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発明の特徴に着目した検索語抽出による先願特許検索 
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あらまし  近年，知的財産の重要性が高まり，特許に関する審査や異議申し立ての迅速化が急務になりつつある．
そこで我々は，出願に対する権利化拒絶や特許の取消しにおいて，その理由となる先願の特許明細書を調査するた

めの先願特許検索技術について，研究開発を行っている．これは，調査対象の特許明細書と先願の特許明細書につ

いて，それぞれに記載された発明の同一性に基づく類似度を算出する情報検索技術である．ここで，発明の同一性

の判断が重要な技術課題となる．通常，情報検索は，共通して含まれる語の数量に基づき文書同士の類似度を算出

するが，これは必ずしも特許明細書に記載された発明の類似度とは一致しない．本稿では，調査対象の特許明細書

から発明を同定できる語を検索語として抽出して先願の特許明細書を検索する，先願特許検索方法を提案する．提

案方法では，発明の特徴に着目し，発明の構成，および各構成要素の機能・作用について，説明がされている文字

列を特定し，そこに含まれる語を検索語として抽出する．実際の特許審査に基づく検索実験を実施したところ，他

の方法で検索語を抽出した場合に比べて，精度が向上することを確認した． 
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Abstract  Recently, the importance of the intellectual property has been growing, and there is an urgent need of the quick 
examination and opposition of patent. Therefore, we study information retrieval technology for patent search. This technology 
calculates similarities between target patent specification and prior patent specification, based on the identity of inventions in 
each specification. Now, the important technical problem is to assess the identity of inventions. Generally, the information 
retrieval system calculates the similarities among documents based on the number of common words in the documents.  
However, it is not necessarily congruent with the similarities in invention. This paper proposes the information retrieval 
method for patent search based on query terms, which are words extracted from target patent specification that can identify the 
invention. We focus on characteristics of the invention, and develop the method for extracting words as query terms from 
character strings that explain functions and operations of each component as well as the construction of the invention. When 
we conducted the experiment for the measure of precision based on the actual examination for patent, we could confirm the 
improvement of precision compared with the case of extracting query terms by other methods. 
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1. はじめに  
近年，産業競争力の強化や経済の活性化のために，

知的財産の重要性が高まってきている．2002 年 7 月に
政府が策定した知的財産戦略大綱 [1]では，知的財産の
創造，保護，活用が知的創造サイクルとして定義され，

その循環を促進するための基本構想が示されている．

構想の中で，知的財産の保護を強化する具体的行動計

画として，特許審査・審判の迅速化が挙げられている．

また，企業における他社特許への異議申し立ても，経

営の重要な要素になりつつあり，特許調査の迅速化は

必須と言える．さらに，特許検索技術は学術的にも注

目されてきており，SIGIR2000，ACL2003，NTCIR3 お
よび 4 において，ワークショップが開催されている．
しかし，従来の特許検索技術は，技術調査等に適した

ものであり，権利化拒絶や特許取消しの理由となる先

願の特許を調査するためには，検索条件の設定等に関

する専門的知識が必要とされた．そこで我々は，権利

に関する特許調査を支援する，先願特許検索技術につ

いて研究開発を行っている．本稿では，調査対象の特

許明細書から抽出した検索語と，先願の特許明細書か

ら抽出した索引語との照合に基づき，調査対象に類似

した先願の特許明細書を検索することを，先願特許検

索と呼ぶ．先願特許検索システムの構成概要を図 1 に
示す．  
先願特許検索では，明細書に記載された発明の同一

性の判断が重要な課題となる．特許・実用新案審査基

準 [2]では，発明の同一性の判断について以下が定義さ
れている．  

 発明が同一か否かの判断の対象となる発明は

「請求項に係る発明」である．  
 発明が同一であるか否かの判断は技術的思想

の同一性を判断することにより行う．  
したがって，先願特許検索の要件は「記載された発明

の技術的思想について，調査対象請求項に類似する先

願の特許明細書の検索」となる．我々は，この要件へ

のアプローチとして検索語抽出に着目した．本稿の目

的は，調査対象の特許明細書から「調査対象請求項に

係る発明の技術的思想を同定する語」を，検索語とし

て抽出することである．  
 2 章で，従来の情報検索における検索語抽出方法の
概要と，先願特許検索に適用する場合の技術課題を述

べる．次に，3 章で発明の特徴に着目した検索語抽出
方法を提案し，4 章で提案手法に対する，実際の特許
審査に基づく検索精度評価実験の概要と結果を示す．

そして，5 章で実験結果を分析して提案手法の効果を
考察し，6 章で今後の課題を述べる．  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 先願特許検索における検索語抽出の課題  
本章では，従来の情報検索における検索語抽出方法

の概要と，先願特許検索に適用する場合の技術課題を

述べる．  
多くの情報検索に採用されている検索語抽出方法

は，文書に含まれる文字や形態素，複合語などを解析

し，抽出するものである．検索語抽出では，検索精度

と再現率を考慮し，検索語に関する以下の特徴の選定

方法を決定する必要がある．  
 

(1) 適切な検索語抽出範囲の選定：  
従来手法としては，対象文書に固有の特徴に基づ

くヒューリスティックな検索語選定手法が多く研

究されている．語の属性を利用する手法 [3]や，文
字列パターンを利用する手法 [4]がこれに該当する．
従来の研究では，図書検索や用語集作成が適用先

として想定され，高い精度が示されている．本稿

では，先願特許検索に適したヒューリスティック

な選定手法を検討する．  
 

(2) 適切な検索語単位の選定：  
従来手法としては，文字バイグラムと単語を統合

的に扱う手法 [5]や，単語と複合語を統合的に扱う
手法 [6]が研究されている．従来の研究では，技術
動向調査や新聞記事分類が適用先として想定され

ている．本稿では，名詞の形態素，および連続す

る名詞と未知語の形態素を接続した複合語を検索

語の単位とし，詳細な単位選定方法の検討は実施

しない．  
 

(3) 適切な検索語の選定：  
従来手法としては，検索対象文書の集合における，

語の出現頻度情報に基づく手法 [7][8]が一般的で
あると言える．これは，一般概念において重要な  
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語を選定する手法であり，情報検索における必須

の基本的技術である．本稿では，頻度情報を単純

に利用するに留め，詳細な検索語選定方法の検討

は実施しない．  
 
ここで，特許明細書に固有の 2 つの特徴と，その問

題点を考える．  
まず，『特許明細書には，発明の明確化のために，

利用分野に関する詳細な説明や，従来技術とその問題

点の説明など，発明の技術的思想に直接関係のない記

述も多く含まれる』という特徴を考える．このため，

明細書全体から検索語を抽出すると，発明の技術的思

想が類似しない先願の特許明細書が誤検索されるとい

う問題が生じる．  
次に，『特許明細書中の「特許請求の範囲」の部分

には，権利化範囲を広く確保するために，請求項に係

る発明の技術的思想が，抽象的，あるいは創作的な表

現で，独自に記述されることが多い』という特徴を考

える．このため，「特許請求の範囲」の部分から検索語

を抽出しても，請求項に係る発明の技術的思想が類似

する先願の特許明細書で使用されている語と一致せず，

検索漏れが生じる．  
そこで本稿では，特許明細書に固有の特徴を利用し，

明細書中から，以下に示す範囲をそれぞれ特定するこ

とを課題とする．  
(A) 発明の技術的思想を特定する語が含まれる範囲  
(B) 発明の技術的思想が類似する場合に，各明細書

に共通する語が含まれる範囲  
 

3. 発明の特徴に着目した検索語抽出方法  
本章では，発明の特徴に着目した検索語抽出方法を

提案する．3.1 節では，発明の技術的思想を同定する
「発明の特徴」を定義し，3.2 節では，特許明細書中
の，「発明の特徴」が示される範囲について説明する．

3.3 節では，「発明の特徴」に着目した検索語抽出方法
の，具体的な処理について説明する．  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. 発明の特徴  
本稿では「発明の特徴」を，(A)発明の構成，および

(B)各発明構成要素の機能・作用，と定義する．この定
義は，以下の仮説に基づく．  

(A) 発明の構成の説明には，発明の技術的思想を特
定する語が使用されている．  

(B) 各発明構成要素の機能・作用の説明には，発明
の技術的思想が類似する各明細書に，共通して

含まれる語が使用されている．  
これらの仮説のイメージを図 2 に示す．また，以下で
理由を説明する．  
平成 6 年改正以前の特許法第 36 条では，特許明細

書に，発明の目的，構成，および効果を記載すること

が義務付けられていた．改正によりこの義務はなくな

ったが，発明を明確化する上で，これらの説明は有効

であり，現在も多くの明細書に記載されていることが

推測される．特に構成は，客観的な内容であることか

ら，発明の技術的思想を特定するのに有効な情報であ

ると考えられる．  
一方，特許明細書は技術文書であるため，発明の技

術的思想について，読者に原理的誤解を与えない必要

がある．そのため，構成が抽象的・創作的な語を使用

して説明されても，各語が示す対象が発明に及ぼす機

能や作用は，明確に説明されなければならない．した

がって，各発明構成要素の機能・作用は，各明細書で

共通な，意味の明確な語を使用して説明される情報で

あると考えられる．  
 

3.2. 検索語抽出範囲  
本稿では，発明の構成，および各発明構成要素の機

能・作用を説明する範囲を，それぞれ以下のように定

義する．  
(A) 発明の構成：  

【特許請求の範囲】における，調査対象請求項  
(B) 各発明構成要素の機能・作用：  

【発明の詳細な説明】における，調査対象請求  

図 2. 発明の特徴に関する仮説のイメージ
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項に含まれる語について，機能・作用を説明す

る文字列  
 

上記定義の理由を，以下に説明する．  
まず，発明の構成が説明される範囲の定義について，

説明する．特許法第 36 条によれば，平成 6 年の改正以
前は，請求項は「発明の構成に欠くことができない事

項のみを記載した項」とされていた．現行法では，「発

明を特定するために必要と認める事項のすべて」と改

正されているが，これは構成を包含するものと考えら

れる．そこで，構成が説明される範囲を，【特許請求の

範囲】における調査対象請求項と定義する．また，以

下では，調査対象請求項に含まれる語を，請求項記載

語と呼ぶ．  
次に，各発明構成要素の機能・作用が説明される範

囲の定義について，説明する．特許法第 36 条によれば，
【発明の詳細な説明】は「発明の属する技術の分野に

おける通常の知識を有する者がその実施をできる程度

に明確かつ十分に」説明することが義務付けられてい

る．これは，請求項記載語が示す対象に関する，発明

に及ぼす機能や作用の明確化の義務付けを，包含する

ものと考えられる．そこで，各発明構成要素の機能・

作用が説明される範囲を，【発明の詳細な説明】におけ

る，請求項記載語の機能・作用を説明する文字列と定

義する．また，以下では，機能・作用説明文字列に含

まれる語を，発明の特徴に基づいて請求項記載語に関

連する語という意味で，関連語と呼ぶ．  
なお，明細書中の【要約】は，「発明の特徴」を最

も端的に表現した範囲であると言えるが，情報量が少

なく，技術的思想が類似する明細書同士であっても，

含まれる語が共通する可能性は低いことが予想される．

そこで本稿では，【要約】を「発明の特徴」が示される  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
範囲とはしない．  
発明の特徴が示される範囲に含まれる，請求項記載

語および関連語を合わせて，請求項に係る発明の技術

的思想を同定する「検索語」とする．  
 

3.3. 検索語抽出方法  
我々が提案する，発明の特徴に着目した検索語抽出

方法は，以下の処理で実施する．処理フローを図 3 に
示し，各ステップの概要を説明する．以下では，機能・

作用説明文字列を抽出するパターンを，表現パターン

と呼ぶ．これは，表現パターンのテンプレートに，請

求項記載語を当てはめ，生成する．  
入力：調査対象請求項の示された明細書  
Step.1 調査対象請求項に記載された名詞を，重複を

排除して抽出する  
Step.2 抽出した名詞から，文書頻度 DF が閾値より

小さいものを絞り込み，請求項記載語とする  
Step.3 表現パターンテンプレートと請求項記載語

から，表現パターンを生成する  
Step.4 表現パターンに基づき，【発明の詳細な説

明】から，機能・作用説明文字列を抽出する  
Step.5 機能・作用説明文字列に記載された名詞を，

重複を排除して抽出する  
Step.6 抽出した名詞から，文書頻度 DF が閾値より

小さいものを絞り込み，関連語とする  
出力：検索語 (請求項記載語および関連語 ) 
 
以下では，Step.4 の，表現パターンに基づく機能・

作用説明文字列の抽出処理について説明する．請求項

記載語が示す対象に関する，機能・作用を説明する文

字列の表現パターンとして，以下の 3 種類を検討した．
なお，例は，表現パターンにマッチする機能・作用説  
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図 3. 検索語抽出方法の処理フロー 図 4. 抽出される関連語の違い 
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明文字列を示し，下線部は請求項記載語を示す．  

(1) 列挙表現パターン：請求項記載語が示す対象の，
発明構成上の機能と，同等の機能を有する対象

を列挙する表現のパターン  
  例 ) 「フラッシュメモリや、ＲＯＭ等の記  
   憶手段」  

(2) 定義表現パターン：請求項記載語が示す対象の，
発明構成上の機能を定義する表現のパターン  
  例 ) 「バッテリーセービングが可能となる  
   受信端末装置」  

(3) 説明表現パターン：請求項記載語が示す対象の，
発明に及ぼす作用を説明する表現のパターン  
  例 ) 「サーチを開始するので、次のサーチ  
   において受信すべきチャネルを速やかに  
   発見することができる」  

請求項記載語に関する，一般的概念に基づく関連語と，

表現パターンマッチングにより抽出される関連語の違

いの例を，図 4 に示す．一般的概念に基づく関連語は，
請求項記載語をキーワードとした Web 検索を実施し，
検索結果のページ中で，キーワードの近傍に目立って

視認されたものであり，請求項記載語の関連語として，

直感的に受け入れられる．例に使用した調査対象の特  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
許明細書は，実際に拒絶査定を受けたものであるが，

拒絶理由において引用された先願の特許明細書には，

表現パターンマッチングにより抽出される関連語の一

部が，共通して含まれている．逆に，一般的概念に基

づく関連語は，ほとんど含まれていない．  
 また，以下には，例に使用した調査対象特許の明細

書に含まれるが，表現パターンにはマッチしない文字

列の例を示す．  
例 ) 「ＥＲＭＥＳ (European Radio Message  

System) においては受信チャネルは１６チ
ャネル準備されている」  

例 ) 「このＥＲＭＥＳにおいては図３に示さ  
れているような順番で各チャネルが送信さ

れている」  
これらの文字列に含まれる「ＥＲＭＥＳ」や「送信」

などの語は，請求項に係る発明の技術的思想に直接関

係がなく，拒絶理由における引用先願の特許明細書に

も含まれていない．  
 列挙，定義，および説明の，各表現パターンのテン

プレートの概要は，図 5 に示す．   
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図 5. 表現パターンのテンプレートの概要



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 拒絶査定に基づく検索精度評価実験  
本章では，発明の特徴に着目した検索語抽出方法の

効果を確認するために実施した，先願特許検索実験に

ついて説明する．実験は，実際に拒絶査定を受けた出

願の特許明細書を調査対象とし，拒絶理由において引

用文献とされた先願の特許明細書を正解として，検索

精度を測定した．表現パターンマッチングには，形態

素パターンをベースとするパターンマッチングエンジ

ン：Erie[9]を使用した．  
調査対象の特許明細書として，5 年分，約 170 万件

の公開特許の中から，拒絶査定を受けた 60 件をランダ
ムに抽出した．調査対象請求項は，それぞれ【請求項

１】とした．検索対象は，同じ 5 年分の公開特許とし，
以下の 4 種類の方法で抽出した検索語を使用して，先
願特許検索を実施した．  

(1) 請求項記載語のみを検索語として抽出  
(2) 発明の特徴に着目した検索語抽出方法 (提案方
法 )で検索語を抽出  

(3) 請求項記載語と，【発明の詳細な説明】内の，請
求項記載語を含む文に出現するすべての名詞を，

検索語として抽出  
(4) 請求項記載語と，調査対象の特許明細書全体に
含まれる名詞を，検索語として抽出  

抽出される検索語の集合は， (4)⊇ (3)⊇ (2)⊇ (1)という
包含関係になる．なお，実際の特許調査では重要な，

調査対象と先願の出願日の関係は，この実験では考慮

していない．また，各調査対象に対する拒絶理由にお

いて，引用文献とされた先願の特許明細書のうち，検

索対象に含まれるもののみを正解とした．正解数は全

部で 93 件になった (1 件の調査対象に対する正解数の
平均は 1.55 件 )．  
各検索結果に関する再現率－精度グラフおよび平

均精度の比較を，図 6 に示す．これらの比較から，提
案の検索語抽出方法 (2)を採用した場合に，最も性能が
良くなることが確認された．これは，発明の特徴に着  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目した検索語抽出方法 (2)を採用した検索を実施する
ことにより，調査対象となる特許明細書について，そ

の権利化の拒絶，または特許取消しの理由となる先願

の特許明細書を，効率的に発見できる可能性があるこ

とを示している．  
検索語抽出方法 (1)および (4)を採用した場合の，性能

の低下の原因としては，請求項記載語に抽象的・創作

的な語が含まれるために生じる検索漏れや，明細書全

体に発明の技術的思想と直接関係のない語が含まれる

ために生じる誤検索が，それぞれ推測される．検索語

抽出方法 (3)を採用した場合は，比較的良い性能になる
が，発明の特徴に着目した検索語抽出方法 (2)を採用し
た場合に比べると，その性能は若干低い．これは，語

の共起頻度と，発明の技術的思想に基づく関連度が，

必ずしも一致しないことを示していると考えられる．  
実用に対する精度の値の妥当性については，今後，

実際の特許調査において確認される先願特許の数を調

査し，考察する．  
  

5. 考察  
本章では，前章に示した検索実験の結果を分析し，

発明の特徴に着目した検索語抽出方法の効果を考察す

る．  
60 件の調査対象の特許明細書に対する，各先願特許

検索の実験結果を，以下の 3 種に分類する．  
(ア ) 発明の特徴に着目した検索語抽出方法により抽

出した検索語を用いた場合に，良い結果が得ら

れた検索  
(イ ) 発明の特徴に着目した検索語抽出方法により抽

出するよりも，多くの検索語を用いた場合に，

良い結果が得られた検索  
(ウ ) 発明の特徴に着目した検索語抽出方法により抽

出するよりも，少ない検索語を用いた場合に，

良い結果が得られた検索  
実験した 4 種の検索語抽出方法のうち，検索語抽出方  

図 6. 検索語抽出方法の違いによる検索結果の比較 ((2)が提案手法) 
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法 (2)を採用した場合に最も良い結果が得られた検索
が分類 (ア )，検索語抽出方法 (3)または (4)を採用した場
合に最も良い結果が得られた検索が分類 (イ )，検索語
抽出方法 (1)を採用した場合に最も良い結果が得られ
た検索が分類 (ウ )に属する．  
図 7 に，分類 (ア )に属する検索において，実際に抽

出された検索語の一例を示す．検索語は，各抽出方法

で抽出されたものに分け，さらに正解に含まれる語と

含まれない語に分けて示す．検索語抽出方法 (1)で抽出
された語は「請求項記載語」である．検索語抽出方法

(2)で抽出された語はそれに「提案方式で抽出された関
連語」を加えた語であり，検索語抽出方法 (3)で抽出さ
れた語はさらに「簡易方式で抽出された関連語」を加

えた語，検索語抽出方法 (4)で抽出された語はさらに
「全文記載語」を加えたすべての語である．また，各

手法を用いた検索の結果における，正解である先願の

特許明細書の順位も示す．ハイフンは 1000 位以下であ
ったことを示す．  
この例は，受信端末装置に関する発明で，受信チャ

ネルに関する情報を記憶し，受信すべきチャネルのみ

をサーチすることで，サーチ時間を短縮し，バッテリ

ーセービングの効果を得るものである．  
明細書における調査対象請求項では，記憶する受信

チャネルが，「ホームエリア」という創作的な語で表現

されている．このため，手法 (1)による検索結果の上位
には，「ホーム網」や「サービスエリア」という語を使

用した，移動通信の実現に関する発明などがリストさ

れた．一方，明細書における従来の技術の項では，課

題の背景という位置付けで，「ページングシステム」が

説明されている．これは発明の技術的思想と直接は関

係しない．このため，手法 (4)による検索結果の上位に
は，「ページング受信機」の付加機能に関する発明など

がリストされた．調査対象請求項は，これらの発明を

侵害するものではない．  
これに対して，我々の提案手法では，調査対象請求  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
項に記載された「サーチ」から，請求項には記載され

ていない「電池」「寿命」「長期」等を関連語として抽

出することができる．これらは「サーチ」の発明上の

特徴であり，技術的思想を同定する語である．また，

技術的思想を同定しない「ページング」等の語を，関

連語として抽出することもない．これにより，手法 (2)
による検索結果の上位には，受信端末装置に関して，

サーチにより電池の寿命を長期化する，技術的思想の

類似する発明がリストされた．  
しかし，実験の結果の中には，手法 (2)が機能せず，

他の手法に比べて検索精度が悪化するものも確認され

た．原因として，以下が考えられる．  
【A】 表現パターンマッチングの機能不足  

[1] 構造パターンへの未対応  
 提案した，発明の特徴に着目した検索語抽出

方法は，構造を持たない形態素の連続パターン

に基づき，発明構成要素の機能・作用を説明す

る文字列を特定する．しかし実際には，図 8 に
示すように，不連続のパターンで特定できる文

字列も存在する．したがって，現状では，特定

すべき文字列を特定できず，分類 (イ )に属する
結果が得られてしまうケースや，特定すべきで

はない文字列を特定してしまい，分類 (ウ )に属
する結果が得られてしまうケースが発生して

いる．この問題を解決するためには，構造パタ

ーンに基づくマッチング処理が必要となる．  
 
[2] 抽出検索語の位置付けの未考慮  
 提案した検索語抽出方法は，請求項記載語が

「発明の構成」を表し，請求項記載語の関連語

が「発明構成要素の機能・作用」を表すことを

前提としている．しかし実際には，関連語が発

明構成要素を表している場合がある．この場合，

図 9 に示すように，その関連語から，さらに機
能・作用を説明する文字列を特定しなければな  
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図 7. 検索実験で特許明細書から抽出された検索語の例



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
らない．したがって，現状では，抽出すべき関

連語を抽出できず，分類 (イ )に属する結果が得
られてしまうケースが発生している．この問題

を解決するためには，パターンにマッチした文

字列中の各語の位置付け (発明の構成，または発
明構成要素の機能・作用 )を判別する必要がある． 
 

【B】 特許明細書の特徴の不統一  
[1] 発明構成要素の機能・作用の記載の有無  
 提案した検索語抽出方法は，発明構成要素が

発明に及ぼす機能・作用が，明細書内で明確に

説明されていることを前提としている．しかし

実際には，説明されていない明細書も確認され

た．特許明細書には，発明の属する技術分野に

おける通常の知識を有する者が実施できる程

度に，発明が記載されれば良い．これは，非常

に専門的な語を使用しても，技術知識を有する

者は，その機能・作用を把握しているため，説

明は不要である，というようにも解釈できる．

このため，専門的な語に関する機能・作用の説

明の有無が，明細書ごとに異なり，手法 (2)では
発明の技術的思想を同定する関連語を抽出し

ているにも関わらず，分類 (ウ )に属する結果が
得られてしまうケースが発生している．  
 
[2] 請求項記載内容の妥当性  
 提案した検索語抽出方法は，請求項に発明の

構成が完全に記載されていることを前提とし

ている．しかし実際には，構成の一部しか記載

されていない請求項も確認された．例えば，請

求項には「特殊な形状の材料」が示されており，

発明の詳細な説明には「その材料の使用方法と，

そのように使用して初めて生じる効果」が示さ

れている明細書が存在した．この場合，発明の

構成の説明に不可欠な語が請求項に含まれな

いため，手法 (2)では発明の技術的思想を同定す
る関連語を抽出できず，分類 (イ )に属する結果
が得られてしまう．  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. まとめ  
本稿では，調査対象特許の明細書から，発明の特徴

に着目して検索語を抽出することで，発明の技術的思

想の類似する先願の特許明細書を，検索できることを

示した．実際の特許審査に基づく検索実験を実施した

ところ，請求項のみから検索語を抽出する方法や，明

細書全体から検索語を抽出する方法よりも，精度の良

い検索を実現できることを確認できた．これは，出願

の権利化拒絶や，特許取消しの理由となる先願の特許

明細書を調査する場合に，有効であると考えられる．  
今後の課題としては，請求項記載語に関する関連語

の抽出精度を向上させるための，構造パターンに対応

したパターマッチング処理方法や，パターンを構成す

る各語の位置付けの判別が挙げられる．また，特許明

細書の特徴の継続調査と，現状の提案手法では効果が

得られない明細書への対応方法の検討が挙げられる．  
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図 9. 関連語が発明構成要素を表す文字列の例

図 8. 形態素の不連続パターンにマッチする文字列の例
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