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ネオテクノロジー 

マルチクライアント特許調査企画のご案内 
《2015 年秋〜冬》 

 
特許情報は最新の各社競合技術情報源です。同時に、特許出願の質を高める教科書です。

ネオテクノロジーは、この秋の研究開発にご活用いただく資料として、各種の提案型調査

を用意いたしております。 
 

・人工知能（AI）と自動車 
・生体情報センシング用材料 
・人の感覚検出センシング技術 
・小発電ハーベスティング技術 
・電子繊維技術 
・高齢者技術 
・生活ロボット 
・ファッション性と機能性の融合技術 

 
概要は次ページをご参照ください。詳細は資料ご請求によりご案内いたします。 
 

株式会社ネオテクノロジー 
東京都千代田区神田駿河台 4-4 丸中ビル 6F 

Tel 03-3526-2710 Fax 03-3526-2577 
toiawase@neotechnology.co.jp 
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【参考情報】 
クレームにも明細書にも書いてない
が、技術的に関係があり、参考情報
として有益と考える特許情報 

【該当情報】
クレームや明細書に書
いてある特許情報 

【該当情報】
クレームや明細書に書いてないが、
実質的に書いてあると解釈できる特
許情報 

ネオテクノロジーのマルチクライアント特許調査の特徴 

ネオテクノロジーのマルチクライアント特許調査は、顧客限定の提案型特許調査です。 
・ お客様技術者の視点で研究開発に役立つ体系的な技術分類を付与（基本調査） 
・ お客様のご関心事項に関する深掘り調査（オプション） 
・ 重要特許の紹介や技術的動向、注目企業の特徴点解説する報告会（オプション） 
・ お客様のご予算に合わせて、様々なデータご提供形式を用意 
スピード、フレキシビリティ、調査路線の主人公はお客様、無駄を省いた合理的調査で不

要コストを削減、実際にもローコストプランです。 

 
特許情報は新たな取り組み（創造）に便利です 
１．概念がぼんやりしている新技術を具体化できます 
２．新技術や新テーマの領域を決定できます 
３．新たな取り組みの出願プランを設計できます 
 
特許情報を活用して“知恵づくり”をします 
特許情報は、抵触や侵害に備えるための権利情報としての役立ちだけではありません。 
先人が生み出した集合知は、自らの立ち位置の確認とこれから進むべき方向の水先案内（ガ

イド）となる、“知恵づくり”の情報として役立ちます。先人の発明の意図とビジネス獲得の

意図が読みとり、新たな発明プランとビジネスプランを設計することができます。 
 
ネオテクノロジーの検索式と採否判断基準 
概念が定まっていない新技術の検索式設計は、社会的観点と技術的観点から未来の技術像

を想定することから始めます。検索される特許情報と想定イメージを照合し、検索式の修

正を何度か繰り返し、検索式の固めていきます。テーマとなるキーワードそのものや、キ

ーワードと同義語を含んでいる主要情報だけでなく、技術的に見て、対象技術に使えそう

な情報も採用します。主要情報の周辺にある副次情報が役に立ちます。また、査読は技術

者 OB が、特許情報から技術的特徴と発明の特徴を読み取り、技術者に役立つ情報を抽出

しています。 
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調査の内容 

基本調査 

対象技術に関する国内登録特許情報および公開・（再）公表特許情報を専門技術スタッフが

調査し、どんな企業が、どのような権利を持っているのか、および研究開発をおこなって

いるのかを明らかにします。 
● 技術分類付与 
● 技術動向 
対象技術の技術動向を分析し、 
時系列マップに整理し動向を解説します。 
● 主要企業動向 
対象技術に関する主要企業を取り上げて 
企業動向を整理し、各種マップを作成します。 
出願人ランキング、企業別性格チャート、 
技術分類と企業のバブルマップなど 
● ダイナミックマップ 
技術と企業の動向を豊富な特許マップ 
で俯瞰できます。 
報告形態 
報告書 
ダイナミックマップ 
電子データ（Excel 表、全文公報 PDF） 
 

深堀り調査（オプション） 

秘密保持誓約書を提出した上でお客様の関

心事項をお伺いし、カスタマイズした調査

を行います。 
＜深掘り調査の例＞ 
・ 特定の技術分類について、お客様のご要

望の詳細分類付与 
・ 特定企業に関する詳細分析 など 

 
 

報告会（オプション） 

重要特許の紹介や技術的動向、注目企業の

特徴点解説を行うほか、調査段階で得た実

際の大事な知得情報や質疑応答を行います。

個々の技術分類から見た重要ポイントの説

明に加え、ご要望の場合には、調査結果を

活かすコンサル作業として、想定できるお

客様の攻撃対象技術展開や出願方向の提案

なども行っています。
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2015 年秋（2015 年 10 月～12 月）予定 
人工知能（AI）と自動車 
【概要】人工知能（AI）が自動車産業にどう関わるかをアメリカ特許情報（公開、登録）

で調査します。自動車の自動運転や運転制御、車両点検や保守整備、車内の内装仕上げや

設計、道路ナビや交通トラフィック、車両運行管理や車両流通、保険など、自動車に関わ

る裾野の広い自動車関連産業では、世界は AI を何に利用しようとしているのか、全世界の

特許が集まる AI 先進国アメリカの最新状況を US 特許情報から調査します。本年 10 月開

始の第一期の標準調査プランは「いま AI は自動車のどこに組み込まれるのか？」。二年間

で約２千件にのぼる最新のアメリカ特許情報を母集団とし、自動車それ自体、自動車を取

り巻く関連産業と AI の関わりを探ります。調査結果は関連産業別観点に分類し、分類ごと

に AI の適用対象を簡潔な和文とクレーム対象図で示します。特に見ておきたい特許情報は

A4 見開き構成でバインダに綴じ込んだレポートと CD による納品です。事前インタビュー

により、お客様のご希望の調査範囲や、調査結果のアウトプット形式の選択プランも用意

いたします。第二期は AI のどのような機能を利用するかを調査いたします。 
【予定時期】 
第一期：9 月～11 月末 
第二期：12 月 

【概算費用】 
第一期：参加費 25 万円、報告 35 万円 
第二期：30 万円 

生体情報の検出技術と、生体センサ用材料 
【概要】生体情報はヘルスケアや医療診断などに重要度が高まっています。この提案型調

査プランでは第一期に生体情報の検出技術に関する特許情報を調査します。第二期には特

に生体から信号を検出する生体センサに利用される材料技術の特許情報を調査します。第

一期で特に重視しているのはウエアラブルや自動運転に代表される人の移動時のリアルタ

イムな生体監視技術です。第二期で特に重視しているのは生体適合性材料です。このほか、

生体電極用導電性材料や有機無機複合材料なども対象として予定しています。 
【予定時期】 
第一期：9 月～11 月末 
第二期：10 月～12 月末 

【概算費用】 
第一期：参加費 35 万円、報告 35 万円 
第二期： 

人の感覚センシング技術 
【概要】視覚、触覚、味覚、嗅覚、聴覚の五感を検出する感覚センサ技術に関する特許情

報を、感覚ごとに分けて継続調査します。ひとつの感覚ごとに、第一期は最新の特許情報

から見た将来展望、第二期は将来展望から見た重要技術の遡及的な特許調査を行います。

センサが検出した信号を感覚情報として提供するセンシング技術までを調査対象にした長

期提案型特許調査です。引き続き、海外のセンシング技術も提案する予定でプロジェクト

を組んでいます。お客様の調査範囲のご指定やアウトプットの選択もご用意しております。

【予定時期と概算費用】 
嗅覚：9 月～11 月中旬、触覚：10 月～12 月中旬、味覚：11 月～1 月中旬、 
聴覚：12 月～2 月中旬、視覚：1 月～3 月中旬（参加費 35 万円、最終報告 35 万円） 
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2015 年冬（2016 年 1 月～3 月）予定 
小発電ハーベスティング技術 
【概要】IOT が盛んになるに従い分散センサの自立発電が注目されています。熱電発電、

圧電、振動発電など、各種の自立型微小電力発電技術について国内、米国の公開・登録特

許調査を行います。最近のトリリオンセンサの重要要素技術の動向調査としてだけでなく

権利調査として特許から見た調査を行う考えです。 
【予定時期】 
11 月～12 月中旬 

【概算費用】 
参加費 35 万円、中間報告 35 万円、報告 35 万円 

電子繊維技術 
【概要】e-テキスタイルとして導電性繊維が注目されています。電極有機導電性材料や金属

繊維、カーボン繊維、各種微粒子や金属イオンの分散素材などの材料技術、その製造技術、

導電性繊維の各種用途展開を特許情報に基づいて調査いたします。電池や生体センサ、ウ

エアラブル素材など、柔軟性だけでなく織成機能を活かす様々な川下ニーズを特許情報か

ら探る情報源として、ご要望により催行をはやめる検討をはじめています。 
【予定時期】 
今冬 

【概算費用】 
検討中 

 
その他予定している技術テーマ 
・高齢者技術 
・生活ロボット 
・ファッション性と機能性の融合技術 
 
ネオテクノロジーでは特許情報の性格に照らして、お申し込みをいただく際にお客様に

は守秘誓約を提出しております。守秘誓約をさせていただきましたお客様は、当社は勝手

ながら当社のサービスをご利用いただく大切な会員様と考え、長い信頼をいただく特別な

サービスに努めたいと考えております。 
会員様には調査結果をレポートや CD の形でお手元にお届けいたします。ネオテクノロ

ジーでは調査結果を有効に利用していただくサービスとして、ご要望により口頭報告会を

個別にお受けしております。また、調査結果を利用して注力すべき研究開発ゾーンを浮か

び上がらせる ACTAS 支援や発明導出支援など、情報利用のお手伝いも行っております。ぜ

ひご利用をご検討ください。 
また、ネオテクノロジーでは、注目すべき変化点を見出すことをねらって、特許情報を

専門技術スタッフが定期監視する中で特にお目通しいただきたい情報を選んで速報する

「注目発明」をご提供しております。 
どうぞ、ご活用ください。 


