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ワイズ特許サービス株式会社 

数値範囲・単位検索 完全マスター編 

ぱっとマイニングＪＰ 活用ガイド 

 
２０１８年７月２３日 

表紙 



１－１：「数値範囲・単位検索」機能とは 
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• 「１０キログラム」のように、数値と単位が並んだ表記を検索することができます。 
 

• 「４００ナノメートルから４５０ナノメートルの周波数」などのように、数値の範囲を限定し、その範囲に含ま
れる数値が記載された公報を抽出することができます。 
 

• 長さ、厚み、重量、容量、周波数、濃度、比率など、数値が限定された請求項や実施例を探すことができます。 
 
 

• 「文書一覧」「簡単抽出」「近傍検索」で活用できます。 

「数値範囲・単位検索」は、組成・成分、パラメータを記載した公報、数値&単位の組み合わせで抽出できる機能
です。 



２－１：「文書一覧」で数値範囲・単位検索する 
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６段目の入力欄は、
数値＆単位専用 

「範囲値」を選択した場合
は、左に最小値を入力 

右に最大値を入力する 

プルダウンで 
単位を選択する 

※ 単位の設定は、「システム」→
「辞書設定（単位設定）」で 
ご確認ください。 

長さ・厚み・重量・容量・周波数
など、数値と単位で公報を抽出！ 単独値 

範囲値 

単独値（＊＊メートル以上 など、単独の値を指定）と、 
範囲値（＊＊％～＊＊％ など、最小と最大の値を指定）
による抽出が選択できます。 



２－２：「文書一覧」で数値範囲・単位検索する 
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「４ボルトの電圧」 
について記載している公報を抽出する場合、 
下図のように入力すると、 
「４ボルト」「４Ｖ」「４．０Ｖ」が記載された公報を抽出することができます。 

「ボルト」と「Ｖ」など、異なる表記の単位でもヒットします。 
「文書ブラウザ」で確認すると、該当数値単位がハイライト表記されます。 
 

ヒット！ 



２－３：「文書一覧」で数値範囲・単位検索する 
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「電池寿命をのばすために、満充電・満放電を
避け、全容量の７～９割の容量で充放電する制
御方法」 
について記載している公報を抽出する場合の 
検索例です。 

ヒット！ 



２－４：「文書一覧」で数値範囲・単位検索する 
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数値範囲＆単位検索は、条件式の１～５
段目でも行うことができます。 
 
「４ボルトから１０ボルトの電圧値で、 
７０％～９０％の容量を満たす」 
という制御を記載している 
公報を抽出する場合、 
上図のような入力によって 
検索することができます。 

ヒット！ 



２－５：「文書一覧」で数値範囲・単位検索する 
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単位を入力すると、
関連する単位が選
択候補になる 

単位ではない文字
を入力すると・・・ 

入力した文字を含
む単位と、その関連
単位が表示される 

単位の入力欄には、候補となる単位を絞り込んでくれる、単位検索機能
が搭載されています。 
単位検索機能は、次のような３種類の動作をします。 
 
1.  単位入力欄を空白にしたまま、プルダウンをクリックすると、「辞
書設定（単位設定）」に記載されている単位が全て表示されます。 
候補の中から選択してクリックすると、選択した単位が入力されます。 
 

2.  単位入力欄に「キログラム」などの単位を入力してからプルダウン
をクリックすると、「トン」や「グラム」など、「キログラム」に関
連する単位だけが表示されます。 
 

3.  単位入力欄に、たとえば「バ」など、単位ではない文字を入力する
と、「バ」という文字を含む単位（部分一致で抽出）と、その単位に
関連する単位だけが表示されます。 

単位入力の補助機能
をご活用ください。 



３－１：数値範囲・単位検索の設定方法 
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数値＆単位検索 

以上、未満などを設定 
数値を範囲で設定する場合はここをクリック 

「を含む」・・・「５～２０％」など、設定外の数値範囲を含む 

「に限定」・・・「５～２０％」「１５～５０％」などの設定外の数値範囲は含まない。 

１．「単独値」か
「範囲値」を選択 
 
２．単位を選択 
 
３．数値を入力 
 
４．「以下」か「未
満」などを選択 
 
５．「に限定」か
「を含む」を選択 



３－２：数値範囲・単位検索の設定方法 
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「を含む」・・・「１５～３５％」など、設定外の数値範囲を含む 

「に限定」・・・設定外の数値範囲は含まない。 

０％ １０％ １００％ ３０％ ５０％ 

「以上」「未満」や「を含む」「に限定」を組み合わ
せることで、詳細な検索・抽出が行えます。 

※ 最初の数字の直後の単
位は省略されていても検
索できます。 

 
※ 小数点以下１０位くら

いまでは正常に認識する
ので、実用的には意識し
なくても問題ありません。 

 
※ 数値入力時には漢数字

を使用できません。 
 

文書中の漢数字について
は、直後に単位があるも
のだけを数字として認識
します。 

 
※ マイナス値にも対応し

ています。 



３－３：数値範囲・単位検索の設定方法 
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「０．６≦α≦０．９」は、「 ０．６
≦ 無限大」と「マイナス無限大≦０．
９ 」に分けて認識します。 
 
「０．６から０．９まで」とは認識し
ませんので、ご注意ください。 
 
「６メートル以上」という記載は、
「６メートルから無限大まで」と認識
して検索します。 
 
「３０％未満」は、「マイナス無限大
から２９．９９９９・・・％まで」と
認識して検索します。 
 

「１０％以下」は、 
「マイナス無限大（％）～１０％まで」と認識する 

「３０重量％以上」は、 
「３０重量％～無限大（重量％）」と認識する 

「０．６≦α≦０．９」は、「 ０．６≦ 無限大」と「マイナス無限大≦０．９ 」に分けて認識する 

公報に記載された 「＞」 「＜」 「≦」 「≧」 の記号（不等号）に対応 



３－４：数値範囲・単位検索の設定方法 
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「３６０ｋｍ／ｈ」というように、数値・単位、または単位・数値の順の記載だけでなく、 
「時速３６０ｋｍ」のような単位・数値・単位という順の記載にも対応しています。 

「時速３６０ｋｍ」は「３６０ｋｍ／ｈ」と認識する 

「時速３６０ｋｍ」のように、単位の間に数値が存在するような表記に対応 

ヒット！ 



３－５：数値範囲・単位検索の設定方法 
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☑ 単位の登録画面は、［システム］＞
［辞書設定 （数値＆単位 単位マスタ
設定）］で単位マスタ画面を開き、「単
位設定」タブをクリックします。 
 
☑ 「１トン」と「１０００キログラ
ム」を同じ行に記載しておくと、検索条
件に「トン」を選択した場合に、「キロ
グラム」で表記した公報もヒットします。 
 
☑ 辞書に記載されていない単位は、新
たに登録することができます。 
 
☑ 新しい単位を登録する場合は、空欄
の行をダブルクリックして入力します。 
 
☑ 摂氏と華氏のように０基準が異なる
単位変換には未対応です。 
 
☑ 単位の登録の際は、必ず数字と単位
を入力します。 
 
※ システム辞書はアップデート時に上
書きされる可能性があるため、新しい単
位の入力は、ユーザー辞書に登録してく
ださい。 

単位マスタ設定：単位の表記が異なる同一の値を１行に列挙。 
ユーザによるメンテも可能です。 

単位変換の機能もある 



☑ 登録画面は、［システム］＞［辞書設定（数値＆単位 
単位マスタ設定）］で単位マスタ画面を開き、「範囲記述設
定」タブをクリックします。 
 
☑ 新しいワードを登録する場合は、「編集］ボタンをク
リックし、ワードを記載するとともに、該当するチェック項
目にチェックを付けます。 
 
☑ 「約」や「平均」などのように、範囲を示すワードでは
なく、無視したいワードの場合は、すべてのチェックをはず
しておきます。 

３－６：数値範囲・単位検索の設定方法 
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「編集」ボタンを
クリック 

登録するワードを入力 

該当する項目に
チェックを付ける 

範囲記述設定：数値の範囲を示す記述をここで登録 



３－７：数値範囲・単位検索の設定方法 
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チェックを付けな
いと、無視ワード
になります 

「約２０％～約３０％」と
いう表記の「約」という語
のように、 
数値範囲において 
無視したいワードの設定 



３－８：数値範囲・単位検索の設定方法 
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「文字一致」（部分一致）と 
「ワード一致」（前方一致）を選択 

  グループ有効 
（チェックあり） 

グループ無効 
（チェックなし） 

文字一致 部分一致 部分一致 

ワード一致 前方一致 完全一致 

たとえば、Ｆターム「3D232 CC」を 
抽出条件とする場合 

  グループ有効 
（チェックあり） 

グループ無効 
（チェックなし） 

文字一致 ヒット ヒット 

ワード一致 ヒット ０件 

分類コードを抽出条件とする場合は、「文字
一致」 「ワード一致」は以下のように動作
します。 
 
  「文字一致」 ・・・部分一致 
  「ワード一致」・・・前方一致  
 
「グループ有効」のチェックをはずすと、 
 
  「文字一致」 ・・・部分一致 
  「ワード一致」・・・完全一致 
となります。 

【参考】 文字一致とワード一致の動作のちがい 



４－１：「簡単抽出２」で数値範囲・単位検索する 
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「簡単抽出２」では、 
「Ｃ：０．０１５質量％以下、Ｓｉ：０．０５質量％以上
０．４０質量％以下、Ｍｎ：０．２０質量％以上０．４０
質量％以下・・・」のように、 
複数の組成とパラメータの組み合わせを記載した公報を抽
出することができます。 



４－２：「簡単抽出２」で数値範囲・単位検索する 
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ワードと数値の間の文字数
の上限を指定 

ワードと数値単位の表記順を
切り替えることができる 

【順序】 
ワードと数値単位の記述順の指定を次の３種類のパターン
から選択できます。 
キーワード・数値単位の順 ・・・ 炭素：１５％  
数値単位・キーワードの順 ・・・ １５％の炭素 
前後どちらでも良い ・・・ 上記のどちらの記述でもヒッ
トします。  

最大６件まで抽出条件が
入力できる 

抽出条件間を、 
AND か OR で 
切り替えられる 

『ワード一致』と『文字一
致』が切り替えられる 

【ワード一致と文字一致】 
「Ｃ：１５％」と「ＣＯ：１５％」を区別したい場合は、
「ワード一致」を選択します。 

「簡単抽出２」の設定のいろいろ 



５－１：「近傍検索」で数値範囲・単位検索する 

1. 「各種分析」タブの【近傍検索】をクリックして起動する 
 

2. 分析ウィンドウがメインウィンドウとは別のウィンドウで表示される 
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２．クリック 

１．クリック 

近傍検索ウィンドウ 

「近傍検索」はワードの順番と距離を
指定して、ヒットした文章を一覧表示
することができます。 



1. 「分析対象」にしたい項目にだけチェックを入れる 
（右クリックメニューで全チェックなどが選択できる：右図参照） 
 

2. 「前方ワード」「メインワード」「後方ワード」の各欄にワードを 
入力する（文字は全角で）（メインワードだけでも検索可能） 
 

3. 分析実行をクリック 
前方ワード、メインワード、後方ワードの順に記載されているセンテンスを抽出 
して一覧表示する 

５－２：「近傍検索」で数値範囲・単位検索する 
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３．クリック 

１．分析対象とする
項目を選択する 

２．ワードを入力 

ワードを使用している 
センテンスが表示される 

分析対象上で表示される
右クリックメニュー 

「＋」「＆」「（カッコ）」や、半角
スペースを含むキーワード、
半角文字を検索対象にしたい
場合は、ダブルクォート（” “）
で囲む 



1. 「前方検索深さ」・・・メインワードと前方ワードの間の最大文字数を指定。チェックを入れると有効になる。 
 

2. 「後方検索深さ」・・・メインワードと後方ワードの間の最大文字数を指定。チェックを入れると有効になる。 
 

3. 「ワード一致」・・・完全一致。（辞書に記載されているワードとの一致） 
 

4. 「文字一致」・・・前方一致 
 

5. 「グループワード有効」・・・グループワード辞書を有効にする。（類語を有効にする） 
 

6. 「前後両方のワードで抽出」・・・前方ワード、後方ワードの両方が記載されているセンテンスだけを抽出。 
7. チェックをはずすと、前方ワード、後方ワードのどちらかが記載されていればヒットする。 

 
8. 「文末を認識」・・・「。（句点）」を認識することにより、一文中にすべてのワードが記載されているセン

テンスだけを抽出する。 

５－３：「近傍検索」で数値範囲・単位検索する 
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「近傍検索」の設定のいろいろ 



５－４：「近傍検索」で数値範囲・単位検索する 
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どんなパラメータが記載されているか、手早く確認！ 

メインワードに単位を入れてみる 

ヒットした公報の一文がそのまま一覧表示される点が「近傍検索」の大きな特徴 



５－５：「近傍検索」で数値範囲・単位検索する 

22 

ワード入力欄で数値と単位を入力する場合は、以下の入力規則となります。 
 
 例：１０トン を検索する場合 
   ・「と等しい」  ００１０トン 
            ※ 数値の前に「００」を付けてください。 
   ・「を含む」   １０トン 
   ・「以上」    １０トン-＊ 
   ・「以下」    ＊-１０トン 
   ・「から」    １０トン-３０トン （１０～３０トンを検索する場合） 
            ※ 両方の数値に単位を付けてください。 
             ※ ハイフンの左側に小さい方の値を入れてください。 
            ※ ハイフンは半角で入力してください。 
 
 
※  漢数字は文字として認識するため、数値設定としての入力にはご利用いただけません。 

 
※  ハイフン（－）、アスタリスク（＊）、カンマ（ , ）、ピリオド（ . ）は、単位として使用できません。漢数字は数値と

して使用できませんが、単位としては使用できます。  
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