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1．データベースへのアクセス 

 

オーストラリア特許を収録したデータベース（ＤＢ）としては、無料のものとして下記の

ような情報源が存在する。このミニガイドでは原則無料、かつ数年間にわたり安定運用さ

れている IP オーストラリアのＤＢと Espacenet の検索方法を紹介する。 

 

＊オーストラリア特許制度の詳細については、「世界の産業財産権制度および産業財産権侵

害対策概要ミニガイド」（３．補足）を参照されたい。 

 

◆IP オーストラリア （旧名称：オーストラリア知的財産庁）が運用するＤＢ 

1.1. AusPat 

1.1.1 運営母体 IPオーストラリア 

1.1.2 URL http://www.ipaustralia.gov.au/auspat/index.htm 

1.1.3 特徴 IPオーストラリアが運営する特許検索データベースであり、オーストラリ

ア特許公報（公開・登録）および実用新案公報の検索および閲覧が可能で

ある。収録状況については、

http://www.ipaustralia.gov.au/get-the-right-ip/patents/search-for-a-patent/s

earch-databases/auspat-data-coverage/ に記載があるが、下に収録状況

のページの一部を抜粋して掲載する。
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1.2. Espacenet 

1.2.1. 運営母体 欧州特許庁(EPO) 

1.2.2. URL  http://worldwide.espacenet.com/?locale=jp_EP（日本語画面） 

http://worldwide.espacenet.com/  （英語画面） 

1.2.3. 特徴  各国公報をパテントファミリ単位で収録する DB であり、オース 

トラリア公報（公開・登録）および実用新案公報の検索および

閲覧が可能である。 

 

1.3. Patentscope 

1.3.1. 運営母体 世界知的所有権機構(WIPO) 

1.3.2. URL  http://patentscope.wipo.int/search/ja/search.jsf  (日本語画面) 

   http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf  (英語画面) 

1.3.3. 特徴  国際公開特許を中心に世界各国の特許データを収録。Help の 

National Collections - Data Coverage より各国の収録状況を確

認できる。 
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2．特許の検索方法 

 

2.1. 検索画面の表示 
①IP オーストラリアＤＢ 

検索画面トップページはhttp://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/ にあるが、IPオー

ストラリアのトップページからたどる方法についても記載する。まず、IPオーストラリアの

トップページに行く（http://www.ipaustralia.gov.au/）。 

ウェブサイトの “SEARCH FOR A PATENT”が特許検索データベースの入口となる（下

図）。 
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ここを をクリックすると、次の画面が表示される。 

 
この画面で”search for patent information”をクリックすると、初回は、下のような Disclaimer

として免責に関する情報が表示されるが、同意し受け入れる場合には、Accept をクリック

する。 
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その後、Quick Search などの検索メニューが開く（下図）。検索メニューとして、ページ

上方に Quick、Structured、Advanced の 3 種類がある。 

番号検索など簡単な検索の場合には Quick Search、複数の条件を組み合せた検索の場合

には Structured Search、検索論理式を使いたい場合には Advanced Search といった使い分

けが可能である。 

 

6 

 



 

②Espacenet 

次に、Espacenetのトップ画面を紹介する。Espacenethttp://worldwide.espacenet.com/）

について、検索結果は英語となるが、インタフェースとしては、英語版と日本語版の両方

が用意されている。下記は英語版のトップページとなる。
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オーストラリア特許の検索を行う場合、番号検索であれば、下の Top 画面の検索窓に、

AU から始まる番号を入力して、Search をクリックすれば検索が行われる。または、トッ

プメニュー左上の”Advanced Search”を選択し、Advanced Search のメニューを表示させ

（下図）、下記赤枠で囲った“Publication Number”に “AU“と入力して他の検索項目を記入し

て、検索することで、オーストラリア特許・実用新案に限定した検索を行うことができる。 

 

 

 

以下、IP オーストラリアＤＢによる検索方法について説明する。 

 

2.2. 番号検索の方法 
下図は Quick Search のメニューであるが、ここに、Application Number あるいは Patent 

Number を入力し、検索することで、番号検索を行うことができる。 

例として Application Number AU200019358、Patent Number AU769293 を検索する場合

には、AU を除いた 200019358 あるいは 769293 を検索窓に入力し、Search ボタンをクリ

ックする。 
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検索結果として、下図のような形式で、検索結果が表示されるので、Application 番号（下

図の例の場合、2000019358）をクリックすると、詳細情報を見ることができる。 

 

 

 

詳細情報には、書誌情報、審査履歴、リーガルステータス、年金支払状況といった情報

が含まれる。また、Specification の部分を展開すると、PDF 公報へのリンクがあるので、

ここから、文献の詳細な内容を確認し、複写することが可能である（下図、赤枠部）。 
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2.3. キーワード検索 
単純なキーワードサーチは、Quick Search からも可能であるが、複数のキーワードを組

合せたり、キーワードのサーチ範囲について Abstract、Claim、Description から指定したり

する場合には、Structured Search を使用するのが良い。 

下図①のプルダウンメニューから“Claim (Full Text Only)”等を選択し、キーワードサーチ

する範囲を選択する。(ただし、これらのメニューがグレーアウトして選択ができないので、

あらかじめ、②のチェックボックスにチェックを入れて、テキスト検索ができるように設

定しておく。) 

複数のキーワードを設定する場合には、③の“Add search term”をクリックして、行数を追

加する。行と行の間の演算内容を AND、OR、NOT から選択して指定する。 

 

 

③ 

② 

① 
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2.4. 分類検索 
Structured Search や Advanced Search では、IPC 分類での検索や IPC 分類を指定した上

で、キーワードや日付などで限定を行った検索が可能である。以下では、Advanced Search

での検索について説明する。 

 

Advanced Search で使用可能な、検索フィールドは以下の通りである。 

 

 

 

これらの検索フィールドを下記の演算子を用いて検索式を構築することで、より複雑な

検索を行うことが可能である。また /n/ を用いることで隣接演算をおこなうこともできる

（例えば “HYBRID /2/ VEHICLE”）。ワイルドカードとしては 0 文字または複数文字に対応

している * と、1 文字に対応している ? が利用可能である。 

 

 

 

検索式を構築する際は、検索フィールドの前に IN をつける。例えば 
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VEHICLE? IN AB  ・・・要約中に VEHICLE または VEHICLES を含む 

B60R25/02 IN IPC  ・・・IPC に B60R25/02 を含む 

B60W* IN IPC   ・・・IPC に B60W の下位分類すべてを含む 

2005-01-01 TO 2005-12-31 IN FD・・・出願日が 2005 年 1 月 1 日～12 月 31 日 

 

となる（前述の通りキーワード検索を行う場合は、Include Full Text Search にチェックを入

れる必要がある）。分類検索に複数の検索フィールドを組み合わせた検索事例を以下に示す。 

 

 

 

上記の検索式では、IPC の H02J が付与されており、全文中（検索フィールド：FS）に HYBRID 

VEHICLE（HYBRID と VEHICLE の間に最大 2 文字）が含まれ、2000 年 1 月 1 日から 2012

年 12 月 31 日の間に出願されたオーストラリア特許を検索している。その結果、以下のよ

うな検索結果が表示される。 

 

 
 

検索式で用いたキーワード（HYBRID VEHICLE）がハイライトされていることが分かる。 
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2.5. 法的状況（リーガルステータス）検索 
特許検索結果のリストに、下図のように Application status のフィールドに FILED、

GRANTED、CEASED、LAPSED、EXPIRED といった表示がされ、法的状況を確認するこ

とができる。 

 
 

 

 

 

3．補足：オーストラリア知的財産制度情報入手先 

 

 世界の産業財産権制度および産業財産権侵害対策概要ミニガイド 

 http://iprsupprt-ipo.go.jp/miniguide/miniguide.html 

 特許庁:各国産業財産権法概要一覧表 

 http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/sangyouzasisankenhou_itiran.htm 

 特許庁:各国、地域の産業財産権庁または、機関に関する情報並びに産業財産権に関す

る制度の概要について 

 http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/sangyouzaisanken_gaiyou.htm 
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