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イーパテントの概要

イーパテントは"知財情報を組織の力に"を

モットーに、知財情報をベースとした各種分

析・戦略提案、コンサルティングサービスお

よび人材育成・研修サービスを提供するブ

ティックファームです。
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イーパテントに関するよくある
ご質問 その１
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イーパテントは何名
でやっているんで
すか？



野崎篤志1名でやっています
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イーパテントに関するよくある
ご質問 その２
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イーパテントの強み
は何ですか？



各案件・プロジェクトごとに

フルカスタマイズで対応します
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ちなみに・・・

「〇〇のIPランドスケープをお願い
します」のような丸投げのご依頼は

お断りしています
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イーパテントに関するよくある
ご質問 その３
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調査・分析関係は
何でも対応してい
るんですか？



分析・コンサルティング＋人材育成
に特化しており、

先行技術調査・無効資料調査・
FTOは原則対応していません
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イーパテントに関するよくある
ご質問 その４
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特殊なツールとか
使っているんです
か？



いえ基本 です
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あとKH Coderを使います・・・



イーパテントで契約・利用している
商用データベース

タイプ データベース・ツール

国内特許

 PatentSQUARE

 JP-NET

 Patentfield

海外特許
 PatBase

 Derwent Innovation

企業

マーケット

 SPEEDA

 Statista・・・・・・・統計ポータル

 crunchbase・・・ベンチャー・スタートアップ
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イーパテントの
サービスラインナップ
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新サービス
Patent Fast Report



イーパテントの
過去のプロジェクト実績例
分析
A事業に関する国内外出願動向分析

製品Bに関する技術評価・技術DD

投資家向け知財分析資料作成

コンサルティング
知財情報分析ワークフロー構築・テンプレート整備

保有技術をベースとした新規用途探索

新規サービスに関する出願戦略構築支援（発明創出）

新製品に関する中期戦略策定支援（分析・戦略支援）

母集団・レポートに関するアドバイス
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最近ご要望が多いのが・・・

OJTコンサルティング
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OJTコンサルティングとは？
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今までは・・・ OJTコンサルティングでは

外部委託でスキルが蓄積されない 当社コンサルタントが指導して分析実施



OJTコンサルティングのタイプ

タイプ
（お客様：当社）

説明

0:100  従来の外部委託型分析プロジェクト

60:40
 コンサルタントが分析の全体構成・シナリオ作

成や母集団・分析軸設計をサポート

80:20
 コンサルタントが事前・事後サポートおよび訪

問の間もメールでサポート

100:0  訪問時にコンサルタントがアドバイス
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新サービス
「Patent Fast Report」
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「Patent Fast Report」の
特徴

1. 迅速かつ簡単に技術動向を把握できる

2.特許リストから個別の特許の内容も確認

できる

3.母集団検索式を加工して分析をカスタマ

イズできる
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「Patent Fast Report」の
レポートコンテンツ
1. 出願件数推移

2. 上位出願人ランキング

3. 上位出願人件数推移

4. 出願ポジショニングマップ

5. 技術分類別件数分布

6. 技術分類別件数推移

7. 上位出願人×技術分類別

件数分布
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「Patent Fast Report」の
レポート付属品 その１

検索式

当社コンサルタントが適合

率・再現率の面から検討

の上、作成

購入後、自由にカスタマイ

ズ可能

25

式No. 登録件数 検索項目 条　件　式
S001 条件式メモ //期間限定
S002 7,070,970 出願日 19990101:
S003 条件式メモ // Real Estate Tech関連特許分類
S004 1,444 IPC G06Q50/16!//・・不動産業
S005 3,361 FI G06Q50/16,300!//・・・不動産管理
S006 1 FI G06Q50/16,310!//・・・土地開発
S007 4 FI G06Q50/16,320!//・・・取引の完了
S008 4,483 Ｆターム 5L049CC27!//不動産業
S009 3,408 Ｆターム 5L049CC28!//不動産管理
S010 2,834 Ｆターム 5L049CC29!//建物管理
S011 4,576 論理式 S004+S005+S006+S007+S008+S009+S010
S012 条件式メモ //キーワード

S013 1,934 名称+要約+請求項
?不動産?+?物件情報?+?賃貸物件?+?仲介物件?+?建築物件?+?入居審査?+?
退去管理?+?無断退去?+?部屋探し?

S014 条件式メモ //キーワード×特許分類
S015 2,563,043 IPC G06!+H04!
S016 2,526,332 FI G06!+H04!
S017 155 名称+要約+請求項 ?賃貸住宅?+?賃貸アパート?+?賃貸マンション?

S018 84 名称+要約+請求項
[?空室?,?空き室?,?貸主?,?借主?,?競売?,?オークション?,?査定?,?売買?*?住
宅?,?マンション?,?ビル?,?オフィス?,?事務所?]A10

S019 158 論理式 (S015+S016)*(S017+S018)
S020 84,289 IPC G06Q30/!+G06Q40/!
S021 89,879 FI G06Q30/!+G06Q40/!
S022 209 名称+要約+請求項 ?家賃?+?テナント料?

S023 851 名称+要約+請求項
[?新規?,?新築?,?分譲?,?戸建て?,?家賃?,?管理組合?,?管理費?*?住宅?,?マン
ション?,?ビル?,?オフィス?,?事務所?]A10

S024 283 名称+要約+請求項
[?頭金?,?融資?,?金融?,?公庫?,?年金?,?財形?,?銀行?,?ボーナス?,?年収?,?金
利?,?預金?,?貯金?,?積立?,?保証金?,?保証人?,?リース料?,?ローン?,?返済?,?
保険?*?住宅?,?マンション?,?ビル?,?オフィス?,?事務所?]A10

S025 331 論理式 (S020+S021)*(S022+S023+S024)
S026 条件式メモ //総計
S027 5,608 論理式 S011+S013+S025
S028 4,510 論理式 S002*S027//分析対象母集団



「Patent Fast Report」の
レポート付属品 その２

リスト

基本的な書誌事項を掲載

公報にはGoogle 

Patentsへのリンク加工
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No 四法 権利状況 公開番号 登録番号 出願人・権利者名 発明の名称
1 特許 △-公開・審査中 特開2019-169179 株式会社パークランド 対象物管理方法
2 特許 △-公開・審査中 特開2019-193564 京セラ株式会社 エネルギー管理システム、エネルギー
3 特許 △-公開・審査中 特開2019-149203 リネシス株式会社 住宅取得支援システム
4 特許 △-公開・審査中 特開2019-109945 株式会社ＮＴＴファシリティーズ 支援システム、支援方法、及びプロ
5 特許 △-公開・審査中 特開2019-185777 有賀  俊二,野原  剛,大見謝  恒一 不動産取引マッチングオークションシ
6 特許 ○-権利存続中 特許第6561360号 リース株式会社 情報処理システム、情報処理装置、情
7 特許 △-公開・審査中 特開2019-125386 ヤフー株式会社,ＳＲＥホールディン情報管理装置、情報管理方法及び情報
8 特許 △-公開・審査中 特開2019-109939 ヤフー株式会社,ＳＲＥホールディン情報管理装置、情報管理方法及び情報
9 特許 △-公開・審査中 特開2019-087289 株式会社ファインコラボレート研究所資産マネジメント支援システム、資産

10 特許 △-公開・審査中 特開2019-160322 株式会社リロケーション・ジャパン 情報処理装置、情報処理方法、及び
11 特許 ○-権利存続中 特許第6554620号 株式会社いい生活 情報処理装置、情報処理方法、及び
12 特許 ○-権利存続中 特開2019-117044 京セラ株式会社 エネルギー管理装置及びエネルギー管
13 特許 △-公開・審査中 特開2019-145100 株式会社ジブンハウス,国立大学法人　不動産情報出力装置、不動産情報出力
14 実用新案 ○-権利存続中 登実第3220949号 登実第3220949号 神出　學 耐力壁構造住宅用の透湿防水材
15 特許 △-公開・審査中 特開2019-164763 株式会社秋月事務所 集合住宅の管理支援装置および管理支
16 特許 △-公開・審査中 WO2019/159594 株式会社西村,西村晃典 不動産物件の賃料管理装置、賃料管理
17 特許 △-公開・審査中 WO2019/131535 株式会社リクルート,渡瀬　丈弘,新谷　情報処理システム、順番管理装置、お
18 特許 △-公開・審査中 特開2019-133648 嘉陽　宗尚,嘉陽　美幸 政府の財産を守るために（国民の財産 　
19 特許 △-公開・審査中 特開2019-091462 ハプティック　株式会社 契約支援装置、契約支援システム、契
20 特許 △-公開・審査中 特開2019-139752 株式会社朝日中央ホールディングス 遺言サービス営業方法、執行用遺言書
21 特許 △-公開・審査中 特開2019-145078 株式会社創建 不動産物件の購入または賃借の決定を
22 特許 ○-権利存続中 特許第6548805号 ＯＫＩ－ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式会社 物件情報処理装置、物件情報処理方法
23 特許 ○-権利存続中 特許第6548804号 ＯＫＩ－ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式会社 物件情報処理装置、物件情報処理方法
24 特許 △-公開・審査中 特開2019-032906 株式会社パークランド 対象物管理方法
25 特許 △-公開・審査中 特開2019-169122 株式会社ハイエストホーム 社内管理システム
26 特許 △-公開・審査中 特開2019-050036 株式会社創建 建物の価値を評価するための方法お
27 特許 △-公開・審査中 特開2019-121366 株式会社ＦＰ－ＭＹＳ 相続準備支援システムおよび相続準備
28 特許 ○-権利存続中 特許第6527284号 株式会社ビラハウジング 平面ディスプレイ付建築物の管理シス
29 特許 △-公開・審査中 特開2019-040621 株式会社ＺＷＥＩＳＰＡＣＥ　ＪＡ 取引仲介システム、取引仲介方法及び
30 特許 ○-権利存続中 WO2019/088273 特許第6570161号 ナーブ株式会社 画像処理装置、画像処理方法、及び画
31 特許 △-公開・審査中 特開2019-114242 株式会社全東信 賃貸料決済システム及び賃貸料決済方
32 特許 △-公開・審査中 特開2019-061681 大垣　尚司 許容返済額算出装置、返済額判定装置
33 特許 ○-権利存続中 特許第6513275号 株式会社創建 検索対象を検索するためのコンピュー



「Patent Fast Report」の
レポート付属品 その３

グラフ

レポートに掲載しているグ

ラフの生データ

購入後、自由にカスタマイ

ズ可能（例：至急な社内プ

レゼンなど）
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「Patent Fast Report」
第1弾（70,000円/本、税別）

不動産テック（無料サンプル）

全固体電池

水中ドローン

耐震・制振および地震対策技術
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「Patent Fast Report」
今後のリリース予定

毎月2～3テーマ

日本だけではなくグローバル版も

希望テーマがあればご連絡ください（ただし個別

対応ではなく、PFRで販売させていただきます）
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特許情報フェア期間中の企画・
イベント

11/7（木）

11:00-11:30 ライブ特許分析

16:00-16:45 本を語る会（ゲスト：楠浦崇央氏）

11/8（金）

11:00-11:30 知財分析よもやま話

15:00-15:30 特許検索アーケードバトル
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ご質問

33



知財情報を組織の力に

ご清聴ありがとうございました

連絡先：contact@e-patent.co.jp
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