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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 

本書は人工知能に取り組む全企業（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 

人工知能に取り組む

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人工知能 

特許データからみた人工知能の流れ 

 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、人工知能に関する公開

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。人工知能関連の出願はこのような全体の動きとは

逆に近年増加傾向にあります。人工知能分野は、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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人工知能に取り組む業種（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】 

電力・ガス 食料品 鉄鋼 商業 非鉄金属 

銀行業 繊維製品 ゴム製品 小売業 ガラス・土石製品 

空運業 不動産業 石油・石炭製品 証券、商品先物取引

業 
金属製造業 

陸運業 保険業 大学・研究機関・官公庁 その他業種 海外 

 

人工知能の特許データを抽出するにあたっては、国際特許分類（IPC）*1を用いました。

IPC からはコンピューターシステムを表す G06N と、人工知能、機械学習、深層学習、自

己学習、ニューロ、教師などのキーワードを組合せ、人工知能に取り組む全企業のデータ

としました。 

*1 国際特許分類（ＩＰＣ）は世界各国が共通して利用できる国際的に統一された特許分類です。 

情報・
通信業 電気 

機器 

サービ
ス業 

機械 

精密 

機器 輸送用
機器 

その他
製造業 

建設業 

医薬品 

化学 

153社 

人工知能 

13 社 

16 社 

13 社 75 社 

47 社 

27 社 

21 社 

18 社 

34 社 
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人工知能に関わる全企業一覧 

人工知能に関わる特許出願（日本国内向け）を行なっている全企業は 968社です。 

 

・国内企業（597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 

情報・通信業（153社） 

日本電信電話(株)，ヤフー(株)，ＫＤＤＩ(株)，日本放送協会，(株)ＮＴＴドコモ，(株)国際電
気通信基礎技術研究所，(株)デンソーアイティーラボラトリ，ＮＥＣソリューションイノベータ
(株)，エヌ・ティ・ティ・コムウェア(株)，エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)，(株)
エヌ・ティ・ティ・データ，(株)日立システムズ，ＰＳソリューションズ(株)，ｃｏｃｏｒｏＳ
Ｂ(株)，(株)ＰｒｅｆｅｒｒｅｄＮｅｔｗｏｒｋｓ，(株)ＷＧＲ，ソフトバンク(株)，(株)三菱
総合研究所，ＮＥＣプラットフォームズ(株)，みずほ情報総研(株)，(株)日立ソリューションズ，
キヤノンＩＴソリューションズ(株)，ＬＩＮＥ(株)，(株)バンダイナムコエンターテインメント，
技術経営ソリューション(株)，(株)オルツ，(株)バンダイナムコスタジオ，一般財団法人ＮＨＫ
エンジニアリングシステム，サインポスト(株)，(株)ツクタ技研，(株)コーエーテクモゲームス，
(株)Ｃｙｇａｍｅｓ，(株)ＫＤＤＩ研究所，ＳＤＳマーケティング(株)，日本ユニシス(株)，(株)
シーイーシー，(株)ＥＸＩＤＥＡ，(株)エクスビジョン，(株)ＣＳソリューション，(株)野村総
合研究所，(株)ＦＦＲＩ，デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株)，サイバネットシ
ステム(株)，みずほ第一フィナンシャルテクノロジー(株)，グリー(株)，カラフル・ボード(株)，
(株)オプティム，(株)衛星ネットワーク，安川情報システム(株)，ヴイ・インターネットオペレ
ーションズ(株)，(株)アクアティカ，(株)ヴェルト，ＡＩｉｎｓｉｄｅ(株)，(株)アドスマート，
西日本電信電話(株)，東芝情報システム(株)，(株)ＪＳＯＬ，(株)スクウェア・エニックス，(株)
日立超エル・エス・アイ・システムズ，ＪＦＥシステムズ(株)，(株)夏目綜合研究所，(株)ワン
ブリッジ，(株)網屋，(株)筑波総合研究所，(株)Ｌｉｑｕｉｄ，(株)ＦＲＯＮＴＥＯ，(株)地圏
環境テクノロジー，(株)三次元メディア，(株)日立アドバンストシステムズ，ＧＲＯＵＮＤ(株)，
(株)ＮＴＴデータ・アイ，辰巳電子工業(株)，アイマトリックス(株)，日本テレビ放送網(株)，
(株)ＰｅｒｓｏｎａｌＡＩ，ＳｈａｎｎｏｎＬａｂ(株)，ＰｉｃｏＣＥＬＡ(株)，エヌ・ティ・
ティ・ソフトウェア(株)，ＪＣＣ(株)，(株)日立情報通信エンジニアリング，マーベリック(株)，
ピーリッチジャパン(株)，データクック(株)，(株)ｃｒｏｃｏ，セールスワン(株)，ソフトバン
ク・テクノロジー(株)，三菱電機インフォメーションネットワーク(株)，三菱電機インフォメー
ションシステムズ(株)，(株)ミックウェア，エヌ・ティ・ティアイティ(株)，富士ソフト(株)，
クロス・メディア・ネットワークス(株)，ムーバクラウド(株)，新日鉄住金ソリューションズ(株)，
プランティオ(株)，ブレインズコンサルティング(株)，ペッシェ(株)，ベストスキップ(株)，ニ
ッセイ情報テクノロジー(株)，ＮＥＣビッグローブ(株)，フィンガルリンク(株)，ダイワ通信
(株)，ライフロボ(株)，サイマックス(株)，(株)Ｓｐｅｃｔｅｅ，(株)モルフォ，(株)リブセン
ス，(株)プリマジェスト，(株)ドワンゴ，(株)リクポ，(株)ブロードバンドタワー，(株)モノテ
ク，(株)マーズスピリット，エイディシーテクノロジー(株)，(株)ビズフォース，(株)ゼンリン
データコム，(株)ブロードリーフ，(株)ＡＣＣＥＳＳ，(株)システムラボラトリ，(株)トーセ，
(株)ジグザグ，(株)ジョリーグッド，(株)セキュアブレイン，エスディーテック(株)，(株)ソシ
オネクスト，(株)タカヤコミュニケーションズ，(株)トヨタＩＴ開発センター，(株)コロプラ，
熊本ネクストソサエティ(株)，(株)ネクスゲート，エコノミックインデックス(株)，(株)アドダ
イス，(株)ウォーカー，(株)ウィンクル，(株)アニモ，(株)日立マネジメントパートナー，(株)
ネットシーズ，(株)エクスメディオ，(株)エルブズ，(株)エフォートサイエンス，(株)ノーニュ
ーフォークスタジオ，(株)ＮＴＴデータ数理システム，日立オムロンターミナルソリューション
ズ(株)，キヤノンソフトウェア(株)，キヤノンＭＪアイティグループホールディングス(株)，東
杜シーテック(株)，(株)コナミデジタルエンタテインメント，(株)ブレインパッド，(株)コラボ
ス，(株)ハネロン，(株)ハイドアウトクラブ，(株)エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーシ
ョンズ，古河インフォメーション・テクノロジー(株) 

電気機器（75社） 

富士通(株)，(株)日立製作所，(株)東芝，日本電気(株)，ソニー(株)，ファナック(株)，パナソ
ニックＩＰマネジメント(株)，三菱電機(株)，東芝メディカルシステムズ(株)，コニカミノルタ
(株)，カシオ計算機(株)，シャープ(株)，大日本スクリーン製造(株)，(株)メガチップス，東芝
ソリューション(株)，沖電気工業(株)，セイコーエプソン(株)，富士通テン(株)，アズビル(株)，
(株)半導体エネルギー研究所，オムロン(株)，(株)日立ハイテクノロジーズ，ルネサスエレクト
ロニクス(株)，富士電機(株)，横河電機(株)，住友電装(株)，(株)オートネットワーク技術研究
所，クラリオン(株)，アイホン(株)，(株)日立国際電気，パナソニック(株)，(株)ＪＶＣケンウ
ッド，(株)明電舎，三菱電機ホーム機器(株)，東芝インフラシステムズ(株)，パイオニア(株)，
東芝テック(株)，新電元工業(株)，ローム(株)，(株)ＺＭＰ，ブラザー工業(株)，ミネベア(株)，
キヤノンイメージングシステムズ(株)，日本光電工業(株)，日立マクセル(株)，ＴＤＫ(株)，Ｎ
ＥＣパーソナルコンピュータ(株)，(株)ソニー・インタラクティブエンタテインメント，古野電
気(株)，京セラ(株)，(株)コルグ，(株)ＥｘＨ，東芝ライフスタイル(株)，リオン(株)，フクダ
電子(株)，シオン電機(株)，日本信号(株)，ソニーセミコンダクタソリューションズ(株)，北川
工業(株)，(株)安川電機，日本テキサス・インスツルメンツ(株)，(株)日立産機システム，矢崎
総業(株)，ＮＬＴテクノロジー(株)，池上通信機(株)，横河ソリューションサービス(株)，船井
電機(株)，エンネット(株)，(株)システムスクエア，日立アプライアンス(株)，東芝三菱電機産
業システム(株)，東京エレクトロン(株)，(株)ダイヘン，(株)ＰＦＵ，(株)光電製作所 

サービス業（47社） 
(株)豊田中央研究所，セコム(株)，(株)日立パワーソリューションズ，(株)ハイスピードボーイ
ズ，楽天(株)，サイジニア(株)，(株)ＦｉＮＣ，フリー(株)，(株)ＮＴＴファシリティーズ，カ
ルチュア・コンビニエンス・クラブ(株)，(株)カプコン，セブンフォーセブン(株)，チームラボ
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業種 企業名 

大学・研究機関・ 
官公庁（107社） 

国立研究開発法人情報通信研究機構，(株)東京大学ＴＬＯ，大阪大学，名古屋大学，京都大学，
独立行政法人産業技術総合研究所，広島大学，早稲田大学，情報・システム研究機構，千葉大学，
東北大学，一般財団法人電力中央研究所，電気通信大学，静岡大学，鳥取大学，慶應義塾，東京
工業大学，金沢大学，中部大学，横浜国立大学，九州工業大学，国立研究開発法人理化学研究所，
岩手大学，大阪市立大学，独立行政法人科学技術振興機構，国立研究開発法人物質・材料研究機
構，山梨大学，立命館，公益財団法人鉄道総合技術研究所，鶴学園，神戸大学，豊橋技術科学大
学，国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構，東京農工大学，鹿児島大学，首都大学東京，国立
研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構，熊本大学，昭和大学，芝浦工業大学，沖縄科学
技術大学院大学学園，九州大学，近畿大学，国立研究開発法人国立がん研究センター，山口大学，
横浜市立大学，公立はこだて未来大学，筑波大学，奈良先端科学技術大学院大学，和歌山県立医
科大学，県立広島大学，関西学院，国立研究開発法人国立循環器病研究センター，自治医科大学，
法政大学，埼玉県，独立行政法人水産総合研究センター，東北学院，兵庫県立大学，東京電機大
学，産業医科大学，(株)幹細胞イノベーション研究所，公益財団法人ヒューマンサイエンス振興
財団，広島市立大学，京都府，佐賀大学，信州大学，北海道大学，岩手医科大学，徳島大学，北
見工業大学，名古屋工業大学，大分大学，大阪医科大学，東京農業大学，(株)光吉研究所，東京
理科大学，石川県，明治大学，秋田県立大学，独立行政法人医薬品医療機器総合機構，君が淵学
園，独立行政法人国立高等専門学校機構，銀杏学園，中央大学，警察庁科学警察研究所長，長崎
県，高知県，東京女子医科大学，(株)日本総合研究所，茨城大学，宇都宮大学，帝京大学，大阪
府立大学，(株)空間概念研究所，岐阜大学，一般財団法人ボーケン品質評価機構，一般財団法人
工業所有権協力センター，自然科学研究機構，文教大学学園，福山大学，トヨタ学園，同志社，
明星学苑，長岡技術科学大学，(株)構造計画研究所，京都産業大学 

その他業種（22社） 

(株)ＵＢＩＣ，シャダイ(株)，松井デザインスタジオ(株)，(株)発明屋，メタウォーター(株)，
ＳＯＩＮＮホールディングス合同会社，サイバーワオン合同会社，ペンタックスリコーイメージ
ング(株)，ヴイストン(株)，(有)マサクリーン，Ｒｅ＆Ｄｏ(株)，(株)ＳＢＸ，(株)キュービク
ス，エーザイ・アール・アンド・ディー・マネジメント(株)，(株)サイフューズ，(有)ヴェルク・
ジャパン，(株)ブリーズエコシステム，(株)プリファードインフラストラクチャー，(株)ゼロス
トラクト，エコイノベーション(株)，(株)アラヤ・ブレイン・イメージング，合同会社ＳＰＣｈ
ａｎｇｅ 

 
 

 

・海外企業（371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 
（167社） 

A.T AND INTELLECTUAL PROPERTY EYE L.P...エイ・ティ・アンド・ティインテレクチュアルプロパテ
ィアイ，エル．ピー． 

ACHELIOS THERAPEUTICS...................アケリオスセラピューティクス，インコーポレーテッド 

ADAMAS PHARMACEUTICALS..................アダマスファーマシューティカルズ，インコーポレイテ

ッド 

ADAPTIVE SPECTRUM & SIGNAL..............アダプティブスペクトラムアンドシグナルアラインメン
トインコーポレイテッド 

ADVANCED ELEMENTAL TECHNOLOGIES.........アドバンスドエレメンタルテクノロジーズ，インコーポ
レイティド 

ADVANCED POLYMER MONITORING TECHNOLOGIES, INC.アドヴァンスドポリマーモニタリングテクノロジ
ーズインコーポレイテッド 

ALECTOR.................................アレクトルエルエルシー 

ALEXION PHARMACEUTICALS.................アレクシオンファーマシューティカルズ，インコーポレ

イテッド 

AMAZON..................................アマゾン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド 

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

AMGEN INC...............................アムジエン・インコーポレーテツド 

ANALOG DEVICES INC......................アナログディヴァイスィズインク 

APPLE...................................アップルインコーポレイテッド 

APPLIED RESEARCH CENTER, INC............アプライドリサーチセンター，インコーポレイテッド 

AQUILUS PHARMACEUTICALS.................アクイラスファーマシューティカルズ，インコーポレイ
テッド 

ATLAS WEARABLES.........................アトラスウェアラブルズ，インク． 

ATOM TICKETS............................アトムティケッツ，リミテッドライアビリティーカンパ
ニー 
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人工知能に取り組む全企業 出願件数ランキング 

人工知能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 日本電信電話株式会社 情報・通信業 353 

2 キヤノン株式会社 精密機器 221 

3 富士通株式会社 電気機器 181 

4 株式会社日立製作所 電気機器 174 

5 株式会社東芝 電気機器 166 

6 日本電気株式会社 電気機器 139 

7 ヤフー株式会社 情報・通信業 119 

8 株式会社リコー 精密機器 108 

9 ソニー株式会社 電気機器 106 

10 ＫＤＤＩ株式会社 情報・通信業 86 

11 ファナック株式会社 電気機器 78 

12 

パナソニックＩＰマネジメント株式

会社 電気機器 68 

13 富士ゼロックス株式会社 精密機器 66 

14 三菱電機株式会社 電気機器 62 

15 トヨタ自動車株式会社 輸送用機器 47 

16 富士フイルム株式会社 化学 44 

17 日本放送協会 情報・通信業 42 

18 東芝メディカルシステムズ株式会社 電気機器 40 

19 コニカミノルタ株式会社 電気機器 39 

20 株式会社ＮＴＴドコモ 情報・通信業 38 

21 株式会社デンソー 輸送用機器 37 

22 国立研究開発法人情報通信研究機構 

大学・研究機

関・官公庁 29 

23 

株式会社国際電気通信基礎技術研究

所 情報・通信業 28 

  

株式会社ユニバーサルエンターテイ

ンメント 機械 28 

25 大日本印刷株式会社 その他製造業 26 

26 ヤマハ株式会社 その他製造業 25 

  カシオ計算機株式会社 電気機器 25 

  株式会社東京大学ＴＬＯ 

大学・研究機

関・官公庁 25 

29 シャープ株式会社 電気機器 22 

30 住友電気工業株式会社 非鉄金属 19 

31 株式会社ＵＢＩＣ その他業種 18 

  

株式会社デンソーアイティーラボラ

トリ 情報・通信業 18 

  国立大学法人大阪大学 

大学・研究機

関・官公庁 18 

34 大日本スクリーン製造株式会社 電気機器 17 

35 

ＮＥＣソリューションイノベータ株

式会社 情報・通信業 15 

36 国立大学法人名古屋大学 

大学・研究機

関・官公庁 14 

  株式会社メガチップス 電気機器 14 

38 東芝ソリューション株式会社 電気機器 13 

  本田技研工業株式会社 輸送用機器 13 

40 沖電気工業株式会社 電気機器 12 

  

エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式

会社 情報・通信業 12 

  国立大学法人京都大学 

大学・研究機

関・官公庁 12 

  株式会社豊田中央研究所 サービス業 12 

  株式会社ニコン 精密機器 12 

順 企業名 業種 件数 

  独立行政法人産業技術総合研究所 

大学・研究機

関・官公庁 12 

  セコム株式会社 サービス業 12 

47 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーシ

ョンズ株式会社 情報・通信業 11 

  国立大学法人広島大学 

大学・研究機

関・官公庁 11 

49 セイコーエプソン株式会社 電気機器 10 

  株式会社神戸製鋼所 鉄鋼 10 

  三菱重工業株式会社 機械 10 

  学校法人早稲田大学 

大学・研究機

関・官公庁 10 

  富士通テン株式会社 電気機器 10 

  新日鐵住金株式会社 鉄鋼 10 

  オリンパス株式会社 精密機器 10 

  みこらった株式会社 精密機器 10 

57 

大学共同利用機関法人情報・システ

ム研究機構 

大学・研究機

関・官公庁 9 

  国立大学法人千葉大学 

大学・研究機

関・官公庁 9 

  株式会社半導体エネルギー研究所 電気機器 9 

  住友重機械工業株式会社 機械 9 

  アズビル株式会社 電気機器 9 

  

京セラドキュメントソリューション

ズ株式会社 精密機器 9 

63 一般財団法人電力中央研究所 

大学・研究機

関・官公庁 8 

  日産自動車株式会社 輸送用機器 8 

  オムロン株式会社 電気機器 8 

  株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 情報・通信業 8 

  株式会社日立ハイテクノロジーズ 電気機器 8 

  

株式会社日立パワーソリューション

ズ サービス業 8 

  国立大学法人東北大学 

大学・研究機

関・官公庁 8 

70 ルネサスエレクトロニクス株式会社 電気機器 7 

  富士電機株式会社 電気機器 7 

  横河電機株式会社 電気機器 7 

  住友電装株式会社 電気機器 7 

  日本電産エレシス株式会社 その他製造業 7 

  前田建設工業株式会社 建設業 7 

  

株式会社オートネットワーク技術研

究所 電気機器 7 

  株式会社日立システムズ 情報・通信業 7 

  国立大学法人電気通信大学 

大学・研究機

関・官公庁 7 

  株式会社ハイスピードボーイズ サービス業 7 

  国立大学法人静岡大学 

大学・研究機

関・官公庁 7 

81 清水建設株式会社 建設業 6 

  クラリオン株式会社 電気機器 6 

  ＰＳソリューションズ株式会社 情報・通信業 6 

  ｃｏｃｏｒｏＳＢ株式会社 情報・通信業 6 

  国立大学法人鳥取大学 

大学・研究機

関・官公庁 6 
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人工知能に取り組む発明者 出願件数トップ 100 

人工知能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 松尾 義博 日本電信電話(株) 情報・通信業 43 

2 牧野 俊朗 日本電信電話(株) 情報・通信業 38 

3 東中 竜一郎 日本電信電話(株) 情報・通信業 32 

4 平野 徹 日本電信電話(株) 情報・通信業 26 

5 鶴田 啓文 

(株)ユニバーサルエン

ターテインメント 機械 21 

6 坪内 孝太 ヤフー(株) 情報・通信業 18 

  貞光 九月 日本電信電話(株) 情報・通信業 18 

8 小林 隼人 ヤフー(株) 情報・通信業 17 

9 武田 秀樹 (株)ＵＢＩＣ その他業種 16 

10 菅原 徹 

(株)ユニバーサルエン

ターテインメント 機械 15 

  矢野 光太郎 キヤノン(株) 精密機器 15 

12 浅見 太一 日本電信電話(株) 情報・通信業 14 

  宮崎 千明 日本電信電話(株) 情報・通信業 14 

14 山岡 雅直 (株)日立製作所 電気機器 13 

  塚越 伸介 

東芝メディカルシス

テムズ(株) 電気機器 13 

  野口 正樹 ヤフー(株) 情報・通信業 13 

  浅野 久子 日本電信電話(株) 情報・通信業 13 

  後藤 崇博 

東芝メディカルシス

テムズ(株) 電気機器 13 

  松村 明 

(株)ＳＣＲＥＥＮホー

ルディングス 精密機器 13 

20 永田 昌明 日本電信電話(株) 情報・通信業 12 

  三好 利昇 (株)日立製作所 電気機器 12 

  吉村 地尋 (株)日立製作所 電気機器 12 

  山田 渉 (株)ＮＴＴドコモ 情報・通信業 12 

  鈴木 潤 日本電信電話(株) 情報・通信業 12 

  内野 寛治 富士通(株) 電気機器 12 

  菊地 悠 (株)ＮＴＴドコモ 情報・通信業 12 

  戸田 浩之 日本電信電話(株) 情報・通信業 12 

  谷口 行信 日本電信電話(株) 情報・通信業 12 

29 守本 正宏 (株)ＵＢＩＣ その他業種 11 

  米家 惇 日本電信電話(株) 情報・通信業 11 

  石井 亮 日本電信電話(株) 情報・通信業 11 

  蓮子 和巳 (株)ＵＢＩＣ その他業種 11 

  熊野 史朗 日本電信電話(株) 情報・通信業 11 

  藤巻 遼平 日本電気(株) 電気機器 11 

  鳥澤 健太郎 

独立行政法人情報通

信研究機構 

大学・研究機

関・官公庁 11 

  椎山 弘隆 キヤノン(株) 精密機器 11 

  大塚 和弘 日本電信電話(株) 情報・通信業 11 

  松下 昌弘 キヤノン(株) 精密機器 11 

  佐古 曜一郎 ソニー(株) 電気機器 11 

  小池 義昌 日本電信電話(株) 情報・通信業 11 

41 落合 桂一 (株)ＮＴＴドコモ 情報・通信業 10 

  政瀧 浩和 日本電信電話(株) 情報・通信業 10 

  数藤 恭子 日本電信電話(株) 情報・通信業 10 

  本橋 洋介 日本電気(株) 電気機器 10 

  澤田 宏 日本電信電話(株) 情報・通信業 10 

順 氏名 所属先 業種 件数 

  木全 英明 

エヌ・ティ・ティ・コ

ムウェア(株) 情報・通信業 10 

  鈴木 將洋 みこらった(株) 精密機器 10 

  椋本 豪 

東芝メディカルシス

テムズ(株) 電気機器 10 

  長谷川 弘 (株)メガチップス 電気機器 10 

  御手洗 裕輔 キヤノン(株) 精密機器 10 

  宮崎 崇史 ヤフー(株) 情報・通信業 10 

52 笠原 亮介 (株)リコー 精密機器 9 

  菅原 晃平 ヤフー(株) 情報・通信業 9 

  尾崎 智章 (株)デンソー 輸送用機器 9 

  萩谷 俊幸 ＫＤＤＩ(株) 情報・通信業 9 

  黒川 義元 

(株)半導体エネルギー

研究所 電気機器 9 

  別所 克人 日本電信電話(株) 情報・通信業 9 

  大熊 智子 富士ゼロックス(株) 精密機器 9 

  塩見 昌裕 

(株)国際電気通信基礎

技術研究所 情報・通信業 9 

  増村 亮 日本電信電話(株) 情報・通信業 9 

  谷尾 香里 ヤフー(株) 情報・通信業 9 

  宮崎 祐 ヤフー(株) 情報・通信業 9 

  ワン・ジュヌ 富士通(株) 電気機器 9 

  上田 晴康 富士通(株) 電気機器 9 

  柏野 牧夫 日本電信電話(株) 情報・通信業 9 

  橋本 力 

独立行政法人情報通

信研究機構 

大学・研究機

関・官公庁 9 

  真継 優和 キヤノン(株) 精密機器 9 

  小頭 秀行 ＫＤＤＩ(株) 情報・通信業 9 

69 池田 和史 ＫＤＤＩ(株) 情報・通信業 8 

  渡辺 友樹 (株)東芝 電気機器 8 

  清水 伸幸 ヤフー(株) 情報・通信業 8 

  安田 圭志 ＫＤＤＩ(株) 情報・通信業 8 

  深澤 佑介 (株)ＮＴＴドコモ 情報・通信業 8 

  呉 鍾勲 

独立行政法人情報通

信研究機構 

大学・研究機

関・官公庁 8 

  高田 徹 ヤフー(株) 情報・通信業 8 

  酒澤 茂之 ＫＤＤＩ(株) 情報・通信業 8 

  小林 のぞみ 日本電信電話(株) 情報・通信業 8 

  藤吉 弘亘 (株)メガチップス 電気機器 8 

  郭 睦凌 キヤノン(株) 精密機器 8 

  萩田 紀博 

(株)国際電気通信基礎

技術研究所 情報・通信業 8 

  星野 真吾 ヤフー(株) 情報・通信業 8 

  榎園 健 (株)ＮＴＴドコモ 情報・通信業 8 

  古川 茂人 日本電信電話(株) 情報・通信業 8 

  藤城 孝宏 (株)日立製作所 電気機器 8 

  西川 仁 日本電信電話(株) 情報・通信業 8 

  

フランシーン 

チェン 富士ゼロックス(株) 精密機器 8 

  三浦 康秀 富士ゼロックス(株) 精密機器 8 

  上田 修功 日本電信電話(株) 情報・通信業 8 
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Ⅱ 人工知能に取り組む全企業 

 

本書では人工知能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。 

 

人工知能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。 

 

 

 

 

 

 

 

人工知能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



 

情報・通信業 153社 
 

◆人工知能に取り組む 

情報・通信業＜全企業＞をみる        

特許情報（2015.1～2017.12 発行）からみた企業数は 153 社、 

出願件数は 974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 153社 

 

順 企業名 件数 

1 日本電信電話株式会社 353 

2 ヤフー株式会社 119 

3 ＫＤＤＩ株式会社 86 

4 日本放送協会 42 

5 株式会社ＮＴＴドコモ 38 

6 株式会社国際電気通信基礎技術研究所 28 

7 株式会社デンソーアイティーラボラトリ 18 

8 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 15 

9 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 12 

10 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式

会社 

11 

11 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 8 

12 株式会社日立システムズ 7 

13 ＰＳソリューションズ株式会社 6 

  ｃｏｃｏｒｏＳＢ株式会社 6 

  株式会社ＰｒｅｆｅｒｒｅｄＮｅｔｗｏｒｋｓ 6 

16 株式会社ＷＧＲ 5 

  ソフトバンク株式会社 5 

  株式会社三菱総合研究所 5 

  ＮＥＣプラットフォームズ株式会社 5 

  みずほ情報総研株式会社 5 

  株式会社日立ソリューションズ 5 

22 キヤノンＩＴソリューションズ株式会社 4 

  ＬＩＮＥ株式会社 4 

  株式会社バンダイナムコエンターテインメント 4 

  技術経営ソリューション株式会社 4 

26 株式会社オルツ 3 

  株式会社バンダイナムコスタジオ 3 

  一般財団法人ＮＨＫエンジニアリングシステム 3 

  サインポスト株式会社 3 

  株式会社ツクタ技研 3 

  株式会社コーエーテクモゲームス 3 

  株式会社Ｃｙｇａｍｅｓ 3 

  株式会社ＫＤＤＩ研究所 3 

  ＳＤＳマーケティング株式会社 3 

  日本ユニシス株式会社 3 

36 株式会社シーイーシー 2 

  株式会社ＥＸＩＤＥＡ 2 

  株式会社エクスビジョン 2 

  株式会社ＣＳソリューション 2 

  株式会社野村総合研究所 2 

  株式会社ＦＦＲＩ 2 

  デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム

株式会社 

2 

  サイバネットシステム株式会社 2 

  みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会

社 

2 

  グリー株式会社 2 

  カラフル・ボード株式会社 2 

順 企業名 件数 

  株式会社オプティム 2 

  株式会社衛星ネットワーク 2 

  安川情報システム株式会社 2 

  ヴイ・インターネットオペレーションズ株式会

社 

2 

  株式会社アクアティカ 2 

  株式会社ヴェルト 2 

  ＡＩｉｎｓｉｄｅ株式会社 2 

  株式会社アドスマート 2 

  西日本電信電話株式会社 2 

  東芝情報システム株式会社 2 

  株式会社ＪＳＯＬ 2 

  株式会社スクウェア・エニックス 2 

  株式会社日立超エル・エス・アイ・システムズ 2 

  ＪＦＥシステムズ株式会社 2 

61 株式会社夏目綜合研究所 1 

  株式会社ワンブリッジ 1 

  株式会社網屋 1 

  株式会社筑波総合研究所 1 

  株式会社Ｌｉｑｕｉｄ 1 

  株式会社ＦＲＯＮＴＥＯ 1 

  株式会社地圏環境テクノロジー 1 

  株式会社三次元メディア 1 

  株式会社日立アドバンストシステムズ 1 

  ＧＲＯＵＮＤ株式会社 1 

  株式会社ＮＴＴデータ・アイ 1 

  辰巳電子工業株式会社 1 

  アイマトリックス株式会社 1 

  日本テレビ放送網株式会社 1 

  株式会社ＰｅｒｓｏｎａｌＡＩ 1 

  ＳｈａｎｎｏｎＬａｂ株式会社 1 

  ＰｉｃｏＣＥＬＡ株式会社 1 

  エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア株式会社 1 

  ＪＣＣ株式会社 1 

  株式会社日立情報通信エンジニアリング 1 

  マーベリック株式会社 1 

  ピーリッチジャパン株式会社 1 

  データクック株式会社 1 

  株式会社ｃｒｏｃｏ 1 

  セールスワン株式会社 1 

  ソフトバンク・テクノロジー株式会社 1 

  三菱電機インフォメーションネットワーク株式

会社 

1 

  三菱電機インフォメーションシステムズ株式会

社 

1 

  株式会社ミックウェア 1 

  エヌ・ティ・ティアイティ株式会社 1 

  富士ソフト株式会社 1 

  クロス・メディア・ネットワークス株式会社 1 
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情報・通信業 974件 
 

◆人工知能に取り組む 

情報・通信業＜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。 

情報処理装置及び方法 

生成装置、生成方法、及び生成プログラム 

情報処理装置、情報処理方法及びプログラム 

情報提供装置、情報提供方法および情報提供プログラム 

音声加工装置、及びプログラム 

評価装置、評価方法及び評価プログラム 

情報処理装置及び情報処理方法 

学習装置、学習方法及び学習プログラム 

情報処理装置 

通信トラヒック予測装置およびプログラム 

推定装置、推定方法および推定プログラム 

入力支援装置、入力支援システムおよびプログラム 

発話選択装置、方法、及びプログラム 

対話インターフェース 

生成装置、生成方法及び生成プログラム 

通信識別方法および装置 

学習装置、学習方法、およびプログラム 

情報処理装置、情報処理方法、及びプログラム 

算出装置、算出方法及び算出プログラム 

判定装置、および判定方法 

推定装置、推定方法及び推定プログラム 

判定装置、判定方法及び判定プログラム 

抽出装置、抽出方法及び抽出プログラム 

電子メールを利用した広告宣伝システム及び方法並びにコンピュ
ータプログラム 

導波路装置および当該導波路装置を備えるアンテナ装置 

会話支援システム、会話支援装置及び会話支援プログラム 

情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム 

情報処理システム、情報処理方法、及びプログラム 

ゲームシステム、ゲーム装置、情報処理装置および制御プログラム 

移動手段推定モデル生成装置、移動手段推定モデル生成方法、移動
手段推定モデル生成プログラム 

生成装置、生成方法、生成プログラム、端末装置、及び表示プログ
ラム 

推定装置、推定方法、およびプログラム 

逐次姿勢識別装置および自律神経機能情報取得装置、方法ならびに

プログラム 

抽出装置および抽出方法 

配信装置、配信方法 

睡眠段階推定装置、方法およびプログラム 

単語ベクトル学習装置、自然言語処理装置、方法、及びプログラム 

予測装置、予測方法及びプログラム 

問題解決支援システム 

予測装置、予測方法及び予測プログラム 

脳活動解析装置、脳活動解析方法、プログラムおよびバイオマーカ
ー装置 

提供装置、提供方法及び提供プログラム 

発話意図モデル学習装置、発話意図抽出装置、発話意図モデル学習

方法、発話意図抽出方法、プログラム 

推定装置及び推定方法 

対話方法、対話システム、対話装置、およびプログラム 

予測モデル構築装置 

表示制御装置、表示制御方法及び表示制御プログラム 

測位装置、測位方法、測位プログラム、および、測位システム 

文字認識装置、方法およびプログラム 

特徴量抽出装置、推定装置、それらの方法、およびプログラム 

属性要因分析方法、装置、およびプログラム 

特定装置、特定方法及び特定プログラム 

特徴量生成装置、方法、及びプログラム 

通知システム、通知プログラム、通知方法および通知装置 

人格情報処理装置、人格情報処理方法及び人格情報処理プログラム 

作成装置、作成方法及び作成プログラム 

情報処理装置、情報処理方法および情報処理プログラム 

情報処理装置、情報処理方法、プログラム 

情報抽出装置、方法、及びプログラム 

情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラム 

故障条件を学習する機械学習方法及び機械学習装置、並びに該機械

学習装置を備えた故障予知装置及び故障 ≪続く≫ 

最適化装置、最適化方法および最適化プログラム 

情報予測システム、情報予測方法及び情報予測プログラム 

学習データ生成装置、方法及びプログラム 

情報処理システム 

感性評価装置、感性評価方法、およびプログラム 

機能実行指示システム及び機能実行指示方法 

環境負荷削減量算出装置および方法 

言語モデル生成装置、方法及びプログラム 

情報処理装置、その制御方法及びプログラム 

学習装置、学習方法および学習プログラム 

情報提供装置および情報提供方法 

算定装置、算定方法及び算定プログラム 

収益指標値生成システム及び収益指標値生成方法 

広告主評価装置、広告主評価方法および広告主評価プログラム 

モデル学習装置、ランキング装置、方法、及びプログラム 

プログラム及びサーバシステム 

オブジェクト生成装置、方法、及びプログラム 

ゲーム制御方法、コンピュータ、ゲーム制御プログラム及び記憶媒
体 

ぼやけ補正装置、超解像装置およびプログラム 

コミュニケーションスキル評価システム、コミュニケーションスキ
ル評価装置及びコミュニケーションスキ ≪続く≫ 

ユーザインターフェース装置およびユーザインターフェースプロ
グラム 

サーバシステム 

ほか 

 

次ページ以降、情報・通信業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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情報・通信業
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 日本電信電話株式会

社
書き換え規則獲得装置、
方法、及びプログラム

キャラクタに応じた書き換え規則が獲得でき
る。

宮崎  千明,平野
徹,東中  竜一郎,
片山  太一,牧野
俊朗　≪続く≫

特開2017-
004051
2015/06/04

2 日本電信電話株式会
社

判定装置、判定方法およ
び判定プログラム

実行ファイルのファイル種別を考慮し、実行
ファイルがマルウェアであるか否かの判定を
高精度に行うこと。

熊谷  充敏,岡野
靖,大嶋  嘉人

特開2017-
004123
2015/06/05

3 日本電信電話株式会
社

施設混雑度情報提供装
置及び施設混雑度情報
提供方法

利用できる位置情報のデータが少ない場合
でも、施設単位の混雑度を推定することが
できる施設混雑度情報提供装置及び施設
混雑度情報提供方法を提供する。

横山  法子,茂木
学,佐久間  聡,武
藤  伸洋

特開2017-
004168
2015/06/08

4 日本電信電話株式会
社

通行難易度推定システム
とその装置、方法および
プログラム

事前に大量の機械学習用データを収集す
ることなく通行難易度を高精度に推定する。

宮田  章裕,中野
将尚,伊勢崎  隆
司,石原  達也,望
月  崇　≪続く≫

特開2017-
010126
2015/06/17

5 日本電信電話株式会
社

話題継続願望判定装置、
方法、及びプログラム

次発話として相応しい発話をシステムが返
すことにより、システムとユーザとのインタラ
クションが円滑になる。

別所  克人,東中
竜一郎,牧野  俊
朗,松尾  義博

特開2017-
010207
2015/06/19

6 日本電信電話株式会
社

パラメタ学習装置、文類似
度算出装置、方法、及び
プログラム

離れた単語間における依存関係を考慮し
て、文ペアの類似度を算出するためのパラ
メタを学習するパラメタ学習装置、方法及び
プログラムを提供する。

本間  幸徳,西川
仁,牧野  俊朗,松
尾  義博

特開2017-
010249
2015/06/22

7 日本電信電話株式会
社

部分行列領域抽出装置、
方法、及びプログラム

最適な数の特徴となる部分行列領域を抽出
することができる。

石黒  勝彦,中野
允裕,上田  修功,
木村  昭悟

特開2017-
010250
2015/06/22

8 日本電信電話株式会
社

対応付け装置及びプログ
ラム

対訳となる第１の言語の文書と第２の言語
の文書とを低コストで得ることができるように
する。

鈴木  敏,永田  昌
明

特開2017-
010274
2015/06/22

9 日本電信電話株式会
社

判別装置、判別方法、お
よびプログラム

あるデータが所望のデータであるか否かを
少ない演算量で判別する。

小泉  悠馬,小林
和則,丹羽  健太

特開2017-
015860
2015/06/30

10 日本電信電話株式会
社

ウィナーフィルタ設計装
置、音強調装置、音響特
徴量選択装置、これらの
方法及びプログラム

強調の対象となる目的音を特徴づける音響
特徴量が未知である場合においても用いる
ことができるウィナーフィルタ設計関連技術
及び音の強調技術を提供する。

小泉  悠馬,丹羽
健太,小林  和則,
大室  仲

特開2017-
021267
2015/07/14

11 日本電信電話株式会
社

用語意味コード判定装
置、方法、及びプログラム

用語の意味コードを精度よく判定することが
できるようにする。

藤野  昭典,鈴木
潤,平尾  努

特開2017-
021523
2015/07/09

12 日本電信電話株式会
社

テキスト変換装置、方法、
及びプログラム

効率的かつ精度良く翻訳を行う。 笠原  要 特開2017-
021602
2015/07/10

13 日本電信電話株式会
社

標識検出装置、方法、及
びプログラム

精度よく標識を検出することができる。 新垣  仁,島村  潤,
谷口  行信

特開2017-
026430
2015/07/21

14 日本電信電話株式会
社

音声認識装置、音声認識
方法、プログラム

バリエーションが多く、かつ外れ値を排除し
た音声認識結果集合を生成できる音声認
識装置を提供する。

中村  孝,阪内  澄
宇,岡本  学,芦原
孝典,井島  勇祐

特開2017-
026808
2015/07/22

15 日本電信電話株式会
社

フレーム作成装置、方法、
及びプログラム

雑談であっても自然な展開の会話を実現す
る対話システムのためのフレームを作成す
ることができるようにする。

東中  竜一郎,牧野
俊朗,松尾  義博,
貞光  九月

特開2017-
027234
2015/07/17

16 日本電信電話株式会
社

特徴量生成方法、特徴量
生成装置、及び特徴量生
成プログラム

意味的に関連した信号コンテンツを精度良
く発見することを可能とする特徴量生成方
法、特徴量生成装置、及び特徴量生成プロ
グラムを提供する。

入江  豪,島村  潤,
小島  明

特開2017-
027526
2015/07/27

17 日本電信電話株式会
社

発話意図モデル学習装
置、発話意図抽出装置、
発話意図モデル学習方
法、発話意図抽出方法、
プログラム

発話の一部の区間にのみ発話意図が表出
する場合でも正しく発話意図を抽出するた
めのモデルを学習する発話意図モデル学
習装置を提供する。

安藤  厚志,浅見
太一

特開2017-
032738
2015/07/31

18 日本電信電話株式会
社

音響モデル学習装置、音
声合成装置、音響モデル
学習方法、音声合成方
法、プログラム

小さなサイズかつ複数話者の合成音声を生
成できるＤＮＮ音響モデルを低コストで学習
できる音響モデル学習装置を提供する。

北条  伸克,井島
勇祐,宮崎  昇

特開2017-
032839
2015/08/04

19 日本電信電話株式会
社

変化領域検出装置、方
法、及びプログラム

変化領域を精度よく検出することができるよ
うにする。

郡司  直之,新垣
仁,島村  潤,谷口
行信

特開2017-
033197
2015/07/30

20 日本電信電話株式会
社

時空間変数予測装置及
びプログラム

時間的及び空間的相関を持つ時空間変数
の値を精度よく予測することができるように
する。

大川  真耶,澤田
宏,上田  修功

特開2017-
033198
2015/07/30

21 日本電信電話株式会
社

音声強調装置、音声強調
方法及び音声強調プログ
ラム

音声強調の精度低下を低減する。 木下  慶介,デルク
ロア  マーク,小川
厚徳,中谷  智広

特開2017-
037250
2015/08/12
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大学・研究機関・官公庁 107社 
 

◆人工知能に取り組む 

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 107 社、 

出願件数は 352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 107社 

順 企業名 件数 

1 国立研究開発法人情報通信研究機構 29 

2 株式会社東京大学ＴＬＯ 25 

3 国立大学法人大阪大学 18 

4 国立大学法人名古屋大学 14 

5 国立大学法人京都大学 12 

  独立行政法人産業技術総合研究所 12 

7 国立大学法人広島大学 11 

8 学校法人早稲田大学 10 

9 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 9 

  国立大学法人千葉大学 9 

11 国立大学法人東北大学 8 

  一般財団法人電力中央研究所 8 

13 国立大学法人電気通信大学 7 

  国立大学法人静岡大学 7 

15 国立大学法人鳥取大学 6 

  学校法人慶應義塾 6 

17 国立大学法人東京工業大学 5 

  国立大学法人金沢大学 5 

  学校法人中部大学 5 

20 国立大学法人横浜国立大学 4 

  国立大学法人九州工業大学 4 

  国立研究開発法人理化学研究所 4 

  国立大学法人岩手大学 4 

  公立大学法人大阪市立大学 4 

  独立行政法人科学技術振興機構 4 

  国立研究開発法人物質・材料研究機構 4 

  国立大学法人山梨大学 4 

  学校法人立命館 4 

  公益財団法人鉄道総合技術研究所 4 

30 学校法人鶴学園 3 

  国立大学法人神戸大学 3 

  国立大学法人豊橋技術科学大学 3 

  国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 3 

  国立大学法人東京農工大学 3 

  国立大学法人鹿児島大学 3 

  公立大学法人首都大学東京 3 

  国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究

機構 

3 

38 国立大学法人熊本大学 2 

  学校法人昭和大学 2 

  学校法人芝浦工業大学 2 

  学校法人沖縄科学技術大学院大学学園 2 

  国立大学法人九州大学 2 

  学校法人近畿大学 2 

  国立研究開発法人国立がん研究センター 2 

  国立大学法人山口大学 2 

  公立大学法人横浜市立大学 2 

  公立大学法人公立はこだて未来大学 2 

順 企業名 件数 

  国立大学法人筑波大学 2 

  国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 2 

50 公立大学法人和歌山県立医科大学 1 

  公立大学法人県立広島大学 1 

  学校法人関西学院 1 

  国立研究開発法人国立循環器病研究センター 1 

  学校法人自治医科大学 1 

  学校法人法政大学 1 

  埼玉県 1 

  独立行政法人水産総合研究センター 1 

  学校法人東北学院 1 

  公立大学法人兵庫県立大学 1 

  学校法人東京電機大学 1 

  学校法人産業医科大学 1 

  株式会社幹細胞イノベーション研究所 1 

  公益財団法人ヒューマンサイエンス振興財団 1 

  公立大学法人広島市立大学 1 

  京都府 1 

  国立大学法人佐賀大学 1 

  国立大学法人信州大学 1 

  国立大学法人北海道大学 1 

  学校法人岩手医科大学 1 

  国立大学法人徳島大学 1 

  国立大学法人北見工業大学 1 

  国立大学法人名古屋工業大学 1 

  国立大学法人大分大学 1 

  学校法人大阪医科大学 1 

  学校法人東京農業大学 1 

  株式会社光吉研究所 1 

  学校法人東京理科大学 1 

  石川県 1 

  学校法人明治大学 1 

  公立大学法人秋田県立大学 1 

  独立行政法人医薬品医療機器総合機構 1 

  学校法人君が淵学園 1 

  独立行政法人国立高等専門学校機構 1 

  学校法人銀杏学園 1 

  学校法人中央大学 1 

  警察庁科学警察研究所長 1 

  長崎県 1 

  高知県公立大学法人 1 

  学校法人東京女子医科大学 1 

  株式会社日本総合研究所 1 

  国立大学法人茨城大学 1 

  国立大学法人宇都宮大学 1 

  学校法人帝京大学 1 

  公立大学法人大阪府立大学 1 

  株式会社空間概念研究所 1 
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大学・研究機関・官公庁  352件 
 

◆人工知能に取り組む 

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。下記に発明の名称を全件掲載して

います。 

車両の運転支援制御装置 

画像認識装置、画像認識方法、および、プログラム 

予測システム、予測方法、および予測プログラム 

画像処理装置及び画像処理方法 

環状ペプチド誘導体とその製造方法および組成物 

情報処理装置と情報処理プログラム並びに情報処理方法 

痛み測定装置および痛み測定システム 

生体内運動追跡装置 

ナビゲーションシステム、ナビゲーション方法及びプログラム 

姿勢伝達制御装置、姿勢伝達装置、姿勢伝達方法およびプログラム 

パラメータ推定方法、装置、及びプログラム 

診断装置及び診断方法 

レーダシステム、レーダ信号処理装置、車両走行制御装置および方

法、ならびにコンピュータプログラム 

対話方法、対話システム、対話装置、およびプログラム 

音声認識装置及びコンピュータプログラム 

アルツハイマー治療薬 

画像処理装置 

イベント発生時期予測装置、イベント発生時期予測方法、及びイベ
ント発生時期予測プログラム 

画像処理装置、画像処理方法、及びコンピュータプログラム 

植物病診断システム、植物病診断方法、及びプログラム 

ＬＳＩチップ積層システム 

生体情報モニタリングシステム 

アミロイドβの２２位及び２３位のターン構造を極めて特異的に
認識する抗体 

体長種別判別装置、水中探知装置及び体長種別判別方法 

動作認識装置 

着陸判断支援システム、着陸判断支援方法、及び着陸判断支援プロ
グラム 

気分障害マーカーおよびその用途、ならびに統合失調症マーカーお
よびその用途 

デジタルカメラ画像データを用いた鮮度判定方法 

無線通信における端末識別方法および端末識別装置 

判別フィルタ設計方法、判別方法、判別フィルタセット、判別装置、

および、プログラム 

膵臓がんの検出キット及び検出方法 

睡眠障害モデル非ヒト動物、睡眠障害評価用動物細胞、及びそれら
を用いたスクリーニング方法 

情報処理装置、情報処理方法、プログラム、及び非一時記憶媒体 

シミュレーション装置、シミュレーション方法及びプログラム 

電気静油圧アクチュエータおよび電気静油圧アクチュエータにお
けるパラメータ推定方法 

センサ情報を処理する情報処理装置、情報管理システム、情報表示

システム、情報処理方法、プログラム、 ≪続く≫ 

自動受験システム及びこれに用いる受験不正行為検出装置 

ソフトウェア解析システム、ソフトウェア解析方法およびソフトウ
ェア解析プログラム 

信号データ処理装置 

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 

対象物の使用者を判定する方法 

チャネル選択方法 

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≫ 

データマイニングによる、ルール生成装置、方法、及び、プログラ
ム、並びに、介護支援システム 

栽培システム 

データ分析装置、データ分析方法、データ分析処理プログラム 

重み設定装置および方法 

テキストマッチング装置、テキスト分類装置及びそれらのためのコ

ンピュータプログラム 

情報抽出装置、情報抽出方法、およびプログラム 

テキスト処理を用いた社会構造モデルの抽出 

神経細胞培養用培地及びインビボ様シナプス形成増強神経細胞モ

デルの製造方法 

ＬＶＱニューラルネットワーク 

精神症状モデル動物を用いた医薬品のスクリーニング 

デマンド要因分析システムおよびデマンド要因分析方法 

ケトン体産生促進剤 

トロリ線静高さの推定方法及び推定装置 

コンピュータによる自然言語処理のためのコンピュータ読取可能
な辞書及びそれを記憶した記憶媒体 

ナースコールシステム 

予測装置、予測方法及び予測プログラム 

Ｍｇ２Ｓｉ１－ｘＳｎｘ結晶の製造方法及び製造装置 

骨粗鬆症診断支援装置 

ニューラルネットワーク、その学習方法、及びコンピュータプログ

ラム 

作問学習支援システムおよびそのカード生成方法ならびに作問学

習支援プログラム 

ニューラルネットワーク回路及びニューラルネットワーク集積回
路 

質問文生成装置及びコンピュータプログラム 

ニューラルネットワーク及びそのためのコンピュータプログラム 

情報記録再生装置と情報記録再生方法 

ニューロフィードバックを用いた無意識学習法 

情報処理装置およびパラメータ算出方法 

ニューロン動作素子 

状態遷移評価装置、状態遷移評価方法及び状態遷移評価プログラム 

ノン・ファクトイド型質問応答システム及びコンピュータプログラ

ム 

心身状態関連情報提供装置、心身状態関連情報提供方法およびプロ

グラム 

バグ混入確率計算プログラム及びバグ混入確率計算方法 

身体状況検知装置、身体状況検知方法及びベッドシステム 

パターン認識装置、パターン認識方法及びパターン認識プログラム 

生体検知装置、生体検知方法及びプログラム 

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。大学・研究機関・官公庁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
975 国立研究開発法人情

報通信研究機構
未来シナリオ生成装置及
び方法、並びにコンピュー
タプログラム

適切な未来シナリオを大量に生成できる未
来シナリオ生成装置を提供する。

橋本  力,鳥澤  健
太郎,クロエツェー
ジュリアン,呉  鍾
勲,　≪続く≫

特開2017-
037544
2015/08/12

976 国立研究開発法人情
報通信研究機構

質問応答システムの訓練
装置及びそのためのコン
ピュータプログラム

人手をできるだけ介さず効率よく分類器の
学習データを作成する、なぜ型質問応答シ
ステムの訓練装置を提供する。

呉  鍾勲,鳥澤  健
太郎,橋本  力,飯
田  龍,田仲  正弘,
ク　≪続く≫

特開2017-
049681
2015/08/31

977 国立研究開発法人情
報通信研究機構

ニューラルネットワーク、そ
の学習方法、及びコン
ピュータプログラム

精度と訓練の効率とを向上できるニューラ
ルネット及びその学習方法を提供する。

窪澤  駿平 特開2017-
049907
2015/09/04

978 国立研究開発法人情
報通信研究機構

学習装置、予測装置、学
習方法、予測方法、およ
びプログラム

従来、時系列の測定データに多くの欠損が
ある場合、精度の高い予測値が得られな
かった。

杉浦  孔明,是津
耕司

特開2017-
091278
2015/11/11

979 国立研究開発法人情
報通信研究機構

自動翻訳の素性重み最適
化装置及びそのためのコ
ンピュータプログラム

より確実に、素性重みを高い精度で最適化
できる素性重みの最適化装置を提供する。

今村  賢治,隅田
英一郎

特開2017-
151804
2016/02/25

980 国立研究開発法人情
報通信研究機構

信憑性判定システム及び
そのためのコンピュータプ
ログラム

与えられた情報の信憑性を精度高く判定で
きるシステムを提供する。

水野  淳太,鳥澤
健太郎,大竹  清
敬,橋本  力

特開2017-
162050
2016/03/08

981 国立研究開発法人情
報通信研究機構

機械翻訳装置及び機械
翻訳のためのコンピュータ
プログラム

原文を超える範囲の情報にしたがって適切
に原文を訳し分けられる機械翻訳装置を提
供する。

内山  将夫 特開2017-
199363
2017/04/07

982 国立研究開発法人情
報通信研究機構

仮想資源自動選択システ
ム及び方法

データ処理を行うサーバ等のコンピュータ
資源も含めた資源選択や割当を迅速に行う
ことができ、緊急事例やトラヒック急変動が
発生した場合においても適切な仮想資源選
択を行うこ　≪続く≫

宮澤  高也,原井
洋明

特開2017-
204712
2016/05/10

983 国立研究開発法人情
報通信研究機構

配置位置決定方法および
配置位置決定システム

情報収集デバイスの配置位置に不確実性
が存在している場合であっても、センサ配置
問題についての最適解を比較的少ない計
算量で求めることができる技術を提供する。

杉浦  孔明 特開2017-
207420
2016/05/20

984 国立研究開発法人情
報通信研究機構

音声認識装置及びコン
ピュータプログラム

ニューラルネットワークの特性を活かして、
音声認識精度を高めることができる音声認
識装置を提供する。

神田  直之 特開2017-
219769
2016/06/09

985 国立研究開発法人情
報通信研究機構

ロボット監視制御システム ロボット装置の移動により電波の伝播環境
が時々刻々と変化する前提の下で、事後的
な通信品質の低下を防止することができ、
制御情報、監視情報の送受信時間を一定
時間内に収める　≪続く≫

加川  敏規,滝沢
賢一,小野  文枝,
三浦  龍

特開2017-
228917
2016/06/22

986 国立研究開発法人情
報通信研究機構

論理推論システム、計算
学習装置および論理推論
方法

学習機能を盛り込みつつ演繹推論を実行
し、構築された知識の構造がグラフにおい
て明示されるような論理推論システムを提供
する。

鈴木  秀明,澤井
秀文,吉田  幹

特開2016-
021262
2015/10/01

987 国立研究開発法人情
報通信研究機構

コンピュータによる自然言
語処理のためのコン
ピュータ読取可能な辞書
及びそれを記憶した記憶
媒体

フレーズ間の論理的関係を自動的に認識
することを可能にするために、それらを構成
する述語テンプレート及び単語等の言語単
位を効率よく利用するための、自然言語処
理のためのコ　≪続く≫

橋本  力,鳥澤  健
太郎,デサーガ  ス
テイン,呉  鍾勲,風
間 　≪続く≫

特開2016-
042364
2015/10/19

988 国立研究開発法人情
報通信研究機構

質問文生成装置及びコン
ピュータプログラム

ユーザが興味を持つ問題について、質問
応答システムで一定以上の精度を持つ回
答が得られることが保証されている質問文を
容易に作成できるよう、ユーザを補助する装
置を提供する　≪続く≫

鳥澤  健太郎,後藤
淳,クロエツェー
ジュリアン,川田  拓
也

特開2016-
045652
2014/08/21

989 国立研究開発法人情
報通信研究機構

アノテーション補助装置及
びそのためのコンピュータ
プログラム

テキストへのアノテーションを容易に、低コス
トで構築できるアノテーション補助装置を提
供する。

飯田  龍,鳥澤  健
太郎,橋本  力,呉
鍾勲,大竹  清敬,
木　≪続く≫

特開2016-
136341
2015/01/23

990 国立研究開発法人情
報通信研究機構

構文解析装置、学習装
置、機械翻訳装置、およ
びプログラム

原言語文を目的言語側の語順に語順変換
する際に、十分な精度を出す。

内山  将夫 特開2016-
143218
2015/02/02

991 国立研究開発法人情
報通信研究機構

含意ペア拡張装置、その
ためのコンピュータプログ
ラム、及び質問応答システ
ム

既存の含意ペアを拡張し、どのような含意
ペアを獲得できるか予測可能で精度も保証
できる含意関係ペア拡張装置を提供する。

川田  拓也,クロエ
ツェー  ジュリアン,
鳥澤  健太郎

特開2016-
164708
2015/03/06

992 国立研究開発法人情
報通信研究機構

項共有判別器学習装置、
言語知識収集装置、及び
照応・省略解析装置

２つの述語が項を共有するか否かを判別で
きる項共有判別器の学習を行う項共有判別
器学習装置と、項共有知識を効率的に収
集する言語知識収集装置を提供する。

飯田  龍,鳥澤  健
太郎,橋本  力,呉
鍾勲,大竹  清敬,
木　≪続く≫

特開2016-
192198
2015/07/24

993 国立研究開発法人情
報通信研究機構

リカレント型ニューラルネッ
トワークの学習方法及び
そのためのコンピュータプ
ログラム、並びに音声認識
≪続く≫

時系列のデータによるＲＮＮの学習を効率
化する学習方法を提供する。

神田  直之 特開2016-
212273
2015/05/11

994 国立研究開発法人情
報通信研究機構

音声認識装置及びコン
ピュータプログラム

ニューラルネットワークの特性を活かして、
認識精度を高めることができる音声認識装
置を提供する

神田  直之 特開2016-
218309
2015/05/22

995 国立研究開発法人情
報通信研究機構

ニューラルネットワーク及
びそのためのコンピュータ
プログラム

短時間で予測可能な、汎化性能の高い
ニューラルネットワークを提供する。

窪澤  駿平 特開2016-
218513
2015/05/14
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海外 371社 
 

◆人工知能に取り組む 

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 371 社、 

出願件数は 796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 807社 

順 企業名 （アルファベット表記） （日本語表記） 国 件数 

1 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 57 

2 

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 

CORPORATION 

インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コ

ーポレーション アメリカ 36 

3 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 三星電子株式会社 韓国 31 

4 

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 26 

5 GENERAL ELECTRIC CO <GE> ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ アメリカ 20 

6 THE BOEING COMPANY ザ・ボーイング・カンパニー アメリカ 13 

7 

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY 

(BEIJING) CO., LTD. 

バイドゥオンラインネットワークテクノロジー

（ベイジン）カンパニーリミテッド 中国 12 

7 INTEL CORPORATION インテルコーポレイション アメリカ 12 

7 MICROSOFT 

マイクロソフトテクノロジーライセンシング，エ

ルエルシー アメリカ 12 

10 FISHER ROSEMOUNT SYSTEMS 

フィッシャーーローズマウントシステムズ，イン

コーポレイテッド アメリカ 11 

10 JOHNSON & JOHNSON VISION CARE 

ジョンソン・アンド・ジョンソン・ビジョン・ケ

ア・インコーポレイテッド アメリカ 11 

12 DASSAULT SYSTÈMES ダッソーシステムズ フランス 10 

12 TATA CONSULTANCY SERVICES タタコンサルタンシーサービシズリミテッド インド 10 

12 THOMSON LICENSING トムソンライセンシング フランス 10 

15 KONINKLIJKE PHILIPS コーニンクレッカフィリップスエヌヴェ オランダ 9 

15 XEROX CORPORATION ゼロックスコーポレイション アメリカ 9 

17 A.T AND INTELLECTUAL PROPERTY EYE L.P. 

エイ・ティ・アンド・ティインテレクチュアルプ

ロパティアイ，エル．ピー． アメリカ 8 

17 

TOYOTA MOTOR ENGINEERING & 

MANUFACTURING NORTH AMERICA, INC. 

トヨタモーターエンジニアリングアンドマニュフ

ァクチャリングノースアメリカ，インコーポレイ

ティド アメリカ 8 

19 GOOGLE INC. グーグルインコーポレイテッド アメリカ 7 

19 QUALCOMM INCORPORATED クアルコム，インコーポレイテッド アメリカ 7 

21 ADIDAS AG アディダスアーゲー ドイツ 6 

21 APPLE アップルインコーポレイテッド アメリカ 6 

21 BAIDU 

バイドゥ・ユーエスエイ・リミテッド・ライアビ

リティ・カンパニー アメリカ 6 

21 PALO ALTO RESEARCH CENTER INC. 

パロアルトリサーチセンターインコーポレイテッ

ド アメリカ 6 

21 QUALCOMM INCORPORATED クゥアルコム・インコーポレイテッド アメリカ 6 

26 BAYER PHARMA 

バイエル・ファルマ・アクティエンゲゼルシャフ

ト ドイツ 5 

26 

BEIJING BAIDU NETCOM SCIENCE AND 

TECHNOLOGY CO., LTD. 

ペキンバイドゥネットコムサイエンスアンドテク

ノロジーカンパニーリミテッド 中国 5 

26 FACEBOOK フェイスブック，インク． アメリカ 5 

26 

GE MEDICAL SYSTEMS GLOBAL 

TECHNOLOGY CO LLC 

ジーイー・メディカル・システムズ・グローバル・

テクノロジー・カンパニー・エルエルシー アメリカ 5 

26 HYDRA BIOSCIENCES 

ハイドラバイオサイエンシズインコーポレイテッ

ド アメリカ 5 

31 CHDI FOUNDATION 

シーエイチディーアイファウンデーション，イン

コーポレーテッド アメリカ 4 

31 EMPIRE TECHNOLOGY DEVELOPMENT LLC エンパイアテクノロジーディベロップメントエル アメリカ 4 
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海外  796件 
 

◆人工知能に取り組む 

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。 

慣性および画像センサを用いたセンサ融合 

発電プラント発電ユニットの制御を強化するための方法およびシ
ステム 

認知症または軽度認知障害を予防または治療する組成物を製造す
るための安息香酸塩の使用 

神経内視鏡ボックストレーナー 

サーチュイン調節因子としての置換架橋尿素類似体 

ハンチントンタンパク質のイメージング用プローブ 

５－ＨＴ６拮抗薬としてのピロロキノリン誘導体、それらの製造方
法および使用 

ニューロドリルステンシルトレーナー 

情報処理装置、情報処理方法、及び、プログラム 

騒音マップ制作方法及び装置 

脳刺激をシミュレーションする方法、対応するデバイス及びコンピ

ュータプログラム 

コンポジット単一細胞核酸分析のための液滴ベースの方法および
機器 

胃がん診断用のマイクロＲＮＡバイオマーカー 

プラットフォーム 

ＢＭＰ阻害用組成物及びＢＭＰ阻害方法 

サブボリュームの連続適応強化超音波イメージング 

ｓＧＣ刺激剤 

知識ベース超音波画像強調 

輸液による蘇生の前、最中、および後の出血の迅速な検出 

非対称メモリスタ 

自動的なデバイス検出、デバイス管理およびリモート援助のための
システムおよび方法 

組織増大への適用、生物医学的適用および美容的適用のためのガラ
ス組成物 

重合化反応の制御のための装置及び方法 

電力管理機能を有するシステムおよびユーザ端末並びにその電力
管理方法 

処理装置、処理方法、およびプログラム 

血管検出装置、磁気共鳴装置、およびプログラム 

衝突保護装置 

膵臓癌診断用組成物およびこれを用いた膵臓癌診断方法 

細胞壊死の抑制剤及びそれに関連する方法 

治療プランニング・システム、治療プラン生成方法及び記憶媒体 

情報処理装置、情報処理方法、及びプログラム 

置換ピリジンアゾロピリミジン－５－（６Ｈ）－オン化合物 

蛍光剤による染色後に紫外線励起を利用した蛍光顕微鏡検査によ
って組織内の撮像深度を制御するシステム ≪続く≫ 

磁気共鳴装置およびプログラム 

脳卒中を治療又は予防する方法 

状況に特有の車両ドライバとの交信を提供するためのシステムお
よび方法 

計算プラットフォームのヘテロジニアスプロセッサの間で共有さ
れるバーチャルメモリにおけるバーチャル ≪続く≫ 

分散型工業パフォーマンス監視及び分析 

飛行制限区域に対する飛行制御 

方法及びコンピュータプログラム製品 

生成装置、生成方法、及び、プログラム 

神経保護特性を有する両親媒性化合物 

有機化合物 

画像処理方法、画像処理装置およびプログラム 

印刷装置 

バッテリの状態を推定する方法及び装置 

デジタルホログラフィにおけるオートフォーカスシステムおよび
オートフォーカス方法 

画像処理装置 

顔認証方法およびシステム 

ＵＡＶドッキングのためのシステムおよび方法 

ユーザカスタマイズされた広告を提供するシステム、ユーザ管理サ
ーバおよび方法 

吸入モニタリングシステムおよび方法 

バイオメトリクスに基づく情報通信のための生物医学的デバイス 

パノラマ魚眼カメラの画像較正、スティッチ、および深さ再構成方
法、ならびにそのシステム 

複合現実感アリーナ 

電気機械を監視するシステム及び方法 

多発性骨髄腫の治療方法 

効果的なニューラルネットワークの配置に用いるシステム及び方

法 

言語入力のダイナミックなフレーズ拡張 

効率的な連続認証に対して挙動分析を使用するための方法および
システム 

摩擦接触帯電効果に基づくバックゲート電界効果トランジスタ 

広告価格のディスカウント 

言語モデル学習方法及び装置、音声認識方法及び装置 

抗ＴＲＥＭ２抗体及びその使用方法 

導波結合器及び導波結合方法 

抗菌剤に対するクレブシエラ属種の耐性を予測する遺伝子検査 

秘密データを識別する方法、電子装置及びコンピュータ読み取り可

能な記録媒体 

抗神経変性剤としての多機能キノリン誘導体 

分類されたタームの阻止 

校正の方法及びシステム 

薬物使用、薬物乱用および昏睡、核間性眼筋麻痺、注意欠陥多動性
障害（ＡＤＨＤ）、慢性外傷性脳症、統 ≪続く≫ 

航空会社のフライトオペレーションにおけるロバストな交通網の
計画の最適化のための方法およびシステム 

知識ソースを用いた類似性分析およびデータ強化の技術 

航空機姿勢制御方法 

超音波深度検出を使用するオプティカルフロー画像化システム及

び方法 

航空機信頼性プログラムのために収集した整備データの視覚化 

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。海外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
3871 402

TECHNOLOGIES SA
４０２・テクノロジーズ・
エス・ア

リソース転送システム リソース転送システムのシステムおよび技法
を提供すること。

ステファン・トーマ
ス,エヴァン・シュワ
ルツ

特開2016-
219014
2016/05/19

3872 A.T AND
INTELLECTUAL
PROPERTY EYE L.P.
　≪続く≫

通信ネットワークにおける
条件を監視及び軽減する
方法

本開示の形態は、例えば、電力グリッドに結
合された受信者通信デバイスへの通信信
号の配信のために電力グリッドの配線の配
線表面に電磁波を誘起させる装置から遠隔
測定情報を受　≪続く≫

フクス，ミッチェル
ハーベー,ゲルツ
バーグ，アーウィ
ン，

エイ・ティ・アンド・
ティ　インテレク
チュアル　プロパ
ティ　アイ，エル
≪続く≫

特開2017-
529795
2015/08/28

3873 A.T AND
INTELLECTUAL
PROPERTY EYE L.P.
　≪続く≫

導波結合器及び導波結
合方法

導波通信の送信信号を導線に放出し、導
線から抽出する誘電体導波路結合システム
に係わる。ミリメートル波の周波数では、そ
の波長が機器の巨視的なサイズよりも小さ
く、送信信号　≪続く≫

ヘンリー，ポール
シャラ,バーニッケ
ル，ドナルド
ジェー．,ファ　≪続
く≫

エイ・ティ・アンド・
ティ　インテレク
チュアル　プロパ
ティ　アイ，エル
≪続く≫

特開2017-
532833
2015/06/09

3874 A.T AND
INTELLECTUAL
PROPERTY EYE L.P.
　≪続く≫

電磁波を伝送するための
方法及び装置

本開示の態様は、例えば、導波路と、アン
テナと、送信機とを含む装置を含むことがで
きる。送信機は、アンテナを介しての第１の
電磁波の送信を容易にすることができ、第１
の電磁　≪続く≫

ヘンリー，ポール
シャラ,ベネット，ロ
バート,ゲルツベル
グ，アーウ　≪続く
≫

エイ・ティ・アンド・
ティ　インテレク
チュアル　プロパ
ティ　アイ，エル
≪続く≫

特開2017-
533652
2015/09/21

3875 A.T AND
INTELLECTUAL
PROPERTY EYE L.P.
　≪続く≫

通信ネットワークにおいて
通信モードを調整するた
めの方法及び装置

本開示の形態は、例えば、配線の表面にお
いて導波路システムによって生成される電
磁波の伝搬に悪影響を及ぼす条件を検出
し、導波路システムによって生成された電磁
波の特性を調　≪続く≫

ヘンリー，ポール，
シャラ,ベネット，ロ
バート,ゲルツベル
グ，アーウィ　≪続
く≫

エイ・ティ・アンド・
ティ　インテレク
チュアル　プロパ
ティ　アイ，エル
≪続く≫

特開2017-
534199
2015/09/14

3876 A.T AND
INTELLECTUAL
PROPERTY EYE L.P.
　≪続く≫

電磁波の伝送媒体におけ
る条件を検知するための
方法及び装置

本開示の態様は、例えば、デバイスへの電
気エネルギーの送電を促進する配線の表
面に沿って電磁波を送信すること、及び配
線の表面に沿って伝搬する電磁波に対して
不利な条件を検　≪続く≫

フクス，ミッチェル
ハーベー,ゲルツ
バーグ，アーウィ
ン，

エイ・ティ・アンド・
ティ　インテレク
チュアル　プロパ
ティ　アイ，エル
≪続く≫

特開2017-
535210
2015/08/27

3877 A.T AND
INTELLECTUAL
PROPERTY EYE L.P.
　≪続く≫

電力線分散ネットワークを
介した通信信号のための
フォールトトレランスを提供
する方法及び装置

本開示の形態は、例えば、データを搬送し
て第１の配線の表面に沿って伝搬する電磁
波の送信又は受信に影響を及ぼす電力グ
リッドの第１の配線における障害を検出し、
１以上の選択　≪続く≫

ヘンリー，ポール，
シャラ,ベネット，ロ
バート,ゲルツベル
グ，アーウィ　≪続
く≫

エイ・ティ・アンド・
ティ　インテレク
チュアル　プロパ
ティ　アイ，エル
≪続く≫

特開2017-
537492
2015/09/04

3878 A.T AND
INTELLECTUAL
PROPERTY EYE L.P.
　≪続く≫

表面波を用いて電力線通
信ネットワークにおける通
信に影響を及ぼすイベン
トに応答するための方法
及び装　≪続く≫

本開示の態様は、例えば、伝送媒体の表面
で電磁波を送信又は受信するモードに関連
するイベントを判定するステップ、調整され
た電磁波を伝送媒体の表面で送信又は受
信するための　≪続く≫

ヘンリー，ポール
シャラ,ベネット，ロ
バート,ゲルツベル
グ，アーウ　≪続く
≫

エイ・ティ・アンド・
ティ　インテレク
チュアル　プロパ
ティ　アイ，エル
≪続く≫

特開2017-
539118
2015/09/21

3879 A.T AND
INTELLECTUAL
PROPERTY EYE L.P.
　≪続く≫

非基本モード伝搬を用い
る導波送信デバイス及び
それとともに使用するため
の方法

本開示の態様は、例えば、データを搬送す
る第１の電磁波を生成する送信機を含む送
信デバイスを含むことができる。結合器が、
第１の電磁波を、外面を有する単線伝送媒
体に結合し　≪続く≫

ヘンリー，ポール
シャラ,ベネット，ロ
バート,ゲルツベル
グ，アーウ　≪続く
≫

エイ・ティ・アンド・
ティ　インテレク
チュアル　プロパ
ティ　アイ，エル
≪続く≫

特開2017-
539119
2015/09/21

3880 A1M PHARMA AB
エー１エムファーマ
エービー

子癇前症のバイオマー
カー

ヘモペキシン、遊離の非細胞結合胎児性
ヘモグロブリン及びα-1-ミクログロブリンの
子癇前症のマーカーとしての使用に関す
る。

ステファン  ハンソ
ン,ボー  アケルスト
ロム,マグナス  ゴラ
ン 　≪続く≫

エー１エム　ファー
マ　エービー

特開2016-
173366
2016/03/16

3881 ABOUT TIME CORP.
アバウトタイムコーポ
レーション

端末内の情報分析に基づ
いたメッセージ提供方法、
装置およびそれに対する
コンピュータプログラム

ユーザ端末内で分析されるユーザの状況を
外部に伝送することなく、外部から送信され
てくるメッセージのなかからユーザの状況に
適したメッセージを選択してユーザに提供
する。

キム  ジェ  チュン アバウト　タイム
コーポレーション

特開2016-
126759
2015/10/14

3882 ACCENTURE
GLOBAL SERVICES
アクセンチュアグロー
バルサ　≪続く≫

インテリジェントなクラウド
計画立案およびデコミッ
ショニングのための方法お
よびシステム

コンピュータシステム上で動作するアプリ
ケーションまたはコンピュータシステムをデ
コミッショニングするための方法およびシス
テムを提供する。

ビジャニ，プラモド,
サチデーヴ，ラ
ヴィ,バンカール，
マヘシュ,ゴピナ
≪続く≫

アクセンチュア　グ
ローバル　サービ
スィズ　リミテッド

特開2017-
062767
2016/07/19

3883 ACHELIOS
THERAPEUTICS
アケリオスセラピュー
ティクス，イン　≪続く
≫

片頭痛及び疼痛に関連す
る状態を処置するための
方法及び組成物

本発明は、アスピリン、ジクロフェナク、イブ
プロフェン、ケトプロフェン、若しくはナプロ
キセンなどの非ステロイド系抗炎症薬
(NSAID)、又はそれらの任意の薬学的に許
容　≪続く≫

フランガキス，クリス
ト，ジェイ．,バウ
アー，ウィリアム,
リートケ，ウ　≪続く
≫

アケリオス　セラ
ピューティクス，イ
ンコーポレーテッド

特開2017-
536421
2015/12/01

3884 ADAMAS
PHARMACEUTICAL
S
アダマスファーマ
シューティカルズ　≪

アマンタジン組成物を投
与する方法

運動障害を改善するためのアマンタジンの
投与の方法およびそれに適した組成物が
記載されている。アマンタジンは、多発性硬
化症を有する患者または脳卒中を経験した
患者における　≪続く≫

ウェント，  グレゴ
リー  ティー．,フル
ツ，  ティモシー
ジェ　≪続く≫

アダマス　ファーマ
シューティカルズ，
インコーポレイテッ
ド

特開2017-
533211
2015/11/03

3885 ADAPTIVE
SPECTRUM &
SIGNAL
アダプティブスペクトラ
ム　≪続く≫

通信リンクの性能推定の
ための方法及びシステム

通信装置の性能推定のための方法が記載
される。方法は、アクティブプロービング
データを決定するためにアクティブプロービ
ングを実行するステップと、チャネル及びそ
のノイズ状　≪続く≫

バガヴァチュラ、
ラムヤ,ソン、  ゴコ
ン,カーペッツ、  ケ
ネス　≪続く≫

アダプティブ　スペ
クトラム　アンド　シ
グナル　アラインメ
ント　インコ　≪続く
≫

特開2015-
530774
2012/07/13

3886 ADIDAS AG
アディダスアーゲー

スポーツシューズ 靴のライフサイクル中の資源消費量および
温暖化ガス排出量を抑制する向上した手法
を提供する。

マルコ  カーマン,
クリストファー  エド
ワード  ホルムス,ブ
ライ　≪続く≫

アディダス　アー
ゲー

特開2017-
000727
2016/04/11

3887 ADIDAS AG
アディダスアーゲー

センサデータに基づく、カ
スタマイズされたスポーツ
アパレルの製造

個人向けにカスタマイズされるスポーツアパ
レルと、そのようなスポーツアパレルを製造
する方法を提供する。

ヴェサーペッカ  ト
ルヴィネン,マイケ
ル  ウェルカー,クリ
スチャン　≪続く≫

アディダス　アー
ゲー

特開2017-
131630
2016/12/13

3888 ADIDAS AG
アディダスアーゲー

着用可能な品目のパター
ンをデザインする装置

着用可能な品目のパターンをデザインする
装置（１００）を提供する。

マッテオ  コライア
ンニ,ヤン  ヒル,ア
ンナ  ウィルヘルミ,
ヨヘ　≪続く≫

アディダス　アー
ゲー

特開2017-
220233
2017/06/01

3889 ADIDAS AG
アディダスアーゲー

衣料品を製造する方法お
よびシステム

衣料品を製造する方法およびシステムを提
供する。

マテオ  コレイアニ,
ジャン  ヒル,アナ
ウィルヘルム,ヨッ
ヘン　≪続く≫

アディダス　アー
ゲー

特開2017-
226947
2017/06/01

3890 ADIDAS AG
アディダスアーゲー

人物の活動の映像内のフ
レームをイベントに関連付
けるための方法およびデ
バイス

時間のかかる映像の手動編集なしで、活動
後ただちに映像要約を与える方法を提供す
る。

ロバート  フランク
キルク,コンスタン
ティン  ツヴィク,ドミ
ニ　≪続く≫

アディダス　アー
ゲー

特開2016-
208516
2016/04/22

3891 ADIDAS AG
アディダスアーゲー

球技用シューズ 様々な試合状況において最適な表面特性
を有する球技用シューズを提供する。

ロバート  フランク
カーク,コンスタン
チン  ズウィック,クリ
ス　≪続く≫

アディダス　アー
ゲー

特開2016-
221251
2016/04/08
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