
 
 

 

    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 ８  

M a r c h  

◆ネオテクノロジーは「第４回 コンテンツ マーケティング ＥＸＰＯ」  

 （2018年 4月 4日（水）～6日（金）、東京ビックサイト東展示棟）に出展いたします。 

皆様のご来場をお待ちしております。 

 

＜ご関連部門へご回覧ください＞ 2018年３月 1２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 

 

＜ヘルスケアシリーズ ～皮膚の生体情報の利用～ ガイドマップから＞ 
丘の上に立って視野に拡がる景色をながめてみませんか？ 

ガイドブックのガイドマップは、技術と特許のつながりを俯瞰するマップです。 
  
特許出願は量から質への変革に向かってます。 
あと先を考え統治能力の高いガバナビリティの追求がたいせつです。 
  
見てみたい技術抽出アングル（ファセット）を選び、具体例に学ぶ。 
これにより発明強化が図れます。 

 

最近の各社や研究機関の
技術と特許をつなぐ工夫
は勉強になります。 

特に特許請求の範囲（クレ
ーム）は技術的エッセンス
を抜き出した文章です。 
技術のエッセンスを押さ
えるために表現を練った
文章です。 
その一つひとつの実際の
具体例を選んで読んでみ
ませんか？ 

特許出願は量から質への
変革に向かってます。 
あと先を考え統治能力の
高いガバナビリティの追
求が大切です。 

見てみたい技術抽出アン
グル（ファセット）を選び、
具体例に学ぶ。 
これにより発明強化が図
れます。 



≪人工知能シリーズ≫ 人工知能の注目すべき技術を取り上げています 

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。 

人工知能と健康・元気のヘルスケア 
発明導出ガイドブック  2017.6 発刊  

定価 80,000 円（税別）  
本書は、人工知能とヘルスケアの関わりを特許情報から俯瞰しています。日常的な健康管理や生活習慣・睡眠の改善、職場でのメンタルヘ

ルス、高齢者の身体能力・認知力判定、介護者へのサポート、スポーツのトレーニングなど、さまざまなシーンに広がる発明の導出ポイン

トを具体例でみることができます。発明導出のヒント集としてもお役立ていただけます。 

【アングル(技術分類)】生体情報の測定に着目する観点、健康状態（生活習慣）に着目する観点、睡眠に着目する観点、 

メンタルヘルスに着目する観点、見守りや予兆検知に着目する観点、身体・認知能力の評価に着目する観点、 

介護・リハビリに着目する観点、スポーツに着目する観点、その他の参考 

ニューロモルフィックの全体俯瞰  
発明導出ガイドブック  2017.5 発刊  

定価 80,000 円（税別）  
本書は、最近の国内特許情報から非ノイマン型ハードウエアとしての特徴を持つ特許情報を選びニューロモルフィックの全体像を俯瞰して

います。特に、情報処理の要となる人工ニューロンとシナプスの働きに着目し、ニューロン荷重や、スパイクタイミング依存可塑性（STDP）、

学習、メモリスタに関する特許情報から、最先端の研究開発に取り組む技術と企業を俯瞰しています。 

【アングル(技術分類)】スパイクタイミング依存可塑性（STDP）、シナプスの発火・スパイク、荷重・重み付け、学習、ネットワーク、 

メモリスタ、その他 

人工知能と医療 
ネオテクレポート  2016.8 発刊  

期末特別価格 180,000 円（税別）  
本書では医療を取り巻く人工知能を利用した最新の応用展開を探る目的から、（１）医療機関における AI 活用、（２）AI 活用によって、ヘ

ルスケアと医療が近づく、という二つの視点で設定し、2014 年 7 月 1 日～2016 年 6 月 30 日に発行された米国公開特許情報 2,532 件を調

査し、レポートにまとめています。 

【内容】①人工知能は医療のどこに組み込まれているのか？（調査の目的/調査の対象/調査内容/人工知能と医療の全体俯瞰/人工知能と医療

に関わる企業）、②主要企業は、人工知能で何をしようとしているのか？（主要企業の技術的特徴と人工知能の活用の特徴/主要大学の技術

的特徴と人工知能の活用の特徴）、付属ダイナミックマップ付 

人工知能に取り組む全企業 2018 
全企業シリーズ  2018.2 発刊  

定価 60,000 円/直販 48,000 円(税別)  

） 将来有望とされる注目市場に関連する最近の公開特許情報を探り、その産業に関わるすべての企業と技術を業種別にあぶり出しました。 

業種別にまとめられた企業と技術の現状が見える生きた情報は、注目市場に向けての新事業創出、新規顧客開拓、共同研究先の発掘など、

新たなビジネスチャンス探りにお役立ていただけます。本書は 2015.1~2017.12 の発行分の人工知能に関する特許情報をまとめています。 

【内容】特許データからみた人工知能について、人工知能に取り組む業種、人工知能に取り組む全企業一覧、人工知能に取り組む発明者 

トップ 100、人工知能に取り組む全企業 出願件数ランキング、業種別出願件数ランキング、企業シェア、出願の多い発明の名称、  

業種別全企業特許情報一覧 

≪電池シリーズ≫ 全固体二次電池に関する技術に注目しています 

全固体二次電池の固体電解質の形成技術 
ダイナミックマップ  2018.3 発刊  

定価 180,000 円（税別）  
全固体電池の正極・負極に特徴がある技術、固体電解質の材料、組成物、形成方法等に着目し、2015 年～2018 年 2 月末までに発行された

国内公開特許から全固体電池の固体電解質層の形成に関する特許情報を調査しました。特許情報から、固体間の界面抵抗を減らすための電

極の工夫や、無機材料から有機材料まで幅広い材料技術、シート化する塗布技術など、幅広い技術的工夫を取り上げています。 

【アングル(技術分類)】正極／負極活物質層、固体電解質層、固体電解質層（材料・組成物）、固体電解質層（無機材料）、 

固体電解質層（有機材料）、固体電解質層（バインダー等添加物）、固体電解質層（前駆体）、固体電解質層（その他）、形成方法、その他 

全固体二次電池 固体電解質の塗布技術 2 
パテントガイドブック  2016.11 発刊  

定価 80,000 円（税別）  
本書では、固体電解質の塗布技術に特徴がある特許情報を探し出し、その全体像を俯瞰しています。塗布の観点ではバインダやスラリーに

関する特許情報とともに正極材や負極材、あるいは、セパレータと混合（複合）する観点の特許情報が多く見られました。 

【アングル(技術分類)】バインダの観点、スラリーの観点、複合（混合）材の観点、塗工前処理の観点、塗面の凹凸多孔観点、 

塗布方法の観点、製造品質の観点、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 



≪自動車シリーズ≫ V2Xや自動運転、電気自動車に関する技術に注目しています 

V2X のダイナミックマッピング（米国特許） 
ネオテクレポート  2017.12 発刊 

定価 180,000 円（税別）  
ダイナミックマッピングは近未来の自動車に使う高精度な３次元地図情報上に自車位置や他車・障害物などの情報をリアルタイムにマッピ

ングする技術です。最近３か年の特許情報を「地図情報」「応用分野」「出願人（機関）」の３つの異なる視点軸で整理しています。 

【内容】①調査の概要、②主要企業の特徴－ダイナミックマッピングを取り巻く企業（自動車メーカ系、電装関係自動車部品メーカ系、IT

系、運輸サービス系、個人、研究機関、その他・不明）、出願人ランキング、③ダイナミックマッピングの技術動向－特許情報抄録（自車位

置情報、近隣他車走行情報、周辺情報/ローカル地図情報、道路交通情報、危険場所等情報、目的地/駐車スペース情報、広域地図/一般地図

情報） 

電気自動車 EV の電源システム 
ダイナミックマップ  2018.3 発刊  

定価 180,000 円（税別）  
今後に数年間に重要性が急速に高まると思われる二次電池を動力源に用いる電気自動車 EV を対象とし、この EV に固有な電源システムに

関する国内先行特許情報のうち 2011 年以後の出願かつ 2013 年 1 月 1 日~2017 年 12 月 31 までの発行分を調査しました。主に車載二次電

池を用いる EV の充放電制御や電力変換（電源）回路を中心にする回路技術やシステム技術を対象としています。 

【アングル(技術分類)】電源システム、モータ駆動系電源、車載バッテリシステム、路上バッテリシステム、異常保護と安全対策、 

回生技術、電源関連情報、その他の参考情報 

自動運転と触覚センシング 
パテントガイドブック  2018.2 発刊  

定価 80,000 円（税別）  
本書では、自動車の自動運転と触覚センシング（乗員と自動車のインタフェイス）に着目し、2014 年以後に出願された最近の特許情報をし

らべ、運転支援を含む自動運転と触覚（ハプティック）技術の接点を探り、その全体像を俯瞰しました。 

【アングル(技術分類)】自動運転と触覚センシング（人が車に指示）、自動運転と触覚刺激（車が人に通知）、自動運転と双方向授受、 

ハプティック効果、自動車のハンドル/アクセル/ブレーキなど、触覚センサ、触覚アクチュエータ、参考情報 

自動運転と手動運転の混走 
パテントガイドブック  2018.2 発刊  

定価 80,000 円（税別）  
自動運転車と手動運転車が混じって走行する「混走」をテーマに取り上げています。本書では 2014 年出願以後の最近の特許情報約を調査

し、混走を取り巻く自動運転技術とＶ２Ｖ、Ｖ２Ｘ情報通信技術を俯瞰するのにふさわしい具体例を掲載しています。周囲車両が自動運転

中か手動運転中かの識別、自動運転車両の特徴と位置を情報提供する道路管理システム、周辺車両の動きを推定する自車制御、手動運転車

両を検出した際の自車運転の注意喚起など、他車認識と自車対応のほか、隊列走行と自車対応、不可避衝突に備える安全車両制御などのシ

ーン観点を掲載しています。 

【アングル(技術分類)】周囲他車に対応、自車ドライバに通知、V2V や V2X 通信の利用、周囲他車への報知、シーン別の対応、 

参考になる観点 

≪ロボットシリーズ≫ ロボット業界全体の企業と技術を把握できます 

ロボットに取り組む全企業 2018 
全企業シリーズ  2018.2 発刊  

定価 60,000 円/直販 48,000 円(税別)  

） 将来有望とされる注目市場に関連する最近の公開特許情報を探り、その産業に関わるすべての企業と技術を業種別にあぶり出しました。 

業種別にまとめられた企業と技術の現状が見える生きた情報は、注目市場に向けての新事業創出、新規顧客開拓、共同研究先の発掘など、

新たなビジネスチャンス探りにお役立ていただけます。本書は 2015.1~2017.12 の発行分のロボットに関する特許情報をまとめています。 

【内容】特許データからみたロボットについて、ロボットに取り組む業種、ロボットに取り組む全企業一覧、ロボットに取り組む発明者 

トップ 100、ロボットに取り組む全企業 出願件数ランキング、業種別出願件数ランキング、企業シェア、出願の多い発明の名称、  

業種別全企業特許情報一覧 

≪大学特許シリーズ≫ 最先端の米国大学特許に注目しています 

米国大学特許 ナノカーボン編 
大学特許シリーズ  2018.3 発刊  

定価 48,000 円（税別）  
本書は米国大学の特許情報からナノカーボン技術分野における最近の公開特許を整理しています。本書によって、ナノカーボン分野におけ

る米国大学の発明創生活動の現状把握および最先端特許情報を獲得し、ナノカーボン技術に関わる発明創生のためのアイデアの「種」の仕

込みを支援することや、新規アイデアの着想・発展、自社技術との融合・組み合わせに活かすことができます。一読の価値のある１冊です。 

【内容】①米国大学特許（ナノカーボン）の概要－.材料で見る出願傾向（グラフェン・カーボンナノチューブ・カーボンナノ一般・その他）、

応用分野で見る出願傾向と分析結果（エレクトロニクス・エネルギー・バイオ/医療・マテリアル・ナノテクノロジー・その他（システム等））、

トレンドで見るナノカーボン公開特許の件数推移、②米国大学ナノカーボン関連特許の出願件数ランキング（全１３４大学）、③米国大学ナ

ノカーボン関連特許の出願上位１０大学の傾向と特許例－カリフォルニア大学システム、マサチューセッツ工科大学（ＭＩＴ）、スタンフォ

ード大学、テキサス大学システム、ジョンホプキンス大学、カリフォルニア工科大学、ハーバード大学、ミシガン大学、コロンビア大学、

ペンシルベニア大学、④掲載特許一覧表 

◇発刊予定のご案内  ＊３月下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。 
≪脳科学シリーズ≫BMI ブレインマシーンインターフェイス ダイナミックマップ 定価 180,000円（税別） 

≪ロボットシリーズ≫ロボットと感情 パテントガイドブック 定価 80,000円（税別）  

≪ヘスルケアシリーズ≫ヘルスケアの生体センサ パテントガイドブック 定価 80,000円（税別）  

≪自動車シリーズ≫自動運転と生体センシング パテントガイドブック 定価 80,000円（税別）  

  



ダイナミックマップ WEB版のご紹介 
 

 

○新マンスリーセレクト「ヘルスケアコース」のご紹介 
〇会員制の定期配本サービスです。 

〇リーズナブルな価格でパテントガイドブックを利用できます。 

【会員メリット１】 

・自動運転の注目トピックスを特許情報からキャッチ！ 

☞膨大な特許情報から見ておくべき特許情報だけを厳選 

☞研究者が全体像を俯瞰しやすいようにコンパクトに整理 

【会員メリット２】 

・年会費 30万円で 12冊のパテントガイドブックをお届けします！ 

☞1/3の価格でパテントガイドブックを購入できます！ 

（非会員は定価 8万円/各タイトル） 

(※)は発刊済のガイドブックです。お申込み時に４冊まとめてお渡し致します。 
 

配本予定 タイトル 配本予定 タイトル 

2018年 3月 アンチエイジングの全体俯瞰(※) 2018年 6月 (予定タイトル)ライフイノベーションと赤外

線検知技術、生体情報の取得と価値化

技術、情報通信と健康モニタリング など

を予定しております。  

※会員の皆様のご要望を企画に取り入れてい

く予定です。 

2018年 3月 脳科学の社会実装 技術俯瞰最前線(※) 2018年 7月 

2018年 3月 ブレイン・マシン・インタフェース BMIの用途展開(※) 2018年 8月 

2018年 3月 皮膚の生体情報と利用(※) 2018年 9月 

2018年 4月 ヘルスケアの生体センサ（仮） 2018年 10月 

2018年 5月 情報通信とヘルスケア支援システム（仮） 2018年 11月 

 

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/ 

 

【マンスリーセレクトの特徴】 
◆技術の全体像を俯瞰できるマップ 

全１２枚ついてくる！ 

◆約９０通りのアングルから研究開発の

ヒントを得られる！ 

◆技術アングルや具体例から新たな 

攻めのポイントを見出せる！ 


