかに「上

手に」書かれているかを評価するシステムである。ここで「上

手に」の意味合いは、以下の通りである。まず、特許明細書

の品質を推定するにあたって、権利書としての特性である「権

利特性」と、文献としての特性である「文献特性」に分けた。

そして、特許権の性質から、権利特性を構成する特性として、

発明本質抽出性、発明展開性、強靭性、実施可能担保性をあ

げた。さらに、特許明細書を文献としてみた場合の必要性から、

文献特性を構成する特性として、明瞭性、論理性をあげた。特

許明細書品質評価支援システムは、弁理士の知見とノウハウに

基づいて、権利特性を算出する式をあらかじめ定義しておき、

抽出したパテントメトリクスによりその値を計算することで明

細書の品質価値を推定する。そしてその結果をレーダーチャー

トとして表示する。特許明細書品質評価支援システムは、

Windowsアプリケーションとして動作する。その出力例を

図１１に示す。

　特許価値評価支援システムは、機械学習の手法を用いて、弁

理士等の専門家が人手で評価した価値評価データを教師データ

とし、評価対象の特許価値を推定するシステムである。人手で

評価した特許明細書と、評価対象の特許明細書からは共に、パ

テントメトリクスを抽出し、機械学習器（SVM: Support 

Vector Machine）にかけることで結果を出力する。特許価

値評価支援システムの動作概念を図１２に示す。

　特許価値評価支援システムの出力結果は、特許明細書品質評

価支援システムと同様のレーダーチャートと、別途定義した評

価価値である。機械学習の手法を使うことで、価値を算出する

式を定義する必要が無く、人手での評価特性に応じた価値推定

を行うことができる。我々が実施した評価実験では、機械学習

による価値評価値は人手による価値評価値と極めて相関が高い

という結果が出ている (文献[６])。

図１２  特許価値評価支援システムの動作概念

４つの特許品質特性値を
レーダーチャートで出力

特許価値を数値出力
特許価値:¥ 2180000

人手による特許価値評価データ 約５０のパテントメトリクス
・請求項数
・請求項の階層構造の深さ
・独立請求項数
・実施の形態の文字数
・外延拡張用語（例えば、等etc）の数
　　　　　　　：
　　　　　　　：

特許第
225・・
¥3800000

特許書類
言語解析

価値評価エンジン価値評価エンジン
価値出力

品質
出力

特許データの
言語解析
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　以降では、図３において、濃青で印をつけた5つのツール・

エンジン・システムの概要を紹介する。

3.1 特許明細書半自動生成システム
　特許明細書半自動生成システム（Patent Generator）は、

図３の特許明細書作成支援ツールの一環となるシステムである。

このシステムは、明細書設計書を入力し、特許明細書を半自

動生成する（図４）。ここで、明細書設計書とは、明細書の

記述にあたってはまず「特許請求の範囲」の起草から始める

べきであるとの考えに基づいて記述する設計書である。

　特許明細書半自動生成システムは、入力された明細書設計

書を言語解析し、データベースに格納されたノウハウや発明

の実現手段等の文章を自動的に検索し、特許庁フォーマットファイ

ルに従って、検索した文章を自動挿入することで特許明細書を

半自動生成する (文献[２])。データベースとしては、各分野に

共通の部品を格納した「共通データベース」、特定の技術分野

用の部品を格納した「技術分野データベース」、特定の製品用

の部品を格納した「製品分野データベース」の３つが使用され

る。特許明細書半自動生成システムは、ユーザインタフェース

としてMicrosoft Wordを使用する。図５に特許明細書半自動

生成システムの入力と処理を、図６に出力の一部を示す。

3.2 特許明細書読解支援システム
　特許明細書には、「特許請求の範囲」の部分に、発明の権利

範囲を記述するための「特許請求項」（クレーム）が通常複数

個記述される。特許請求項は、特許明細書の中で最も重要な箇

所であるが、弁理士や知財担当者などの専門家以外の技術者に

とっては極めて読みにくいものになっているのが通例である。

特許明細書読解支援システムは、特許請求項の読解支援を目的

として、表１に示すような機能を提供するシステムである。

特許明細書読解支援システムは、Windowsアプリケーション

として動作する。

入力した
特許属性値

特許公報

図１１  特許明細書品質評価支援システムの出力例

発明本質抽出度

強靱度 発明展開度

明細書開示度
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【発明を実施するための最良の形態】
　以下、特許価値算出装置等の実施形態について図面を参照して説明する。なお、実
施の形態において同じ符号を付した構成要素は同様の動作を行うので、再度の説明を省
略する場合がある。
　（実施の形態１）
　図１は、本実施の形態における特許価値算出装置のブロック図である。
　特許価値算出装置は、特許情報格納部、特許属性情報格納部、中間価値情報算出部、
特許価値算出部、特許価値出力部、特許属性取得部、特許情報蓄積部を具備する。中
間価値情報算出部は、特許書類解析手段、特性値算出手段、中間価値情報算出手段
を具備する。
　特許情報格納部は、１以上の特許書類と当該特許書類の属性を示す特許属性を有す
る特許情報を格納している。
　特許情報格納部は、不揮発性の記録媒体が好適であるが、揮発性の記録媒体でも
実現可能である。
　特許属性情報格納部は、特許属性と当該特許属性に対応する値である属性値を有す
る特許属性情報を１以上格納している。
　特許属性情報格納部は、不揮発性の記録媒体が好適であるが、揮発性の記録媒体
でも実現可能である。
　　中間価値情報算出部は、１以上の特許書類を解析して、各特許書類の価値を示す
情報である中間価値情報を、１以上算出する。
　中間価値情報算出部は、通常、ＭＰＵやメモリ等から実現され得る。中間価値情報算
出部の処理手順は、通常、ソフトウェアで実現され、当該ソフトウェアはＲＯＭ等の記録媒
体に記録されている。但し、ハードウェア（専用回路）で実現しても良い。
　　　　　　　　　　　　　　　　　：
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特許工学の概要と
その支援ツール群のご紹介

Introduction of Patent Engineering and Support Tools

　　新森 昭宏　　　　　　谷川 英和　　　　  大屋 由香里
SHINMORI Akihiro　　　TANIGAWA Hidekazu　　 　OOYA Yukari

概要
　「知財立国」の旗印のもとで国家レベルの戦略が打ち出されている中、企業と大学においては、特許の重要性

への認識が高まっている。筆者らは、特許ライフサイクルにおける各作業を効率的、高品質に遂行するための方法

論として｢特許工学｣を提唱し、各種の支援ツールの研究開発を進めてきた。本稿では、特許工学の概要を紹介し

た後、支援ツール群として、特許明細書半自動生成システム・特許明細書読解支援システム・特許明細書品質評

価支援及び特許価値評価支援システム・特許明細書解析エンジンを紹介する。特許工学を確立するためには、特

許ライフサイクルを支援するツール群の整備を更に進める必要がある。

1. はじめに

(1) XML-EDI：次世代型の企業間データ交換仕様であり、メッセージ形式にXMLを採用。
(2) GDS (Global Data Synchronization)：国際的な商品マスタデータの即時同期化。

4. おわりに

　これらの機能の実現においては、我々が独自に開発し、特許

出願や特許登録を行ってきた技術 (文献[３][４][５]) を使用し

ている。

　クレームツリー表示機能の入力例を図７に、出力例を図８に

それぞれ示す。図８では、引用される請求項を左上に、引用す

る請求項を右下に配置し、引用関係が存在する請求項間を線で

結ぶことで、請求項間の引用関係を表現している。この表現法

は、著者らが発明し特許出願しているものであり、クレームツ

リーを簡潔にわかりやすく表現することができる。図中で線上

に書かれた黒丸は、電気回路図において結線状況を示すのと同

様に、その線の両端の請求項間に確かに引用関係があることを

示している。この表現法により、たとえば、請求項３は請求項２

だけを引用していること、請求項４は請求項1と請求項２とを

引用しているということが簡潔に示されている。

　特許請求項構造解析ツリー表示機能の入力例を図９に、出力

例を図１０にそれぞれ示す。

http://www.dsri.jp/invres/system_standard/system_

standard.htm

http://www.dsri.jp/invres/system_standard/supply_

chain.htm

http://www.gci.dsri.jp/general/activity/seminar/

rt060310/4_xmlwg.pdf

　筆者らが提唱・推進している「特許工学」の概要と研究開

発を進めてきた各種の支援ツール群を紹介した。特許工学を

確立するためには、特許ライフサイクルを支援するツール群

の整備を更に進める必要があると考えている。
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　我が国においては、２００２年の「知的財産戦略大綱」発表、

及び「知的財産基本法」の制定、２００３年の「知的財産戦略本

部」設置など、「知財立国」の旗印のもとで国家レベルの戦

略が打ち出されている。企業においては、ビジネスやサービ

スの方法を権利の対象とする「ビジネスモデル特許」の出現や、

コンピュータプログラムを対象とした「ソフトウエア特許」

の認知により、広い範囲の企業関係者が特許に関わらざるを

得ない状況が生まれている。大学においても、研究成果や技

術移転のコアとしての特許の重要性が認識されている。

　こうした流れの中で、本稿著者のうち谷川は、特許ライフ

サイクルにおける各作業を効率的、高品質に遂行するための

方法論として、｢特許工学｣ (文献[1]) を２００３年に提唱し、そ

の発展に努めてきた。また、新森と大屋は、言語処理及びテ

キストマイニング研究開発の一環として、特許明細書の解析

技術と読解支援システムの研究開発に取り組んできた。

　本稿では、谷川が提唱・推進している「特許工学」の概要と、

谷川・新森・大屋が連携して研究開発を進めてきた各種の支

援ツール群を紹介する。

2. 特許工学の概要
　特許のライフサイクルは、「権利化フェーズ」と「権利行

使フェーズ」から構成される。「権利化フェーズ」とは、発

明が着想され具現化された後、特許明細書等の書面により特

許出願され、特許要件を満たした発明に対して特許権が付与

されるまでの段階である。「権利行使フェーズ」は、発明が

特許権者によって実施されたり、第三者に対して専用実施権

や通常実施権を付与されたり、またはクロスライセンスや特

許プールで特許権を利用したりする段階である。

　特許ライフサイクルにおける一連の活動は、高度な知的活

動であり、個人のスキルに依存する活動であると一般に考え

られている。しかし、こうした活動においても、定型化でき

る部分や第三者に伝達できるノウハウが多く含まれている。

実際、既に長い歴史を持つ生産工学やソフトウエア工学にお

いては、工学的なアプローチにより、生産性と品質を高める

ための各種の手法が開発され、多くの支援ツールや支援シス

テムが提供されている。そして、工業製品の生産やソフトウ

エアの生産と比べた場合、特許の生産における自動化や効率

化の取り組みは著しく遅れているというのが現状である（図１）。

図１  生産工学・ソフトウエア工学等と比較した知的財産権活動の遅れ 

図２  特許工学の領域 

　特許工学は、特許ライフサイクルにおける、一見非定型な活

動、および第三者への伝達が十分でないノウハウを定型化する

定型化活動、およびその成果物の生産性と品質を高める活動で

ある。特許工学の研究と実践は、方法論の確立と普及、ツール

の開発と普及、教育の３つの活動から構成される。

図３  CAPEツールの体系

3. 支援ツール群のご紹介

図４  特許明細書半自動生成システムの概要 図５  特許明細書半自動生成システムの入力と処理の例

図６  特許明細書半自動生成システムの出力の例

表１  特許明細書読解支援システムの主な機能

図８  クレームツリーの例

図７  「特許請求の範囲」の例（仮想的な例）

図１０   図９の特許請求項の構造解析ツリー
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● IRD国際特許事務所所長・弁理士。京都大学非常勤講師。
● 博士（情報学）。
● 情報処理学会、日本知財学会各会員。

SHINMORI Akihiro

新森　昭宏

● 株式会社インテックシステム研究所
　ＩＣＴ研究部長
● 博士（工学）。技術士（情報工学部門）。
● 情報処理学会、言語処理学会、人工知能学会、ソフトウエア
　技術者協会、ACM、ACL各会員。

機能名称　　　　　　　　　　　　　　概要

クレームツリー
表示機能

特許請求項構造
解析ツリー
表示機能

特許請求項には、他の特許請求項とは独立に記述されるも
の（独立形式請求項）と、他の特許請求項を引用して記述
されるもの（引用形式請求項）とが存在するが、その引用関
係が複雑になることが多い。本機能は、請求項間の引用関
係を解析し、その結果を視覚的にツリー表示するものである。

特許請求項は慣習的に一文で記述され、長文かつ構文構
造が複雑になることが多い。また、記述は独特のスタイルで
行われる。本機能は、特許請求項に関する以下の3つの記
述スタイルの判定を行いながらその構造を解析し、結果を視
覚的にツリー表示するものである。
・順次列挙形式
　 「～し、～し、～した、～」のように、処理を順序的に記述
　 する形式
・構成要素列挙形式
　 「～と、～と、～とからなる、～」のように、構成要素を列挙
　 する形で記述する形式
・ジェプソン的形式
　 「～において、」や「～であって、」などの文字列を用いて
　 記述を前半部と後半部に分割し、前半部には公知部分
　 または前提条件を述べ、後半部では新規部分または本
　 論部分を述べる形で記述する形式

製品

ソフト
ウェア

特許

手工業 工業制家内工業 工業生産

自動化の割合 手作業の割合

◎ＱＣ理論
◎価値分析理論

属人的 半自動化／効率化 工業生産
◎ソフトウェア工学

◎高級言語化

属人的 半自動化／効率化

◎特許品質理論

◎発明展開理論

1900　　　　  1950　    1960　    1970　    1980　    1990　    2000　  2010　             2100

生産工学・ソフトウェア工学等と比較した知的財産権活動の遅れ

☆特許生産は、製品生産に比べて50年、ソフトウェア生産に比べて20年以上の遅れ

時代

自動化

手作業

時代

自動化

手作業

特許工学とは

特許に関する活動の質を上げるための種々の活動・研究

特許ライフサイクル

発明着想　発明完成　特許明細書作成　出願　中間処理　権利化　権利行使

構築 貢献

方法論

ＣＡＰＥ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ａｉｄｅｄ　Ｐａｔｅｎｔ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）ツールによりプロセスの品質・効率を大幅向上

　我々は、特許工学を支援するツールをCAPE(Computer 

Aided Patent Engineering)ツールと呼称し、その体系構築

とツール整備を進めてきた。図３に、CAPEツールの体系を

示す。

フェーズ

種類

業務推進系

管理系

分析・評価系

戦略立案
（企画）

発明構築 特許調査 特許明細書
作成

出願処理 中間処理 登録手続 権利維持
権利
無効化 権利行使

特許検索
ツール

特許マップ
作成支援
ツール

発想支援
ツール

発明支援
ツール

特許分析
ツール

特許検索
ツール

特許マップ
作成支援
ツール

明細書
作成支援
ツール

出願支援
ツール

特許検索
ツール

文献検索
ツール

案件管理
ツール

特許管理ツール

包袋管理ツール

特許明細書
品質評価
システム

特許価値
評価システム

特許分析
ツール

特許明細書解析エンジン
特許明細書読解支援システム

特許明細書自動生成システム

明細書
設計書

（特許請求
の範囲）

一流の特許明細書作成者のノウハウ、特許法の知識

特許部品
データベース

特許庁
フォーマット
ファイル

共通データ
ベース

技術分野
データベース

製品分野
データベース

特許請求
の範囲

特許明細書
の約40％

要約書

自動生成処理部

入力（明細書設計書）

言語解析

・構成要素の階層
・構成要素名
　「特許情報格納部」
　「特許属性取得部」
　「特許情報蓄積部」
　             ：

部品ＤＢ検索

・構成要素の実現手段の
  文章
・用語説明の文章

特許庁フォー
マットに従った
文章挿入

共通
データベース

技術分野
データベース

製品分野
データベース

特許庁
フォーマット
ファイル

出力（明細書の一部）

 

請求項1

請求項2

請求項3

請求項4

請求項5

順次列挙

光バースト送受信において

を特徴とする

ジェプソン的

端末装置

こと

を備えた

光伝送媒体を介して接続される局装置と複数
の端末装置とが互いに非同期で運用されてい
る状態で、前記局装置が、伝送帯域を共用する
前記複数の端末装置それぞれの使用帯域の
割り当てを制御するとともに、

各端末装置との距離に応じた伝送時間を測
定しそれぞれの測定値に応じた上り信号の送
出予定時刻を各端末装置に通知し、

各端末装置が、その通知された上り信号の送出
予定時刻に従って局装置への上り信号の送出
時刻を制御して伝送する

前記各端末装置は、自端末装置の時間情
報と前記局装置が持つ時間情報との周波
数偏差を検出する周波数偏差検出手段と、

前記周波数偏差検出手段が検出した周波
数偏差に基づき前記局装置への上り信号
の送出タイミングを補正する補正制御手段と、

構成要素
列挙
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【請求項１】流体と石鹸を含んでなる混合物。

【請求項２】流体が水である請求項１の混合物。

【請求項３】染料をさらに含む請求項２の混合物。

時代

自動化

手作業

【請求項１】
　光伝送媒体を介して接続される局装置と複数の端末装置とが互いに非同
期で運用されている状態で、前記局装置が、伝送帯域を共用する前記複数の
端末装置それぞれの使用帯域の割り当てを制御するとともに、各端末装置と
の距離に応じた伝送時間を測定しそれぞれの測定値に応じた上り信号の送
出予定時刻を各端末装置に通知し、各端末装置が、その通知された上り信号
の送出予定時刻に従って局装置への上り信号の送出時刻を制御して伝送す
る光バースト送受信網において、
　前記各端末装置は、
　自端末装置の時間情報と前記局装置が持つ時間情報との周波数偏差を
検出する周波数偏差検出手段と、
　前記周波数偏差検出手段が検出した周波数偏差に基づき前記局装置へ
の上り信号の送出タイミングを補正する補正制御手段と、
　を備えたことを特徴とする端末装置。

図９  特許請求項の例（特開２００４－３１２４５４)

【請求項５】石鹸が特別加工した苛性アルカリ石鹸である請

　　　　　　求項１または請求項４記載の混合物。

【請求項４】石鹸が苛性アルカリ石鹸である請求項１または

　　　　　　請求項２記載の混合物。

3.4 特許明細書解析エンジン
　特許明細書解析エンジンは、表２に示す機能を提供する。

　特許明細書解析エンジンは、Windows上で動作するコマン

ドであり、他のシステムの裏方として動作する。その出力は

XMLファイルまたはテキストであり、今後、Webサービス化

することで「特許明細書解析サービス」として展開することも

考えられる。

機能名称　　　　　　　　　　　　　　概要

基本機能

多重多数項引用の
検出と書換機能
 (文献[7])

特許明細書読解支援システムと、特許明細書品質及び価
値評価支援システムが必要とする解析データを作成する。
特許明細書テキストファイルを入力し、各種の言語解析を行
った上で結果をXMLファイルとして出力する。

引用形式請求項において、複数の請求項を引用する場合
に「多数項引用」と呼び、さらに引用元が多数項引用となっ
ている場合に「多重多数項引用」と呼ぶ。多重多数項引用
は、日本では認められているがアメリカでは認められていない
ため、多重多数項引用の形で記述された特許を、アメリカに
出願する場合は「特許請求の範囲」を書き換える必要がある。
実務上、3つの書換法が使われているが、人手での書換作
業は煩雑なものである。本機能は、多重多数項引用の検出
と3つの書換法による書換を自動的に行うものである。書換
結果は、テキストとして出力する。

表２  特許明細書解析エンジンの機能

3.3 特許明細書品質評価支援及び
　　特許価値評価支援システム
　特許明細書品質評価支援及び特許価値評価支援システムは、

特許明細書を解析して抽出した約５０個のパラメータを使って、

特許明細書品質と特許価値を評価する作業を支援するシステ

ムである。ここで、約５０個のパラメータを「パテントメトリ

クス」と呼称する。

　特許明細書品質評価支援システムは、特許明細書がいかに「上

手に」書かれているかを評価するシステムである。ここで「上

手に」の意味合いは、以下の通りである。まず、特許明細書

の品質を推定するにあたって、権利書としての特性である「権

利特性」と、文献としての特性である「文献特性」に分けた。

そして、特許権の性質から、権利特性を構成する特性として、

発明本質抽出性、発明展開性、強靭性、実施可能担保性をあ

げた。さらに、特許明細書を文献としてみた場合の必要性から、

文献特性を構成する特性として、明瞭性、論理性をあげた。特

許明細書品質評価支援システムは、弁理士の知見とノウハウに

基づいて、権利特性を算出する式をあらかじめ定義しておき、

抽出したパテントメトリクスによりその値を計算することで明

細書の品質価値を推定する。そしてその結果をレーダーチャー

トとして表示する。特許明細書品質評価支援システムは、

Windowsアプリケーションとして動作する。その出力例を

図１１に示す。

　特許価値評価支援システムは、機械学習の手法を用いて、弁

理士等の専門家が人手で評価した価値評価データを教師データ

とし、評価対象の特許価値を推定するシステムである。人手で

評価した特許明細書と、評価対象の特許明細書からは共に、パ

テントメトリクスを抽出し、機械学習器（SVM: Support 

Vector Machine）にかけることで結果を出力する。特許価

値評価支援システムの動作概念を図１２に示す。

　特許価値評価支援システムの出力結果は、特許明細書品質評

価支援システムと同様のレーダーチャートと、別途定義した評

価価値である。機械学習の手法を使うことで、価値を算出する

式を定義する必要が無く、人手での評価特性に応じた価値推定

を行うことができる。我々が実施した評価実験では、機械学習

による価値評価値は人手による価値評価値と極めて相関が高い

という結果が出ている (文献[６])。

図１２  特許価値評価支援システムの動作概念

４つの特許品質特性値を
レーダーチャートで出力

特許価値を数値出力
特許価値:¥ 2180000

人手による特許価値評価データ 約５０のパテントメトリクス
・請求項数
・請求項の階層構造の深さ
・独立請求項数
・実施の形態の文字数
・外延拡張用語（例えば、等etc）の数
　　　　　　　：
　　　　　　　：

特許第
225・・
¥3800000

特許書類
言語解析

価値評価エンジン価値評価エンジン
価値出力

品質
出力

特許データの
言語解析

学
習
デ
ー
タ
読
込

　以降では、図３において、濃青で印をつけた5つのツール・

エンジン・システムの概要を紹介する。

3.1 特許明細書半自動生成システム
　特許明細書半自動生成システム（Patent Generator）は、

図３の特許明細書作成支援ツールの一環となるシステムである。

このシステムは、明細書設計書を入力し、特許明細書を半自

動生成する（図４）。ここで、明細書設計書とは、明細書の

記述にあたってはまず「特許請求の範囲」の起草から始める

べきであるとの考えに基づいて記述する設計書である。

　特許明細書半自動生成システムは、入力された明細書設計

書を言語解析し、データベースに格納されたノウハウや発明

の実現手段等の文章を自動的に検索し、特許庁フォーマットファイ

ルに従って、検索した文章を自動挿入することで特許明細書を

半自動生成する (文献[２])。データベースとしては、各分野に

共通の部品を格納した「共通データベース」、特定の技術分野

用の部品を格納した「技術分野データベース」、特定の製品用

の部品を格納した「製品分野データベース」の３つが使用され

る。特許明細書半自動生成システムは、ユーザインタフェース

としてMicrosoft Wordを使用する。図５に特許明細書半自動

生成システムの入力と処理を、図６に出力の一部を示す。

3.2 特許明細書読解支援システム
　特許明細書には、「特許請求の範囲」の部分に、発明の権利

範囲を記述するための「特許請求項」（クレーム）が通常複数

個記述される。特許請求項は、特許明細書の中で最も重要な箇

所であるが、弁理士や知財担当者などの専門家以外の技術者に

とっては極めて読みにくいものになっているのが通例である。

特許明細書読解支援システムは、特許請求項の読解支援を目的

として、表１に示すような機能を提供するシステムである。

特許明細書読解支援システムは、Windowsアプリケーション

として動作する。

入力した
特許属性値

特許公報

図１１  特許明細書品質評価支援システムの出力例

発明本質抽出度

強靱度 発明展開度

明細書開示度



ツール 教育

【発明を実施するための最良の形態】
　以下、特許価値算出装置等の実施形態について図面を参照して説明する。なお、実
施の形態において同じ符号を付した構成要素は同様の動作を行うので、再度の説明を省
略する場合がある。
　（実施の形態１）
　図１は、本実施の形態における特許価値算出装置のブロック図である。
　特許価値算出装置は、特許情報格納部、特許属性情報格納部、中間価値情報算出部、
特許価値算出部、特許価値出力部、特許属性取得部、特許情報蓄積部を具備する。中
間価値情報算出部は、特許書類解析手段、特性値算出手段、中間価値情報算出手段
を具備する。
　特許情報格納部は、１以上の特許書類と当該特許書類の属性を示す特許属性を有す
る特許情報を格納している。
　特許情報格納部は、不揮発性の記録媒体が好適であるが、揮発性の記録媒体でも
実現可能である。
　特許属性情報格納部は、特許属性と当該特許属性に対応する値である属性値を有す
る特許属性情報を１以上格納している。
　特許属性情報格納部は、不揮発性の記録媒体が好適であるが、揮発性の記録媒体
でも実現可能である。
　　中間価値情報算出部は、１以上の特許書類を解析して、各特許書類の価値を示す
情報である中間価値情報を、１以上算出する。
　中間価値情報算出部は、通常、ＭＰＵやメモリ等から実現され得る。中間価値情報算
出部の処理手順は、通常、ソフトウェアで実現され、当該ソフトウェアはＲＯＭ等の記録媒
体に記録されている。但し、ハードウェア（専用回路）で実現しても良い。
　　　　　　　　　　　　　　　　　：
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特許工学の概要と
その支援ツール群のご紹介

Introduction of Patent Engineering and Support Tools

　　新森 昭宏　　　　　　谷川 英和　　　　  大屋 由香里
SHINMORI Akihiro　　　TANIGAWA Hidekazu　　 　OOYA Yukari

概要
　「知財立国」の旗印のもとで国家レベルの戦略が打ち出されている中、企業と大学においては、特許の重要性

への認識が高まっている。筆者らは、特許ライフサイクルにおける各作業を効率的、高品質に遂行するための方法

論として｢特許工学｣を提唱し、各種の支援ツールの研究開発を進めてきた。本稿では、特許工学の概要を紹介し

た後、支援ツール群として、特許明細書半自動生成システム・特許明細書読解支援システム・特許明細書品質評

価支援及び特許価値評価支援システム・特許明細書解析エンジンを紹介する。特許工学を確立するためには、特

許ライフサイクルを支援するツール群の整備を更に進める必要がある。

1. はじめに

(1) XML-EDI：次世代型の企業間データ交換仕様であり、メッセージ形式にXMLを採用。
(2) GDS (Global Data Synchronization)：国際的な商品マスタデータの即時同期化。

4. おわりに

　これらの機能の実現においては、我々が独自に開発し、特許

出願や特許登録を行ってきた技術 (文献[３][４][５]) を使用し

ている。

　クレームツリー表示機能の入力例を図７に、出力例を図８に

それぞれ示す。図８では、引用される請求項を左上に、引用す

る請求項を右下に配置し、引用関係が存在する請求項間を線で

結ぶことで、請求項間の引用関係を表現している。この表現法

は、著者らが発明し特許出願しているものであり、クレームツ

リーを簡潔にわかりやすく表現することができる。図中で線上

に書かれた黒丸は、電気回路図において結線状況を示すのと同

様に、その線の両端の請求項間に確かに引用関係があることを

示している。この表現法により、たとえば、請求項３は請求項２

だけを引用していること、請求項４は請求項1と請求項２とを

引用しているということが簡潔に示されている。

　特許請求項構造解析ツリー表示機能の入力例を図９に、出力

例を図１０にそれぞれ示す。

http://www.dsri.jp/invres/system_standard/system_

standard.htm

http://www.dsri.jp/invres/system_standard/supply_

chain.htm

http://www.gci.dsri.jp/general/activity/seminar/

rt060310/4_xmlwg.pdf

　筆者らが提唱・推進している「特許工学」の概要と研究開

発を進めてきた各種の支援ツール群を紹介した。特許工学を

確立するためには、特許ライフサイクルを支援するツール群

の整備を更に進める必要があると考えている。
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(2005)

[2] 鈴木正紀：B2Biプロトコルの特徴とその技術, INTEC 

　  

　  Technical Journal 第5号, pp.21-25, (2005)

[3] 財団法人流通システム開発センター：流通システム標

準化　  事業について, (2007.3)

[4] 財団法人流通システム開発センター：流通サプライチェ
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　我が国においては、２００２年の「知的財産戦略大綱」発表、

及び「知的財産基本法」の制定、２００３年の「知的財産戦略本

部」設置など、「知財立国」の旗印のもとで国家レベルの戦

略が打ち出されている。企業においては、ビジネスやサービ

スの方法を権利の対象とする「ビジネスモデル特許」の出現や、

コンピュータプログラムを対象とした「ソフトウエア特許」

の認知により、広い範囲の企業関係者が特許に関わらざるを

得ない状況が生まれている。大学においても、研究成果や技

術移転のコアとしての特許の重要性が認識されている。

　こうした流れの中で、本稿著者のうち谷川は、特許ライフ

サイクルにおける各作業を効率的、高品質に遂行するための

方法論として、｢特許工学｣ (文献[1]) を２００３年に提唱し、そ

の発展に努めてきた。また、新森と大屋は、言語処理及びテ

キストマイニング研究開発の一環として、特許明細書の解析

技術と読解支援システムの研究開発に取り組んできた。

　本稿では、谷川が提唱・推進している「特許工学」の概要と、

谷川・新森・大屋が連携して研究開発を進めてきた各種の支

援ツール群を紹介する。

2. 特許工学の概要
　特許のライフサイクルは、「権利化フェーズ」と「権利行

使フェーズ」から構成される。「権利化フェーズ」とは、発

明が着想され具現化された後、特許明細書等の書面により特

許出願され、特許要件を満たした発明に対して特許権が付与

されるまでの段階である。「権利行使フェーズ」は、発明が

特許権者によって実施されたり、第三者に対して専用実施権

や通常実施権を付与されたり、またはクロスライセンスや特

許プールで特許権を利用したりする段階である。

　特許ライフサイクルにおける一連の活動は、高度な知的活

動であり、個人のスキルに依存する活動であると一般に考え

られている。しかし、こうした活動においても、定型化でき

る部分や第三者に伝達できるノウハウが多く含まれている。

実際、既に長い歴史を持つ生産工学やソフトウエア工学にお

いては、工学的なアプローチにより、生産性と品質を高める

ための各種の手法が開発され、多くの支援ツールや支援シス

テムが提供されている。そして、工業製品の生産やソフトウ

エアの生産と比べた場合、特許の生産における自動化や効率

化の取り組みは著しく遅れているというのが現状である（図１）。

図１  生産工学・ソフトウエア工学等と比較した知的財産権活動の遅れ 

図２  特許工学の領域 

　特許工学は、特許ライフサイクルにおける、一見非定型な活

動、および第三者への伝達が十分でないノウハウを定型化する

定型化活動、およびその成果物の生産性と品質を高める活動で

ある。特許工学の研究と実践は、方法論の確立と普及、ツール

の開発と普及、教育の３つの活動から構成される。

図３  CAPEツールの体系

3. 支援ツール群のご紹介

図４  特許明細書半自動生成システムの概要 図５  特許明細書半自動生成システムの入力と処理の例

図６  特許明細書半自動生成システムの出力の例

表１  特許明細書読解支援システムの主な機能

図８  クレームツリーの例

図７  「特許請求の範囲」の例（仮想的な例）

図１０   図９の特許請求項の構造解析ツリー
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機能名称　　　　　　　　　　　　　　概要

クレームツリー
表示機能

特許請求項構造
解析ツリー
表示機能

特許請求項には、他の特許請求項とは独立に記述されるも
の（独立形式請求項）と、他の特許請求項を引用して記述
されるもの（引用形式請求項）とが存在するが、その引用関
係が複雑になることが多い。本機能は、請求項間の引用関
係を解析し、その結果を視覚的にツリー表示するものである。

特許請求項は慣習的に一文で記述され、長文かつ構文構
造が複雑になることが多い。また、記述は独特のスタイルで
行われる。本機能は、特許請求項に関する以下の3つの記
述スタイルの判定を行いながらその構造を解析し、結果を視
覚的にツリー表示するものである。
・順次列挙形式
　 「～し、～し、～した、～」のように、処理を順序的に記述
　 する形式
・構成要素列挙形式
　 「～と、～と、～とからなる、～」のように、構成要素を列挙
　 する形で記述する形式
・ジェプソン的形式
　 「～において、」や「～であって、」などの文字列を用いて
　 記述を前半部と後半部に分割し、前半部には公知部分
　 または前提条件を述べ、後半部では新規部分または本
　 論部分を述べる形で記述する形式

製品

ソフト
ウェア

特許

手工業 工業制家内工業 工業生産

自動化の割合 手作業の割合

◎ＱＣ理論
◎価値分析理論

属人的 半自動化／効率化 工業生産
◎ソフトウェア工学

◎高級言語化

属人的 半自動化／効率化

◎特許品質理論

◎発明展開理論
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生産工学・ソフトウェア工学等と比較した知的財産権活動の遅れ

☆特許生産は、製品生産に比べて50年、ソフトウェア生産に比べて20年以上の遅れ

時代

自動化

手作業

時代

自動化

手作業

特許工学とは

特許に関する活動の質を上げるための種々の活動・研究

特許ライフサイクル

発明着想　発明完成　特許明細書作成　出願　中間処理　権利化　権利行使

構築 貢献

方法論

ＣＡＰＥ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ａｉｄｅｄ　Ｐａｔｅｎｔ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）ツールによりプロセスの品質・効率を大幅向上

　我々は、特許工学を支援するツールをCAPE(Computer 

Aided Patent Engineering)ツールと呼称し、その体系構築

とツール整備を進めてきた。図３に、CAPEツールの体系を

示す。

フェーズ

種類

業務推進系

管理系

分析・評価系

戦略立案
（企画）

発明構築 特許調査 特許明細書
作成

出願処理 中間処理 登録手続 権利維持
権利
無効化 権利行使

特許検索
ツール

特許マップ
作成支援
ツール

発想支援
ツール

発明支援
ツール

特許分析
ツール

特許検索
ツール

特許マップ
作成支援
ツール

明細書
作成支援
ツール

出願支援
ツール

特許検索
ツール

文献検索
ツール

案件管理
ツール

特許管理ツール

包袋管理ツール

特許明細書
品質評価
システム

特許価値
評価システム

特許分析
ツール

特許明細書解析エンジン
特許明細書読解支援システム

特許明細書自動生成システム

明細書
設計書

（特許請求
の範囲）

一流の特許明細書作成者のノウハウ、特許法の知識

特許部品
データベース

特許庁
フォーマット
ファイル

共通データ
ベース

技術分野
データベース

製品分野
データベース

特許請求
の範囲

特許明細書
の約40％

要約書

自動生成処理部

入力（明細書設計書）

言語解析

・構成要素の階層
・構成要素名
　「特許情報格納部」
　「特許属性取得部」
　「特許情報蓄積部」
　             ：

部品ＤＢ検索

・構成要素の実現手段の
  文章
・用語説明の文章

特許庁フォー
マットに従った
文章挿入

共通
データベース

技術分野
データベース

製品分野
データベース

特許庁
フォーマット
ファイル

出力（明細書の一部）

 

請求項1

請求項2

請求項3

請求項4

請求項5

順次列挙

光バースト送受信において

を特徴とする

ジェプソン的

端末装置

こと

を備えた

光伝送媒体を介して接続される局装置と複数
の端末装置とが互いに非同期で運用されてい
る状態で、前記局装置が、伝送帯域を共用する
前記複数の端末装置それぞれの使用帯域の
割り当てを制御するとともに、

各端末装置との距離に応じた伝送時間を測
定しそれぞれの測定値に応じた上り信号の送
出予定時刻を各端末装置に通知し、

各端末装置が、その通知された上り信号の送出
予定時刻に従って局装置への上り信号の送出
時刻を制御して伝送する

前記各端末装置は、自端末装置の時間情
報と前記局装置が持つ時間情報との周波
数偏差を検出する周波数偏差検出手段と、

前記周波数偏差検出手段が検出した周波
数偏差に基づき前記局装置への上り信号
の送出タイミングを補正する補正制御手段と、

構成要素
列挙
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【請求項１】流体と石鹸を含んでなる混合物。

【請求項２】流体が水である請求項１の混合物。

【請求項３】染料をさらに含む請求項２の混合物。

時代

自動化

手作業

【請求項１】
　光伝送媒体を介して接続される局装置と複数の端末装置とが互いに非同
期で運用されている状態で、前記局装置が、伝送帯域を共用する前記複数の
端末装置それぞれの使用帯域の割り当てを制御するとともに、各端末装置と
の距離に応じた伝送時間を測定しそれぞれの測定値に応じた上り信号の送
出予定時刻を各端末装置に通知し、各端末装置が、その通知された上り信号
の送出予定時刻に従って局装置への上り信号の送出時刻を制御して伝送す
る光バースト送受信網において、
　前記各端末装置は、
　自端末装置の時間情報と前記局装置が持つ時間情報との周波数偏差を
検出する周波数偏差検出手段と、
　前記周波数偏差検出手段が検出した周波数偏差に基づき前記局装置へ
の上り信号の送出タイミングを補正する補正制御手段と、
　を備えたことを特徴とする端末装置。

図９  特許請求項の例（特開２００４－３１２４５４)

【請求項５】石鹸が特別加工した苛性アルカリ石鹸である請

　　　　　　求項１または請求項４記載の混合物。

【請求項４】石鹸が苛性アルカリ石鹸である請求項１または

　　　　　　請求項２記載の混合物。

3.4 特許明細書解析エンジン
　特許明細書解析エンジンは、表２に示す機能を提供する。

　特許明細書解析エンジンは、Windows上で動作するコマン

ドであり、他のシステムの裏方として動作する。その出力は

XMLファイルまたはテキストであり、今後、Webサービス化

することで「特許明細書解析サービス」として展開することも

考えられる。

機能名称　　　　　　　　　　　　　　概要

基本機能

多重多数項引用の
検出と書換機能
 (文献[7])

特許明細書読解支援システムと、特許明細書品質及び価
値評価支援システムが必要とする解析データを作成する。
特許明細書テキストファイルを入力し、各種の言語解析を行
った上で結果をXMLファイルとして出力する。

引用形式請求項において、複数の請求項を引用する場合
に「多数項引用」と呼び、さらに引用元が多数項引用となっ
ている場合に「多重多数項引用」と呼ぶ。多重多数項引用
は、日本では認められているがアメリカでは認められていない
ため、多重多数項引用の形で記述された特許を、アメリカに
出願する場合は「特許請求の範囲」を書き換える必要がある。
実務上、3つの書換法が使われているが、人手での書換作
業は煩雑なものである。本機能は、多重多数項引用の検出
と3つの書換法による書換を自動的に行うものである。書換
結果は、テキストとして出力する。

表２  特許明細書解析エンジンの機能

3.3 特許明細書品質評価支援及び
　　特許価値評価支援システム
　特許明細書品質評価支援及び特許価値評価支援システムは、

特許明細書を解析して抽出した約５０個のパラメータを使って、

特許明細書品質と特許価値を評価する作業を支援するシステ

ムである。ここで、約５０個のパラメータを「パテントメトリ

クス」と呼称する。

　特許明細書品質評価支援システムは、特許明細書がいかに「上

手に」書かれているかを評価するシステムである。ここで「上

手に」の意味合いは、以下の通りである。まず、特許明細書

の品質を推定するにあたって、権利書としての特性である「権

利特性」と、文献としての特性である「文献特性」に分けた。

そして、特許権の性質から、権利特性を構成する特性として、

発明本質抽出性、発明展開性、強靭性、実施可能担保性をあ

げた。さらに、特許明細書を文献としてみた場合の必要性から、

文献特性を構成する特性として、明瞭性、論理性をあげた。特

許明細書品質評価支援システムは、弁理士の知見とノウハウに

基づいて、権利特性を算出する式をあらかじめ定義しておき、

抽出したパテントメトリクスによりその値を計算することで明

細書の品質価値を推定する。そしてその結果をレーダーチャー

トとして表示する。特許明細書品質評価支援システムは、

Windowsアプリケーションとして動作する。その出力例を

図１１に示す。

　特許価値評価支援システムは、機械学習の手法を用いて、弁

理士等の専門家が人手で評価した価値評価データを教師データ

とし、評価対象の特許価値を推定するシステムである。人手で

評価した特許明細書と、評価対象の特許明細書からは共に、パ

テントメトリクスを抽出し、機械学習器（SVM: Support 

Vector Machine）にかけることで結果を出力する。特許価

値評価支援システムの動作概念を図１２に示す。

　特許価値評価支援システムの出力結果は、特許明細書品質評

価支援システムと同様のレーダーチャートと、別途定義した評

価価値である。機械学習の手法を使うことで、価値を算出する

式を定義する必要が無く、人手での評価特性に応じた価値推定

を行うことができる。我々が実施した評価実験では、機械学習

による価値評価値は人手による価値評価値と極めて相関が高い

という結果が出ている (文献[６])。

図１２  特許価値評価支援システムの動作概念

４つの特許品質特性値を
レーダーチャートで出力

特許価値を数値出力
特許価値:¥ 2180000

人手による特許価値評価データ 約５０のパテントメトリクス
・請求項数
・請求項の階層構造の深さ
・独立請求項数
・実施の形態の文字数
・外延拡張用語（例えば、等etc）の数
　　　　　　　：
　　　　　　　：

特許第
225・・
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言語解析

学
習
デ
ー
タ
読
込

　以降では、図３において、濃青で印をつけた5つのツール・

エンジン・システムの概要を紹介する。

3.1 特許明細書半自動生成システム
　特許明細書半自動生成システム（Patent Generator）は、

図３の特許明細書作成支援ツールの一環となるシステムである。

このシステムは、明細書設計書を入力し、特許明細書を半自

動生成する（図４）。ここで、明細書設計書とは、明細書の

記述にあたってはまず「特許請求の範囲」の起草から始める

べきであるとの考えに基づいて記述する設計書である。

　特許明細書半自動生成システムは、入力された明細書設計

書を言語解析し、データベースに格納されたノウハウや発明

の実現手段等の文章を自動的に検索し、特許庁フォーマットファイ

ルに従って、検索した文章を自動挿入することで特許明細書を

半自動生成する (文献[２])。データベースとしては、各分野に

共通の部品を格納した「共通データベース」、特定の技術分野

用の部品を格納した「技術分野データベース」、特定の製品用

の部品を格納した「製品分野データベース」の３つが使用され

る。特許明細書半自動生成システムは、ユーザインタフェース

としてMicrosoft Wordを使用する。図５に特許明細書半自動

生成システムの入力と処理を、図６に出力の一部を示す。

3.2 特許明細書読解支援システム
　特許明細書には、「特許請求の範囲」の部分に、発明の権利

範囲を記述するための「特許請求項」（クレーム）が通常複数

個記述される。特許請求項は、特許明細書の中で最も重要な箇

所であるが、弁理士や知財担当者などの専門家以外の技術者に

とっては極めて読みにくいものになっているのが通例である。

特許明細書読解支援システムは、特許請求項の読解支援を目的

として、表１に示すような機能を提供するシステムである。

特許明細書読解支援システムは、Windowsアプリケーション

として動作する。

入力した
特許属性値

特許公報

図１１  特許明細書品質評価支援システムの出力例

発明本質抽出度

強靱度 発明展開度

明細書開示度
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【発明を実施するための最良の形態】
　以下、特許価値算出装置等の実施形態について図面を参照して説明する。なお、実
施の形態において同じ符号を付した構成要素は同様の動作を行うので、再度の説明を省
略する場合がある。
　（実施の形態１）
　図１は、本実施の形態における特許価値算出装置のブロック図である。
　特許価値算出装置は、特許情報格納部、特許属性情報格納部、中間価値情報算出部、
特許価値算出部、特許価値出力部、特許属性取得部、特許情報蓄積部を具備する。中
間価値情報算出部は、特許書類解析手段、特性値算出手段、中間価値情報算出手段
を具備する。
　特許情報格納部は、１以上の特許書類と当該特許書類の属性を示す特許属性を有す
る特許情報を格納している。
　特許情報格納部は、不揮発性の記録媒体が好適であるが、揮発性の記録媒体でも
実現可能である。
　特許属性情報格納部は、特許属性と当該特許属性に対応する値である属性値を有す
る特許属性情報を１以上格納している。
　特許属性情報格納部は、不揮発性の記録媒体が好適であるが、揮発性の記録媒体
でも実現可能である。
　　中間価値情報算出部は、１以上の特許書類を解析して、各特許書類の価値を示す
情報である中間価値情報を、１以上算出する。
　中間価値情報算出部は、通常、ＭＰＵやメモリ等から実現され得る。中間価値情報算
出部の処理手順は、通常、ソフトウェアで実現され、当該ソフトウェアはＲＯＭ等の記録媒
体に記録されている。但し、ハードウェア（専用回路）で実現しても良い。
　　　　　　　　　　　　　　　　　：
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特許工学の概要と
その支援ツール群のご紹介

Introduction of Patent Engineering and Support Tools

　　新森 昭宏　　　　　　谷川 英和　　　　  大屋 由香里
SHINMORI Akihiro　　　TANIGAWA Hidekazu　　 　OOYA Yukari

概要
　「知財立国」の旗印のもとで国家レベルの戦略が打ち出されている中、企業と大学においては、特許の重要性

への認識が高まっている。筆者らは、特許ライフサイクルにおける各作業を効率的、高品質に遂行するための方法

論として｢特許工学｣を提唱し、各種の支援ツールの研究開発を進めてきた。本稿では、特許工学の概要を紹介し

た後、支援ツール群として、特許明細書半自動生成システム・特許明細書読解支援システム・特許明細書品質評

価支援及び特許価値評価支援システム・特許明細書解析エンジンを紹介する。特許工学を確立するためには、特

許ライフサイクルを支援するツール群の整備を更に進める必要がある。

1. はじめに

(1) XML-EDI：次世代型の企業間データ交換仕様であり、メッセージ形式にXMLを採用。
(2) GDS (Global Data Synchronization)：国際的な商品マスタデータの即時同期化。

4. おわりに

　これらの機能の実現においては、我々が独自に開発し、特許

出願や特許登録を行ってきた技術 (文献[３][４][５]) を使用し

ている。

　クレームツリー表示機能の入力例を図７に、出力例を図８に

それぞれ示す。図８では、引用される請求項を左上に、引用す

る請求項を右下に配置し、引用関係が存在する請求項間を線で

結ぶことで、請求項間の引用関係を表現している。この表現法

は、著者らが発明し特許出願しているものであり、クレームツ

リーを簡潔にわかりやすく表現することができる。図中で線上

に書かれた黒丸は、電気回路図において結線状況を示すのと同

様に、その線の両端の請求項間に確かに引用関係があることを

示している。この表現法により、たとえば、請求項３は請求項２

だけを引用していること、請求項４は請求項1と請求項２とを

引用しているということが簡潔に示されている。

　特許請求項構造解析ツリー表示機能の入力例を図９に、出力

例を図１０にそれぞれ示す。

http://www.dsri.jp/invres/system_standard/system_

standard.htm

http://www.dsri.jp/invres/system_standard/supply_

chain.htm

http://www.gci.dsri.jp/general/activity/seminar/

rt060310/4_xmlwg.pdf

　筆者らが提唱・推進している「特許工学」の概要と研究開

発を進めてきた各種の支援ツール群を紹介した。特許工学を

確立するためには、特許ライフサイクルを支援するツール群

の整備を更に進める必要があると考えている。
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　我が国においては、２００２年の「知的財産戦略大綱」発表、

及び「知的財産基本法」の制定、２００３年の「知的財産戦略本

部」設置など、「知財立国」の旗印のもとで国家レベルの戦

略が打ち出されている。企業においては、ビジネスやサービ

スの方法を権利の対象とする「ビジネスモデル特許」の出現や、

コンピュータプログラムを対象とした「ソフトウエア特許」

の認知により、広い範囲の企業関係者が特許に関わらざるを

得ない状況が生まれている。大学においても、研究成果や技

術移転のコアとしての特許の重要性が認識されている。

　こうした流れの中で、本稿著者のうち谷川は、特許ライフ

サイクルにおける各作業を効率的、高品質に遂行するための

方法論として、｢特許工学｣ (文献[1]) を２００３年に提唱し、そ

の発展に努めてきた。また、新森と大屋は、言語処理及びテ

キストマイニング研究開発の一環として、特許明細書の解析

技術と読解支援システムの研究開発に取り組んできた。

　本稿では、谷川が提唱・推進している「特許工学」の概要と、

谷川・新森・大屋が連携して研究開発を進めてきた各種の支

援ツール群を紹介する。

2. 特許工学の概要
　特許のライフサイクルは、「権利化フェーズ」と「権利行

使フェーズ」から構成される。「権利化フェーズ」とは、発

明が着想され具現化された後、特許明細書等の書面により特

許出願され、特許要件を満たした発明に対して特許権が付与

されるまでの段階である。「権利行使フェーズ」は、発明が

特許権者によって実施されたり、第三者に対して専用実施権

や通常実施権を付与されたり、またはクロスライセンスや特

許プールで特許権を利用したりする段階である。

　特許ライフサイクルにおける一連の活動は、高度な知的活

動であり、個人のスキルに依存する活動であると一般に考え

られている。しかし、こうした活動においても、定型化でき

る部分や第三者に伝達できるノウハウが多く含まれている。

実際、既に長い歴史を持つ生産工学やソフトウエア工学にお

いては、工学的なアプローチにより、生産性と品質を高める

ための各種の手法が開発され、多くの支援ツールや支援シス

テムが提供されている。そして、工業製品の生産やソフトウ

エアの生産と比べた場合、特許の生産における自動化や効率

化の取り組みは著しく遅れているというのが現状である（図１）。

図１  生産工学・ソフトウエア工学等と比較した知的財産権活動の遅れ 

図２  特許工学の領域 

　特許工学は、特許ライフサイクルにおける、一見非定型な活

動、および第三者への伝達が十分でないノウハウを定型化する

定型化活動、およびその成果物の生産性と品質を高める活動で

ある。特許工学の研究と実践は、方法論の確立と普及、ツール

の開発と普及、教育の３つの活動から構成される。

図３  CAPEツールの体系

3. 支援ツール群のご紹介

図４  特許明細書半自動生成システムの概要 図５  特許明細書半自動生成システムの入力と処理の例

図６  特許明細書半自動生成システムの出力の例

表１  特許明細書読解支援システムの主な機能

図８  クレームツリーの例

図７  「特許請求の範囲」の例（仮想的な例）

図１０   図９の特許請求項の構造解析ツリー
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機能名称　　　　　　　　　　　　　　概要

クレームツリー
表示機能

特許請求項構造
解析ツリー
表示機能

特許請求項には、他の特許請求項とは独立に記述されるも
の（独立形式請求項）と、他の特許請求項を引用して記述
されるもの（引用形式請求項）とが存在するが、その引用関
係が複雑になることが多い。本機能は、請求項間の引用関
係を解析し、その結果を視覚的にツリー表示するものである。

特許請求項は慣習的に一文で記述され、長文かつ構文構
造が複雑になることが多い。また、記述は独特のスタイルで
行われる。本機能は、特許請求項に関する以下の3つの記
述スタイルの判定を行いながらその構造を解析し、結果を視
覚的にツリー表示するものである。
・順次列挙形式
　 「～し、～し、～した、～」のように、処理を順序的に記述
　 する形式
・構成要素列挙形式
　 「～と、～と、～とからなる、～」のように、構成要素を列挙
　 する形で記述する形式
・ジェプソン的形式
　 「～において、」や「～であって、」などの文字列を用いて
　 記述を前半部と後半部に分割し、前半部には公知部分
　 または前提条件を述べ、後半部では新規部分または本
　 論部分を述べる形で記述する形式
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生産工学・ソフトウェア工学等と比較した知的財産権活動の遅れ

☆特許生産は、製品生産に比べて50年、ソフトウェア生産に比べて20年以上の遅れ
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時代

自動化
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特許工学とは

特許に関する活動の質を上げるための種々の活動・研究

特許ライフサイクル
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構築 貢献

方法論

ＣＡＰＥ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ａｉｄｅｄ　Ｐａｔｅｎｔ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）ツールによりプロセスの品質・効率を大幅向上

　我々は、特許工学を支援するツールをCAPE(Computer 

Aided Patent Engineering)ツールと呼称し、その体系構築

とツール整備を進めてきた。図３に、CAPEツールの体系を

示す。
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請求項1

請求項2

請求項3

請求項4

請求項5

順次列挙

光バースト送受信において

を特徴とする

ジェプソン的

端末装置

こと

を備えた

光伝送媒体を介して接続される局装置と複数
の端末装置とが互いに非同期で運用されてい
る状態で、前記局装置が、伝送帯域を共用する
前記複数の端末装置それぞれの使用帯域の
割り当てを制御するとともに、

各端末装置との距離に応じた伝送時間を測
定しそれぞれの測定値に応じた上り信号の送
出予定時刻を各端末装置に通知し、

各端末装置が、その通知された上り信号の送出
予定時刻に従って局装置への上り信号の送出
時刻を制御して伝送する

前記各端末装置は、自端末装置の時間情
報と前記局装置が持つ時間情報との周波
数偏差を検出する周波数偏差検出手段と、

前記周波数偏差検出手段が検出した周波
数偏差に基づき前記局装置への上り信号
の送出タイミングを補正する補正制御手段と、

構成要素
列挙
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【請求項１】流体と石鹸を含んでなる混合物。

【請求項２】流体が水である請求項１の混合物。

【請求項３】染料をさらに含む請求項２の混合物。

時代

自動化

手作業

【請求項１】
　光伝送媒体を介して接続される局装置と複数の端末装置とが互いに非同
期で運用されている状態で、前記局装置が、伝送帯域を共用する前記複数の
端末装置それぞれの使用帯域の割り当てを制御するとともに、各端末装置と
の距離に応じた伝送時間を測定しそれぞれの測定値に応じた上り信号の送
出予定時刻を各端末装置に通知し、各端末装置が、その通知された上り信号
の送出予定時刻に従って局装置への上り信号の送出時刻を制御して伝送す
る光バースト送受信網において、
　前記各端末装置は、
　自端末装置の時間情報と前記局装置が持つ時間情報との周波数偏差を
検出する周波数偏差検出手段と、
　前記周波数偏差検出手段が検出した周波数偏差に基づき前記局装置へ
の上り信号の送出タイミングを補正する補正制御手段と、
　を備えたことを特徴とする端末装置。

図９  特許請求項の例（特開２００４－３１２４５４)

【請求項５】石鹸が特別加工した苛性アルカリ石鹸である請

　　　　　　求項１または請求項４記載の混合物。

【請求項４】石鹸が苛性アルカリ石鹸である請求項１または

　　　　　　請求項２記載の混合物。

3.4 特許明細書解析エンジン
　特許明細書解析エンジンは、表２に示す機能を提供する。

　特許明細書解析エンジンは、Windows上で動作するコマン

ドであり、他のシステムの裏方として動作する。その出力は

XMLファイルまたはテキストであり、今後、Webサービス化

することで「特許明細書解析サービス」として展開することも

考えられる。

機能名称　　　　　　　　　　　　　　概要

基本機能

多重多数項引用の
検出と書換機能
 (文献[7])

特許明細書読解支援システムと、特許明細書品質及び価
値評価支援システムが必要とする解析データを作成する。
特許明細書テキストファイルを入力し、各種の言語解析を行
った上で結果をXMLファイルとして出力する。

引用形式請求項において、複数の請求項を引用する場合
に「多数項引用」と呼び、さらに引用元が多数項引用となっ
ている場合に「多重多数項引用」と呼ぶ。多重多数項引用
は、日本では認められているがアメリカでは認められていない
ため、多重多数項引用の形で記述された特許を、アメリカに
出願する場合は「特許請求の範囲」を書き換える必要がある。
実務上、3つの書換法が使われているが、人手での書換作
業は煩雑なものである。本機能は、多重多数項引用の検出
と3つの書換法による書換を自動的に行うものである。書換
結果は、テキストとして出力する。

表２  特許明細書解析エンジンの機能

3.3 特許明細書品質評価支援及び
　　特許価値評価支援システム
　特許明細書品質評価支援及び特許価値評価支援システムは、

特許明細書を解析して抽出した約５０個のパラメータを使って、

特許明細書品質と特許価値を評価する作業を支援するシステ

ムである。ここで、約５０個のパラメータを「パテントメトリ

クス」と呼称する。

　特許明細書品質評価支援システムは、特許明細書がいかに「上

手に」書かれているかを評価するシステムである。ここで「上

手に」の意味合いは、以下の通りである。まず、特許明細書

の品質を推定するにあたって、権利書としての特性である「権

利特性」と、文献としての特性である「文献特性」に分けた。

そして、特許権の性質から、権利特性を構成する特性として、

発明本質抽出性、発明展開性、強靭性、実施可能担保性をあ

げた。さらに、特許明細書を文献としてみた場合の必要性から、

文献特性を構成する特性として、明瞭性、論理性をあげた。特

許明細書品質評価支援システムは、弁理士の知見とノウハウに

基づいて、権利特性を算出する式をあらかじめ定義しておき、

抽出したパテントメトリクスによりその値を計算することで明

細書の品質価値を推定する。そしてその結果をレーダーチャー

トとして表示する。特許明細書品質評価支援システムは、

Windowsアプリケーションとして動作する。その出力例を

図１１に示す。

　特許価値評価支援システムは、機械学習の手法を用いて、弁

理士等の専門家が人手で評価した価値評価データを教師データ

とし、評価対象の特許価値を推定するシステムである。人手で

評価した特許明細書と、評価対象の特許明細書からは共に、パ

テントメトリクスを抽出し、機械学習器（SVM: Support 

Vector Machine）にかけることで結果を出力する。特許価

値評価支援システムの動作概念を図１２に示す。

　特許価値評価支援システムの出力結果は、特許明細書品質評

価支援システムと同様のレーダーチャートと、別途定義した評

価価値である。機械学習の手法を使うことで、価値を算出する

式を定義する必要が無く、人手での評価特性に応じた価値推定

を行うことができる。我々が実施した評価実験では、機械学習

による価値評価値は人手による価値評価値と極めて相関が高い

という結果が出ている (文献[６])。

図１２  特許価値評価支援システムの動作概念

４つの特許品質特性値を
レーダーチャートで出力

特許価値を数値出力
特許価値:¥ 2180000

人手による特許価値評価データ 約５０のパテントメトリクス
・請求項数
・請求項の階層構造の深さ
・独立請求項数
・実施の形態の文字数
・外延拡張用語（例えば、等etc）の数
　　　　　　　：
　　　　　　　：
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　以降では、図３において、濃青で印をつけた5つのツール・

エンジン・システムの概要を紹介する。

3.1 特許明細書半自動生成システム
　特許明細書半自動生成システム（Patent Generator）は、

図３の特許明細書作成支援ツールの一環となるシステムである。

このシステムは、明細書設計書を入力し、特許明細書を半自

動生成する（図４）。ここで、明細書設計書とは、明細書の

記述にあたってはまず「特許請求の範囲」の起草から始める

べきであるとの考えに基づいて記述する設計書である。

　特許明細書半自動生成システムは、入力された明細書設計

書を言語解析し、データベースに格納されたノウハウや発明

の実現手段等の文章を自動的に検索し、特許庁フォーマットファイ

ルに従って、検索した文章を自動挿入することで特許明細書を

半自動生成する (文献[２])。データベースとしては、各分野に

共通の部品を格納した「共通データベース」、特定の技術分野

用の部品を格納した「技術分野データベース」、特定の製品用

の部品を格納した「製品分野データベース」の３つが使用され

る。特許明細書半自動生成システムは、ユーザインタフェース

としてMicrosoft Wordを使用する。図５に特許明細書半自動

生成システムの入力と処理を、図６に出力の一部を示す。

3.2 特許明細書読解支援システム
　特許明細書には、「特許請求の範囲」の部分に、発明の権利

範囲を記述するための「特許請求項」（クレーム）が通常複数

個記述される。特許請求項は、特許明細書の中で最も重要な箇

所であるが、弁理士や知財担当者などの専門家以外の技術者に

とっては極めて読みにくいものになっているのが通例である。

特許明細書読解支援システムは、特許請求項の読解支援を目的

として、表１に示すような機能を提供するシステムである。

特許明細書読解支援システムは、Windowsアプリケーション

として動作する。

入力した
特許属性値

特許公報

図１１  特許明細書品質評価支援システムの出力例

発明本質抽出度

強靱度 発明展開度

明細書開示度
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【発明を実施するための最良の形態】
　以下、特許価値算出装置等の実施形態について図面を参照して説明する。なお、実
施の形態において同じ符号を付した構成要素は同様の動作を行うので、再度の説明を省
略する場合がある。
　（実施の形態１）
　図１は、本実施の形態における特許価値算出装置のブロック図である。
　特許価値算出装置は、特許情報格納部、特許属性情報格納部、中間価値情報算出部、
特許価値算出部、特許価値出力部、特許属性取得部、特許情報蓄積部を具備する。中
間価値情報算出部は、特許書類解析手段、特性値算出手段、中間価値情報算出手段
を具備する。
　特許情報格納部は、１以上の特許書類と当該特許書類の属性を示す特許属性を有す
る特許情報を格納している。
　特許情報格納部は、不揮発性の記録媒体が好適であるが、揮発性の記録媒体でも
実現可能である。
　特許属性情報格納部は、特許属性と当該特許属性に対応する値である属性値を有す
る特許属性情報を１以上格納している。
　特許属性情報格納部は、不揮発性の記録媒体が好適であるが、揮発性の記録媒体
でも実現可能である。
　　中間価値情報算出部は、１以上の特許書類を解析して、各特許書類の価値を示す
情報である中間価値情報を、１以上算出する。
　中間価値情報算出部は、通常、ＭＰＵやメモリ等から実現され得る。中間価値情報算
出部の処理手順は、通常、ソフトウェアで実現され、当該ソフトウェアはＲＯＭ等の記録媒
体に記録されている。但し、ハードウェア（専用回路）で実現しても良い。
　　　　　　　　　　　　　　　　　：
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特許工学の概要と
その支援ツール群のご紹介

Introduction of Patent Engineering and Support Tools

　　新森 昭宏　　　　　　谷川 英和　　　　  大屋 由香里
SHINMORI Akihiro　　　TANIGAWA Hidekazu　　 　OOYA Yukari

概要
　「知財立国」の旗印のもとで国家レベルの戦略が打ち出されている中、企業と大学においては、特許の重要性

への認識が高まっている。筆者らは、特許ライフサイクルにおける各作業を効率的、高品質に遂行するための方法

論として｢特許工学｣を提唱し、各種の支援ツールの研究開発を進めてきた。本稿では、特許工学の概要を紹介し

た後、支援ツール群として、特許明細書半自動生成システム・特許明細書読解支援システム・特許明細書品質評

価支援及び特許価値評価支援システム・特許明細書解析エンジンを紹介する。特許工学を確立するためには、特

許ライフサイクルを支援するツール群の整備を更に進める必要がある。

1. はじめに

(1) XML-EDI：次世代型の企業間データ交換仕様であり、メッセージ形式にXMLを採用。
(2) GDS (Global Data Synchronization)：国際的な商品マスタデータの即時同期化。

4. おわりに

　これらの機能の実現においては、我々が独自に開発し、特許

出願や特許登録を行ってきた技術 (文献[３][４][５]) を使用し

ている。

　クレームツリー表示機能の入力例を図７に、出力例を図８に

それぞれ示す。図８では、引用される請求項を左上に、引用す

る請求項を右下に配置し、引用関係が存在する請求項間を線で

結ぶことで、請求項間の引用関係を表現している。この表現法

は、著者らが発明し特許出願しているものであり、クレームツ

リーを簡潔にわかりやすく表現することができる。図中で線上

に書かれた黒丸は、電気回路図において結線状況を示すのと同

様に、その線の両端の請求項間に確かに引用関係があることを

示している。この表現法により、たとえば、請求項３は請求項２

だけを引用していること、請求項４は請求項1と請求項２とを

引用しているということが簡潔に示されている。

　特許請求項構造解析ツリー表示機能の入力例を図９に、出力

例を図１０にそれぞれ示す。

http://www.dsri.jp/invres/system_standard/system_

standard.htm

http://www.dsri.jp/invres/system_standard/supply_

chain.htm

http://www.gci.dsri.jp/general/activity/seminar/

rt060310/4_xmlwg.pdf

　筆者らが提唱・推進している「特許工学」の概要と研究開

発を進めてきた各種の支援ツール群を紹介した。特許工学を

確立するためには、特許ライフサイクルを支援するツール群

の整備を更に進める必要があると考えている。
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　我が国においては、２００２年の「知的財産戦略大綱」発表、

及び「知的財産基本法」の制定、２００３年の「知的財産戦略本

部」設置など、「知財立国」の旗印のもとで国家レベルの戦

略が打ち出されている。企業においては、ビジネスやサービ

スの方法を権利の対象とする「ビジネスモデル特許」の出現や、

コンピュータプログラムを対象とした「ソフトウエア特許」

の認知により、広い範囲の企業関係者が特許に関わらざるを

得ない状況が生まれている。大学においても、研究成果や技

術移転のコアとしての特許の重要性が認識されている。

　こうした流れの中で、本稿著者のうち谷川は、特許ライフ

サイクルにおける各作業を効率的、高品質に遂行するための

方法論として、｢特許工学｣ (文献[1]) を２００３年に提唱し、そ

の発展に努めてきた。また、新森と大屋は、言語処理及びテ

キストマイニング研究開発の一環として、特許明細書の解析

技術と読解支援システムの研究開発に取り組んできた。

　本稿では、谷川が提唱・推進している「特許工学」の概要と、

谷川・新森・大屋が連携して研究開発を進めてきた各種の支

援ツール群を紹介する。

2. 特許工学の概要
　特許のライフサイクルは、「権利化フェーズ」と「権利行

使フェーズ」から構成される。「権利化フェーズ」とは、発

明が着想され具現化された後、特許明細書等の書面により特

許出願され、特許要件を満たした発明に対して特許権が付与

されるまでの段階である。「権利行使フェーズ」は、発明が

特許権者によって実施されたり、第三者に対して専用実施権

や通常実施権を付与されたり、またはクロスライセンスや特

許プールで特許権を利用したりする段階である。

　特許ライフサイクルにおける一連の活動は、高度な知的活

動であり、個人のスキルに依存する活動であると一般に考え

られている。しかし、こうした活動においても、定型化でき

る部分や第三者に伝達できるノウハウが多く含まれている。

実際、既に長い歴史を持つ生産工学やソフトウエア工学にお

いては、工学的なアプローチにより、生産性と品質を高める

ための各種の手法が開発され、多くの支援ツールや支援シス

テムが提供されている。そして、工業製品の生産やソフトウ

エアの生産と比べた場合、特許の生産における自動化や効率

化の取り組みは著しく遅れているというのが現状である（図１）。

図１  生産工学・ソフトウエア工学等と比較した知的財産権活動の遅れ 

図２  特許工学の領域 

　特許工学は、特許ライフサイクルにおける、一見非定型な活

動、および第三者への伝達が十分でないノウハウを定型化する

定型化活動、およびその成果物の生産性と品質を高める活動で

ある。特許工学の研究と実践は、方法論の確立と普及、ツール

の開発と普及、教育の３つの活動から構成される。

図３  CAPEツールの体系

3. 支援ツール群のご紹介

図４  特許明細書半自動生成システムの概要 図５  特許明細書半自動生成システムの入力と処理の例

図６  特許明細書半自動生成システムの出力の例

表１  特許明細書読解支援システムの主な機能

図８  クレームツリーの例

図７  「特許請求の範囲」の例（仮想的な例）

図１０   図９の特許請求項の構造解析ツリー
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機能名称　　　　　　　　　　　　　　概要

クレームツリー
表示機能

特許請求項構造
解析ツリー
表示機能

特許請求項には、他の特許請求項とは独立に記述されるも
の（独立形式請求項）と、他の特許請求項を引用して記述
されるもの（引用形式請求項）とが存在するが、その引用関
係が複雑になることが多い。本機能は、請求項間の引用関
係を解析し、その結果を視覚的にツリー表示するものである。

特許請求項は慣習的に一文で記述され、長文かつ構文構
造が複雑になることが多い。また、記述は独特のスタイルで
行われる。本機能は、特許請求項に関する以下の3つの記
述スタイルの判定を行いながらその構造を解析し、結果を視
覚的にツリー表示するものである。
・順次列挙形式
　 「～し、～し、～した、～」のように、処理を順序的に記述
　 する形式
・構成要素列挙形式
　 「～と、～と、～とからなる、～」のように、構成要素を列挙
　 する形で記述する形式
・ジェプソン的形式
　 「～において、」や「～であって、」などの文字列を用いて
　 記述を前半部と後半部に分割し、前半部には公知部分
　 または前提条件を述べ、後半部では新規部分または本
　 論部分を述べる形で記述する形式

製品

ソフト
ウェア

特許

手工業 工業制家内工業 工業生産

自動化の割合 手作業の割合

◎ＱＣ理論
◎価値分析理論

属人的 半自動化／効率化 工業生産
◎ソフトウェア工学

◎高級言語化

属人的 半自動化／効率化

◎特許品質理論

◎発明展開理論
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生産工学・ソフトウェア工学等と比較した知的財産権活動の遅れ

☆特許生産は、製品生産に比べて50年、ソフトウェア生産に比べて20年以上の遅れ

時代

自動化

手作業

時代

自動化

手作業

特許工学とは

特許に関する活動の質を上げるための種々の活動・研究

特許ライフサイクル

発明着想　発明完成　特許明細書作成　出願　中間処理　権利化　権利行使

構築 貢献

方法論

ＣＡＰＥ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ａｉｄｅｄ　Ｐａｔｅｎｔ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）ツールによりプロセスの品質・効率を大幅向上

　我々は、特許工学を支援するツールをCAPE(Computer 

Aided Patent Engineering)ツールと呼称し、その体系構築

とツール整備を進めてきた。図３に、CAPEツールの体系を

示す。

フェーズ

種類

業務推進系

管理系

分析・評価系

戦略立案
（企画）

発明構築 特許調査 特許明細書
作成

出願処理 中間処理 登録手続 権利維持
権利
無効化 権利行使

特許検索
ツール

特許マップ
作成支援
ツール

発想支援
ツール

発明支援
ツール

特許分析
ツール

特許検索
ツール

特許マップ
作成支援
ツール

明細書
作成支援
ツール

出願支援
ツール

特許検索
ツール

文献検索
ツール

案件管理
ツール

特許管理ツール

包袋管理ツール

特許明細書
品質評価
システム

特許価値
評価システム

特許分析
ツール

特許明細書解析エンジン
特許明細書読解支援システム

特許明細書自動生成システム

明細書
設計書

（特許請求
の範囲）

一流の特許明細書作成者のノウハウ、特許法の知識

特許部品
データベース

特許庁
フォーマット
ファイル

共通データ
ベース

技術分野
データベース

製品分野
データベース

特許請求
の範囲

特許明細書
の約40％

要約書

自動生成処理部

入力（明細書設計書）

言語解析

・構成要素の階層
・構成要素名
　「特許情報格納部」
　「特許属性取得部」
　「特許情報蓄積部」
　             ：

部品ＤＢ検索

・構成要素の実現手段の
  文章
・用語説明の文章

特許庁フォー
マットに従った
文章挿入

共通
データベース

技術分野
データベース

製品分野
データベース

特許庁
フォーマット
ファイル

出力（明細書の一部）

 

請求項1

請求項2

請求項3

請求項4

請求項5

順次列挙

光バースト送受信において

を特徴とする

ジェプソン的

端末装置

こと

を備えた

光伝送媒体を介して接続される局装置と複数
の端末装置とが互いに非同期で運用されてい
る状態で、前記局装置が、伝送帯域を共用する
前記複数の端末装置それぞれの使用帯域の
割り当てを制御するとともに、

各端末装置との距離に応じた伝送時間を測
定しそれぞれの測定値に応じた上り信号の送
出予定時刻を各端末装置に通知し、

各端末装置が、その通知された上り信号の送出
予定時刻に従って局装置への上り信号の送出
時刻を制御して伝送する

前記各端末装置は、自端末装置の時間情
報と前記局装置が持つ時間情報との周波
数偏差を検出する周波数偏差検出手段と、

前記周波数偏差検出手段が検出した周波
数偏差に基づき前記局装置への上り信号
の送出タイミングを補正する補正制御手段と、

構成要素
列挙
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【請求項１】流体と石鹸を含んでなる混合物。

【請求項２】流体が水である請求項１の混合物。

【請求項３】染料をさらに含む請求項２の混合物。

時代

自動化

手作業

【請求項１】
　光伝送媒体を介して接続される局装置と複数の端末装置とが互いに非同
期で運用されている状態で、前記局装置が、伝送帯域を共用する前記複数の
端末装置それぞれの使用帯域の割り当てを制御するとともに、各端末装置と
の距離に応じた伝送時間を測定しそれぞれの測定値に応じた上り信号の送
出予定時刻を各端末装置に通知し、各端末装置が、その通知された上り信号
の送出予定時刻に従って局装置への上り信号の送出時刻を制御して伝送す
る光バースト送受信網において、
　前記各端末装置は、
　自端末装置の時間情報と前記局装置が持つ時間情報との周波数偏差を
検出する周波数偏差検出手段と、
　前記周波数偏差検出手段が検出した周波数偏差に基づき前記局装置へ
の上り信号の送出タイミングを補正する補正制御手段と、
　を備えたことを特徴とする端末装置。

図９  特許請求項の例（特開２００４－３１２４５４)

【請求項５】石鹸が特別加工した苛性アルカリ石鹸である請

　　　　　　求項１または請求項４記載の混合物。

【請求項４】石鹸が苛性アルカリ石鹸である請求項１または

　　　　　　請求項２記載の混合物。

3.4 特許明細書解析エンジン
　特許明細書解析エンジンは、表２に示す機能を提供する。

　特許明細書解析エンジンは、Windows上で動作するコマン

ドであり、他のシステムの裏方として動作する。その出力は

XMLファイルまたはテキストであり、今後、Webサービス化

することで「特許明細書解析サービス」として展開することも

考えられる。

機能名称　　　　　　　　　　　　　　概要

基本機能

多重多数項引用の
検出と書換機能
 (文献[7])

特許明細書読解支援システムと、特許明細書品質及び価
値評価支援システムが必要とする解析データを作成する。
特許明細書テキストファイルを入力し、各種の言語解析を行
った上で結果をXMLファイルとして出力する。

引用形式請求項において、複数の請求項を引用する場合
に「多数項引用」と呼び、さらに引用元が多数項引用となっ
ている場合に「多重多数項引用」と呼ぶ。多重多数項引用
は、日本では認められているがアメリカでは認められていない
ため、多重多数項引用の形で記述された特許を、アメリカに
出願する場合は「特許請求の範囲」を書き換える必要がある。
実務上、3つの書換法が使われているが、人手での書換作
業は煩雑なものである。本機能は、多重多数項引用の検出
と3つの書換法による書換を自動的に行うものである。書換
結果は、テキストとして出力する。

表２  特許明細書解析エンジンの機能

3.3 特許明細書品質評価支援及び
　　特許価値評価支援システム
　特許明細書品質評価支援及び特許価値評価支援システムは、

特許明細書を解析して抽出した約５０個のパラメータを使って、

特許明細書品質と特許価値を評価する作業を支援するシステ

ムである。ここで、約５０個のパラメータを「パテントメトリ

クス」と呼称する。

　特許明細書品質評価支援システムは、特許明細書がいかに「上

手に」書かれているかを評価するシステムである。ここで「上

手に」の意味合いは、以下の通りである。まず、特許明細書

の品質を推定するにあたって、権利書としての特性である「権

利特性」と、文献としての特性である「文献特性」に分けた。

そして、特許権の性質から、権利特性を構成する特性として、

発明本質抽出性、発明展開性、強靭性、実施可能担保性をあ

げた。さらに、特許明細書を文献としてみた場合の必要性から、

文献特性を構成する特性として、明瞭性、論理性をあげた。特

許明細書品質評価支援システムは、弁理士の知見とノウハウに

基づいて、権利特性を算出する式をあらかじめ定義しておき、

抽出したパテントメトリクスによりその値を計算することで明

細書の品質価値を推定する。そしてその結果をレーダーチャー

トとして表示する。特許明細書品質評価支援システムは、

Windowsアプリケーションとして動作する。その出力例を

図１１に示す。

　特許価値評価支援システムは、機械学習の手法を用いて、弁

理士等の専門家が人手で評価した価値評価データを教師データ

とし、評価対象の特許価値を推定するシステムである。人手で

評価した特許明細書と、評価対象の特許明細書からは共に、パ

テントメトリクスを抽出し、機械学習器（SVM: Support 

Vector Machine）にかけることで結果を出力する。特許価

値評価支援システムの動作概念を図１２に示す。

　特許価値評価支援システムの出力結果は、特許明細書品質評

価支援システムと同様のレーダーチャートと、別途定義した評

価価値である。機械学習の手法を使うことで、価値を算出する

式を定義する必要が無く、人手での評価特性に応じた価値推定

を行うことができる。我々が実施した評価実験では、機械学習

による価値評価値は人手による価値評価値と極めて相関が高い

という結果が出ている (文献[６])。

図１２  特許価値評価支援システムの動作概念

４つの特許品質特性値を
レーダーチャートで出力

特許価値を数値出力
特許価値:¥ 2180000

人手による特許価値評価データ 約５０のパテントメトリクス
・請求項数
・請求項の階層構造の深さ
・独立請求項数
・実施の形態の文字数
・外延拡張用語（例えば、等etc）の数
　　　　　　　：
　　　　　　　：
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　以降では、図３において、濃青で印をつけた5つのツール・

エンジン・システムの概要を紹介する。

3.1 特許明細書半自動生成システム
　特許明細書半自動生成システム（Patent Generator）は、

図３の特許明細書作成支援ツールの一環となるシステムである。

このシステムは、明細書設計書を入力し、特許明細書を半自

動生成する（図４）。ここで、明細書設計書とは、明細書の

記述にあたってはまず「特許請求の範囲」の起草から始める

べきであるとの考えに基づいて記述する設計書である。

　特許明細書半自動生成システムは、入力された明細書設計

書を言語解析し、データベースに格納されたノウハウや発明

の実現手段等の文章を自動的に検索し、特許庁フォーマットファイ

ルに従って、検索した文章を自動挿入することで特許明細書を

半自動生成する (文献[２])。データベースとしては、各分野に

共通の部品を格納した「共通データベース」、特定の技術分野

用の部品を格納した「技術分野データベース」、特定の製品用

の部品を格納した「製品分野データベース」の３つが使用され

る。特許明細書半自動生成システムは、ユーザインタフェース

としてMicrosoft Wordを使用する。図５に特許明細書半自動

生成システムの入力と処理を、図６に出力の一部を示す。

3.2 特許明細書読解支援システム
　特許明細書には、「特許請求の範囲」の部分に、発明の権利

範囲を記述するための「特許請求項」（クレーム）が通常複数

個記述される。特許請求項は、特許明細書の中で最も重要な箇

所であるが、弁理士や知財担当者などの専門家以外の技術者に

とっては極めて読みにくいものになっているのが通例である。

特許明細書読解支援システムは、特許請求項の読解支援を目的

として、表１に示すような機能を提供するシステムである。

特許明細書読解支援システムは、Windowsアプリケーション

として動作する。

入力した
特許属性値

特許公報

図１１  特許明細書品質評価支援システムの出力例

発明本質抽出度

強靱度 発明展開度

明細書開示度
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【発明を実施するための最良の形態】
　以下、特許価値算出装置等の実施形態について図面を参照して説明する。なお、実
施の形態において同じ符号を付した構成要素は同様の動作を行うので、再度の説明を省
略する場合がある。
　（実施の形態１）
　図１は、本実施の形態における特許価値算出装置のブロック図である。
　特許価値算出装置は、特許情報格納部、特許属性情報格納部、中間価値情報算出部、
特許価値算出部、特許価値出力部、特許属性取得部、特許情報蓄積部を具備する。中
間価値情報算出部は、特許書類解析手段、特性値算出手段、中間価値情報算出手段
を具備する。
　特許情報格納部は、１以上の特許書類と当該特許書類の属性を示す特許属性を有す
る特許情報を格納している。
　特許情報格納部は、不揮発性の記録媒体が好適であるが、揮発性の記録媒体でも
実現可能である。
　特許属性情報格納部は、特許属性と当該特許属性に対応する値である属性値を有す
る特許属性情報を１以上格納している。
　特許属性情報格納部は、不揮発性の記録媒体が好適であるが、揮発性の記録媒体
でも実現可能である。
　　中間価値情報算出部は、１以上の特許書類を解析して、各特許書類の価値を示す
情報である中間価値情報を、１以上算出する。
　中間価値情報算出部は、通常、ＭＰＵやメモリ等から実現され得る。中間価値情報算
出部の処理手順は、通常、ソフトウェアで実現され、当該ソフトウェアはＲＯＭ等の記録媒
体に記録されている。但し、ハードウェア（専用回路）で実現しても良い。
　　　　　　　　　　　　　　　　　：
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特許工学の概要と
その支援ツール群のご紹介

Introduction of Patent Engineering and Support Tools

　　新森 昭宏　　　　　　谷川 英和　　　　  大屋 由香里
SHINMORI Akihiro　　　TANIGAWA Hidekazu　　 　OOYA Yukari

概要
　「知財立国」の旗印のもとで国家レベルの戦略が打ち出されている中、企業と大学においては、特許の重要性

への認識が高まっている。筆者らは、特許ライフサイクルにおける各作業を効率的、高品質に遂行するための方法

論として｢特許工学｣を提唱し、各種の支援ツールの研究開発を進めてきた。本稿では、特許工学の概要を紹介し

た後、支援ツール群として、特許明細書半自動生成システム・特許明細書読解支援システム・特許明細書品質評

価支援及び特許価値評価支援システム・特許明細書解析エンジンを紹介する。特許工学を確立するためには、特

許ライフサイクルを支援するツール群の整備を更に進める必要がある。

1. はじめに

(1) XML-EDI：次世代型の企業間データ交換仕様であり、メッセージ形式にXMLを採用。
(2) GDS (Global Data Synchronization)：国際的な商品マスタデータの即時同期化。

4. おわりに

　これらの機能の実現においては、我々が独自に開発し、特許

出願や特許登録を行ってきた技術 (文献[３][４][５]) を使用し

ている。

　クレームツリー表示機能の入力例を図７に、出力例を図８に

それぞれ示す。図８では、引用される請求項を左上に、引用す

る請求項を右下に配置し、引用関係が存在する請求項間を線で

結ぶことで、請求項間の引用関係を表現している。この表現法

は、著者らが発明し特許出願しているものであり、クレームツ

リーを簡潔にわかりやすく表現することができる。図中で線上

に書かれた黒丸は、電気回路図において結線状況を示すのと同

様に、その線の両端の請求項間に確かに引用関係があることを

示している。この表現法により、たとえば、請求項３は請求項２

だけを引用していること、請求項４は請求項1と請求項２とを

引用しているということが簡潔に示されている。

　特許請求項構造解析ツリー表示機能の入力例を図９に、出力

例を図１０にそれぞれ示す。

http://www.dsri.jp/invres/system_standard/system_

standard.htm

http://www.dsri.jp/invres/system_standard/supply_

chain.htm

http://www.gci.dsri.jp/general/activity/seminar/

rt060310/4_xmlwg.pdf

　筆者らが提唱・推進している「特許工学」の概要と研究開

発を進めてきた各種の支援ツール群を紹介した。特許工学を

確立するためには、特許ライフサイクルを支援するツール群

の整備を更に進める必要があると考えている。
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　我が国においては、２００２年の「知的財産戦略大綱」発表、

及び「知的財産基本法」の制定、２００３年の「知的財産戦略本

部」設置など、「知財立国」の旗印のもとで国家レベルの戦

略が打ち出されている。企業においては、ビジネスやサービ

スの方法を権利の対象とする「ビジネスモデル特許」の出現や、

コンピュータプログラムを対象とした「ソフトウエア特許」

の認知により、広い範囲の企業関係者が特許に関わらざるを

得ない状況が生まれている。大学においても、研究成果や技

術移転のコアとしての特許の重要性が認識されている。

　こうした流れの中で、本稿著者のうち谷川は、特許ライフ

サイクルにおける各作業を効率的、高品質に遂行するための

方法論として、｢特許工学｣ (文献[1]) を２００３年に提唱し、そ

の発展に努めてきた。また、新森と大屋は、言語処理及びテ

キストマイニング研究開発の一環として、特許明細書の解析

技術と読解支援システムの研究開発に取り組んできた。

　本稿では、谷川が提唱・推進している「特許工学」の概要と、

谷川・新森・大屋が連携して研究開発を進めてきた各種の支

援ツール群を紹介する。

2. 特許工学の概要
　特許のライフサイクルは、「権利化フェーズ」と「権利行

使フェーズ」から構成される。「権利化フェーズ」とは、発

明が着想され具現化された後、特許明細書等の書面により特

許出願され、特許要件を満たした発明に対して特許権が付与

されるまでの段階である。「権利行使フェーズ」は、発明が

特許権者によって実施されたり、第三者に対して専用実施権

や通常実施権を付与されたり、またはクロスライセンスや特

許プールで特許権を利用したりする段階である。

　特許ライフサイクルにおける一連の活動は、高度な知的活

動であり、個人のスキルに依存する活動であると一般に考え

られている。しかし、こうした活動においても、定型化でき

る部分や第三者に伝達できるノウハウが多く含まれている。

実際、既に長い歴史を持つ生産工学やソフトウエア工学にお

いては、工学的なアプローチにより、生産性と品質を高める

ための各種の手法が開発され、多くの支援ツールや支援シス

テムが提供されている。そして、工業製品の生産やソフトウ

エアの生産と比べた場合、特許の生産における自動化や効率

化の取り組みは著しく遅れているというのが現状である（図１）。

図１  生産工学・ソフトウエア工学等と比較した知的財産権活動の遅れ 

図２  特許工学の領域 

　特許工学は、特許ライフサイクルにおける、一見非定型な活

動、および第三者への伝達が十分でないノウハウを定型化する

定型化活動、およびその成果物の生産性と品質を高める活動で

ある。特許工学の研究と実践は、方法論の確立と普及、ツール

の開発と普及、教育の３つの活動から構成される。

図３  CAPEツールの体系

3. 支援ツール群のご紹介

図４  特許明細書半自動生成システムの概要 図５  特許明細書半自動生成システムの入力と処理の例

図６  特許明細書半自動生成システムの出力の例

表１  特許明細書読解支援システムの主な機能

図８  クレームツリーの例

図７  「特許請求の範囲」の例（仮想的な例）

図１０   図９の特許請求項の構造解析ツリー
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機能名称　　　　　　　　　　　　　　概要

クレームツリー
表示機能

特許請求項構造
解析ツリー
表示機能

特許請求項には、他の特許請求項とは独立に記述されるも
の（独立形式請求項）と、他の特許請求項を引用して記述
されるもの（引用形式請求項）とが存在するが、その引用関
係が複雑になることが多い。本機能は、請求項間の引用関
係を解析し、その結果を視覚的にツリー表示するものである。

特許請求項は慣習的に一文で記述され、長文かつ構文構
造が複雑になることが多い。また、記述は独特のスタイルで
行われる。本機能は、特許請求項に関する以下の3つの記
述スタイルの判定を行いながらその構造を解析し、結果を視
覚的にツリー表示するものである。
・順次列挙形式
　 「～し、～し、～した、～」のように、処理を順序的に記述
　 する形式
・構成要素列挙形式
　 「～と、～と、～とからなる、～」のように、構成要素を列挙
　 する形で記述する形式
・ジェプソン的形式
　 「～において、」や「～であって、」などの文字列を用いて
　 記述を前半部と後半部に分割し、前半部には公知部分
　 または前提条件を述べ、後半部では新規部分または本
　 論部分を述べる形で記述する形式

製品

ソフト
ウェア

特許

手工業 工業制家内工業 工業生産

自動化の割合 手作業の割合

◎ＱＣ理論
◎価値分析理論

属人的 半自動化／効率化 工業生産
◎ソフトウェア工学

◎高級言語化

属人的 半自動化／効率化

◎特許品質理論

◎発明展開理論
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生産工学・ソフトウェア工学等と比較した知的財産権活動の遅れ

☆特許生産は、製品生産に比べて50年、ソフトウェア生産に比べて20年以上の遅れ

時代

自動化

手作業

時代

自動化

手作業

特許工学とは

特許に関する活動の質を上げるための種々の活動・研究

特許ライフサイクル

発明着想　発明完成　特許明細書作成　出願　中間処理　権利化　権利行使

構築 貢献

方法論

ＣＡＰＥ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ａｉｄｅｄ　Ｐａｔｅｎｔ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）ツールによりプロセスの品質・効率を大幅向上

　我々は、特許工学を支援するツールをCAPE(Computer 

Aided Patent Engineering)ツールと呼称し、その体系構築

とツール整備を進めてきた。図３に、CAPEツールの体系を

示す。

フェーズ

種類

業務推進系

管理系

分析・評価系

戦略立案
（企画）

発明構築 特許調査 特許明細書
作成

出願処理 中間処理 登録手続 権利維持
権利
無効化 権利行使

特許検索
ツール

特許マップ
作成支援
ツール

発想支援
ツール

発明支援
ツール

特許分析
ツール

特許検索
ツール

特許マップ
作成支援
ツール

明細書
作成支援
ツール

出願支援
ツール

特許検索
ツール

文献検索
ツール

案件管理
ツール

特許管理ツール

包袋管理ツール

特許明細書
品質評価
システム

特許価値
評価システム

特許分析
ツール

特許明細書解析エンジン
特許明細書読解支援システム

特許明細書自動生成システム

明細書
設計書

（特許請求
の範囲）

一流の特許明細書作成者のノウハウ、特許法の知識

特許部品
データベース

特許庁
フォーマット
ファイル

共通データ
ベース

技術分野
データベース

製品分野
データベース

特許請求
の範囲

特許明細書
の約40％

要約書

自動生成処理部

入力（明細書設計書）

言語解析

・構成要素の階層
・構成要素名
　「特許情報格納部」
　「特許属性取得部」
　「特許情報蓄積部」
　             ：

部品ＤＢ検索

・構成要素の実現手段の
  文章
・用語説明の文章

特許庁フォー
マットに従った
文章挿入

共通
データベース

技術分野
データベース

製品分野
データベース

特許庁
フォーマット
ファイル

出力（明細書の一部）

 

請求項1

請求項2

請求項3

請求項4

請求項5

順次列挙

光バースト送受信において

を特徴とする

ジェプソン的

端末装置

こと

を備えた

光伝送媒体を介して接続される局装置と複数
の端末装置とが互いに非同期で運用されてい
る状態で、前記局装置が、伝送帯域を共用する
前記複数の端末装置それぞれの使用帯域の
割り当てを制御するとともに、

各端末装置との距離に応じた伝送時間を測
定しそれぞれの測定値に応じた上り信号の送
出予定時刻を各端末装置に通知し、

各端末装置が、その通知された上り信号の送出
予定時刻に従って局装置への上り信号の送出
時刻を制御して伝送する

前記各端末装置は、自端末装置の時間情
報と前記局装置が持つ時間情報との周波
数偏差を検出する周波数偏差検出手段と、

前記周波数偏差検出手段が検出した周波
数偏差に基づき前記局装置への上り信号
の送出タイミングを補正する補正制御手段と、

構成要素
列挙
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【請求項１】流体と石鹸を含んでなる混合物。

【請求項２】流体が水である請求項１の混合物。

【請求項３】染料をさらに含む請求項２の混合物。

時代

自動化

手作業

【請求項１】
　光伝送媒体を介して接続される局装置と複数の端末装置とが互いに非同
期で運用されている状態で、前記局装置が、伝送帯域を共用する前記複数の
端末装置それぞれの使用帯域の割り当てを制御するとともに、各端末装置と
の距離に応じた伝送時間を測定しそれぞれの測定値に応じた上り信号の送
出予定時刻を各端末装置に通知し、各端末装置が、その通知された上り信号
の送出予定時刻に従って局装置への上り信号の送出時刻を制御して伝送す
る光バースト送受信網において、
　前記各端末装置は、
　自端末装置の時間情報と前記局装置が持つ時間情報との周波数偏差を
検出する周波数偏差検出手段と、
　前記周波数偏差検出手段が検出した周波数偏差に基づき前記局装置へ
の上り信号の送出タイミングを補正する補正制御手段と、
　を備えたことを特徴とする端末装置。

図９  特許請求項の例（特開２００４－３１２４５４)

【請求項５】石鹸が特別加工した苛性アルカリ石鹸である請

　　　　　　求項１または請求項４記載の混合物。

【請求項４】石鹸が苛性アルカリ石鹸である請求項１または

　　　　　　請求項２記載の混合物。

3.4 特許明細書解析エンジン
　特許明細書解析エンジンは、表２に示す機能を提供する。

　特許明細書解析エンジンは、Windows上で動作するコマン

ドであり、他のシステムの裏方として動作する。その出力は

XMLファイルまたはテキストであり、今後、Webサービス化

することで「特許明細書解析サービス」として展開することも

考えられる。

機能名称　　　　　　　　　　　　　　概要

基本機能

多重多数項引用の
検出と書換機能
 (文献[7])

特許明細書読解支援システムと、特許明細書品質及び価
値評価支援システムが必要とする解析データを作成する。
特許明細書テキストファイルを入力し、各種の言語解析を行
った上で結果をXMLファイルとして出力する。

引用形式請求項において、複数の請求項を引用する場合
に「多数項引用」と呼び、さらに引用元が多数項引用となっ
ている場合に「多重多数項引用」と呼ぶ。多重多数項引用
は、日本では認められているがアメリカでは認められていない
ため、多重多数項引用の形で記述された特許を、アメリカに
出願する場合は「特許請求の範囲」を書き換える必要がある。
実務上、3つの書換法が使われているが、人手での書換作
業は煩雑なものである。本機能は、多重多数項引用の検出
と3つの書換法による書換を自動的に行うものである。書換
結果は、テキストとして出力する。

表２  特許明細書解析エンジンの機能

3.3 特許明細書品質評価支援及び
　　特許価値評価支援システム
　特許明細書品質評価支援及び特許価値評価支援システムは、

特許明細書を解析して抽出した約５０個のパラメータを使って、

特許明細書品質と特許価値を評価する作業を支援するシステ

ムである。ここで、約５０個のパラメータを「パテントメトリ

クス」と呼称する。

　特許明細書品質評価支援システムは、特許明細書がいかに「上

手に」書かれているかを評価するシステムである。ここで「上

手に」の意味合いは、以下の通りである。まず、特許明細書

の品質を推定するにあたって、権利書としての特性である「権

利特性」と、文献としての特性である「文献特性」に分けた。

そして、特許権の性質から、権利特性を構成する特性として、

発明本質抽出性、発明展開性、強靭性、実施可能担保性をあ

げた。さらに、特許明細書を文献としてみた場合の必要性から、

文献特性を構成する特性として、明瞭性、論理性をあげた。特

許明細書品質評価支援システムは、弁理士の知見とノウハウに

基づいて、権利特性を算出する式をあらかじめ定義しておき、

抽出したパテントメトリクスによりその値を計算することで明

細書の品質価値を推定する。そしてその結果をレーダーチャー

トとして表示する。特許明細書品質評価支援システムは、

Windowsアプリケーションとして動作する。その出力例を

図１１に示す。

　特許価値評価支援システムは、機械学習の手法を用いて、弁

理士等の専門家が人手で評価した価値評価データを教師データ

とし、評価対象の特許価値を推定するシステムである。人手で

評価した特許明細書と、評価対象の特許明細書からは共に、パ

テントメトリクスを抽出し、機械学習器（SVM: Support 

Vector Machine）にかけることで結果を出力する。特許価

値評価支援システムの動作概念を図１２に示す。

　特許価値評価支援システムの出力結果は、特許明細書品質評

価支援システムと同様のレーダーチャートと、別途定義した評

価価値である。機械学習の手法を使うことで、価値を算出する

式を定義する必要が無く、人手での評価特性に応じた価値推定

を行うことができる。我々が実施した評価実験では、機械学習

による価値評価値は人手による価値評価値と極めて相関が高い

という結果が出ている (文献[６])。

図１２  特許価値評価支援システムの動作概念

４つの特許品質特性値を
レーダーチャートで出力

特許価値を数値出力
特許価値:¥ 2180000

人手による特許価値評価データ 約５０のパテントメトリクス
・請求項数
・請求項の階層構造の深さ
・独立請求項数
・実施の形態の文字数
・外延拡張用語（例えば、等etc）の数
　　　　　　　：
　　　　　　　：

特許第
225・・
¥3800000

特許書類
言語解析

価値評価エンジン価値評価エンジン
価値出力

品質
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特許データの
言語解析

学
習
デ
ー
タ
読
込

　以降では、図３において、濃青で印をつけた5つのツール・

エンジン・システムの概要を紹介する。

3.1 特許明細書半自動生成システム
　特許明細書半自動生成システム（Patent Generator）は、

図３の特許明細書作成支援ツールの一環となるシステムである。

このシステムは、明細書設計書を入力し、特許明細書を半自

動生成する（図４）。ここで、明細書設計書とは、明細書の

記述にあたってはまず「特許請求の範囲」の起草から始める

べきであるとの考えに基づいて記述する設計書である。

　特許明細書半自動生成システムは、入力された明細書設計

書を言語解析し、データベースに格納されたノウハウや発明

の実現手段等の文章を自動的に検索し、特許庁フォーマットファイ

ルに従って、検索した文章を自動挿入することで特許明細書を

半自動生成する (文献[２])。データベースとしては、各分野に

共通の部品を格納した「共通データベース」、特定の技術分野

用の部品を格納した「技術分野データベース」、特定の製品用

の部品を格納した「製品分野データベース」の３つが使用され

る。特許明細書半自動生成システムは、ユーザインタフェース

としてMicrosoft Wordを使用する。図５に特許明細書半自動

生成システムの入力と処理を、図６に出力の一部を示す。

3.2 特許明細書読解支援システム
　特許明細書には、「特許請求の範囲」の部分に、発明の権利

範囲を記述するための「特許請求項」（クレーム）が通常複数

個記述される。特許請求項は、特許明細書の中で最も重要な箇

所であるが、弁理士や知財担当者などの専門家以外の技術者に

とっては極めて読みにくいものになっているのが通例である。

特許明細書読解支援システムは、特許請求項の読解支援を目的

として、表１に示すような機能を提供するシステムである。

特許明細書読解支援システムは、Windowsアプリケーション

として動作する。

入力した
特許属性値

特許公報

図１１  特許明細書品質評価支援システムの出力例

発明本質抽出度

強靱度 発明展開度

明細書開示度


