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［要約］ 

１．はじめに 

  研究開発者や技術者が自らの研究開発に着手する時に、先行技術調査として調査す

るツールのなかでは、特許情報は高い地位を占めている。これは、特許が出願されて

から１年半で公開されることと、特許明細書にはその技術内容を研究開発者や技術者

（特許法上では当業者）が容易に理解できる程度に記載されているので、特許情報は

コンペチタの動向や技術のベクトルを知る上での貴重な情報源とみなされているか

らである。この貴重な特許情報は、年間数十万件づつ発行されるので、これらを特許

的に検索することを目的として、国際的に共通の国際特許分類によって特許が分類分

けされているが、一般的な研究開発者や技術者にとって、国際特許分類はあまりなじ

みのない分類となっている。特に、工作機械業界は他の産業に比較すると中小企業が

多い業界で、特許の専門家も少ないと予想される。このような、工作機械業界の研究

開発者や技術者は情報収集の一環として、特許情報を自ら利用せざるを得ず、その特

許専門用語になじんでいない一般の研究開発者や技術者にとっては、先行技術調査の

ための特許情報の検索は情報源として取り扱いにくく、利用したいと言う意思を阻害

する原因となっていると思われる。このため、工作機械業界の一般的な研究開発者や



技術者が簡単且つ精確に先行技術を調査できるシステムの構築を目的として、本調査

研究を実施し、その成果の一つとして、研究開発・設計に携わる技術者向けの特許情報

データベースを構築した。 

２．研究組織 

  日工会技術委員会技術開発部会に「先行技術調査支援システム構築に関する調査研究

専門委員会」を設け、特別委員として、弁理士及び知的財産関係の有識者を交え、日工

会会員の企業委員により調査研究を実施した。詳細は本編を参照。 

３．調査研究の内容 

3.1 先行技術調査支援システム及び特許データベース構築にあたっての留意点 

3.1.1 工作機械産業に先行技術調査支援システムを必要とする理由 

  工作機械の歴史は、軍需戦略の歴史でもある。米・英等は、軍需戦略上の観点から

一貫して工作機械の研究開発を推進し、数値制御装置(NC)、マシニングセンタ(MC)、

フレキシブル生産方式(FMS)、トランスファーマシン(TR)等の画期的な大特許発明を創

出し、わが国にも特許出願した。これらの基本特許群により我が国の工作機械産業は

壊滅的打撃を受けると危惧されたが、幾つかの思わぬ幸運と当業界各社個別の特許対

策活動が功を奏して、その権利行使能力は極く一部にのみ及んで大きな影響は発生し

なかった。特許権を武器とする外国企業の市場支配を辛くも免れると同時に、わが国

工作機械の輸出が可能となり、輸出比率は約 50％に達し、対米輸出自主規制時代には

各社がこぞって対米進出を遂行するなど各社の血の滲む努力の結果、生産高世界一の

地位を 23 年前に獲得して、現在でもその地位を維持している稀有の産業である。更に

我が国のユーザ産業にも知的財産権の対価や対策費において多大の経済的効果をもた

らした。 

日本工作機械工業会は、1967 年頃以降の工作機械関係の世界特許を網羅的に徹底調

査して重要特許を抽出し、最重要と認定した特許(現在で約 9,000 件、今後も継続予定)

については図面入りの抄録(近時は電子データ化)を作成するなどの地道な努力を会員

主要各社と共に実践し、その結果を公表するなどして折に触れて業界の教育活動を行

った。この調査・教育活動により、工作機械に関する重要発明が業界の共通財産とな

り、内外国の主要特許の権利解釈を共有化することによって深刻な特許紛争発生が表

面化することを防止できた。 

知的財産権に関する企業経営にはその排他独占権を攻撃力として戦う「攻撃型知的

財産経営」(「プロパテント経営」と呼ぶ)と、知的財産権の防護力を確かな技術を保証

する手段とする「防護型知的財産経営」がある。前者は勝敗が存亡に係り、後者は共



存と共倒れの狭間にある。工作機械の経営は上記の歴史的な流れから必然的にもたら

された結果かもしれないが、後者の範疇に入る会社が多い業界である。しかしながら、

後者は研究投資を省略する虞があり、知的財産戦争への戦闘力も弱体化する。「共存・

共栄」社会でも常に先行技術に関する知見を高め、確かな技術を更新し続けなければ

生きていけない弱肉強食の時代であることは論を待たない。 

 3.1.2 我が国の工作機械に関する研究開発 

   我が国は、戦後一貫して国策としての軍需用生産技術の開発を放棄したままである。

工作機械を主たる研究テーマとする大学や研究機関は少なく、我が国オリジナルの研

究論文も少ないことは、前述の大特許発明が全て米英発であることからも明らかであ

る。我が国の研究者は約 76 万人(2003 年)で、その約 66.7％は民間である。工作機械の

純粋な研究者は 3000 人にも満たないであろう。この陣容でもって、欧米や躍進の著し

い中国、インド、韓国等と次世代工作機械の開発競争に勝ち、特許戦争に勝ち抜くに

は現実を直視して危機感を煽るほかないであろう。知的財産戦略大綱やその法令、推

進計画等は、知的生産物とその流通に重点があり、次世代のモノづくり技術(次世代工

作機械等)をどうするかについての言及がない点については、政府としては止むを得な

いことではある。我が国では中世の昔より農作物等の産品は極端な買い手市場である。

モノづくり技術は生産者まかせであり、その智慧は買手や施政者の利益をもたらすの

みであることは歴史が証明している。このような買手市場型経済環境では、工作機械

に関するわが国発の大発明は期待が持てることが非常に少なく、プロパテント経営へ

の転換は当分無理であろう。ただし、次世代の技術の一つでもあるラピッドプロトタ

イピング技術の発明は日本発の大発明であり、最近の日本の他の産業界の基本的な発

明が日本発となっているものが出始めている傾向を見ると、今回の日本政府が発行し

た「知的財産取得・管理指針」は時宜を得て、我が国産業界の経営者、特に工作機械

業界の経営者に警鐘を鳴らしていると言える。 

3.1.3 工作機械業界の特許管理 

  先般、工作機械工業会会員に対し、知的財産に関するアンケートを行った。会員 88

社（当時）中回答は 63 社、回答率は 72％であった。アンケート集計結果によると、知

的財産の専任者を置いている会社は 27 社、41.5％であり、内専任者が 2 名以下の会社

が 11 社、専任者を置いていると回答のあった会社の 40.7％であり、他の業界と比較し

て専任者がいたとしてもその人数が極めて少ない会社がかなりのパーセンテージを占

めている。年間の国内特許出願が 10 件以下の会社が 31 社、49.2％であり、年間の外

国出願が 5 件以下の会社が 31 社、49.2％である。このような知的財産投資が極めて少



ない業界であるから当然の帰着として防護型知的財産経営となっている。生産高世界

一の 1 兆円産業は奇跡と思われるであろう。 

  当業界の知的財産経営は、日本工作機械工業会によって重要外国特許の内容検討を行

い会員各社の工作機械メーカに周知したこと、徹底した特許調査により会員内の特許

紛争の表面化を予防したことと、特許紛争発生時に於ける相手に優しい円満な和解に

努める土壌を形成したこと等に起因するものであるが、この平穏・平和な経営は永遠

ではあり得ない。我が国工作機械産業が「輸出比率 50％」、「生産高世界一」の美名に

酔い、知的財産権という軍備を怠ると、わが国工作機械産業の衰退もあり得るであろ

う。上記のアンケート結果が奇しくもその予言の可能性を示唆していると指摘できる。 

3.1.4 我が国工作機械産業を次世代も躍進させる知的財産戦略 

  中小企業が他産業に比して比較的多く過当競争の激しい当業界の経営者が知的財産

部門を拡充したり、特許出願を増大したり、先行技術投資を大拡充することは困難で

あると思われる。現状を放置しておけば、日本の基盤産業である工作機械業界が生産

高世界一を今後も維持できなくなることは明らかであり、そのためには、特許出願や

特許管理に着目するのではなく、その大本となる発明者に目を向けなければならない。

それは研究開発者の知見を高めることである。研究開発者が積極的に先行技術を調査

し、知見を高め、技術動向を知り、発明に積極的にアプローチすることが肝要である。

それには研究開発部門の自主調査を支援する専用のシステムが必要である。 

3.1.5 工作機械業界における先行技術調査の実態 

  当業界における先行技術調査は知的財産権の取得を目指すとき、権利を主張する(さ

れた)とき、新製品を開発するとき、知見を得るとき等様々な目的をもって行うが、そ

の目的と調査の実態は知的財産部門と研究開発部門では大いに異なる。（表 3.1.1 参照） 

  現在における調査の実態は、知的財産部門は「人手不足でサーチがやれない」、研究

開発部門は「分からないからサーチができない」のである。 

表 3.1.1 現行システムによる部門別の調査の内容、目的及び実態 

 
調査の内容 出願時の調査 紛争時の調査 発明届出調査 開発時の調査

調査の目的
無駄な出願の
排除

権利に関する
紛争の解決

発明の価値の
評価

目標に関する
知見の獲得

調査の実態
弁理士等の専
門家に調査と
鑑定を依頼

知的財産部門 研究開発部門

 

 やればできる
が人手不足で
やれない

操作は複雑、
回答は膨大で
調査ができな

同左
 

3.1.6 研究開発者のキーワードの考察 

   当工業会の技術委員に対し、「どのようなキーワードにより先行技術調査をしたい

か」とアンケート調査した。その結果、工作機械の研究開発者が求めるキーワードは



「工作機械の研究開発の現場用語」でかつ「具体的課題」である。これらのキーワー

ドは工作機械の専門家が作成した特許明細書に高い確率で使われている。 

  研究開発者が求める検索キーワードは「具体的課題」の羅列であり、思考の論理体系

化に難がある。 

   そのため、まず一般的な工作機械関係の分類体系を調査し、①JIS 用語、②日工会分

類、③生産用語辞典に的を絞って、研究開発者のキーワードを当てはめて、詳細に解

析すると、次のような欠点が存在することが判明した。即ち、 

○1 JIS 用語：加工方法を柱とした階層的展開が比較的容易ではあるが、加工方法とそ

の関連の装置、手段類との関連づけに難点がある。 

○2 日工会分類：知的財産部門の視点による分類である。工作機械とその技術が分類中

に混交し、上位概念から下位概念への階層的展開に難がある。 

○3 生産用語辞典：装置単位としての展開には適切かもしれないが、先行技術調査テー

マとしては下位概念の羅列となる。 

  結局、研究開発者が求める検索キーワードは「具体的課題」の羅列であり、思考の論

理体系化に難があり、これを①JIS 用語、②日工会分類、③生産用語辞典などに従って

分類分けしても、上記のような問題点が存在するので、研究開発者がキーワードを思

考理論体系にまず、着目する必要がある。即ち、研究開発者が正確で疎漏のない調査

をするには、図 3.1.1 に示すように、キーワードをハイアラーキー的構成(階層的構成)

に変換する必要がある。 

   具体的課題の羅列       思考の階層化          

                   調査目的 

                           装置・手段 

                          機械・システム 

                          課題・目的 

                          加工の種類 

アンケート

の回答 

①②③④⑤ 

・・・・・ 

                  思考の方向 

           図 3.1.1 キーワードの階層的構成 

  これらの、装置・手段、機械・システム、課題・目的、加工の種類に合せて研究開発

者が考えたキーワードを振り分けると共に、キーワードとして不足する部分を補って

キーワードの階層的構成を考えた。（表 3.1.2 参照）。これを基にして、次項で詳説する

システムを構築した。 

 



表 3.1.2 研究開発者キーワードの階層 
1 次キーワード 

加工の種類 

二次キーワード 

加工の課題・目的 

三次キーワード 

機械・システム 

四次キーワード 

装置・手段 

・旋削 

・研削 

・複合加工(ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝ

ﾀ加工を含む) 

・フライス加工 

・穴あけ 

・中ぐり 

・切断 

・表面仕上げ 

・歯車加工 

・特殊加工 

・精密・超精密加工 

・高速・超高速加工 

・鏡面加工 

・自由曲面加工 

・「複合加工（旋削＋ミ

ーリング）」 

・「複合加工（マシニン

グセンタ）」 

・nm レベル加工 

・微細・微小加工（小さ

いものを加工する） 

・環境対応加工 

・環境対応（省エネ、油

剤使用量削減、騒

音） 

・自動化・省力化 

・特殊加工（レーザ、放

電、電解） 

・ 切 断 加 工 （ 砥 石 切

断、パイプ切断、ソ

ーイング） 

・表面仕上げ（ホーニ

ング、ラップ、他） 

・その他の課題・目的 

・旋盤 

・研削盤 

・その他の NC 機 

・マシニングセンタ 

・複合加工機 

・穴あけ加工機 

・中ぐり加工機 

・切断加工機 

・表面仕上げ加工機 

・歯車加工機 

・生産・加工システム

（FMS・CIM・FTL） 

・非金属加工機 

・放電加工機等の特殊

機 

・その他の機械・システ

ム 

・主軸 

・ベッド 

・コラム 

・テーブル 

・取り付け具・冶具 

・カバー 

・送り・駆動系 

・回転・旋回駆動系 

・工作物の交換・搬送 

・工具台・交換・割出 

・潤滑の手段・潤滑剤 

・熱等の補正手段 

・リニアモータ駆動 

・パラレルメカニズム 

・システム制御・管理 

・ネットワーク 

・CAD・CAM・プログラ

ム 

・機上計測・設定手段 

・環境対応機器・手段 

・その他の装置・手段 

3.2 先行技術調査支援システム特許データベースの仕様 

3.2.1 特許データベースの要件及び制限 

本特許データベースを構築する上での要件及び制限は下記の通りである。 

・利用者は企業内の研究開発に携わる人物を主な対象とする。 

・本システム利用の主な目的は、利用者が研究開発の助けとして先行技術調査を行

うものであり、先行技術調査のためのシステムであることを前提にしていること

から、それ以外の調査には用いるべきでない。 

・特許データに関しては、日本工作機械工業会技術委員会内の特許調査専門委員会

において抽出した工作機械に関する重要特許をもとに登録されている特許抄録よ

り、該当する特許を検索する。 

・先行技術調査を行う上での、固定キーワード検索機能及び全文検索機能を提供す

る。なお、固定キーワードについては、技術の変遷に対応して、変更・追加が可

能なシステムとして設計する。 

 



・ウェブページをユーザインタフェースとしたシステムを構築するが、現段階では

データベースと内部インタフェースの妥当性を確認するためのサンプルモジュー

ルに止めることとする。 

3.2.2 特許データベースの仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1 キーワード検索画面 

図 3.2.1 は特許データベースのキーワード検索画面である。本検索画面では、各カテ

ゴリーのキーワードを選択することにより、該当する技術分野の特許を絞り込むこと

ができる。各カテゴリーおよびキーワードは表 3.1.2 を参照。 

また、ここでは検索対象とする特許国を選択することができる。画面では日本特許

が選択されているが、米国特許のみ、あるいは日本・米国両方を検索対象することも

可能である。さらに、検索対象特許を出願日により絞り込むことが可能である。 

表示されているキーワードの位置関係は、縦の列が OR 関係、横の列が AND 関係に

なっている。例えば、Ａ．加工方法の［旋削(94)］と［研削(93)］をクリックした時、

条件項目が（旋削）OR（研削）になる。また、Ａ．加工方法の［旋削(93)］とＢ．課

題・目的の［精密・超精密加工(32)］をクリックした場合は、条件項目が（旋削）AND

（精密・超精密加工）になる。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.2 キーワード選択画面① 

各キーワードの右側にある件数は、そのキーワードに該当する特許の件数を示して

いる。例えば、キーワード項目のボタンを１つだけ押した場合は、キーワードの横に

書かれている括弧の数字が、選択件数、画面右上の該当データ件数に反映され、すべ

て同じ数字になる（図 3.2.2）。 

   また、同一グループのキーワードを複数選択した場合は、キーワードの横に書かれ

ている括弧の数字が、選択件数、該当データ件数に反映され、ボタンを押したグルー

プの選択件数は、選択した件数の延べ値、該当件数は、選択したキーワードが含まれ

ている特許の件数となる。 

   異なるグループのキーワードを複数選択した場合は、キーワードの横に書かれてい

る括弧の数字が、選択件数、該当データ件数に反映され、ボタンを押したグループの

選択件数は、それぞれのグループに選択した件数の延べ値、該当件数は、条件を満た

すキーワードが含まれている件数となる。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.3 キーワード研削結果一覧表示画面 

   前述のようにキーワードを選択して特許を絞り込んでいき、図 3.2.1 の画面右上にあ

る一覧表示ボタンを押すと、図 3.2.3 のような検索結果の一覧が表示される。初期画面



においては、公開番号の昇順に特許が並んでおり、１ページにつき表示される件数は、

20 件までとなっている。また、図 3.2.3 右側にある抄録ボタンをクリックすると、特

許の抄録が HTML 形式で表示される（図 3.2.4）。以上が、キーワード検索の概要であ

る。この他にも、本データベースには全文検索機能が備えられ、フリーキーワードに

よる検索が可能となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.4 特許抄録画面（HTML 形式） 

3.3 今後の課題 

3.3.1 タイムラグと専任者の設置 

  検索できるデータは公開後１年～３年を経過したタイムラグのあるものである。これ

は前述した元となるデータベースの一部は、日本工作機械工業会で過去に調査して蓄積

してきたデータの蓄積方法が、２年分をまとめて選定し１年をかけて抄録を作成、キー

ワードを設定、データを準備、各会員企業へデータを送付、各会員企業で社内イントラ

ネットの設定作業を行う、という流れになるためである。インターネットでの運用がで

きれば、後半の段階が短縮可能であるが、全体でみればそれほどの短縮にはならないし、

インターネットを利用できない企業もあることから、まず、イントラネットでの運用が

当面は現実的であろう。さらには、このような最新の公開データが無いことが「先行」

技術の調査として許容できるのか、評価が必要である｡その結果によっては、今後選定

範囲を１年ずつに分割したり、抄録の作成期間を短縮したほうがよいかもしれない。 

3.3.2 分類の精度 

今回本データベースで機械的に処理して付与することが不可能であるため、人手によ



って分類を付与する必要がある。分類付与者の知識レベルによって分類に偏りが生じる

と検索精度にも影響が及ぶため、分類付与にあったては個人差が現れないように分類付

与のためのガイドラインなどを作成する必要があると考えられる。 

さらに、現時点でキーワードを適切なものにすることができたとしても、今後の技術

の進歩などにより、適切なキーワードは変化していくことが予想され、キーワードを改

訂できる体制が必要となる。また、キーワードの構成を改訂したとき、それ以前のキー

ワードで蓄積したデータをどうするか等の検討課題が生じるので、こうした検討課題に

対処できる体制確保が必須になると思われる。 

3.3.3 データベースの使い易さと普及活動 

今回データベースの構築にあたっては、前述の日本工作機械工業会会員会社から選抜

された特許専門家でその仕様を検討したが、実際に使用するユーザの意見は多様である

と考えられる。今後、実際に使用するユーザの要望・改良点を上手に採取・整理し、①

調査結果の特許 MAP 化機能や分析機能の追加、②既存の DB（IPDL）とのリンクとそ

の相乗活用、③業界メタ情報の付加等の機能などを今回構築した先行技術調査支援シス

テムに追加してそのバージョンアップをはかる必要があると考えられる。 

3.3.4 利用環境の構築 

  技術者に有効活用してもらうためには、技術者が容易に理解できるマニュアルの製作

が必要と考えられる。マニュアルには、単なる操作方法のみでなく、検索時のノウハウ

的な要素が上手く表現するひつようがある。さらには、技術者が適切な目的で使用する

ように、どの様なデータが蓄積され、どの様な調査に適しているかについてもマニュア

ルに明記しておく必要がでてくる。 

４．おわりに 

当業界はカメラや家電業界を目指して特許出願を増大する必要はないであろうが、学

界、ユーザ業界、国策として工作機械の研究開発を進めている国等の発明や技術論文を

先行技術として吸収し、知見を高め、確かな技術をスパイラルアップしなければ、技術

革新の激しい世界をリードし続けることはできない。 

 その意味で、当業界の各会員が年間の特許出願件数と特許登録率の目標を設定し、そ

れを実現可能にする手段として本「先行技術調査システム」の活用を推進していただけ

れば、幸いである。 

以上 

  
          この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 


