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ビジネスチャンス 

 

近年続く不況の中、大企業から中小企業、個人事業主まで多くのビジネスパーソンが、

新市場への参入や新事業創出、異業種との連携、取引相手の発掘など新たなビジネスを生

み出だすための模索を続けています。時代と共に、ターゲットとなる市場は様々に変化し

ています。エネルギーや情報通信、医療など、技術革新が進む分野があれば、農業などの

ように構造に変化が見られる産業もあります。また、環境問題や高齢化という社会的課題

も新たな需要を生み出すでしょう。いずれもビジネスチャンスの可能性がある将来の注目

市場と言えます。 

 

ビジネスチャンス発見の手がかりは情報です。その第一歩は、注目市場の現状を俯瞰す

ることです。俯瞰することによって大きな現われをつかみ、ビジネスチャンスを手にする

ことができます。さらに、個別の細かい情報にもビジネスチャンスの可能性は秘められて

います。注目市場において、今、どんな業種が関わっているか、どんな企業が参入してい

るか、どんな技術があるか、大きな取り組みだけでなく小さな取り組みまでも見渡してみ

ることが、ビジネスチャンス発見の近道となるはずです。 
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本書の使い方 

本書はロボットに取り組む全企業（業種ページ）、業種別全企業特許情報、全企業索引で構

成されています。それらを基に、本書の使い方をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

業種の動きをみたい 

同業他社の動きをみたい 

新しい取引先を 

見つけたい 

自社技術を売り込みたい 

共同研究の相手を 

知りたい 

（産学官連携） 

①巻末の全企業索引で自社技術を売

り込みたい企業の掲載ページを調

べます。 

②業種別全企業特許情報ページを開

き出願特許のタイトルと要約から

企業の取り組みや課題を探ります。 

③自社技術との関連性を比較し、連

携・売り込みの機会を見出します。 

①企業名索引で注目する同業他社の

全企業特許情報のページを調べま

す。 

②同業他社の取り組み（出願）が 

わかります。 

①全企業索引で、注目企業の特許抄録のペ

ージを調べます。 

②全企業特許情報のページで、注目企業の

出願内容や共同出願人などをみます。 

③連携の可能性を探ります。 

①業種ページや、または全企業索引で

注目企業を探します。 

②全企業特許情報でその企業が関心を

持っている技術をみます。 

③自社技術との接点から連携の可能性

が見えてきます。 

①業種ページで業種の企業をみてみます。 

②業種別全企業特許情報で企業が取り組ん

でいる技術をみます。 

③注目業種の動きがわかります。 

①業種ページで異業種の企業を選びます。 

②その企業の取り組みを、全企業特許情報で

調べます。 

③連携の可能性を探ります。 

開発テーマを探したい 

①業種ページや全企業索引で注目企業を探

します。 

②それらの企業の取り組みを全企業特許情

報でみて、自社技術と対比し自社が開発す

べきテーマを探ります。 

 

異業種と組みたい 

ロボットに取り組む 

全企業 

（業種ページ） 

 

全企業索引 

業種別 

全企業特許情報 
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Ⅰ 特許データからみるロボット 

特許データからみたロボットの流れ 

 2000年以降に日本国内で出願公開された特許情報の全体件数と、ロボットに関する公開

特許件数について、下図に年次推移を示しました。 

わが国の全体的な経済は 2000年ごろから下降線をたどっています。このため、特許出願

件数も年々、減少傾向にあります。特に、2005 年頃から経済停滞と出願の質重視の傾向に

より顕著に出願件数が減少しています。ロボット関連の出願はこのような全体の動きとは

逆に年々増加しています。製造業を始めとした現在市場が形成されている分野の成長に加

えて、サービス分野を始めとした新たな分野へのロボットの普及により、2015 年では 1.6

兆円の市場規模ですが、2035 年には 9.7 兆円まで市場拡大し得ると予測されています。よ

ってロボット分野は、今後も発展していくと考えられており、非常に重要かつ注目度の高

い研究開発分野であると言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特許公開制度では特許出願から公開までに約 1年半を要します。このため 2016 年以降の特許情報について  

は未発行のものが多く出願件数が不正確なため表示しておりません。
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ロボットに取り組む業種（2015.1～2017.12発行国内公開特許情報より） 

 

特許情報から注目市場を調べると、代表的企業のみならずその市場に関わる全企業の技

術情報を知ることができます。さらに、事業内容を表す業種に全企業を分類することによ

り、同業他社情報や異業種情報への距離がぐんと縮まり、産業のすそ野の拡がりもあぶり

出されます。 

なお、本書で使用する業種は、証券資料や官庁の業種・分類などを参考にしています。 

 

【上位 10 業種】 

 

 

【上図以外の業種】 

商業 鉄鋼 ゴム製品 石油・石炭製品 繊維製品 

電力・ガス 不動産業 非鉄金属 パルプ・紙 医薬品 

ガラス・土石製品 食料品 その他金融業 空運業 大学・研究機関・官公庁 

その他業種 海外    

 

ロボットの特許データを抽出するにあたっては、ロボット、ロボテック、ヒューマノイ

ドなどのキーワードを組合せ、ロボットに取り組む全企業のデータとしました。 

 

機械 
電気 

機器 

輸送用
機器 

情報・
通信業 

建設業 
精密 

機器 

その他
製造業 

サービ
ス業 

金属製
造業 

化学 

174社 

ロボット 

22 社 

25 社 

21 社 92 社 

46 社 

32 社 

31 社 

25 社 

32 社 

6 NeoTechnology

sa
m
pl
e



 

ロボットに関わる全企業一覧 

ロボットに関わる特許出願（日本国内向け）を行なっている全企業は 1013社です。 

 

・国内企業（651社） 

業種別、出願件数の多い順に掲載しています。 

業種 企業名 

機械（174社） 

富士機械製造(株)，(株)ＩＨＩ，三菱重工業(株)，日本精工(株)，(株)イシダ，トリニティ工業
(株)，澁谷工業(株)，蛇の目ミシン工業(株)，(株)アイエイアイ，(株)マキタ，ＴＨＫ(株)，大
森機械工業(株)，(株)ジェイテクト，グローリー(株)，ナブテスコ(株)，(株)フジキカイ，(株)
ディスコ，スターテクノ(株)，(株)タカトリ，ＮＴＮ(株)，東芝機械(株)，オークマ(株)，井関
農機(株)，(株)ＩＨＩエアロスペース，リョーエイ(株)，住友重機械工業(株)，(株)大都技研，
パスカルエンジニアリング(株)，新明和工業(株)，(株)テムザック，靜甲(株)，宮川工機(株)，
(株)オプトン，平田機工(株)，(株)クロイツ，ＤＭＧ森精機(株)，ＡＲＴーＨＩＫＡＲＩ(株)，
アルトリスト(株)，ビー・エル・オートテック(株)，(株)自律制御システム研究所，アピックヤ
マダ(株)，(株)特電，(株)瑞光，(株)ＢＢＳ金明，(株)石垣，新明工業(株)，西部電機(株)，ト
ライエンジニアリング(株)，アイダエンジニアリング(株)，(株)ラインワークス，(株)仲田コー
ティング，サトーホールディングス(株)，ランズバーグ・インダストリー(株)，ウエノテックス
(株)，(株)未来機械，ナストーア溶接テクノロジー(株)，カワダロボティクス(株)，(株)ファブ
リカトヤマ，(株)ナガセインテグレックス，(株)オーエム製作所，(株)スギノマシン，古川機工
(株)，(株)タダノ，リバーフィールド(株)，村北ロボテクス(株)，ロボテック(株)，前田機工(株)，
三菱日立製鉄機械(株)，日本省力機械(株)，サンナイス(株)，東芝エレベータ(株)，シブヤ精機
(株)，(株)メディカロイド，スケルトニクス(株)，(株)椿本チエイン，東伸工業(株)，東洋機械
金属(株)，デンソーエレックス(株)，松下工業(株)，(株)東洋製作所，(株)イアス，(株)豊中ホ
ット研究所，(株)林工業所，(株)松浦機械製作所，(株)松屋アールアンドディ，高浜工業(株)，
(株)東日製作所，(株)東北技研，(株)アラキ製作所，(株)石井表記，(株)高山医療機械製作所，
(株)横島エンジニアリング，トーヨーエイテック(株)，不二精機(株)，ウラカミ合同会社，智頭
電機(株)，ヤンマー(株)，ヤマハファインテック(株)，(株)ロボリューション，(株)テクノロー
ド，協立電子工業(株)，兵神装備(株)，(株)レーザックス，ロボティック・バイオロジー・イン
スティテュート(株)，大豊精機(株)，大同マシナリー(株)，明研工業(株)，ｃｉＤｒｏｎｅ(株)，
ワールド技研(株)，三和工業(株)，三明機工(株)，伸洋産業(株)，(株)プリント電子研究所，不
二輸送機工業(株)，ＴＯＷＡ(株)，三菱重工食品包装機械(株)，アサヒ・エンジニアリング(株)，
アキム(株)，タケダ機械(株)，曙機械工業(株)，近江度量衡(株)，(有)曽田農機設計事務所，(株)
ケー・デー・イー，日科ミクロン(株)，(株)ＫＥＣ，高丸工業(株)，鉱研工業(株)，ムラテック
メカトロニクス(株)，豊明工業(株)，新光機器(株)，赤武エンジニアリング(株)，寺岡オート・
ドアシステム(株)，ＴＭＴマシナリー(株)，ＳＫＧ(株)，芙蓉実業(株)，ＲａｐｙｕｔａＲｏｂ
ｏｔｉｃｓ(株)，ＯＭＣ(株)，(株)丸富精工，ＪＵＫＩ(株)，山本ビニター(株)，日立建機(株)，
(株)ＴＡＩＹＯ，日本電産(株)，森合精機(株)，機械設計中畑(株)，(株)ケーテー製作所，(株)
ＩＥＣ，(株)ソディック，(株)小川優機製作所，(有)ＹＫテクノリサーチ，(株)近藤製作所，村
田機械(株)，東京ロボティクス(株)，(株)タスカケル，(株)三共製作所，(株)ダイフク，(株)万
陽，(株)テクノスヤシマ，(株)ユニバーサルエンターテインメント，(株)ヤナギハラメカックス，
(株)ニューフレアテクノロジー，(株)メカトロデザイン，(株)メイキコウ，(株)御池鐵工所，(株)
エイチアンドエフ，(株)エコアドバンス，(株)エトス，(株)オーエム機械，(株)庄内クリエート
工業，(株)キーテクノロジー，(株)小松製作所，(株)ケミトロニクス，(株)ジーベックテクノロ
ジー，マイクロニクス(株) 

電気機器（92社） 

セイコーエプソン(株)，ファナック(株)，(株)安川電機，シャープ(株)，(株)ダイヘン，パナソ
ニックＩＰマネジメント(株)，富士通(株)，日本電産サンキョー(株)，三菱電機(株)，(株)東芝，
(株)アマダミヤチ，(株)日立製作所，ソニー(株)，富士電機(株)，シンフォニアテクノロジー(株)，
大日本スクリーン製造(株)，カシオ計算機(株)，オムロン(株)，キヤノン電子(株)，富士電機機
器制御(株)，日本電気(株)，(株)アルバック，(株)オートネットワーク技術研究所，住友電装(株)，
(株)日立ハイテクノロジーズ，パナソニック(株)，(株)日立国際電気，ホーチキ(株)，東京エレ
クトロン(株)，多摩川精機(株)，マッスル(株)，(株)キーエンス，(株)ソニー・インタラクティ
ブエンタテインメント，(株)明電舎，(株)日立ハイテクマニファクチャ＆サービス，日本信号
(株)，並木精密宝石(株)，(株)日立産機システム，(株)大一商会，(株)ミツバ，東芝ライフスタ
イル(株)，東芝ライテック(株)，オリエンタルモーター(株)，(株)ＺＭＰ，(株)潤工社，ＴＤＫ
(株)，アズビル(株)，芝浦メカトロニクス(株)，ルネサスエレクトロニクス(株)，サムコ(株)，
岩崎電気(株)，東芝メディカルシステムズ(株)，(株)ニレコ，日本電産シンポ(株)，(株)小糸製
作所，(株)ＥｘＨ，(株)村田製作所，東芝産業機器システム(株)，シスメックス(株)，日立アプ
ライアンス(株)，シナノケンシ(株)，エピクルー(株)，コニカミノルタ(株)，キヤノントッキ(株)，
京セラ(株)，大同プラント工業(株)，名古屋電機工業(株)，旭光電機(株)，(株)安田製作所，Ａ
ＳＴＩ(株)，アスモ(株)，(株)豊電子工業，(株)ミマキエンジニアリング，(株)半導体エネルギ
ー研究所，パナソニックヘルスケアホールディングス(株)，(株)八光，沖電気工業(株)，日立マ
クセル(株)，オートモーティブエナジーサプライ(株)，矢崎総業(株)，日本ドライブイット(株)，
八洲電業(株)，山一電機(株)，新電元工業(株)，(株)富士通ゼネラル，(株)クリエイティブテク
ノロジー，(株)エルエーシー，(株)日立プラントコンストラクション，(株)堀場製作所，ローム
(株)，富士通フロンテック(株)，ブラザー工業(株) 

輸送用機器（46社） 
トヨタ自動車(株)，川崎重工業(株)，本田技研工業(株)，日産自動車(株)，(株)豊田自動織機，
(株)デンソー，ダイハツ工業(株)，トヨタ車体(株)，ヤマハ発動機(株)，トヨタ自動車九州(株)，
(株)日本自動車部品総合研究所，富士重工業(株)，カナエ工業(株)，ＮＯＫ(株)，(株)ヒロテッ
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ハイライト表示



 

業種 企業名 

パルプ・紙（3社） 東海紙器(株)，日本モウルド工業(株)，王子ホールディングス(株) 

医薬品（2社） ロート製薬(株)，富山県生薬(有) 

ガラス・土石製品 
（2社） 

旭硝子(株)，ＴＯＴＯ(株) 

食料品（2社） キユーピー(株)，キリン(株) 

その他金融業（1社） (株)イクシスリサーチ 

空運業（1社） 国際航業(株) 

大学・研究機関・ 
官公庁（64社） 

独立行政法人産業技術総合研究所，東京工業大学，大阪大学，立命館，早稲田大学，東北大学，
信州大学，(株)東京大学ＴＬＯ，千葉工業大学，九州工業大学，鳥取大学，三重大学，筑波大学，
千葉大学，一般財団法人首都高速道路技術センター，埼玉大学，神戸大学，大阪市立大学，豊橋
技術科学大学，トヨタ学園，九州大学，山形大学，横浜国立大学，広島県，国立研究開発法人宇
宙航空研究開発機構，宇都宮大学，首都大学東京，和歌山大学，金沢工業大学，日本大学，愛媛
大学，龍谷大学，塚本学院大阪芸術大学，国立研究開発法人情報通信研究機構，慶應義塾，法政
大学，近畿大学，関東学院，秋田県立大学，東京医科歯科大学，国立研究開発法人物質・材料研
究機構，岡山大学，常翔学園，滋賀医科大学，金沢大学，電気通信大学，名古屋工業大学，兵庫
県，関西大学，地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター，広島市立大学，埼玉県立大学，
会津大学，岐阜大学，島根県，中部大学，国立研究開発法人国立長寿医療研究センター，(株)Ｎ
ＢＬ研究所，地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所，独立行政法人国立高等専門学校機
構，消防庁長官，国立研究開発法人日本原子力研究開発機構，大分県，香川大学 

その他業種（25社） 

グレースマリー・ワールド(株)，(株)不二越，ＭＫ電産(株)，ヴイストン(株)，(株)ワールドエ
ンジニアリング，Ｒｅ＆Ｄｏ(株)，松井デザインスタジオ(株)，シャダイ(株)，メカテック(有)，
(有)ティミス，ＩＫＯＭＡロボテック(株)，(有)アイドリーマ，(株)アドイン研究所，トーヨー
カネツソリューションズ(株)，ＭＫ・シグマ(株)，(株)武蔵野ＳＱＵＳＥ，(株)ＩｎｆｏＤｅｌ
ｉｖｅｒ，(株)ブイ・アール・テクノセンター，(株)テクノ・コモンズ，(株)槌屋，プロジェク
トジャパン(株)，ＳＯＩＮＮホールディングス合同会社，(株)ＮＳＣ，(有)ブロッサム，ナレル
システム(有) 

 

・海外企業（362社） 

地域別、国別、企業名順に掲載しています。なお企業名は日本語表記、アルファベット

表記ともに特許情報上の表記に基づいています。 

国 企業名（アルファベット表記） （日本語表記） 

アメリカ 
（115社） 

3M......................................スリーエムイノベイティブプロパティズカンパニー 

ADVANCED SOLUTIONS LIFE SCIENCES........アドバンスト・ソリューションズ・ライフ・サイエンシ

ズ，エルエルシー 

ALL CAPE GYNECOLOGY.....................オールケイプガイナコロジーエルエルシー 

AMAZON..................................アマゾンテクノロジーズインコーポレイテッド 

ANDROID INDUSTRIES L.L.C................アンドロイドインダストリーズエルエルシー 

APPLIED MATERIALS.......................アプライドマテリアルズインコーポレイテッド 

AURIS SURGICAL ROBOTICS.................オーリスサージカルロボティクス，インコーポレイテッ
ド 

BARRETT TECHNOLOGY......................バレット・テクノロジー，エルエルシー 

BEBOP SENSORS...........................ビーボップセンサーズ、インコーポレイテッド 

BESPOKE.................................ビスポーク，インコーポレイテッド 

BREATHEWISE.............................ブリーズワイズ，エルエルシー 

BROOKS AUTOMATION.......................ブルックスオートメーションインコーポレイテッド 

CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY......カリフォルニアインスティチュートオブテクノロジー 

CASCADE MICROTECH.......................カスケードマイクロテックインコーポレイテッド 

CHANNELL COMMERCIAL CORPORATION.........チャンネルコマーシャルコーポレイション 

COCA COLA...............................ザコカ・コーラカンパニー 

CONTROLRAD SYSTEMS INC..................コントローラッドシステムズ、インコーポレイテッド 

CORINDUS INC............................コリンダスインコーポレイテッド 

CORNING.................................コーニングインコーポレイテッド 

9 NeoTechnology

sa
m
pl
e

asai
ハイライト表示



 

ロボットに取り組む全企業 出願件数ランキング 

ロボットに関わる特許出願を行なっている日本国内の企業について、出願件数ランキング

順に掲載しています。 

 

順 企業名 業種 件数 

1 セイコーエプソン株式会社 電気機器 571 

2 ファナック株式会社 電気機器 331 

3 キヤノン株式会社 精密機器 241 

4 株式会社安川電機 電気機器 149 

5 トヨタ自動車株式会社 輸送用機器 135 

6 川崎重工業株式会社 輸送用機器 107 

7 株式会社デンソーウェーブ 精密機器 99 

8 シャープ株式会社 電気機器 76 

9 本田技研工業株式会社 輸送用機器 71 

10 株式会社ダイヘン 電気機器 61 

11 パナソニックＩＰマネジメント株式会社 電気機器 54 

12 富士通株式会社 電気機器 47 

13 ライフロボティクス株式会社 その他製造業 46 

14 株式会社リコー 精密機器 45 

15 日本電産サンキョー株式会社 電気機器 38 

16 富士機械製造株式会社 機械 37 

17 日産自動車株式会社 輸送用機器 36 

18 三菱電機株式会社 電気機器 35 

19 

株式会社国際電気通信基礎技術研究

所 情報・通信業 34 

20 株式会社東芝 電気機器 27 

21 株式会社ＩＨＩ 機械 25 

  株式会社豊田自動織機 輸送用機器 25 

23 株式会社アマダミヤチ 電気機器 24 

24 日本電信電話株式会社 情報・通信業 23 

25 三菱重工業株式会社 機械 22 

26 日本精工株式会社 機械 20 

27 セコム株式会社 サービス業 19 

28 ソニー株式会社 電気機器 18 

  株式会社日立製作所 電気機器 18 

30 株式会社デンソー 輸送用機器 17 

  株式会社イシダ 機械 17 

32 富士電機株式会社 電気機器 16 

33 シンフォニアテクノロジー株式会社 電気機器 15 

  ダイハツ工業株式会社 輸送用機器 15 

35 独立行政法人産業技術総合研究所 

大学・研究機

関・官公庁 14 

  株式会社ニコン 精密機器 14 

37 株式会社神戸製鋼所 鉄鋼 13 

  ＪＦＥスチール株式会社 鉄鋼 13 

39 国立大学法人東京工業大学 

大学・研究機

関・官公庁 12 

  大日本スクリーン製造株式会社 電気機器 12 

  カシオ計算機株式会社 電気機器 12 

  富士ゼロックス株式会社 精密機器 12 

  オムロン株式会社 電気機器 12 

44 トリニティ工業株式会社 機械 11 

  国立大学法人大阪大学 

大学・研究機

関・官公庁 11 

  澁谷工業株式会社 機械 11 

  トヨタ車体株式会社 輸送用機器 11 

  蛇の目ミシン工業株式会社 機械 11 

  キヤノン電子株式会社 電気機器 11 

50 ヤマハ発動機株式会社 輸送用機器 10 

順 企業名 業種 件数 

  株式会社荏原製作所 その他製造業 10 

  大日本印刷株式会社 その他製造業 10 

  

日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会

社 サービス業 10 

  株式会社アイエイアイ 機械 10 

55 株式会社マキタ 機械 9 

  学校法人立命館 

大学・研究機

関・官公庁 9 

  学校法人早稲田大学 

大学・研究機

関・官公庁 9 

58 富士電機機器制御株式会社 電気機器 8 

  国立大学法人東北大学 

大学・研究機

関・官公庁 8 

  株式会社ジェイテクト 機械 8 

  グローリー株式会社 機械 8 

  日本電気株式会社 電気機器 8 

  住友電気工業株式会社 非鉄金属 8 

  大森機械工業株式会社 機械 8 

  株式会社アルバック 電気機器 8 

  ＴＨＫ株式会社 機械 8 

  出光興産株式会社 

石油・石炭製

品 8 

68 ナブテスコ株式会社 機械 7 

  株式会社フジキカイ 機械 7 

  株式会社ディスコ 機械 7 

  国立大学法人信州大学 

大学・研究機

関・官公庁 7 

  パナソニック株式会社 電気機器 7 

  株式会社日立ハイテクノロジーズ 電気機器 7 

  スターテクノ株式会社 機械 7 

  株式会社日立国際電気 電気機器 7 

  株式会社東京大学ＴＬＯ 

大学・研究機

関・官公庁 7 

  住友電装株式会社 電気機器 7 

  

株式会社オートネットワーク技術研究

所 電気機器 7 

79 東京電力ホールディングス株式会社 電力・ガス 6 

  株式会社タカトリ 機械 6 

  ホーチキ株式会社 電気機器 6 

  学校法人千葉工業大学 

大学・研究機

関・官公庁 6 

  株式会社コスモライフ 商業 6 

  日本放送協会 情報・通信業 6 

  オリンパス株式会社 精密機器 6 

  東京エレクトロン株式会社 電気機器 6 

  ニベア花王株式会社 化学 6 

  ニッタ株式会社 ゴム製品 6 

  トヨタ自動車九州株式会社 輸送用機器 6 

  株式会社湯山製作所 精密機器 6 

  ＮＴＮ株式会社 機械 6 

  東芝機械株式会社 機械 6 

93 マッスル株式会社 電気機器 5 

  株式会社キーエンス 電気機器 5 

  横浜ゴム株式会社 ゴム製品 5 

  グレースマリー・ワールド株式会社 その他業種 5 
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ロボットに取り組む発明者 出願件数トップ 100 

ロボットに関わる特許出願を行なっている日本国内の発明者について、出願件数ランキン

グトップ 100 を掲載しています。なお、発明者氏名と所属先は公開時点の特許情報の記載

に基づいており、氏名の表記ゆれや出願後の所属先変更などは考慮していません。また、

所属先と出願人企業が異なる場合は※の後に出願人企業名を併記いたしました。 

 

順 氏名 所属先 業種 件数 

1 尹 祐根 ライフロボティクス(株) その他製造業 44 

2 川瀬 大介 (株)デンソーウェーブ 精密機器 40 

3 

▲高▼▲瀬▼ 

宗祐 ライフロボティクス(株) その他製造業 34 

  川口 順央 ライフロボティクス(株) その他製造業 34 

5 佐野 光 ライフロボティクス(株) その他製造業 33 

  栗原 眞二 ライフロボティクス(株) その他製造業 33 

7 神谷 俊幸 セイコーエプソン(株) 電気機器 29 

8 元▲吉▼ 正樹 セイコーエプソン(株) 電気機器 25 

9 宮澤 修 セイコーエプソン(株) 電気機器 24 

  荒川 豊 セイコーエプソン(株) 電気機器 24 

11 赤羽 和重 セイコーエプソン(株) 電気機器 23 

  原田 智紀 セイコーエプソン(株) 電気機器 23 

  河合 宏紀 セイコーエプソン(株) 電気機器 23 

  松浦 康寿 (株)豊田自動織機 輸送用機器 23 

15 小関 亮介 (株)豊田自動織機 輸送用機器 22 

16 橋本 浩一 セイコーエプソン(株) 電気機器 21 

  合田 泰之 (株)豊田自動織機 輸送用機器 21 

  浅井 真也 (株)豊田自動織機 輸送用機器 21 

19 長塚 嘉治 ファナック(株) 電気機器 19 

  前田 摩美 ライフロボティクス(株) その他製造業 19 

  川田 浩之 セイコーエプソン(株) 電気機器 19 

22 井手 慧 (株)デンソーウェーブ 精密機器 18 

  南本 高志 セイコーエプソン(株) 電気機器 18 

24 隼田 順司 日産自動車(株) 輸送用機器 17 

  石毛 太郎 セイコーエプソン(株) 電気機器 17 

26 下平 泰裕 セイコーエプソン(株) 電気機器 16 

  山口 如洋 セイコーエプソン(株) 電気機器 16 

  村田 卓也 (株)豊田自動織機 輸送用機器 16 

  小林 一彦 キヤノン(株) 精密機器 16 

30 小菅 一弘 セイコーエプソン(株) 電気機器 15 

  桐原 大輔 セイコーエプソン(株) 電気機器 15 

  吉村 和人 セイコーエプソン(株) 電気機器 15 

  清澤 勇貴 セイコーエプソン(株) 電気機器 15 

  梅野 真 (株)安川電機 電気機器 15 

  小田 勝 ファナック(株) 電気機器 15 

36 高橋 広光 ファナック(株) 電気機器 14 

  矢澤 隆之 

日本電産サンキョー

(株) 電気機器 14 

  佐藤 大輔 セイコーエプソン(株) 電気機器 14 

  有田 創一 ファナック(株) 電気機器 14 

  荒井 翔悟 セイコーエプソン(株) 電気機器 14 

  五十棲 丈二 富士機械製造(株) 機械 14 

  石黒 浩 

(株)国際電気通信基礎

技術研究所 情報・通信業 14 

43 齊藤 樹一郎 (株)リコー 精密機器 13 

  林 浩一郎 (株)ＩＨＩ 機械 13 

  香川 尚哉 (株)デンソーウェーブ 精密機器 13 

  中山 一隆 ファナック(株) 電気機器 13 

  小西 晃雄 セイコーエプソン(株) 電気機器 13 

  飯田 泉 セイコーエプソン(株) 電気機器 13 

順 氏名 所属先 業種 件数 

  稲積 満広 セイコーエプソン(株) 電気機器 13 

  山崎 武馬 セイコーエプソン(株) 電気機器 13 

51 横田 雅人 セイコーエプソン(株) 電気機器 12 

  土井 将弘 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 12 

  津坂 優子 

パナソニックＩＰマネジメ

ント(株) 電気機器 12 

  鈴木 雅博 キヤノン(株) 精密機器 12 

  梶野 喜一 セイコーエプソン(株) 電気機器 12 

  當眞 博太 (株)デンソーウェーブ 精密機器 12 

  野村 英明 富士機械製造(株) 機械 12 

58 丸山 健一 セイコーエプソン(株) 電気機器 11 

  内藤 康広 ファナック(株) 電気機器 11 

  水島 信幸 セイコーエプソン(株) 電気機器 11 

  松本 隆伸 セイコーエプソン(株) 電気機器 11 

  白石 亘 ファナック(株) 電気機器 11 

  岩▲崎▼ 友寿 セイコーエプソン(株) 電気機器 11 

  ▲瀬▼下 勇 セイコーエプソン(株) 電気機器 11 

  五味 晃宏 セイコーエプソン(株) 電気機器 11 

  北原 康行 

日本電産サンキョー

(株) 電気機器 11 

  中根 伸幸 富士機械製造(株) 機械 11 

  神田 崇行 

(株)国際電気通信基礎

技術研究所 情報・通信業 11 

69 尾坂 勉 キヤノン(株) 精密機器 10 

  倉 岡  修 平 川崎重工業(株) 輸送用機器 10 

  西 浩次 ファナック(株) 電気機器 10 

  一番ケ瀬 敦 (株)安川電機 電気機器 10 

  齋藤 洋 (株)安川電機 電気機器 10 

  井上 俊彦 ファナック(株) 電気機器 10 

  松沢 明 セイコーエプソン(株) 電気機器 10 

  橋本 康彦 川崎重工業(株) 輸送用機器 10 

  佐竹 聡 

(株)国際電気通信基礎

技術研究所 情報・通信業 10 

  母倉 政次 セイコーエプソン(株) 電気機器 10 

  榎枝 成治 ＪＦＥスチール(株) 鉄鋼 10 

  札場 勇大 

パナソニックＩＰマネジメ

ント(株) 電気機器 10 

  竹内 馨 セイコーエプソン(株) 電気機器 10 

82 笹井 重徳 セイコーエプソン(株) 電気機器 9 

  小浦 健太郎 (株)マキタ 機械 9 

  石山 和誉 ＪＦＥスチール(株) 鉄鋼 9 

  年光 俊介 セイコーエプソン(株) 電気機器 9 

  菅沼 直孝 (株)東芝 電気機器 9 

  坂東 賢二 川崎重工業(株) 輸送用機器 9 

  長谷川 浩 セイコーエプソン(株) 電気機器 9 

  橋口 幸男 (株)安川電機 電気機器 9 

  安川 信二 セイコーエプソン(株) 電気機器 9 

  藪下 英典 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 9 

  白井 雅浩 キヤノン電子(株) 電気機器 9 

  栗林 保 

日本電産サンキョー

(株) 電気機器 9 
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Ⅱ ロボットに取り組む全企業 

 

本書ではロボットをいわゆる業種別に分けて企業と技術の両面からデータをひもときま

した。 

 

ロボットに取り組む全企業をみる 

 

特許出願件数は、その企業がどの程度の費用をかけて特許

出願をしているかを示しており、企業の技術力を知る指標と

して使うこともできます。ここでは注力企業を知るうえでの

便利から、出願件数の多い順に企業を並べています。 

 

 

 

 

 

 

 

ロボットに取り組む技術をみる 

 

ここでは発明の名称を掲載しています。発明の名称からは、

取り組んでいる技術の具体的内容がわかります。発明の名称

を業種でまとめてみると、業種内での技術の傾向をつかむた

めの参考情報となります。全件の掲載が難しい場合は、多く

使われている発明の名称から優先的に抽出し、文頭に使われ

ている語句の順に掲載しています。 

 

 

 

 

 

  

業種別 企業シェア 

業種別 企業ランキング 

業種別 発明の名称 
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業種別に詳細情報をみる 

続く全企業特許情報ページで、業種ごとに全企業の公開特許

情報（2015.1～2017.12発行分）を掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお筆頭出願人でない場合、共同出願人として他業種のページに掲載されていますので

巻末の全企業索引から企業名で逆引きして詳細情報をご覧ください。 

 

個別の出願内容については、特許庁特許電子図書館 

http://www.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tokujitu.htmにて公報番号から詳細を確認すること

ができます。 

なお、WOで始まる国際公開特許情報については世界知的所有権機関(WIPO)の  

PATENTSCOPE  http://patentscope.wipo.int/search/ja/search.jsf からお調べください。 

出願人（筆頭） 

発明の名称 

要約 

発明者 

共同出願人 

公報番号 

出願日 

29 NeoTechnology

sa
m
pl
e



 

機械 174社 
 

◆ロボットに取り組む 

機械＜全企業＞をみる        

特許情報（2015.1～2017.12 発行）からみた企業数は 174 社、 

出願件数は 480件です。右図は企業シェアを、下表は出願件数

順の企業ランキングを表します。 

 

・企業ランキング（出願件数）全 174社

順 企業名 件数 

1 富士機械製造株式会社 37 

2 株式会社ＩＨＩ 25 

3 三菱重工業株式会社 22 

4 日本精工株式会社 20 

5 株式会社イシダ 17 

6 トリニティ工業株式会社 11 

  澁谷工業株式会社 11 

  蛇の目ミシン工業株式会社 11 

9 株式会社アイエイアイ 10 

10 株式会社マキタ 9 

11 ＴＨＫ株式会社 8 

  大森機械工業株式会社 8 

  株式会社ジェイテクト 8 

  グローリー株式会社 8 

15 ナブテスコ株式会社 7 

  株式会社フジキカイ 7 

  株式会社ディスコ 7 

  スターテクノ株式会社 7 

19 株式会社タカトリ 6 

  ＮＴＮ株式会社 6 

  東芝機械株式会社 6 

22 オークマ株式会社 5 

  井関農機株式会社 5 

24 株式会社ＩＨＩエアロスペース 4 

  リョーエイ株式会社 4 

  住友重機械工業株式会社 4 

  株式会社大都技研 4 

  パスカルエンジニアリング株式会社 4 

29 新明和工業株式会社 3 

  株式会社テムザック 3 

  靜甲株式会社 3 

  宮川工機株式会社 3 

  株式会社オプトン 3 

  平田機工株式会社 3 

  株式会社クロイツ 3 

  ＤＭＧ森精機株式会社 3 

  ＡＲＴーＨＩＫＡＲＩ株式会社 3 

  アルトリスト株式会社 3 

  ビー・エル・オートテック株式会社 3 

  株式会社自律制御システム研究所 3 

41 アピックヤマダ株式会社 2 

  株式会社特電 2 

  株式会社瑞光 2 

  株式会社ＢＢＳ金明 2 

  株式会社石垣 2 

  新明工業株式会社 2 

  西部電機株式会社 2 

  トライエンジニアリング株式会社 2 

順 企業名 件数 

  アイダエンジニアリング株式会社 2 

  株式会社ラインワークス 2 

  株式会社仲田コーティング 2 

  サトーホールディングス株式会社 2 

  ランズバーグ・インダストリー株式会社 2 

  ウエノテックス株式会社 2 

  株式会社未来機械 2 

  ナストーア溶接テクノロジー株式会社 2 

  カワダロボティクス株式会社 2 

  株式会社ファブリカトヤマ 2 

  株式会社ナガセインテグレックス 2 

  株式会社オーエム製作所 2 

  株式会社スギノマシン 2 

  古川機工株式会社 2 

  株式会社タダノ 2 

  リバーフィールド株式会社 2 

  村北ロボテクス株式会社 2 

  ロボテック株式会社 2 

  前田機工株式会社 2 

  三菱日立製鉄機械株式会社 2 

  日本省力機械株式会社 2 

70 サンナイス株式会社 1 

  東芝エレベータ株式会社 1 

  シブヤ精機株式会社 1 

  株式会社メディカロイド 1 

  スケルトニクス株式会社 1 

  株式会社椿本チエイン 1 

  東伸工業株式会社 1 

  東洋機械金属株式会社 1 

  デンソーエレックス株式会社 1 

  松下工業株式会社 1 

  株式会社東洋製作所 1 

  株式会社イアス 1 

  株式会社豊中ホット研究所 1 

  株式会社林工業所 1 

  株式会社松浦機械製作所 1 

  株式会社松屋アールアンドディ 1 

  高浜工業株式会社 1 

  株式会社東日製作所 1 

  株式会社東北技研 1 

  株式会社アラキ製作所 1 

  株式会社石井表記 1 

  株式会社高山医療機械製作所 1 

  株式会社横島エンジニアリング 1 

  トーヨーエイテック株式会社 1 

  不二精機株式会社 1 

  ウラカミ合同会社 1 

  智頭電機株式会社 1 
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機械 480件 
 

◆ロボットに取り組む 

機械＜技術＞をみる 

発明の名称からは、取り組んでいる技術の具体的内容がわかります。業種内の技術の傾向をつかむため

の参考情報として、多く使われている発明の名称から優先的に抽出し、文頭の語句順に掲載しています。 

 

自走式集塵ロボット 

介助ロボット 

ロボット 

工作機械 

箱詰め装置 

自動培養操作装置 

塗装ブース 

ロボットの遠隔操作システムと方法 

ロボットハンド 

案内用ロボット 

遊技台 

質量測定装置 

組立体製造装置及び組立体製造方法 

ロボット、ロボットの制御方法、及びロボットの制御プログラム 

ワイヤソー装置 

卓上ロボット 

曲げ加工装置 

搬送ロボット 

プレス機械のワーク搬送装置 

質量計測装置 

リンク作動装置を用いた多関節ロボット 

二輪走行ロボット 

レーザー光を用いた溶断・破砕適応制御装置 

部品実装機のカセット式フィーダ入替システム 

ギヤエッジ切除ツール及びギヤエッジ切除装置 

見守りシステム 

ロボットシステム 

手首ユニットとロボット 

ロボットシステム及びその制御方法 

抵抗溶接装置 

ロボットにおける回転駆動機構 

廃棄物選別システム及びその選別方法 

ＲＦＩＤタグ発行装置 

飛行ロボット装置 

ロボットハンドの制御方法と制御装置 

物品処理装置 

ロボット装置 

溶接装置 

ワーク搬送装置 

産業用ロボット 

商品ピッキング装置及びプログラム 

ヒューマノイドロボットの関節機構 

障害物回避先導ロボット 

フィーダ自動交換システム 

シート繰出システム及びこれを用いたシート繰出方法 

製函装置 

移動ロボット 

測定装置 

遠隔操縦システムと方法 

通信回復装置と方法 

加工機械 

塗布装置 

加工軌道生成装置と方法 

農作業ロボット 

加工設備 

箱詰装置 

加工装置 

被加工部材の加工方法及び加工装置 

アクチュエータとロボット 

部品実装システム及び部品実装方法 

回転軸駆動装置 

物品移載装置 

吸着装置 

供給装置 

木材プレカット加工装置 

カートンの保持装置及び保持方法 

制御装置 

自在継手及びロボットの関節構造 

リンク装置 

フィーダー交換装置 

うどん製造装置 

偏心揺動型の歯車装置および産業用ロボット 

レーザ描画装置、車両用加飾部品の製造方法、レーザ加飾方法 

ハンドユニットおよび移載方法 

ロール鍛造機とそのロール鍛造方法 

全自動ドリル装置 

ログ収集装置、産業用ロボット及び電動プレス 

電動グリッパ装置 

２足歩行ロボットの姿勢安定化制御装置 

負圧吸着自走ロボット装置 

ロボット、ロボットの制御方法、およびロボットの制御プログラム 

作業用自走ロボット及びそれを備えた作業車両 

キャップチップ取外し装置 

自動工具交換装置および工作機械 

ロボット、ロボット固定装置、対象物固定装置、および機械加工方

法 

消火ロボットおよびその消火ロボットを使用した消火方法 

ロボットアーム 

静電塗装装置 

ほか 

 

次ページ以降、機械全企業の公開特許情報を掲載しています。内容は、出願人（筆頭）、発明の名称、要約、発明者、共同

出願人、公報番号、出願日です。機械に属していても筆頭出願人でない場合、共同出願人として他業種のページに掲載さ

れていますので巻末の全企業索引をご活用ください。 
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機械
No. 出願人 発明の名称 要約 発明者 共同出願人 公報番号／

出願日
1 富士機械製造株式会

社
部品実装機のカセット式
フィーダ入替システム

部品実装機の稼働中のフィーダ交換作業
を自動化する。

水野  貴幸,川合
英俊,伊藤  秀俊,
田中  啓太

特開2017-
011315
2016/10/21

2 富士機械製造株式会
社

部品実装機のカセット式
フィーダ入替システム

部品実装機の稼働中のフィーダ交換作業
を自動化する。

水野  貴幸,川合
英俊,伊藤  秀俊,
田中  啓太

特開2017-
011316
2016/10/21

3 富士機械製造株式会
社

部品実装システム及び部
品実装方法

先の基板種の生産から次の基板種の生産
への切り替えを速やかに行うことができ、生
産性を向上できる部品実装システム及び部
品実装方法を提供する。

飯阪  淳,伊藤  秀
俊

特開2017-
027996
2015/07/17

4 富士機械製造株式会
社

工作機械の搬送装置 清掃作業が可能な工作機械の搬送装置を
提供すること。

加藤  正樹 特開2017-
047507
2015/09/02

5 富士機械製造株式会
社

工作機械 爪の交換作業が簡単な工作機械を提供す
ることを課題とする。

鴨下  悟,伊藤  昌
治,小嶋  一行,沖
田  考輝

特開2017-
052054
2015/09/10

6 富士機械製造株式会
社

ワーク搬送装置および工
作機械

ワークの清掃が可能で構造が簡単な搬送ロ
ボットを備えるワーク搬送装置、および当該
ワーク搬送装置を備える工作機械を提供す
ることを課題とする。

八田  博之,栗本
哲平

特開2017-
052055
2015/09/10

7 富士機械製造株式会
社

印刷装置および部品実装
基材の製造装置

インクの積層印刷により積層体を形成する
印刷装置において、フラッシングをより効率
よく行えるようにする。

川尻  明宏,藤田
政利,橋本  良崇,
塚田  謙磁,鈴木
雅登　≪続く≫

特開2017-
087103
2015/11/04

8 富士機械製造株式会
社

移動補助ロボット １つのタイプの移動補助ロボットによって身
体能力が異なる複数の使用者に対応可能
となる移動補助ロボットを提供する。

五十棲  丈二,森
一明,中根  伸幸,
野村  英明

特開2017-
124231
2017/04/05

9 富士機械製造株式会
社

フィーダ自動交換システム フィーダ交換作業を自動化し、且つ、フィー
ダ交換時に部品実装機の稼働を停止させ
ず、部品実装機の稼働率を向上する。

飯阪  淳,伊藤  秀
俊

特開2017-
130593
2016/01/22

10 富士機械製造株式会
社

電子部品装着機 工場の電力設備能力が低い場合でも、電
圧不足エラーの発生を抑制できるようにす
る。

山本  忠史 特開2017-
183536
2016/03/30

11 富士機械製造株式会
社

介助ロボット 被介助者に違和感を与えることなく、起立さ
せたり着座させたりする介助ロボットを提供
する。

鈴木  淳,五十棲
丈二,森  一明,中
根  伸幸,野村  英
明

特開2017-
209548
2017/09/06

12 富士機械製造株式会
社

介助ロボット 着座している被介助者の足位置が異なって
も、被介助者に違和感を与えることのない
姿勢に起立させる介助ロボットを提供する。
介助ロボットは、基台と、基台に設けられ駆
動部によ　≪続く≫

五十棲  丈二,中根
伸幸,野村  英明

WO201501183
7
2013/07/26

13 富士機械製造株式会
社

保持具および介助ロボット 保持具および介助ロボットにおいて、手間、
高コスト化・大型化を招くことなく、かつ、違
和感を感じることなく被介助者の体を保持
する保持具を提供する。保持部２３（保持
具）は　≪続く≫

野村  英明,五十棲
丈二,中根  伸幸

WO201501183
8
2013/07/26

14 富士機械製造株式会
社

介助ロボット 高コスト化・大型化を招くことなく、被介助者
に違和感を与えることのない起立および着
座を実施することができる介助ロボットを提
供する。介助ロボットは、第１駆動部によっ
て第　≪続く≫

野村  英明,五十棲
丈二,中根  伸幸

WO201501183
9
2013/07/26

15 富士機械製造株式会
社

リード位置検出装置及び
部品挿入機

挿入部品の電子基板への挿入実装時にお
いて、確実にリード位置を検出することがで
きる技術を提供する。部品供給部２１ａに供
給された挿入部品８００のリード８０２を一対
のクラ　≪続く≫

前田  晴章,大坪
覚,濱根  剛

WO201501945
6
2013/08/07

16 富士機械製造株式会
社

介助ロボット 被介助者を電動車いすなどの駆動介助機
器に移乗させる際に介助ロボットを利用する
場合に、駆動介助機器および介助ロボット
の操作の煩わしさ、ひいては介助者の手間
を低減する介　≪続く≫

野村  英明,五十棲
丈二,中根  伸幸

WO201504501
0
2013/09/24

17 富士機械製造株式会
社

多重化通信システム及び
作業用ロボット

エンコーダ信号を多重化して伝送するにあ
たり、エンコーダ信号に基づいた電磁モー
タに対する制御の応答速度を好適に維持
可能な多重化通信システムを提供する。多
重化通信装置の　≪続く≫

長坂  伸夫,今寺
泰章,石浦  直道,
廣田  重元

WO201505279
0
2013/10/09

18 富士機械製造株式会
社

延長装置及び作業用ロ
ボット

画像処理ボードに画像データを転送する機
器固有のデジタルインターフェースに制限
されることなく、安価かつ小型で画像データ
の伝送距離が延長できる延長装置を提供
する。装着装　≪続く≫

長坂  伸夫,廣田
重元,石浦  直道,
今寺  泰章

WO201506393
0
2013/10/31

19 富士機械製造株式会
社

自動運転システム及び自
動走行機

走行機を用いて移動する要介護者が目的
地までの移動を介護者等の補助を受けず
に実施できる自動運転システムを提供する
こと。自動運転システムは、要介護者（Ｈ）を
保持した状態　≪続く≫

児玉  誠吾,五十棲
丈二,中根  伸幸

WO201506822
9
2013/11/07

20 富士機械製造株式会
社

フィーダー交換装置 部品実装機への部品の供給に伴いボトム
テープＢＴから剥がされたトップフィルムＴＦ
を切断するための固定刃６１および可動刃６
２を備えるフィーダー４０を交換可能なフィー
ダー　≪続く≫

水野  貴幸 WO201512197
6
2014/02/14

21 富士機械製造株式会
社

大気圧プラズマ発生装置 筐体（１２）と前記筐体（１２）内に設けられる
第１区域（１６）と前記第１区域（１６）に加温
した第１処理ガスを流入するガス加温器と前
記筐体（１２）内に設けられ第１区域（　≪続
く≫

池戸  俊之,神藤
高広

WO201513285
3
2014/03/03
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大学・研究機関・官公庁 64社 
 

◆ロボットに取り組む 

大学・研究機関・官公庁＜全企業＞をみる        

特許情報（2015.1～2017.12発行）からみた企業数は 64社、 

出願件数は 177件です。右図は企業シェアを、下表は出願件数

順の企業ランキングを表します。 

 

・企業ランキング（出願件数）全 64社

順 企業名 件数 

1 独立行政法人産業技術総合研究所 14 

2 国立大学法人東京工業大学 12 

3 国立大学法人大阪大学 11 

4 学校法人立命館 9 

  学校法人早稲田大学 9 

6 国立大学法人東北大学 8 

7 国立大学法人信州大学 7 

  株式会社東京大学ＴＬＯ 7 

9 学校法人千葉工業大学 6 

10 国立大学法人九州工業大学 5 

  国立大学法人鳥取大学 5 

12 国立大学法人三重大学 4 

13 国立大学法人筑波大学 3 

  国立大学法人千葉大学 3 

  一般財団法人首都高速道路技術センター 3 

  国立大学法人埼玉大学 3 

  国立大学法人神戸大学 3 

  公立大学法人大阪市立大学 3 

19 国立大学法人豊橋技術科学大学 2 

  学校法人トヨタ学園 2 

  国立大学法人九州大学 2 

  国立大学法人山形大学 2 

  国立大学法人横浜国立大学 2 

  広島県 2 

  国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 2 

  国立大学法人宇都宮大学 2 

  公立大学法人首都大学東京 2 

  国立大学法人和歌山大学 2 

  学校法人金沢工業大学 2 

  学校法人日本大学 2 

  国立大学法人愛媛大学 2 

  学校法人龍谷大学 2 

  学校法人塚本学院大阪芸術大学 2 

順 企業名 件数 

  国立研究開発法人情報通信研究機構 2 

35 学校法人慶應義塾 1 

  学校法人法政大学 1 

  学校法人近畿大学 1 

  学校法人関東学院 1 

  公立大学法人秋田県立大学 1 

  国立大学法人東京医科歯科大学 1 

  国立研究開発法人物質・材料研究機構 1 

  国立大学法人岡山大学 1 

  学校法人常翔学園 1 

  国立大学法人滋賀医科大学 1 

  国立大学法人金沢大学 1 

  国立大学法人電気通信大学 1 

  国立大学法人名古屋工業大学 1 

  兵庫県 1 

  学校法人関西大学 1 

  地方独立行政法人東京都立産業技術研究センタ

ー 

1 

  公立大学法人広島市立大学 1 

  公立大学法人埼玉県立大学 1 

  公立大学法人会津大学 1 

  国立大学法人岐阜大学 1 

  島根県 1 

  学校法人中部大学 1 

  国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 1 

  株式会社ＮＢＬ研究所 1 

  地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所 1 

  独立行政法人国立高等専門学校機構 1 

  消防庁長官 1 

  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 1 

  大分県 1 

  国立大学法人香川大学 1 
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大学・研究機関・官公庁 177件 
 

◆ロボットに取り組む 

大学・研究機関・官公庁＜技術＞をみる 

発明の名称からは、取り組んでいる技術の具体的内容がわかります。業種内の技術の傾向をつかむため

の参考情報として、多く使われている発明の名称から優先的に抽出し、文頭の語句順に掲載しています。 

ロボット 

マスタスレーブシステム 

ロボット、ロボットシステム、制御装置、及び制御方法 

アクチュエータ装置、ヒューマノイド型ロボットおよびパワーアシ
スト装置 

移動ロボット 

止血装置 

農作業ロボット 

車両速度制御装置 

パワーアシストロボット装置 

橋梁検査ロボットシステム 

ロボットの関節機構 

自律移動ロボット及びバイタルサインモニタリング方法 

ロボットハンド 

穿刺支援システム 

位置計測システム 

対話方法、対話システム、対話装置、およびプログラム 

顔映像実体化システム、実体化装置 

人の動作支援装置 

自律走行ロボットシステム 

テレプレゼンスロボット 

把持情報取得装置、ロボット教示装置及びロボット制御装置、並び
に把持情報取得方法、ロボット教示方法 ≪続く≫ 

ハードウェアプラットフォーム及びハードウェアプラットフォー

ムを用いたハードウェアの操作方法 

減速装置 

パラメータ推定装置、パラメータ推定方法、プログラム及び制御装
置 

柔軟物の状態計算方法、ロボット軌道生成装置、ロボット装置、プ
ログラム及び記録媒体 

パラレルリンクロボットの関節部の異常検出装置及び異常検出方

法 

制御装置、制御方法及び制御プログラム 

インクジェット装置 

壁面計測装置、飛行ロボットおよび壁面検査システム 

ピッキング装置およびピッキング方法 

クローラ型ロボット 

ビデオチャットロボットシステム、手渡し遊び制御方法および手渡
し遊び制御プログラム 

作業支援システム 

ピペット装置及び液体処理システム 

手術用ロボット 

フェイスガード 

触覚提示装置 

プラズマ溶射装置及びプラズマ溶射方法 

水陸探査用ロボット 

プログラム可能なナノロボットに添付されたセンサ、分子機械及び
コントローラ 

ダンス動作データ作成システム及びダンス動作データ作成方法 

マイクロロボット 

部品供給装置および部品供給装置のプログラム生成方法 

マスタースレーブ装置 

路面状況認識装置、そのプログラム、及び移動体システム 

３次元モニタ装置 

軌道制御装置 

マニピュレータ、処理用ロボット、および分散協働型処理システム 

計測システム 

レーザー光を用いた溶断・破砕適応制御装置 

光弾性ポリウレタン樹脂、検知部材、ロボット、および、光弾性ポ
リウレタン樹脂の製造方法 

ＭＵ－ＭＩＭＯシステムとＭＵ－ＭＩＭＯの通信方法 

コンプライアンスデバイス 

アクチュエータ及びリンク構造の駆動方法 

センサ、測定装置、及び歩行ロボット 

ロボット、制御装置、及び制御方法 

樹脂成形品、その製造装置およびその製造方法 

ロボットアーム 

消防用被覆部材、消防用ホース及びそれらの製造方法、並びに無人
消防システム 

ロボットアームの制御システム 

食品盛り付け用ロボット 

ロボットアーム及びロボットアームの製造方法 

水中航走体制御システム 

ロボットシステム、ロボット、制御装置および制御方法 

制御装置、ロボット、及びロボットシステム 

ロボットシステム及びロボットシステムの操作方法 

先端ツール及び移動ロボット 

エアセルユニット、マットレス、クッション及び介護ロボット 

テレビ電話によるロボットの遠隔制御システム 

ロボットの関節機構およびロボット 

搬送車の移動経路設定方法 

ロボットの動作指令装置 

物体認識装置、ロボット及び物体認識方法 

エージェント対話システム 

無人飛行体の特性計測装置及びそれを用いた無人飛行体評価シス

テム 

ロボットハンドおよび飛行ロボット 

刈取ロボット及びそれを用いた自動刈取システム 

ロボットハンドの爪部交換機構およびこの爪部交換機構を用いた

爪部交換方法 

軌道算出プログラム、加工装置、軌道算出方法、工具及び加工物品 

ロボットボーリングマシン 

吸着装置、飛行ロボット 

ロボットマニピュレータ 

ほか 

次ページ以降、大学・研究機関・官公庁全企業の公開特許情報を掲載しています。内容は、出願人（筆頭）、発明の名称、

要約、発明者、共同出願人、公報番号、出願日です。情報・通信業に属していても筆頭出願人でない場合、共同出願人と

して他業種のページに掲載されていますので巻末の全企業索引をご活用ください。 
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大学・研究機関・官公庁
No. 出願人 発明の名称 要約 発明者 共同出願人 公報番号／

出願日
2196 独立行政法人産業技

術総合研究所
把持可否判定方法 把持可能な部品数を増加させつつ、把持

成功率は高めること。
菊地  宏平,原田
研介,万  偉偉,辻
徳生,音田  弘,永
田　≪続く≫

トヨタ自動車株式
会社,国立研究開
発法人産業技術総
合研究所

特開2017-
047505
2015/09/02

2197 独立行政法人産業技
術総合研究所

搬送車の移動経路設定方
法

効率的な搬送作業を行うことが可能な移動
経路を設定できる搬送車の移動経路設定
方法を提供する。

菊地  宏平,原田
研介,辻  徳生,永
田  和之,音田  弘,
河　≪続く≫

トヨタ自動車株式
会社,国立研究開
発法人産業技術総
合研究所

特開2017-
047518
2015/09/04

2198 独立行政法人産業技
術総合研究所

ロボット バラ積み状態で収容されている複数のワー
クの位置及び姿勢の認識精度を向上させる
技術を提供する。

菊地  宏平,原田
研介,万  偉偉,辻
徳生,永田  和之,
音　≪続く≫

トヨタ自動車株式
会社,国立研究開
発法人産業技術総
合研究所

特開2017-
217726
2016/06/07

2199 独立行政法人産業技
術総合研究所

小型回転アームを有する
処理室および小型製造装
置

小口径の処理基板を用いる、小型で低コス
トの製造装置を提供する。

扇子  義久,原  史
朗,クンプアン  ソマ
ワン,武内  翔,土井
≪続く≫

リソテック　ジャパン
株式会社,国立研
究開発法人産業技
術総合研究所,株
≪続く≫

WO201507640
5
2014/11/25

2200 独立行政法人産業技
術総合研究所

衣類種別判定装置と衣類
種別判定方法

衣類の種別をより精度よく判定することので
きる衣類種別判定装置を提供する。

喜多  泰代 国立研究開発法人
産業技術総合研究
所

特開2017-
130003
2016/01/20

2201 独立行政法人産業技
術総合研究所

水上ロボットの位置制御シ
ステムおよび位置制御方
法

スラスタの影響がない水中調査用水上ロ
ボットを提供する。

有隅  仁,加藤  晋 国立研究開発法人
産業技術総合研究
所

特開2017-
132358
2016/01/27

2202 独立行政法人産業技
術総合研究所

ロボットハンドの爪部交換
機構およびこの爪部交換
機構を用いた爪部交換方
法

ロボットハンドとして最も一般的な平行二指
ハンドにおいて、汎用性が高く、しかも、複
雑な機構を用いることなく、ロボットハンドの
アプローチ方向を変更することだけで、爪
部の　≪続く≫

永田  和之,原田
研介

国立研究開発法人
産業技術総合研究
所

特開2017-
185583
2016/04/05

2203 独立行政法人産業技
術総合研究所

売買情報交換装置及び
方法

容易な操作で、好みの販売者から購入す
る。また、販売者に受注見込み案件を随時
配信したり、購入希望者の需要の検索を行
う。情報通信ネットワークに含まれた複数の
コンピュータ　≪続く≫

平野  聡,アッタラ
パドゥン  ナッタポ
ン,官  森林

国立研究開発法人
産業技術総合研究
所

WO201517415
7
2015/03/31

2204 独立行政法人産業技
術総合研究所

ダンス動作データ作成シ
ステム及びダンス動作
データ作成方法

音楽に連動したダンス動作データを自動生
成できるダンス動作データ作成システム及
びダンス動作データ作成方法を提供する。

深山  覚,後藤  真
孝

国立研究開発法人
産業技術総合研究
所

特開2016-
041142
2014/08/15

2205 独立行政法人産業技
術総合研究所

ロボット制御装置及びロ
ボット制御方法

収容箱がロボットから離れた位置に置かれ
ており、把持対象物が収容箱内のどこにあ
るかが未知である場合であっても、ロボット
が、１度の移動だけで、収容箱内の把持対
象物を高い　≪続く≫

原田  研介,辻  徳
生,永田  和之,音
田  弘,河井  良浩,
菊　≪続く≫

国立研究開発法人
産業技術総合研究
所,トヨタ自動車株
式会社

特開2015-
221463
2014/05/22

2206 独立行政法人産業技
術総合研究所

ピペット装置及び液体処
理システム

ロボット装置による液体の処理操作におい
て、簡便に液体の吐出又は吸引を行うこと
ができるピペット装置を提供する。ロボット装
置に把持されるピペット装置であって、液体
の吸引　≪続く≫

夏目  徹,佐々木
直幸

国立研究開発法人
産業技術総合研究
所,ロボティック・バ
イオロジー・イン
≪続く≫

WO201514176
4
2015/03/19

2207 独立行政法人産業技
術総合研究所

動作指令生成装置、動作
指令生成方法、コンピュー
タプログラム、及び処理シ
ステム。

コンタミネーション等を防止して、プロトコル
に基づく実験を、ロボットに行わせるための
動作指令を自動的に生成する。

夏目  徹,長崎  高
巳,梅野  真,一法
師  達郎,仮屋崎
洋和

国立研究開発法人
産業技術総合研究
所,株式会社安川
電機

特開2016-
099258
2014/11/21

2208 独立行政法人産業技
術総合研究所

動作指令生成装置、動作
指令生成方法、コンピュー
タプログラム、及び処理シ
ステム

プロトコルに基づく実験をロボットに行わせ
るための動作指令を自動的に生成する。

夏目  徹,長崎  高
巳,梅野  真,一法
師  達郎,仮屋崎
洋和

国立研究開発法人
産業技術総合研究
所,株式会社安川
電機

特開2016-
099846
2014/11/21

2209 独立行政法人産業技
術総合研究所

ロボットハンド ハンドの長さに対する厚みの比率が従来の
ものよりも小さく、かつ力検出機能を有する
ロボットハンドを実現することにある。

金子  健二,金平
徳之,赤地  一彦

川田工業株式会社 特開2015-
047680
2013/09/03

2210 国立大学法人東京工
業大学

パラレルリンクロボットの関
節部の異常検出装置及び
異常検出方法

リンクボール構造を採用しているデルタ型
パラレルリンクロボットについて、ボールジョ
イントの摩擦トルクを推定し、関節部の異常
を容易に検知する装置及び方法を提供す
る。

安部  健一郎,呉
允鋒,山城  光,武
田  行生,菅原  雄
介,　≪続く≫

ファナック株式会
社

特開2017-
217709
2016/06/03

2211 国立大学法人東京工
業大学

柔軟体駆動機構及び柔
軟体駆動機構を用いたぬ
いぐるみロボット

柔軟で軽量な機構により、弾性体などから
なる柔軟体の駆動機構を提供する。

長谷川  晶一 特開2017-
042201
2015/08/24

2212 国立大学法人東京工
業大学

ロボットハンド 把持物の把持量を正確にできかつ形状を
保持したまま把持物を手放すことができるロ
ボットハンドを提供する。

遠藤  玄,大友  暢
寛

特開2017-
047481
2015/08/31

2213 国立大学法人東京工
業大学

計測システム 流体に浸漬する物体の形状・位置と当該流
体の流速分布を同時的に計測することがで
きる計測システムを提供する。

木倉  宏成,遠藤
玄,井原  智則,塚
田  圭祐,小山  幹
一

特開2017-
072492
2015/10/08

2214 国立大学法人東京工
業大学

ロボットハンドおよび飛行
ロボット

汎用性の高いロボットハンドを提供する。 塚越  秀行,ダメー
トリ  アシュリ

特開2017-
202561
2016/05/13

2215 国立大学法人東京工
業大学

吸着装置、飛行ロボット さまざまな対象物に対しても吸着可能な吸
着装置あるいは吸着ヘッドを提供する。

塚越  秀行,長田
勇一

特開2017-
213663
2016/06/02

2216 国立大学法人東京工
業大学

触覚提示装置及び力触
覚提示システム

操作制御される仮想空間における仮想物
体を仮想手で把持した場合等の触覚及び
力覚を、操作者に適正に提示することがで
きると共に、操作者が良好な操作性を得る
ことができるよう　≪続く≫

佐藤  誠,徐  美玲 特開2016-
024707
2014/07/23
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海外 362社 
 

◆ロボットに取り組む 

海外＜全企業＞をみる        

特許情報（2015.1～2017.12 発行）からみた企業数は 362 社、 

出願件数は 723件です。右図は企業シェアを、下表は出願件数

順の企業ランキングを表します。 

 

・企業ランキング（出願件数）全 362社

順 企業名 （アルファベット表記） （日本語表記） 国 件数 

1 THE BOEING COMPANY ザ・ボーイング・カンパニー アメリカ 48 

2 ALDEBARAN ROBOTICS アルデバランロボティクス フランス 27 

3 KONINKLIJKE PHILIPS コーニンクレッカフィリップスエヌヴェ オランダ 21 

4 IROBOT CORPORATION アイロボットコーポレイション アメリカ 17 

5 APPLIED MATERIALS アプライドマテリアルズインコーポレイテッド アメリカ 16 

6 LAM RESEARCH ラムリサーチコーポレーション アメリカ 11 

7 COMAU SOCIETA PER AZIONI コマウ・ソシエタ・ペル・アチオニ イタリア 10 

7 ELECTROLUX アクチエボラゲットエレクトロルックス スウェーデン 10 

9 INTUITIVE SURGICAL OPERATIONS インテュイティブサージカルオペレーションズ，

インコーポレイテッド 

アメリカ 9 

9 PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY 

CORPORATION OF AMERICA 

パナソニックインテレクチュアルプロパティコー

ポレーションオブアメリカ 

アメリカ 9 

9 SZ DJI TECHNOLOGY エスゼットディージェイアイテクノロジーカンパ

ニーリミテッド 

中国 9 

9 TYCO ELECTRONICS タイコ・エレクトロニクス・コーポレイション アメリカ 9 

9 TYCO ELECTRONICS タイコエレクトロニクス（シャンハイ）カンパニ

ーリミテッド 

中国 9 

14 COVIDIEN コヴィディエンリミテッドパートナーシップ アメリカ 8 

15 HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 鴻海精密工業股▲ふん▼有限公司 台湾 7 

15 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 三星電子株式会社 韓国 7 

17 DYSON TECHNOLOGY ダイソン・テクノロジー・リミテッド イギリス 6 

18 GOOGLE エックスデベロップメントエルエルシー アメリカ 5 

18 OCADO オカド・イノベーション・リミテッド イギリス 5 

18 VENTANA MEDICAL SYSTEMS ベンタナメディカルシステムズ，インコーポレイ

テッド 

アメリカ 5 

21 DAEGU GYEONGBUK INSTITUTE OF SCIENCE 

& TECHNOLOGY 

テグキョンブクインスティトゥートオブサイエン

スアンドテクノロジー 

韓国 4 

21 ECOVACS ROBOTICS SUZHOU エコバクスロボティクスカンパニーリミテッド 中国 4 

21 EXCELSIUS SURGICAL グローバスメディカルインコーポレイティッド アメリカ 4 

21 GENERAL ELECTRIC CO <GE> ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ アメリカ 4 

21 GOMTEC エイ・ビー・ビーゴムテックゲゼルシャフトミッ

トベシュレンクテルハフツング 

ドイツ 4 

21 GOOGLE INC. グーグルインコーポレイテッド アメリカ 4 

21 HARVARD COLLEGE プレジデントアンドフェローズオブハーバードカ

レッジ 

アメリカ 4 

21 HIWIN TECHNOLOGIES CORP 上銀科技股▲分▼有限公司 台湾 4 

21 HYUNDAI MOTOR COMPANY CO LTD 現代自動車株式会社 韓国 4 

21 LG ELECTRONICS INC. エルジーエレクトロニクスインコーポレイティド 韓国 4 

21 PSK INC ピーエスケー・インコーポレーテッド 韓国 4 

21 QUALCOMM INCORPORATED クゥアルコム・インコーポレイテッド アメリカ 4 

21 RAYTHEON サルコス・エルシー アメリカ 4 

21 ROBOSTAR CO., LTD ロボスター・カンパニー・リミテッド 韓国 4 

21 VORWERK フォルヴェルク・ウント・ツェーオー、インター

ホールディング・ゲーエムベーハー 

ドイツ 4 

36 ADIDAS AG アディダスアーゲー ドイツ 3 

36 AVATERAMEDICAL アヴァテラメディカルゲーエムベーハー ドイツ 3 

36 BASF SOCIETAS EUROPAEA, SE ビーエーエスエフソシエタス・ヨーロピア ドイツ 3 

36 BROOKS AUTOMATION ブルックスオートメーションインコーポレイテッド アメリカ 3 
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海外 723件 
 

◆ロボットに取り組む 

海外＜技術＞をみる 

発明の名称からは、取り組んでいる技術の具体的内容がわかります。業種内の技術の傾向をつかむため

の参考情報として、多く使われている発明の名称から優先的に抽出し、文頭の語句順に掲載しています。 

電子装置生産システム 

線形予測位置及び速度コントローラに基づいた全方向車輪を有す
る人間型ロボット 

自動分配装置 

基板処理装置及び基板処理方法 

リフロ処理ユニット及び基板処理装置 

自律式表面清掃ロボット 

着脱可能パッドを用いた自律床清掃 

外科用ツールシステム及び方法 

移動式ロボット 

プログラマブルデジタル機械画像検査システム 

ロボット掃除機 

レーザ半田付けシステム 

特にＳＣＡＲＡタイプの多軸産業用ロボット 

複数の機能要素を加熱するための装置 

燃料電池スタックの製造装置及び燃料電池スタックの積層検査方
法 

細長可撓性医療機器を案内するロボット化モジュール 

歩行補助ロボット及び歩行補助ロボットの制御方法 

多関節アームロボット型装置 

熱硬化性重合体製の公共設備貯蔵室用蓋の製造方法 

対象物に作用するパラレルロボットのためのプラットフォーム 

把持及び精巧操作用のモジュール式ロボット指 

無線信号強度による位置決めガイドシステム及びその方法 

複数の作業を行う自動加工システム 

定位面内にロボットを定位する方法 

室内ロボット及びその位置決め方法 

視覚センサを用いるロボットシステムのための自動較正方法 

切断システム 

ビーコン装置の自動識別方法 

音声強度による位置決めガイドシステム及びその方法 

機械的利益把握のロボット制御 

距離調節装置 

外科手術用ロボット 

ロボット真空掃除機 

３Ｄプリントシステム 

Ｘ線低減システム 

３Ｄ印刷システムによって製品を印刷する方法 

グリッパ 

ロボット 

部品のコンピュータ数値制御による組み立てまたは加工 

電気デバイスを制御する装置並びに同装置を作り使用するソフト

ウェアプログラム及び方法 

経食道心エコープローブ用のセンサレス力制御 

光学式形状検知を用いてデバイスを撮像するロボット制御 

二段階鋲打 

光学的形状感知に対するローンチ固定具 

方法、システム、および車両 

光電センサ及びその製造方法 

炭素質材料を研削するための装置及び方法 

勾配を有する階層的な材料構造のデジタル製造のためのシステム 

動作に対する制約の特徴付け 

向き付けおよび位置付けのための装置および方法 

半導体ストリップグラインダー 

向上した正確度を伴うロボット配置および操作 

物体の自己運動推定方法 

工業的用途のロボット 

容器ホルダの保管および供給 

工業用ロボットの安全システム 

体重計を備える床処理ロボット 

工業用装置のためのセンサ付き被覆材 

超高速ハイブリッドプレスのための超高速移送ロボット 

工具把持装置 

電磁影響保護機能を有する留め具を取り付けるための方法及びシ

ステム 

構成部品および構成部品を製造する方法 

胴体アセンブリの内側で作業を実行するための可動式プラットフ
ォーム 

航空機の塗料塗布システム及び方法 

原位置での測定及び分類を行うレーザチューブカッタ 

行動認識システム及び方法 

非破壊超音波検査装置、システム、及び方法 

高められた障害物通過機能を有する転動および跳躍ロボット 

顧客サービスロボットおよび関連するシステムおよび方法 

高温蒸気供給システム及び方法 

変位／振動溶接又は熱かしめラミネートを含む３次元（３Ｄ）物体、
部品及び要素製造を実現するシステム ≪続く≫ 

高粘度シール材料塗布システム 

盲導モバイル装置位置決めシステム及びその動作方法 

混成型液圧および電気作動式移動ロボット 

操縦可能器具の操縦機構用の動作増幅器 

最小侵襲バイパス術中の内胸動脈の空間的な視覚化 

多方向力フィードバックを有する制御装置 

最小侵襲性のインターベンションのための形状センスされるロボ
ット超音波 

対象物の湾曲した表面に印刷する装置 

空気ペイント用の自動装置 

蓄圧器を製造する方法 

細胞培養装置相互接続および流体装置相互接続のためのシステム
および方法 

計測システムのためのロボット搭載モニュメントシステム 

在庫管理システム及び履行システムにおける施設間輸送 

電極組立体の製造方法 

材料取扱施設における製品の自動ピッキングのためのシステムお

よび方法 

ほか 

次ページ以降、海外全企業の公開特許情報を掲載しています。内容は、出願人（筆頭）、発明の名称、要約、発明者、共同

出願人、公報番号、出願日です。情報・通信業に属していても筆頭出願人でない場合、共同出願人として他業種のページ

に掲載されていますので巻末の全企業索引をご活用ください。 
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海外
No. 出願人 発明の名称 要約 発明者 共同出願人 公報番号／

出願日
3946 3D SYSTEMS

KOREA, INC.
スリーディー・システム
ズ・コリア　≪続く≫

３次元スキャニング装置及
び３次元スキャニング方法

測定対象物の追加測定作業を行う必要が
なく、測定時間を短縮しながらも、測定対象
物の精密な測定が可能な３次元スキャニン
グ装置及び方法を提供する。

ドンフン・イー,ガン
フン・ジョン

特開2017-
134050
2016/10/05

3947 3M
スリーエムイノベイティ
ブプロパティズカンパ
ニー

切断工具案内構造、及び
車両の表面に貼着された
接着剤付きフィルムを切
断する方法

車両の表面に部分的に貼着された接着剤
付きフィルムを切断するための切断工具案
内構造（１）である。切断工具案内構造（１）
は、車両の表面に着脱自在に取り付け可能
であるとと　≪続く≫

セカニナ，  マル
ティン,マルサウン，
ルーカス,メレジネ
ク，  　≪続く≫

スリーエム　イノベ
イティブ　プロパ
ティズ　カンパニー

特開2017-
507052
2015/02/23

3948 3M
スリーエムイノベイティ
ブプロパティズカンパ
ニー

ロボット支援オートメーショ
ン化された、複雑な三次
元表面に対してデカール
を貼り付ける方法

本発明は、ロボット支援オートメーション化さ
れた、皺の生成及び気泡の混入なく複雑な
三次元表面に対してデカールを貼り付ける
２つの方法を開示する。方法は、手動でベ
ルトコン　≪続く≫

ヴァーギース，  ア
ビー,アレレカティ，
マーシー  ヴイ．
エ　≪続く≫

スリーエム　イノベ
イティブ　プロパ
ティズ　カンパニー

特開2016-
533307
2014/09/25

3949 ABB TECHNOLOGY
アーベーベーシュヴァ
イツアクツィエンゲゼ
ルシャフ　≪続く≫

ショーを協調的に演じてい
る複数のロボットの動きを
定義するためのシステム
及び方法

本発明は、アニメーションソフトウェアによっ
て定義された前記ロボットの動きの記述に
基づいて、ショーを協調的に演じている複
数の実際のロボットの動きを定義するための
システ　≪続く≫

ゴスタウソン，  マウ
ヌス,ルース，  マー
ク

アーベーベー
シュヴァイツ　アク
ツィエンゲゼルシャ
フト

特開2017-
505239
2014/02/05

3950 ABB TECHNOLOGY
アーベーベーシュヴァ
イツアクツィエンゲゼ
ルシャフ　≪続く≫

打抜きプレスラインへのブ
ランク積載

方法は、選出位置にブランクのスタックを提
供するステップと；ブランクのスタックから打
抜きプレスラインのヘッドにブランクを積載
するステップと；ブランクのスタックが消耗す
≪続く≫

ポンス  ベルトラ
ン，  ロジャー,カサ
ネリェス  モイシュ，
ラ　≪続く≫

アーベーベー
シュヴァイツ　アク
ツィエンゲゼルシャ
フト

特開2017-
523050
2014/08/07

3951 ACTIE  SCA
アクティエボラゲット・
エスコーエッフ

ワークピース加工機、及び
当該加工機でワークピー
スの寸法を自動的に制御
するための方法

加工されるワークピースの新たなタイプごと
に変更される必要があるポカヨケデバイスを
使用する必要がない、異なるワークピースを
扱うことができる新たな機械を提供する。

エリック・アラン,ブノ
ワ・フィソー,アレク
サンドル・カエラン,
ギヨー　≪続く≫

特開2015-
208850
2015/04/24

3952 ACTIE  SCA
アクティエボラゲット・
エスコーエッフ

軸受リングのための研磨
機及び当該研磨機内で軸
受リングを移動させるため
の方法

加工する軸受リングのタイプを変更する時
に形態を容易に且つ迅速に変更するよう構
成された研磨機を提供する。

ブノワ・フィソー,パ
スカル・ジロー,アレ
クサンドル・ケラン,
ギヨーム　≪続く≫

特開2015-
208853
2015/04/24

3953 ADDITIVE
INDUSTRY
アディティブインダスト
リーズビー．ブイ．

積層造形によって物体を
製造するための装置

【解決手段】本発明は、積層造形によって物
体を製造するための装置および方法に関
する。装置は、電磁放射線への暴露によっ
て凝固させることができる材料の槽を受け入
れるための　≪続く≫

ヴェース、マーク
ヘルマン  エルス,
ヴァン  ハンデル、
ロブ  　≪続く≫

アディティブ　イン
ダストリーズ
ビー．ブイ．

特開2017-
536484
2015/11/24

3954 ADIDAS AG
アディダスアーゲー

ミリング加工された革製
シューアッパー

アッパーの剛性／柔軟性、通気性、または
アッパーの外面の表面摩擦のような、アッ
パーの個々の部位におけるアッパーの機械
的および機能的特性に影響を及ぼす革処
理技術を提供す　≪続く≫

アレクサンダー  テ
イラー,ヨアヒム  デ
カラタイ

アディダス　アー
ゲー

特開2017-
094065
2016/11/02

3955 ADIDAS AG
アディダスアーゲー

靴を自動的に製造するた
めの方法およびシステム

本発明は、靴を自動的に製造する方法およ
びシステムに関する。

クレメンス  ポール
ダイクマンズ,ジャン
ヒル,カーステン
≪続く≫

アディダス　アー
ゲー

特開2017-
209495
2017/05/23

3956 ADIDAS AG
アディダスアーゲー

ボール、特にサッカー
ボール、およびボールを
製造する方法

ボール（１１）、特にサッカーボールを提供す
ること。

ハンスーペーター
ニュルンベルク

アディダス　アー
ゲー

特開2016-
165463
2016/03/08

3957 ADVANCED
OSTEOTOMY
TOOLS AOT
アドバンストオステオ
≪続く≫

コンピュータ支援外科手
術装置および組織切断方
法

コンピュータ支援外科手術装置（１）が、患
者の身体部分（２）の組織を切断するための
介入部材（３１）を有する手術器具（１２）と、
患者の身体部分（２）上の所定の骨切りライ
≪続く≫

カッタン，  フィリッ
プ,グリーセン，  マ
チス,シュナイ
ダー，  　≪続く≫

アドバンスト　オス
テオトミー　ツール
ズ　ー　エーオー
ティー　アーゲー

特開2016-
526422
2014/06/30

3958 ADVANCED
OSTEOTOMY
TOOLS AOT
アドバンストオステオ
≪続く≫

ヒトまたは動物の骨組織の
切断および切断の計画

ヒトまたは動物の骨組織（９）を切断するプロ
セスを計画する方法は、骨組織（９）の初期
状態の初期データを取得することと、骨組
織（９）の目標状態の目標データを規定する
こと　≪続く≫

カッタン，  フィリッ
プ,グリーセン，  マ
チス,ブルーノ，  ア
ル　≪続く≫

アドバンスト　オス
テオトミー　ツール
ズ　ー　エーオー
ティー　アーゲー

特開2016-
526423
2014/06/30

3959 ADVANCED
SOLUTIONS LIFE
SCIENCES
アドバンスト　≪続く≫

生体材料構造体の設計、
製作、および組み立てシ
ステムならびにワークス
テーション

生体構造物および非生体構造物のコン
ピュータ補助設計、製作、および組み立て
のためのロボット・バイオアセンブリ・ワークス
テーション・コンポーネントと完全にそして継
ぎ目な　≪続く≫

ゴールウェイ，マイ
ケル,パーマー，
ジャスティン・シー,
イーライ，ジェ　≪
続く≫

特開2016-
540664
2014/10/10

3960 AIRBUS
OPERATIONS
エアバスオペレーショ
ンズゲーエムベー
ハー

ファイバテープを敷設する
ための敷設装置および方
法

表面６上にファイバテープ２を自動で敷設
するための敷設装置１であって、クリール１０
は、３次元において個々に横断されることが
できる独立した位置決め装置２２上に配置さ
れて　≪続く≫

ファステルト  クラウ
ス,フィデウ  シアガ
ム  パウリン,シーゲ
ル　≪続く≫

エアバス　オペ
レーションズ　ゲー
エムベーハー

特開2017-
501902
2014/11/19

3961 AIRBUS
OPERATIONS
エアバスオペレーショ
ンズゲーエムベー
ハー

塗布器 本発明は、特に、航空宇宙分野において、
基体（５）上に流体媒体（６）を塗布し、且つ
微細プロファイリングを型押しするための塗
布器と、こうした塗布器を有する、対応する
塗布　≪続く≫

シュトゥルム、トー
マス,フーバー、ヘ
ルムート

エアバス　オペ
レーションズ　ゲー
エムベーハー

特開2017-
513754
2015/04/02

3962 AKTORMED GMBH
アクターメドゲゼル
シャフトミットベシュレ
ンクテルハ　≪続く≫

手術補助システム ロボット機構を含む、手術補助システムを提
供する。

ローベルト  ガイ
ガー,ペーター  ク
ラウス

アクターメド　ゲゼ
ルシャフト　ミット
ベシュレンクテル
ハフツング

特開2016-
093493
2015/11/05

3963 ALBIS
PLASTIC|ALLOD
WERKSTOFF|AUDI|B
ASF|　≪続く≫

プラスチック‐金属ハイブ
リッド構成部品を形成する
ための、金属及びプラス
チックからなる材料複合体
を　≪続く≫

本発明は、プラスチック‐金属ハイブリッド構
成部品を形成するための、金属及びプラス
チックからなる材料複合体を製造するため
の方法に関する。この発明では、金属表面
と少なく　≪続く≫

コーゼ，キム,オー
ニムス，シュテファ
ン,ミンコウ，ミヒャエ
ル,オット　≪続く≫

サビック・イノヴェイ
ティヴ・プラスティッ
クス・ビイ　ブイ

特開2017-
524554
2015/05/04

3964 ALDEBARAN
ROBOTICS
アルデバランロボティ
クス

曲げおよびねじり機構とロ
ボット工学およびエネル
ギー変換へのその応用

曲げおよびねじり機構とロボット工学および
エネルギー変換へのその応用を提供する。

シベール、クリス
チャン

アルデバラン　ロボ
ティクス

特開2015-
086882
2013/10/15

3965 ALDEBARAN
ROBOTICS
アルデバランロボティ
クス

指が改良されたヒューマノ
イドロボットに設けることが
意図された手

本発明は、ヒューマノイドロボット向けの手に
関する。手は、手のひらと、手のひらに連接
された少なくとも１本の指（１４）とを備え、指
（１４）は、少なくとも１つの指骨（２１　≪続く
≫

ラビル，ジェレミー,
クレール，バンサ
ン,メゾニエ，ブリュ
ノ

ソフトバンク・ロボ
ティクス・ヨーロッパ

特開2017-
503667
2015/01/22

3966 ALDEBARAN
ROBOTICS
アルデバランロボティ
クス

ヒューマノイドロボットに設
けるように意図された手の
作動

本発明は、ヒューマノイドロボット向けの手に
関する。手（１０）は、手のひら（１１）と、手の
ひら（１１）に対して動力化される複数の指
（１３、１４、１５、１６、１７）とを　≪続く≫

ラビル，ジェレミー,
クレール，バンサ
ン,メゾニエ，ブリュ
ノ

ソフトバンク・ロボ
ティクス・ヨーロッパ

特開2017-
503668
2015/01/22
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全企業索引（国内）五十音順 全企業特許情報の掲載番号を掲載しています。※ページ番号ではありません。 

 

[ア] 

Ｒｅ＆Ｄｏ株式会社 .............................. 3695～3696 
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