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貴社特許ポートフォリオでのライセンスの機会を特定する 
自社の特許ポートフォリオの価値はどこにあるのか？保護が未対応の事項はないか？ライセンシング、
訴訟、販売の候補となるものはあるか？ 

Derwent Innovationは、貴社の特許ポートフォリオの価値を最大限に有効活用するのに役立ちます。DI上のツール
を使用し素早く引用分析を実行することで、ライセンシング機会の特定に活かします。 

ステップ 1 - 特許のポートフォリオを追加し、引用の多い特許を特定する 
特許ポートフォリオを追加する 

 

1. ライセンシング用に分析し、テキストファイルとし
て保存したい特許公報番号のリストを入手します 

2.  Derwent Innovation を開き、特許タイルをクリッ
クします。次に、[公報番号] タブをクリックします 

3.  […] ボタンをクリックしてリストをアップロード
し、[検索] をクリックします 

注記 : Derwent Innovation は、入力された公報番号を
検証します。無効な番号が検出されると、問題を修正
するためのウィンドウが開きます。 

引用の多い特許を特定 

 

検索を実行すると表示される検索結果ダッシュボード
を使用することで、ポートフォリオで引用の多い特許
のリストをエクスポートできます。 
1. [被引用文献数-特許] の図表を選択し、 アイコン
をクリックして拡大します 

2. 上位 2 件の引用のバーまたはバブルを選択して、
[検索結果のフィルタリング] をクリックします 

3. [エクスポート] ボタンをクリックして引用の多い
特許のリストを作成し、ThemeScape マップ上で表
示します 

4. [フォーマット] メニューをクリックして、[Excel 
2007] を選択します 

5. [選択可能なフィールド] の下で、[要約] フィールド 
セットを選択し、右矢印をクリックして、[作成] 
をクリックします 

6. エクスポート ファイルを開くために表示されてい
る [注文状況] 画面で [ダウンロード可] リンクをク
リックし、Excel シートを開きます 
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ステップ 2 – 引用の多い技術カテゴリーを見つける 
さまざまな技術分野で、非常に多く引用される特許を多数所持している場合 ThemeScape は、技術分野別に貴社のポー
トフォリオを素早く分類することができ、ライセンス付与分析に専念することができます。 

ThemeScapeマップを作成する 

 

1. [リセット] ボタンをクリックしてフィルターを消
去し、元の検索結果に戻ります 

2. [解析]、[ThemeScape] をクリックします 
3. マップの名前を入力し、[保存] をクリックします 
4. マップが処理されるのを待ち、 アイコンをクリッ
クして開きます 

注記 : ThemeScape マップはバックグラウンドで処理
されるので、マップのプロセス中にも Derwent 
Innovation での作業を継続できます。 

引用の多い特許を特定 
 最も引用の多い技術カテゴリーを表示するには、

ThemeScape マップと引用の多い特許のリストを使用
します。これによりライセンシングの機会が分かりま
す。 
1. [トピックを検索]  パネルを開き [検索方法] メ
ニューで [ドキュメント ID] を選択します 

2. 作成したエクスポート ファイルの引用の多い公報番
号をボックスに貼り付け、[検索] をクリックします 

3. 自動的に作成される新グループの名前を入力し、
[保存] をクリックします 

上記の手順により、引用の多い特許がマップ上に色付
きの点で表示されます。 
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詳細な分析のために技術カテゴリーをエクスポート 
 

ThemeScape マップのピークは技術カテゴリーを示し
ます。これらの点を使用することで、最も引用の多
かったカテゴリーを調べ、さらに詳細な分析のために
カテゴリーをエクスポートすることができます。 
1. 分析したい技術カテゴリーにズームインし、そのカ
テゴリーの等高線をクリックします 

2. [エクスポート] をクリックし、[エクスポートとレ
ポート] を選択します 

3. [フォーマット] メニューをクリックし、[Excel 
2007] を選択して [作成] をクリックします 

4. ThemeScape マップのウィンドウを最小化します 
[注文状況] 画面で [ダウンロード可] リンクをクリッ
クし、Excel シートを開きます 
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ステップ 3 - 技術カテゴリーで潜在的にライセンシングが可能な特許を見
つける 
フォワード サイテーション検索を実行する 

 

1. Derwent Innovation のロゴをクリックし、ダッシュ
ボードに戻ります 

2. 特許のタイルをクリックし、[公報番号] タブをク
リックします 

3. ThemeScape からエクスポートした Excel ファイル
から、公報番号をボックスに貼り付けます 

4. [特定検索] メニューをクリックし、[特許引用 フォ
ワード] を選択して、[検索] をクリックします 

ヒント: DWPIを使用するユーザーは、DPCI特許引用フォワードを選択できます。これは発明レベ
ルで引用を検索し、DWPIファミリー全体の被引用特許を見つけます。 

最も引用した譲受人を特定 
 

譲受人の図表を選択して     アイコンで拡大し、どの
譲受人が最も頻繁にそのポートフォリオを引用してい
るかを確認します。このデータ内では、次の点に着目
します。 
• ポートフォリオ オーナーは一般的に主要な引用元
（自己引用）であり、投資、ポートフォリオの構築
や、防衛的特許などが示されていることがあります 

• 他の譲受人によって行われた引用からは、競合他社
/侵害のリスクとして監視すべき、潜在的なライセ
ンス譲受人や企業が明らかになることがあります 

• 特定の譲受人を選択して、[フィルタリング] をク
リックし、それらの譲受人による被引用特許を確認
します 
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特定の特許に対する逆の引用（類似した技術）をもつ譲受人を特定 

EPおよび PCT特許の引用審査官は、参照する理由を含めた先行技術の調査報告を提出します。参照タイプ Xと Yは
「新規性なし」または「明白な」特許を示し、これらには類似した先行技術が提示されます。 
 これらの参照タイプに分類される、貴社のポートフォ

リオの特許を引用する譲受人は、主要なライセンス付
与候補者といえます。 
1. [検索結果内を検索] メニューをクリックし、[関連
性カテゴリー] を選択します 

2. ポートフォリオに属する特許番号、SAME、および 
(X OR Y) と入力します 
例: US20060089542A1 SAME (X or Y) 

3. [サブサーチ] をクリックして表示された譲受人を
確認し、逆の引用が存在する特許を引用している法
人を確認します 

4. [戻る] ボタンをクリックして、特定検索結果に戻
ります 

5. この区分に含まれる引用の多い貴社の特許すべてに
ついて、同じ処理を繰り返します 

 

 
新しい技術分野での傾向を見つける 

 

IPC-4 文字コードは、特許を大分類レベルで説明して
います。これらのコードの説明を使用して、貴社の
ポートフォリオを引用している特許を確認することが
できます。当該の技術分野にそぐわないように見える
記述がきっかけで、特許にとっての基礎となる技術の
新たな用途を見いだせる可能性もあります。 

1. IPC-4 文字の表示を選択し、 アイコンをクリック
して拡大します 

2. 各データ ポイントの上にマウス ポインターを置
き、各コードの定義を確認します 

3. 説明から技術分野に含まれないと思われるコードを
選択し、[フィルタリング] をクリックして、潜在的
な新しい出願の機会がある特許を表示します 
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下流に影響のある被引用特許を見つける 
 

ポートフォリオで特許を引用する特許には、それぞれ
被引用文献を持つ場合があります。これには、核とな
る発明の外部へのライセンス付与の機会があるかもし
れないことを示しています。 

1. [被引用文献数-特許] の図表を選択し、 アイコン
をクリックして拡大します 

2. 上位 2 件、3 件の引用範囲のバーまたはバブルを選
択して、[検索結果のフィルタリング] をクリックし
ます 

3. 検索結果ダッシュボードを使用して上位の被引用特
許を確認し、その所有者や特許の技術領域を確認す
ることによりライセンス付与の機会を特定します 

4. 確認を終えたら [リセット] をクリックして、フォ
ワード サイテーション検索に戻ります 

 

ヒント: DWPI にアクセスできるユーザーが DPCI 引用検索を使用すると、[DPCI 被引用アクセッ
ション番号数] を選択して、個々の特許ではなくポートフォリオに含まれる特許を引用する
発明がいくつあるかを確認できます。これは影響の全体像を把握するのに有効です。 
 
最良の検索結果を得るためには、被引用特許のもたらす下流への影響を確認する前に、分
析から自己引用を除きます。検索結果ダッシュボードの表示から適切な譲受人のみを選択
し、[フィルタリング] をクリックします。 
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ステップ 4 - ライセンシングの機会に大きな影響力を有する特許を評価する 
影響力をもつ特許の引用マップを作成する 
 1. フォワード サイテーション検索で多くの引用のあ

る（影響の高い）特許の公報番号をクリックします 

2. ツールバーで引用マップのリンクをクリックします 

3. [時間と世代] ラジオ ボタンを選択し [作成] をク
リックします  

ヒント:   アイコンをクリックし、[表示と並び替えのオプション] を選択して、検索結果リストに引用回数
フィールドを追加します。 全ユーザーが [被引用文献数-特許] にアクセスでき、何件の特許が検索結
果にあるそれぞれの特許を引用しているかが表示されます。DWPI検索を使用している場合は、代わ
りに、DPCIの被引用特許数を追加することができます。また、ある特許を引用する発明の件数を見
ることのできる被引用アクセッション番号数や、被引用特許発行機関数を追加することもできます。 

市場トレンドとライセンス機会について、引用マップを調査する 
 

引用マップを調査することで、市場とライセンシング
の機会を確認できます。 
• [表示] をクリックして、[ノードの並べ替え] と 

[ノードの色分け] を [譲受人] に設定することで、
この領域の特許関連組織が継時的にどのように変化
したかを確認できます 

• 引用特許の動向を探る: 継時的に減少したか、増加し
たかを検討することで、分野の有効性を判断できます 

• この特許をよく引用する早期イノベーターは、ライ
センシングの候補者となることがあります 

• 新興の、潜在的に混乱を引き起こす可能性のある企
業は、ライセンスの付与や潜在的な訴訟対象の候補
となることがあります 

注記 : 引用マップは Google Chrome ではサポートさ
れていません。 

これらのヒント（英語）によってさらに詳しく学ぶ 
•  Identifying Highly Relevant, Examiner Added Citations In A Citation Map 

•  Sorting The Result Set By Relevancy Or Count Of Citing Patents 

•  Portfolio Wide Analysis Of Citations 

•  Who Is Citing Your Patents? 

http://ip.thomsonreuters.com/content/thomson-innovation-tips-tricks-archive#marl15�
http://ip.thomsonreuters.com/content/thomson-innovation-tips-tricks-archive#may14�
http://ip.thomsonreuters.com/content/thomson-innovation-tips-tricks-archive#mar14�
http://ip.thomsonreuters.com/content/thomson-innovation-tips-tricks-archive#sep13�

	ステップ 1 - 特許のポートフォリオを追加し、引用の多い特許を特定する
	特許ポートフォリオを追加する
	引用の多い特許を特定

	ステップ 2 – 引用の多い技術カテゴリーを見つける
	ThemeScapeマップを作成する
	引用の多い特許を特定
	詳細な分析のために技術カテゴリーをエクスポート

	ステップ 3 - 技術カテゴリーで潜在的にライセンシングが可能な特許を見つける
	フォワード サイテーション検索を実行する
	最も引用した譲受人を特定
	特定の特許に対する逆の引用（類似した技術）をもつ譲受人を特定
	新しい技術分野での傾向を見つける
	下流に影響のある被引用特許を見つける

	ステップ 4 - ライセンシングの機会に大きな影響力を有する特許を評価する
	影響力をもつ特許の引用マップを作成する
	市場トレンドとライセンス機会について、引用マップを調査する

	これらのヒント（英語）によってさらに詳しく学ぶ

