
 
 

 

＜自動車分野＞  ＜医療分野＞ 

V2X自動車の情報通信サービス   リキッドバイオプシーを用いた次世代がん診断技術 

自動運転とドライバの視線監視  ＜人工知能分野＞ 

自動運転と LIDAR技術  Google の人工知能 

自動車 V2X の OTA（Over The Air）  ☆詳細は次頁をご覧ください。 

〔近日発刊予定のご案内〕 

 ＜ひとの感情と技術分野＞  ＜自動車分野＞ 

感情のビジネス展開  EV バッテリのパワーマネージメント 

＜課題系統図シリーズ＞  EV 充電のインフラ技術 

課題系統図演習ノート 装置編   

   
振り返ると、ネオテクノロジーは 2010年頃まで電源・有機 EL・ナノインプリント・二次電池などハードウエア中心の特許情報レポート

をご提供してまいりました。最近では、ものに付随するサービスに広がるビジネス展開を捉えた特許情報レポートに変わりつつありま

す。つまり、社会は「ものづくり」から「ことづくり」へ移り、特許情報をマクロに見ると、「時代の変化」を反映しているのがよくわかります。

今年もネオテクノロジーを御愛顧頂きまして、誠にありがとうございました。来年も特許情報を活用したサービスを通じて皆様のお役

に立つ情報のご提供や商品企画してまいりますので、どうぞ楽しみにしていてください。 それでは、皆様メリークリスマス！（編集：浅井） 

 
 

 

  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  

D e c 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。 
今月は自動車・医療・人工知能関連の技術革新に関するレポートをご紹介しています。 
只今、「ウインターキャンペーン 2017」（12/25 迄）として、対象のガイドブックと 
ダイナミックマップを２冊以上のご注文で半額になるお得なキャンペーンを実施中です。 

 

＜ご関連部門へご回覧ください＞ 2017年 12月 8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 
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≪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 

V2X 自動車の情報通信サービス  
ダイナミックマップ  2017.9 発刊  

定価 180,000 円（税別）  
車と車、車とインフラ、車とネットワーク、車と歩行者など、車（V）とあらゆるもの（X）を移動体通信、無線で接続する V2X に関する

特許情報の中から 2014 年 1 月以後出願～2017 年 7 月 20 日発行分の国内公開特許・（再）公表特許 648 件抽出しました。調査結果は関連

する企業や大学、研究機関等の性格チャート等の豊富な特許マップとともに、具体的な該当特許情報の全文情報を閲覧することができるマ

インドマップ形式で電子版特許調査報告書にまとめています。調査結果は EXCEL 一覧表でもご利用いただけます。 

【アングル(技術分類)】走行支援、遠隔操作、スマートフォン連携、快適空間、異常時対応、その他のサービス 

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）  
本書は、自動運転と紐付した視線監視技術として、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、運転者の視線監視に着目した注目すべき典型的な技術のうち 2014 年以後の特許情報を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）  
本書は、光レーダともいうべき 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 

自動車 V2X の OTA（Over The Air）  
ネオテクレポート  2017.12 発刊  

定価 250,000 円（税別）  
OTA（Over the Air）はソフトウエアを無線で更新する技術です。本書は最近 3 年間に発行された米国公開特許情報を調査し、自動車 OTA

に関わる技術と企業の取組みを多面的に読み解いています。 

①目的・課題（セキュリティ／整合性・適合性／正確性・確実性／効率的更新／即時性／カスタマイズ／その他） 

②更新の対象（制御系／情報系／データ） ③実現手段（ECU 構成（MCU/メモリ）／GW 等車載管理装置／サーバ監視・管理／スマホ/

他車との連携／個人認識・プロファイル／多数車両プローブ／その他） ④関連企業（自動車系／電装系／IT 系／運輸系／その他） 

≪人工知能シリーズ≫ Googleの人工知能に関する技術に注目しています 

Google の人工知能 
ネオテクレポート  2017.12 発刊  

定価 180,000 円（税別）  
本書では「Google は人工知能を使って何をしようとしているか？」「Google における特許情報と人工知能を用いたビジネスの関わり」を、

最近 5 年間に発行された米国公開特許情報を調査し、全体像を俯瞰できる俯瞰マップと、人工知能を活用する注目発明、Google ならでは

の特徴を整理した要点をまとめ、使いやすい形式のレポートで提供します。 

≪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）  
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、「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」を加えて応用

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 



≪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  2017.12 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 

≪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 

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  2017.12 発刊  

定価 300,000 円（税別）  
リキッドバイオプシーによって、がん診断の診断用キット、チップ、デバイス、機器等、個別化医療のための新しい関連部材や機器が広が

ります。本書は、リキッドバイオプシーの 3 つの技術要素（血中循環腫瘍細胞、miRNA、血中循環腫瘍 DNA）と、リキッドバイオプシー

の技術課題（負担を軽減する検体採取方法、測定感度を高度化、測定データのプロファイリング、測定時間の高速化、測定方法の低コスト

化、がん以外の分野での応用など）について、出願日遡及 5 年間の国内公開特許情報約 1,400 件を専門技術スタッフが調査し、リキッドバ

イオプシーの技術と企業の取り組みをまとめています。本書は新規テーマ探索や事業化検討にもお役立ていただけます。 

（掲載例）血小板を標的とするマイクロ流体細胞単離（特表 2017-523431、ザ ジェネラル ホスピタル) 

希少細胞を用いて癌患者の予後を予測する方法（特開 2017-129584、東ソー/東京都）  

細胞の検出及び単離のためのマイクロ流体選別器（特表 2017-500006、クリアブリッジ バイオメディックス） 

粒子撮像装置および粒子撮像方法（WO2016-031486、シスメックス）  

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、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 



◇発刊予定のご案内  ＊12月中旬以降の発刊予定です。何かご要望があればお聞かせください。 
≪ひとの感情と技術シリーズ≫感情のビジネス展開 パテントガイドブック 定価 80,000円（税別）  

≪自動車シリーズ≫EV バッテリのパワーマネージメント ダイナミックマップ 定価 180,000円（税別）  

≪自動車シリーズ≫EV 充電のインフラ技術 ダイナミックマップ 定価 180,000円（税別）  

≪課題系統図シリーズ≫課題系統図演習ノート 装置編 課題系統図演習ノート 定価 18,000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。 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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。 


