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◆ネオテクノロジーは、5/15 に「ヘルスケア IoT コンソーシアム 総会およびシンポジウ
ム」に出展いたしました。皆様のご来場、誠にありがとうございました。
＜新技術シリーズ

～ドローンが拓く用途展開～

ガイドマップから＞

ネオテクノロジーでは、皆様の新ビジネスの企画・立案や研究開発の新テーマ探しのお手伝いをさせ
て頂きたく、毎月様々な技術分野の書籍を発刊しています。今月は「ドローン」をご紹介いたします。
最近の「ドローン」に関
する特許出願は、「ドロー
ン」の単純な用途展開時期
を終え、「ドローン」の三
次元性や分散・集合性など
を変量データ化すること
に着目した進化モデルに
発展しつつあるようです。
次ページに掲載してい
る「パンテントガイドブッ
ク ドローンが拓く用途展
開」では、ドローンの用途
に特化した発明を見るこ
とで、どんな企業が、どん
なドローンの使い方でビ
ジネス展開しようとして
いるのか全体俯瞰をして
います。
新たなビジネス企画の
立案や発明着眼点の発掘
資料として、開発の路線策
定や知財戦略の構築にお
役立ていただける１冊で
す。

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。

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

≪新技術シリーズ≫

人工知能の注目すべき技術を取り上げています
パテントガイドブック 2018.5 発刊
定価 80,000 円（税別）

ドローンが拓く用途展開

本書では 2015 年以後のドローンの特許出願 236 件から用途に特化した発明を調査しています。最近のドローンの用途展開では、どんな企業
が、どんな使い方で特許と関わろうとしているか、大規模施設の保守メンテや栽培農場や漁場の管理、防犯セキュリティのほか、職場 OA
環境や建設現場、自動緒者の自動運転と交通システムなど、技術と特許をつなぐ動きを 114 件の具定例で俯瞰しています。
【アングル(技術分類)】メンテ管理、農林水産業、物流、セキュリティ、自動車、救命医療、防災、モノづくり、サービス、放射線、
その他の参考情報

≪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

ものづくりにおける人工知能活用

ネオテクレポート 2018.4 発刊
定価 75,000 円（税別）

近年の労働者不足や政府の働き方改革推進により、ものづくり現場に人工知能を活用する動きが増えています。本書は直近 1 年間に発行さ
れた国内特許情報から、製造現場における人工知能活用の具体例を抽出して、全体像を俯瞰することを目的としました。製造現場における
人工知能を導入する際の参考としてご活用ください。
【内容】全体工程の改善、個別工程の最適化、検査、監視、保守、
「ひと」との関わり

≪ディスプレイシリーズ≫

ディスプレイに関する技術に注目しています

ヘッドアップディスプレイＨＵＤ用光学積層シート

ダイナミックマップ 2018.5 発刊
定価 180,000 円（税別）

ＨＵＤの技術課題はガラス板に貼り合わせる投映表示用光学シートです。最近は、今までにないクリアでヘイズの少ない鮮明画像を表示で
きる高屈折透明微粒子やナノ粒子、その分散技術、半導体や液晶のドット構造など、最先端の光学フィルム技術が使われています。本書で
は HUD 投映に用いる光学積層シートの最近の機能材料技術の動きに注目して国内の公開特許 2,679 件調査し、829 件抽出しています。
【アングル(技術分類)】微粒子と分散技術、液晶などのドット技術、プリズムや凹凸構造形成技術、HUD 用金属蒸着薄膜光学フィルム技術、
合わせガラス中間膜、偏光膜、その他の HUD 固有な材料技術（シールやガイド材料など）
、参考情報

≪自動車シリーズ≫

自動運転に関する技術に注目しています

自動運転とカメラ

パテントガイドブック 2018.5 発刊
定価 80,000 円（税別）

自動運転とカメラの組み合わせが特徴的な特許情報を取り上げています。自動運転には前方監視や周辺の他社監視のほか、社内のドライバ
など乗員の監視などに画像で様子を監視するカメラが使われています。カメラを使う撮像や画像に伴う自動運転に固有な古くて新しい技術
術的観点です。自動運転とカメラの最先端の結びつきはどんな発明から読み取れるのか、技術と特許のつながりを俯瞰しています。
【アングル(技術分類)】走行制御、自動/手動、特定シーン、駐車、ドライバ監視、前方道路監視（路面）
、周辺社外モニタ、通信システム、
その他の参考情報

自動運転と地図情報

パテントガイドブック 2018.4 発刊
定価 80,000 円（税別）

自動運転では地図情報が利用されます。無線通信で走行中に地図情報を取り込むコネクテッドカーの自動運転技術も注目されています。
本書では 2015 年以後の特許出願に絞り、道路や街並み、地形に適した運転制御や、コネクテッドカーの地図情報の利用、地図情報による自
動運転/手動運転の運転モード選択など、自動運転と地図情報が関わる最新の技術観点を特許情報から探っています。
【アングル(技術分類)】自動運転の経路設定、インフラの技術観点、自動/手動モード切替、シーンに注目、自動駐車、生体情報の利用、参
考情報

自動運転とヘッドアップディスプレイ HUD

パテントガイドブック 2018.4 発刊
定価 80,000 円（税別）

自動運転では、自動運転中の機械自動による不安や違和感の軽減、手動運転への切替への準備などのほか、オートクルーズ中のエンタテイ
メントコンテンツの提供、道路情報や交通サービスの提供など、HUD ならではの技術観点が最新の特許情報から読み取れます。本書では、
2014 年出願以後の自動運転と HUD の技術と特許をつなぐ総 229 件の特許情報から典型的な特許情報 66 件を選んで掲載しています。
【アングル(技術分類)】見やすさ（視認性）
、自動/手動モード、視線や目線と視野、注意喚起、情報コンテンツ、シーン、新しい取り組み、
参考になる観点

自動運転と人工知能ＡＩ

パテントガイドブック 2018.4 発刊
定価 80,000 円（税別）

自動車の自動運転技術と人工知能 AI 技術は、いま最も注目されており、今後の発展が期待され、急速に変革を進めつつある最先端技術で
す。本書では 2014 年以後に特許出願された自動運転と人工知能 AI が複合的に交差する先端技術に注目し、技術者や企業が発明を通じて展
開する技術と特許をつなぐ将来展望を特許情報から俯瞰しています。
【アングル(技術分類)】自動運転の制御全体と AI、対象物の認識と AI、運転者監視と AI、運転者への情報、道路と AI、事故に備える AI、
歩行者と AI、故障対策と AI、レーダ信号処理と AI

自動運転とドライバ心理

パテントガイドブック 2018.4 発刊
定価 80,000 円（税別）

自動運転や支援運転では、自動車の動きとドライバの心理は相互に関わり、不安感や違和感が講じてトラブルや事故も招きかねません。す
でに始まっている自動運転への動きは、車両の運転制御だけでなく、ドライバの心理に対する技術者の取り組みが欠かせません。本書は、
自動運転にともなう乗員や周囲の人の不安など、自動運転と心理のかかわりに着目した最新の特許情報を紹介しています。
【アングル(技術分類)】ドライバに知らせる自動運転、ドライバの心理に対応する自動運転、自動/手動のモード切替に伴う技術観点、
心理面で注目するシーン、急病や誤操作などの不安、同乗者や歩行者の心理、参考になる観点

≪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ています。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

リチウムイオン電池のバインダ材料

ダイナミックマップ 2018.5 発刊
定価 250,000 円（税別）

本書は「特許調査報告書リチウムイオン電池のバインダ材料」（2015.6 発刊）と、アップデート版のデータをあわせたダイナミックマップ
です。リチウムイオン電池のバインダ材料に関する技術を調査対象に、2010 年 1 月 1 日以後出願、2018 年 4 月 30 日までに発行された国内
公開特許 2,840 件を調査し、1,039 件を抽出しています。調査結果を技術と企業の両面で俯瞰する電子版特許調査レポートです。
【アングル(技術分類)】バインダの組合、水系バインダ、ラテックス系バインダ、フッ素樹脂系バインダ、無機系バインダ、
体積変化が大きな活物質用バインダ、合剤と電極形成法、セパレータ用バインダ、バインダの物性指定、その他参考

≪電源シリーズ≫

電源に関する技術に注目しています

車載 DC-DC コンバーター（国内公開特許）

ダイナミックマップ *アップデート版も対応可
定価 180,000 円（税別）

電気自動車やハイブリッド車、プラグインハイブリッド車に用いられる変換電力 1kW 以上の絶縁型 DC-DC コンバータの回路技術を取り上げ
ています。2010 年 1 月 1 日から 2016 年 8 月 31 日までに発行された国内の公開特許 4,292 件を調査し、車載コンバータ回路に該当する特許
情報 278 件を抽出しています。調査結果を技術と企業の両面で俯瞰する電子版特許調査レポートです。
【アングル(技術分類)】メイン回路、制御回路、保護回路、充電回路、システム、その他

車載DC-DCコンバーター（米国公開・登録特許）

ダイナミックマップ *アップデート版も対応可
定価 180,000 円（税別）

電気自動車やハイブリッド車、プラグインハイブリッド車に用いられる変換電力 1kW 以上の絶縁型 DC-DC コンバータの回路技術を取り上げ
ています。2010 年 1 月 1 日から 2016 年 8 月 31 日までに発行された米国の公開・登録特許 1,177 件調査し、車載コンバータ回路に該当する
特許情報 308 件を抽出しています。調査結果を技術と企業の両面で俯瞰する電子版特許調査レポートです。
【アングル(技術分類)】メイン回路、制御回路、保護回路、充電回路、システム、その他

ダイナミックマップ 2017.8 発刊
定価 180,000 円（税別）

熱電変換材料

本書では、熱電変換材料技術を調査対象に 2013 年 1 月以後出願、2017 年 7 月までに発行された国内の公開特許 413 件を調査し、280 件抽出
しています。熱伝導と電子伝導の相反則を崩す材料と構造の取り組みが注目されており、熱電変換の材料技術に限定し、その性能指数 ZT
を巡る最近の熱電変換材料の研究成果を特許情報から調べています。
【アングル(技術分類)】カルコゲン系材料、Si・シリサイド材料、合金系材料、酸化物・窒化物系、カーボン（CNT）系材料、
磁性（スピンゼーベック）材料、有機材料・その他の熱電材料、その他の参考になる特許情報

ダイナミックマップ 2017.8 発刊
定価 180,000 円（税別）

熱電変換発電

本書では、熱電変換とハーベスト発電技術を調査対象に 2012 年 12 月以後出願、2017 年 5 月までに発行された国内の公開特許 1,291 件を調
査し、808 件抽出しています。相反物性（熱伝導と電気伝導）に挑む高性能指数 Z の熱電変換材料開発だけでなく、デバイス開発や用途開
発の最新特許情報を綿密に調査し、温度差による熱電変換と発電機能も対象としています。
【アングル(技術分類)】熱電変換材料、熱電モジュール、熱電発電（TEG）
、電極と電気接続要素、熱輸送と温度差要素、
熱応力やフレキ実装、熱電発電 TEG の用途、参考情報

SiC パワー半導体を用いた電力変換回路

ダイナミックマップ 2016.4 発刊
定価 180,000 円（税別）

本書では、SiC ベースのパワー半導体を用いた電力変換回路技術に関する 2000 年 1 月 1 日～2015 年 12 月 31 日に発行された国内公開特許
3,397 件を調査し、706 件を抽出しています。ゲート駆動回路、保護回路、応用回路などの重要技術観点で分類しています。
【アングル(技術分類)】応用回路（DC-AC インバータ）
、応用回路（DC-DC コンバータ）
、応用回路（力率改善（PFC））
、応用回路（その他）
、
デバイスの工夫、ゲート駆動回路、保護回路

GaN パワー半導体を用いた電力変換回路

ダイナミックマップ 2016.4 発刊
定価 180,000 円（税別）

GaN は、パワースイッチとして電力変換回路の効率化や小型化が可能な為、次世代パワー半導体の有力候補となっています。本書は GaN パ
ワー半導体を用いた電力変換回路技術に関する 2000 年 1 月 1 日～2015 年 12 月 31 日までに発行された国内公開特許 1,108 件を調査し、494
件抽出しています。調査結果を技術と企業の両面で俯瞰する電子版特許調査レポートです。
【アングル(技術分類)】応用回路（DC-AC インバータ）
、応用回路（DC-DC コンバータ）
、応用回路（力率改善（PFC））
、応用回路（その他）
、
デバイスの工夫、ゲート駆動回路、保護回路

≪イオン液体シリーズ≫

イオン液体

イオン液体に関する技術に注目しています
ダイナミックマップ 2018.5 発刊
定価 180,000 円（税別）

イオン液体や室温溶融塩であることを特徴とした物質および用途発明に関する特許情報を直近５年間の国内公開特許を調査しています。
【アングル(技術分類)】イオン液体・製造方法、化学反応プロセス、電気化学デバイス（二次電池、色素増感太陽電池、燃料電池）
、
静電気と帯電防止、粘着・潤滑・耐摩耗、医薬・抗菌・バイオ、センサ、その他の用途

◇発刊予定のご案内

＊６月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）

≪二次電池シリーズ≫全固体二次電池分野の新刊（タイトル未定）

ダイナミックマップ

定価 180,000 円（税別）

ダイナミックマップ WEB 版のご紹介
＜全体像を俯瞰するダイナミックマップ＞

インターネット環境があれば、どこでも複数人で閲覧可能です！
※特許マップはイメージです。実際のダイナミックマップとは異なる場合があります。

各社が注力して
いる技術が一目
でわかります。

技術分類ごとに、ど
の企業が関心を持っ
ているかが分かりま
す。

エクセル一覧表から
公報明細書 PDF に
リンクしています。

新 特許継続監視サービス「マンスリー特許情報」のご紹介
○
マンスリー特許情報対応タイトル \15,000/月額（税別） 配信形態：PDF(CD-ROM) / 紙媒体
◆熱電変換（国内）
◆熱電変換（海外編 米国、PCT）
◆車載 DC-DC コンバータ（国内）

◆車載 DC-DC コンバータ（米国）

◆ドローン（国内）

◆ドローン（海外編 米国、PCT、CN）

マンスリー特許情報でお届けする内容
ご指定のメールアドレスへのデータ配信をはじめ、配信形態をお選びいただけます。
●番号通知
●Excel 一覧表+フロントページ PDF
●Excel 一覧表+全文 PDF など
注目特許情報の抽出など、様々なお客様のご要望にお答えします。

ダイナミックマップ無料作成サービス
マンスリー特許情報を半年以上ご契約いただきますと、ご契約から６か月目にお届けいたしました
全特許情報データで、電子版特許調査報告書「ダイナミックマップ」を無料で作成いたします。
◎漏れや見落としを防ぎます!!
◎コストの無駄をなくします!!
◎競合企業の動向がわかります!!
◎企業の特許出願の技術水準がわかります!!

月々15,000 円と費用もお得!
更にお得な 6 カ月割引、年間割引もあります。

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/

