
企業情報と特許情報を結合させた
知財分析・戦略ツール

Welcome to the 
business of certainty



知財検索・戦略のための包括的ソリューション

Orbis Intellectual Propertyは、全世界の特許情報
とグローバルの企業およびグループ企業情報を結合し
たはじめてのデータベースです。皆様の知財戦略業務

において、迅速な意思決定と効率的な対応をサポート
いたします。
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Orbis Intellectual Propertyのお役立ち分野

知財アナリストおよび研究者
ランドスケープ調査、グローバルまたは地域別トレン
ドの特定、個々の企業分析

• 特許、企業、資産評価、M&A、特許取引および訴
訟に関するデータの確認

• 競合先、業種、企業、地域、国のベンチマーク分析

• テクノロジーランドスケープやホワイトスペース分
析を通して特許のトレンドを特定

• 自社技術の新領域や競合先、ブロッキングパテント
の監視・分析・追跡

• 最新の買収および M&A 情報に基づいてイノベー
ションの確認

• 収益が見込める特定分野で事業を展開しているが、
必要な知財に欠けている企業を検索し、商業的アプ
ローチ

• 研究機関、技術部門および革新的組織など、提携パー
トナーの開拓

• 企業のイノベーションの能力、優先順位、ポートフォ
リオの長所と弱点、ポジショニングおよびパターン
を長期的にモニタリング

知財所有者
主要なトレンド、付加価値の高い特許、買収対象とな
り得る企業や事業者の特定

• 未公表、保留中または報道ベースの事案を含む買収
トレンドの特定

• 特許事務所、プレス発表、特許仲介業者のウェブサ
イト、特許オークションのウェブサイト、売買通知
代理人を情報源とする最新の特許取引の確認

• 自社のポートフォリオから付加価値の高い特許を検
索し、特許価値の推移の把握

• 最新のM&A事業や特許取引をもとに、買収対象と
なる可能性の高い企業の特定

• 市場への新規参入企業や成果をあげている参入企業
の経営陣や資本関係についての調査

• ライセンシー企業の財務または 
資本関係上の変化を監視して、ライセンス条件の見
直しの実施

• 知財を所有していない、または十分な数を保有して
いない特定の技術分野における見込みのある特許購
買者の検索

特許ポートフォリオ管理者
傑出したポートフォリオを素早く特定し、特許の収益
化と費用の削減

• 付加価値の高い特許の特定

• ライセンス契約、標準必須特許（SEP）、買収および
パテントボックス制度を通じた事業性分析

• 取り下げるべき価値の低い特許を選定し、 
費用の削減

• 技術的トレンドや価値を積極的にモニタリング

• 複雑な出資関係から、競合先企業に関する知られて
いない特許の発見

エコノミスト、税務署、知財専門家
革新的な企業、地理上の地域、投資家、購買者、事業
者の検索。過去の訴訟から最新の訴訟まで幅広く調査。

• 高度にイノベーティブで革新的な知財を基盤とする
企業や魅力的な技術をもった会社の特定・分析

• 世界中の特許取得や M&A 活動の追跡

• 国益となる重要なテクノロジーの所有権および取引
情報を追跡・モニタリング

• 特定の企業が基盤となる事業部門以外の分野で特許
を取得した技術のスピルオーバーの特定

• 知財を基盤とする国際的な投資フローの閲覧

• お住まいの国や地域で投資活動を行うために、成功
を収めることのできるイノベーティブな企業の調
査・誘致

• 訴訟履歴およびその判決結果の調査

• 現地法の改正、パテントボックス制度、税金の低い
シェルカンパニーを含む国際的な知財法の見直し



理想的なデータの組み合わせ

* 一部の国ではご利用いただけません。

特許情報 特許価値
評価

特許訴訟
情報企業情報

企業情報および企業の出資関係
• 世界 240万件の企業情報
• 企業の詳細な出資関係および実質的所有者（ベネ
フィシャルオーナー）

• 豊富かつ比較可能な企業レポート（26項目の貸借
対照表、26項目の損益計算書および 32種類の利
益率標準指標 *）

• 標準財務指標により、企業の世界基準での評価を実現
•  定性的スコアを含む財務力の測定基準
これらのデータにより、以下のことが可能となります。
• 企業グループの特許ポートフォリオ全体の確認、 
および子会社が所有する特許の特定

• 産業分類コード（NAICE、NACE、SIC）および 
特許分類（IPC、CPC、USPC）による 
トレンドの特定

特許訴訟情報
• 業界別特許訴訟データ分析
• ECFs, PACER, ITC, PTABなどに関連する特許訴訟
• 1980年以降の 35万件以上のグローバル IP訴訟
ファイル
これらのデータにより、以下のことが可能となります。
• 潜在的な訴訟リスクの特定
• 過去の訴訟結果から潜在的な訴訟損害賠償 /ロイヤ
ルティベースの特定

• 関心のある特許に関して訴訟が起きていないか積極
的な探索とモニタリング

• 地域別の訴訟成功例に基づいてポートフォリオを
整理

特許情報
• 106ヵ国の 7,000万件以上の全文を含む 

1億 3,800万件の特許情報 :

 — 法的地位の更新情報
 — 該当の管轄区域の異議申立書
 — 特許の所有権の変遷
 — 英語の全特許文書

これらのデータにより、以下のことが可能となります。
• 過去の特許から最新の特許までのアクセスおよび
分析（企業情報へのリンク有） 

• 企業の詳細な出資関係と紐付けられた特許取引の
確認およびモニタリング

特許価値評価
• 現在存続している全ての特許に関する世界中の特許
価値データ

• 25以上の指標に基づいた評価方法
• 過去 10年以上の評価データ
• 特許および企業の定性的なイノベーション指標 

これらのデータにより、以下のことが可能となります。
• 特許および企業の履歴を含む評価データの確認
• 変動の激しいテクノロジー市場を監視するための 
評価変動アラート機能の設定



無料トライアルは、bvdinfo.comからお申し込みください。

全世界の企業および特許に関する情報

強力な機能とデータ可視化ツール

Orbis Intellectual Propertyは、知財分析・戦略に
おける迅速な意思決定を促進させる情報提供を実現
いたします。

• 膨大な出願人情報（約 1億 3,800万件）が 240万
件の企業情報と紐づけられているので、特定企業や
特定企業グループの特許ポートフォリオをご覧いた
だく事が可能です。

• 特許の所有者タイムラインを提供するため、特許が
これまでいくつの所有変遷を経てきたのかなど、商
業的な価値トレンドや技術の新規性を評価すること
が可能です。

• 主要な地域における 45万件の特許訴訟情報　－判
決・和解・放棄・異議など広範な詳細情報ー　を収
録しています。

• 企業のM&A情報を通して、買収の際の無形資産と
しての特許所有権の変更を追跡することが可能にな
ります。同様に、特許単独の売買や譲渡による変更の

追跡、特定の分野や産業を指定した調査も可能です。

• 標準必須特許（SEP）情報の収録により、ポートフォ
リオや企業グループ全体にわたる技術標準やイノ
ベーションを特定することが可能です。

• 現在存続している全てのポートフォリオや特許価値
評価をご覧いただくことが出来ます。時間の経過と
ともに変遷する価値評価トレンドも追跡することが
可能です。

• 英語に翻訳された特許書類により、世界中の情報を
容易に検索し、比較することが可能です。

• 産業分類コード（NAICE、NACE、SIC）および技
術分類（IPC、CPC、USPC）により、スピルオーバー
の特定をサポートします。

• 8つの主要地域の特許訴訟情報を収録した新しい訴
訟データベース（日本・アメリカ合衆国・中国を含
む）を新しく追加いたしました。

条件を満たす特許および企業の検索
高度なブーリアン検索機能と日付範囲、企業の拠点、
所有者の構成、業種コードなど数百種類の検索条件
を活用することで、厳密なプロファイルを満たす企
業および特許を検索することが可能です。

競合先の特定と分析
競合先の検索および比較を迅速かつ容易に行うこと
ができます。地域、特許分類、技術、業種、その他基
準に基づいて、企業の技術革新の度合いを評価・測
定することが出来ます。

ランキング表の作成
特許登録件数または特許の総金額価値などのご希望
の変数ごとに、特許所有者、開発者または申請者の
上位 10社、20社、50社または 100社をランキン
グ形式で表示します。

データの可視化
グラフ、動的な企業構造、ピボット分析、ヒートマッ
プ、その他の可視化データと分析により、検索結果
を瞬時に理解することが出来ます。

データをもっと思い通りに
アラート機能のカスタマイズ、時系列検索のほか、
自分専用の変数や分類を作成してデータに
追加することが可能です。



お問い合わせ先
アルゼンチン
TEL: 54 (11) 5246 5072
buenosaires@bvdinfo.com 

オーストラリア
TEL: 61 2 9270 1499
sydney@bvdinfo.com 

オーストリア
TEL: 43 (1) 606 11 96 0
vienna@bvdinfo.com

ベルギー
TEL: 32 2 639 06 06
brussels@bvdinfo.com 

ブラジル
TEL: 55 11 2348 5176
saopaulo@bvdinfo.com

中国  

TEL: 86 10 8515 2255 
beijing@bvdinfo.com

TEL: 86 21 6101 0111
shanghai@bvdinfo.com

デンマーク
TEL: 45 33 4545 20
copenhagen@bvdinfo.com

フランス
TEL: 33 1 53 45 46 00
paris@bvdinfo.com

ドイツ
TEL: 49 (69) 963 665 0
frankfurt@bvdinfo.com

香港
TEL: 852 2154 3822
hongkong@bvdinfo.com

イタリア
TEL: 39 02 43 98 22 77
milan@bvdinfo.com

TEL: 39 06 840 4611
rome@bvdinfo.com

日本
TEL: 813 5408 4280
tokyo@bvdinfo.com

メキシコ
TEL: 5255 3683 8080
mexico@bvdinfo.com

オランダ 

TEL: 31 (0) 20 5400 100
amsterdam@bvdinfo.com

ポルトガル
TEL: 351 211 528 700
lisbon@bvdinfo.com

ロシア連邦 

TEL: 7 495 228 61 51
moscow@bvdinfo.com

シンガポール
TEL: 65 6496 9000
singapore@bvdinfo.com

スロバキア
TEL: 421 2 321 19 011
bratislava@bvdinfo.com

南アフリカ 

TEL: 27 (0) 11 881 5993
johannesburg@bvdinfo.com

韓国
TEL: 82 2 6138 3753
seoul@bvdinfo.com

スペイン
TEL: 34 91 310 38 04
madrid@bvdinfo.com

スウェーデン
TEL: 46 8 51 51 04 80
stockholm@bvdinfo.com

スイス
TEL: 41 22 707 83 00
geneva@bvdinfo.com

TEL: 41 44 269 85 00
zurich@bvdinfo.com

アラブ首長国連邦 

TEL: 971 4 4391 703
dubai@bvdinfo.com

イギリス
TEL: 44 (0)20 7549 5000
london@bvdinfo.com
 
TEL: 44 (0)161 829 0760
manchester@bvdinfo.com

アメリカ
TEL: 1 (312) 235 2515
chicago@bvdinfo.com 

TEL: 1 (212) 797 3550
newyork@bvdinfo.com
 
TEL: 1 (415) 773 1107 
sanfrancisco@bvdinfo.com 

TEL: 1 (202) 905 2079
washingtondc@bvdinfo.com

知財専門コンサルタントチームより、知財の分析や戦略に 
おける迅速な意思決定と効率的な対応をサポートいたします。
– 無料トライアルは bvdinfo.comからお申し込みください。
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