
 
 

 

＜自動車分野＞  ＜医療分野＞ 

自動車の飲酒運転防止技術  がんの分子診断とイメージング 

自動運転とドライバの視線監視  がん診断マーカーの最新技術 

自動運転と LIDAR技術  がん診断機器の全体俯瞰 

＜テラヘルツ・マイクロ波分野＞  免疫チェックポイント薬の全体俯瞰 

テラヘルツの全体俯瞰  血管新生阻害剤の全体俯瞰 

マイクロ波用途展開の全体俯瞰  がん遺伝子産物の全体俯瞰 

＜脳科学分野＞  癌のセンシングと磁気応用 

ブレイン・マシン・インタフェイス BMI の用途展開  医療に拡がるプラズマ技術 

〔近日発刊予定のご案内〕 

 ＜ひとの感覚と技術分野＞  ＜自動車分野＞ 

「食」のセンシング技術  自動車 V2X の OTA 

＜人工知能分野＞  EV と充電ステーション 

Google の人工知能  ＜医療分野＞ 

☆詳細は次頁をご覧ください。  リキッドバイオプシーを用いた次世代がん診断技術 

   

詳しい資料のご請求・商品のお申込み方法 

◆お問合せとご注文について 

必要記載事項を明記の上、弊社ＨＰまたは E-Mailまたは FAXにてお申込みください。 

（HP）http://www.neotechnology.co.jp 

（E-Mail）toiawase@neotechnology.co.jp 

（FAX）03-3219-7066 

〔必要記載事項〕 

御社名、御部署、役職、御名前、ご住所、郵便番号、電話番号、FAX番号、E-Mailアドレス、お申込みタイトル、

お申込み部数、お申込み日 

※ご注文には請求書を商品に同梱しますので、代金のお支払いは商品到着後二週間以内にお振込みでお願いいたします。 

※当社が取得した個人情報は、当社の事業活動およびこれに付随する業務を行う目的でのみ利用させていただきます。 

 

 

 

ネオテクノロジー 
“技術と特許をつなぐ” 

パテントレポート 

新 刊 ・ 近 刊 の ご 案 内  

２ ０ １ ７  

N o v e m b e r  

ネオテクノロジーは特許情報を読んで技術革新に役立つ技術情報をお届けしています。 

今月のご案内では次世代技術革新、次世代のがん診断技術をご紹介しています。 

 

＜ご関連部門へご回覧ください＞ 2017 年 11 月 13 日号 

 

株式会社ネオテクノロジー 
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-3-13 鈴木ビル 2 階 

TEL：03-3219-0899 FAX：03-3219-7066 

http://www.neotechnology.co.jp 
E-Mail:toiawase@neotechnology.co.jp 

 





 



≪自動車シリーズ≫自動運転とドライバの心理に注目しています 

自動車の飲酒運転防止技術  
パテントガイドブック  2017.9 発刊  

定価 80,000 円（税別）  
飲酒状態を検知するセンサや様々な検知方式だけでなく、自動車の ECU と連動して始動を禁止する技術、最近の自動運転での自動/手動

モードの切替と権限移譲の関連など、2014 年以後の最近の特許情報を調査し注目しておくべき典型例を俯瞰しています。 

【アングル(技術分類)】呼気のアルコール検知(センシング観点)、血液や心拍などの生体センサ(センシング観点)、乗員の動作モニター(セ

ンシング観点)、車両の運転状態(センシング観点)、車両のインターロック(車両の制御観点)、自動運転(車両の制御観点)、 

乗員労働管理システム(ドライバー管理観点)、その他 

自動運転とドライバの視線監視  
パテントガイドブック  2017.10 発刊  

定価 80,000 円（税別）  
自動運転と紐付した視線監視技術は、安全・安心はもちろん、ドライバや同乗者の心理や快適性、V2X とのインフォマティックス対応な

どと複合し、ますます重要性を高めると思われます。本書は運転者（ドライバ）の視線監視に着目し、注目しておくべき典型的な技術を

2014 年以後の最近の特許情報から調査し俯瞰しています。 

【アングル(技術分類)】視線に適したモニター表示、安全な自動運転の確保、視線監視と自動/手動モード、ドライバ視覚の拡張、 

視線と感情、視線のセンシング技術、参考になる観点 

自動運転と LIDAR 技術  
パテントガイドブック  2017.11 発刊  

定価 80,000 円（税別）  
新しい技術として光レーダともいうべき LIDAR は前方障害物や路面高低差検知など、有力なセンサの一つです。本書は LIDAR 技術に

欠かせない最新技術に着目し、路面の凹凸や障害物判定、距離測定、周辺の状態の検知、性能向上の要素技術、主な構成要素（光学系）

についての工夫、光学系以外の波形処理やアルゴリズムなどの要素技術、自車他車検出の特徴的技術など、主に LIDAR 自体の測定結果

を活かす技術について取り上げ、2014 年以後の最近の特許情報を調査し俯瞰しています。 

【アングル(技術分類)】路面や障害物の測距、測定精度と性能の向上、光の照射/電子走査、車両の位置検出、車体構造と光学系、 

センシング技術、測定結果の応用、参考になる観点 

≪テラヘルツ・マイクロ波シリーズ≫ 
相反する物性を追及するマテリアル技術に注目しています 

テラヘルツの全体俯瞰 
パテントガイドブック  2017.9 発刊  

定価 80,000 円（税別）  
最近では物体内部のイメージングなどでの実用化も始まり、研究開発が加速されています。本書ではテラヘルツ時間領域分光法を中心に

「①テラヘルツ分光での物質・物性の計測技術」「②肉眼で見えないところの透視技術」「③製造工程内の不良・欠陥の検出技術」「④皮

膚アレルギー検査や生体や流体など特殊対象物の検査技術」「⑤加熱や通信など検査・計測以外の応用技術」を注目技術として取り上げ

ています。「⑥共鳴トンネルダイオードなどの発生・検出デバイス」「⑦導波路などの関連部品」を加え、応用の観点を中心に特許情報を

俯瞰し、テラヘルツ技術の将来性と各企業の方向性が見える構成になっています。 

【アングル(技術分類)】物質・物性の計測、透視技術、不良・欠陥の検出、特殊対象物の検査、検査・計測以外の応用、 

発生・検出デバイス、関連部品 

マイクロ波用途展開の全体俯瞰  
パテントガイドブック  2017.9 発刊  

定価 80,000 円（税別）  
マイクロ波はクリーンで制御しやすいエネルギー源として、広範な用途が期待されています。家庭用調理器具（電子レンジ）や、従来の

工業計測、マイクロ波処理加工などとは異なる最近の用途展開の具体例を取り上げ、その全体像を俯瞰しています。 

【アングル(技術分類)】環境浄化/省エネ、化学反応/材料プロセス、医療機器、健康/衛生/安全、抽出/分離、食品加工、製品検査、 

その他参考になる観点 

≪脳科学シリーズ≫ 脳の活動のインタフェースに関する技術に注目しています 

ブレイン・マシン・インタフェース BMI の用途

展開 

パテントガイドブック  2017.10 発刊  

定価 80,000 円（税別）  
本書ではブレイン・マシン・インタフェース BMI、脳の活動をセンサで読み取りコンピュータに入力するインタフェースに関する技術を

取り上げました。注意力が低下したドライバの事故防止に備える自動運転、食感・香り、音楽などの感情や好みにあう商品マーケティン

グ、ストレスとヘルスケア、健康と睡眠など、さらには生活ロボティックスなどの技術革新に直結する最先端の脳科学が拓く次世代のひ

とと暮らし、社会に直結する次世代技術を取り上げ、最先端技術を最新の特許情報で俯瞰しています 

【アングル(技術分類)】脳活動を知るインタフェース、意志を伝えるインタフェース、５感と感覚のインタフェース、 

自動車とのインタフェース、健康生活を生み出すビジネス、BMI が生み出すビジネス、脳や神経の病気/リハビリへの活用、 

参考になる観点 

 



≪次世代がん診断・治療の最前線シリーズ≫ 
最先端の材料技術と情報技術に注目しています 
がんの分子診断とイメージング  

パテントガイドブック  2017.9 発刊  

定価 80,000 円（税別）  
がん診断技術に関する最近の特許情報から、miRNA によるがんの分子診断とイメージング、がんの診断マーカー、がん診断機器の 3 つ

の技術テーマに分け、それぞれの技術テーマについて全体像を俯瞰しています。 

【アングル(技術分類)】miＲＮＡ、分子標的薬、その他の抗体等 

がん診断マーカーの最新技術  
パテントガイドブック  2017.9 発刊  

定価 80,000 円（税別）  
がん診断技術に関する最近の特許情報から、miRNA によるがんの分子診断とイメージング、がんの診断マーカー、がん診断機器の 3 つ

の技術テーマに分け、それぞれの技術テーマについて全体像を俯瞰しています。 

【アングル(技術分類)】ＤＮＡ（変異、同定）、ＲＮＡ（発現、検出）、タンパク質・ペプチド、糖鎖、脂質・その他 

がん診断機器の全体俯瞰  
パテントガイドブック  2017.9 発刊  

定価 80,000 円（税別）  
近年新しいセンサー、プローブが次々と開発され、オンラインでデーターベースから解析する AI のシステム化が進みつつあります。が

ん診断機器技術に関する最近の特許情報から、がんの分析機器、分離機器、画像診断、センサー・プローブ、システムソフトウェア、そ

の他の 6 つに区分けし、その全体像を俯瞰しています。 

【アングル(技術分類)】分析機器、分離機器、画像診断、センサー・プローブ、システムソフトウェア、その他 

免疫チェックポイント薬の全体俯瞰  
パテントガイドブック  2017.9 発刊  

定価 80,000 円（税別）  
がんの化学療法剤の分野で新しい抗体薬や選択制の非常に高い分子標的薬が次々と開発されています。がんの分子標的薬の開発の全体動

向を知る情報として、免疫チェックポイントに関する分子標的薬に着目し、PD-1 や PD-L1 抗体、CTLA-4 抗体の発展、併用使用やその

抗体に抗癌剤を結合させたハイブリッド抗体等、そして新しい免疫チェックポイント蛋白質の 6 つに区分けし、その全体像を俯瞰してい

ます。 

【アングル(技術分類)】PD-1、PD-L1、CTLA-4、ハイブリッド抗体、併用治療、その他の免疫チェックポイント薬 

血管新生阻害剤の全体俯瞰  
パテントガイドブック  2017.9 発刊  

定価 80,000 円（税別）  
血管新生阻害に関する分子標的薬に着目し、VEGF、PDGF やそのリセプター抗体、併用使用や低分子化合物、高分子薬、そして新しい

ターゲットの 6 つに区分けして全体像を俯瞰しています。 

【アングル(技術分類)】VEGF、PDGF・EGF 等、併用治療、低分子化合物、高分子薬、新規ターゲット 

がん遺伝子産物の全体俯瞰  
パテントガイドブック  2017.9 発刊  

定価 80,000 円（税別）  
がん遺伝子産物に関する分子標的薬に着目し、p53、RAS1,ErbB,PSA、新規抗原、高分子阻害剤や核酸系阻害剤、そして、阻害化合物

の 6 つに区分けして全体像を俯瞰しています。 

【アングル(技術分類)】RAS ErbB PSA 他、p53 関連、新規抗原、高分子系阻害剤、核酸系阻害剤、阻害化合物 

≪がんシリーズ≫ 
癌のセンシングと磁気応用 

パテントガイドブック  2017.9 発刊  

定価 80,000 円（税別）  
癌のセンシング技術の中でも磁気応用に焦点を絞って 2014 年以後の最近の特許出願を調査しています。磁気が利用されるのはどのよう

な場合か、最先端の技術を俯瞰しています。 

【アングル(技術分類)】磁気分離、磁気標識、電磁波応用、核磁気共鳴分光法(NMR)、核磁気共鳴画像法(MRI)、磁気センサ、その他 

≪医療シリーズ≫ 医療に応用されているプラズマ技術に注目しています 

医療に拡がるプラズマ技術 
パテントガイドブック  2017.11 発刊  

定価 80,000 円（税別）  
低温大気圧プラズマは止血、殺菌、凝固などの効果があり、かつ周辺組織へのダメージが少ないことから、医療用治療装置に利用されて

います。本書では、ステント、人工骨や人工臓器などの生体適用材料の表面改質や、医療機器の殺菌、高分子架橋反応の促進、プラズマ

処理液による治療薬、更には細胞培養、遺伝子導入などへのプラズマ応用研究など 2014 年以後に出願された医療とプラズマ技術に関連

する最先端技術を取り上げ、その全体像を俯瞰しています。 

【アングル(技術分類)】医療用治療装置、生体適用材料の改質、プラズマ処理液、細胞培養、殺菌、遺伝子導入、高分子架橋反応 

◇発刊予定のご案内  ＊11月 12月の発刊準備中です。ご要望をお聞かせください。 
≪ひとの感覚と技術シリーズ≫「食」のセンシング技術 パテントガイドブック 定価 80,000円（税別）  

≪人工知能シリーズ≫Google の人工知能 ネオテクレポート 定価 180,000円（税別）  

≪自動車シリーズ≫自動車 V2X の OTA ネオテクレポート 定価 250,000円（税別）  

≪自動車シリーズ≫EV と充電ステーション ダイナミックマップ 定価 180,000円（税別）  

≪次世代がん診断シリーズ≫ 

リキッドバイオプシーを用いた次世代がん診断技術 
ネオテクレポート 定価 300,000円（税別）  

  



ネオテクノロジーのパテントガイドブックとダイナミックマップのご紹介 
             

全体像を俯瞰できるガイドマップ 
 
全体像が見渡せて、大切な着眼点（技術的観点）がすぐわかる、平明でわか

りやすいガイドマップです。目次を兼ねたマップはユニークだと好評です。 

代表的な特許情報（約 100件） 
 
技術者の目で選んだ代表的な特許情報を、技術的観点 

ごとに掲載するように工夫しています。 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

パテントレポート電子カタログ 知恵の回廊 

http://www.neotechnology.jp/ 

ネオテクノロジーは、特許情報から得た多様な知恵をレポートとして提供しています。 

多品種の特許レポートがあるため、お客様にとって最適なレポートにアクセスしやすく工夫したのが、 

「知恵の回廊」です。「知恵の回廊」はお客様を最適なレポートにナビゲーションします。 

 

メールマガジン 特許と技術 NEWS 

パテントレポート新刊案内と注目トピックスをお届けします 

特許レポート新刊のご案内や、注目トピックスをお届けしています。 

《メルマガ購読者特典》 

メールマガジン購読者は特許レポートを１割引でご購入いただけます。ホームページよりご登録ください。 

https://www.neotechnology.co.jp/ 

 

詳しく調べる目
安になります 

発明を文章にするときの 
参考になります 

巻末に収録した特許
情報の一覧表を掲載
しています。 

技術者が目をつけ

る着眼点に分けて

特許情報を収録し

ています 

どんな企業、業界
が関係するか、わ
かります 

パテントガイドブック 〔定価〕80,000 円  
〔体裁〕A4 判約 100～350 頁、付属 CD-ROM（掲載特許一覧表 EXCEL版） 

 

ダイナミックマップ 〔定価〕180,000 円 〔体裁〕WEB版または CD-ROM 版 

技術から 

 

企業から 
 

当社専門技術スタッフが全件マニュアル査読で抽出、技術分類を付与。 

ノイズの無い特許調査データです。 

知りたい項目をクリックすると、 

件数推移、出願人ランキング、 

発明者ランキング、共同出願人内訳、 

該当特許一覧表などの特許マップに 

ダイナミックにジャンプします。 


