
 

 

 

 
伸展可能なツリー構造により全体像の俯瞰と詳細のクローズアップが容易で、特許情報のスピーディな閲覧を実現！ 

■当社技術スタッフが一件一件マニュアル査読をしているので、必要な情報だけを閲覧できる！ 

■技術と企業の 2 つの観点から俯瞰することで技術動向調査や競合企業を把握できる！ 

■企業性格チャートによって各社が注力している技術が一目瞭然！ 

■共同出願人データから企業相互の連携関係がわかる！さらに発明者ランキング開発では開発のキーマンがわかる！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■インターネットブラウザを利用するためいつでもどこでも閲覧可能！さらに複数人による同時ログインも可能！ 
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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）https://www.neotechnology.co.jp 
☞（E-Mail）toiawase@neotechnology.co.jp  ☞（FAX）03-3219-7066 

《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。当社ホームページよりご登録ください。 

〔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  

A u g u s t   

◆ネオテクノロジーでは、来月９月２６日（水）～２８日（金）の三日間、 

「ＥＶ・ＰＨＶ普及活用技術展２０１８ 」（東京ビックサイト東ホール）に出展します！ 

 展示会では電気自動車や自動運転に関する当社レポートを多数展示いたします。 

レポートを実際にご覧頂き、パテントガイドブックの試読やダイナミックマップの製品版

を体験して頂ける絶好の機会となっております。皆様のご来場をお待ちしております！ 

技術から 企業から 

 

＜ご関連部門へご回覧ください＞ 2018年 8月 20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 

https://www.neotechnology.co.jp 
E-Mail:toiawase@neotechnology.co.jp 

 

企業性格チャート：
各社が注力している
技術が一目でわかり
ます。 

特許一覧表（Excel形式）
から公報明細書 PDFに 
リンクしています。 

ネオテクロジー電子版特許調査資料 『 』 ダイナミックマップ

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。 
 



≪EVシリーズ≫ 電気自動車に関する技術に注目しています 

電気自動車 EV と商用 AC 電力 
ダイナミックマップ  2018.7 発刊  

定価 180,000 円（税別） 
電気自動車 EV と商用 AC 電力とのかかわりに着目する最新の特許情報のうち 2015.7～2018.6 の国内公開特許を調査しています。調査で

は、EV がもつバッテリの充放電機能に着目し、大きな技術的観点として、①商用 AC100/200V を EV 車に供給して車載バッテリを AC 充

電する普通充電、②商用 AC を DC450V に変換して車載バッテリを DC 充電するチャデモなどの急速充電、③EV 車載バッテリを商用 AC

系統電力の分散蓄電ステーションとして住宅 HEMS や都市 TEMS の電力需要に活用する V2H や V2G 技術を主に取り上げています。 

【アングル(技術分類)】商用 AC を EV に AC 給電、商用 AC を EV に DC 給電、EV 蓄電力を商用 AC に DC 給電、EV 車内のローカルな

商用 AC に AC 給電、EV の非接触給電、EV と商用 AC 電力の保護・安全、EV と商用 AC 電力に関わる参考情報 

EV(電気自動車)の充電時間の短縮 
パテントガイドブック  2018.7 発刊  

定価 80,000 円（税別） 
電気自動車ＥＶの最大の弱点はバッテリの充電時間です。充電時間の短縮はＥＶが避けられない重要な技術課題であり、二次電池の材料開

発から高電圧直列充電やワイヤレス充電、オンオフ制御、キャパシタ利用、ＥＶ車運用や充電予約枠の設定、ＥＶユーザ向け高精度残量表

示サービス、さらには電池交換方式まで、ハード、ソフト、ユースまでの広範囲に及んでいます。本書は、2015年以後出願の最新公開（公

表）特許情報 251件を調べ、ＥＶ充電時間の短縮を取り巻く最新の技術観点を俯瞰しています。 

【アングル(技術分類)】充電制御の改善、ニ次電池と蓄電デバイス、ワイヤレス電磁誘導、構造設計、ユースウェアの改善、参考情報 

EV(電気自動車)モーターの冷却技術 
パテントガイドブック  2018.5 発刊  

定価 80,000 円（税別） 
2015 以降に公開された直近の電気自動車（ハイブリッド車を含む）の走行モーターの冷却技術を取り上げ、その全体像を俯瞰しています。 

モーターやインバータ、ポンプを含めた冷媒流路や冷却システムやモーターと減速機を含めた走行用モーター全体の冷却技術、ロータやス

テータなどのモーター細部の冷却技術、過温度検出や走行モードによる温度推定、異常保護などの電子制御技術、モーターの冷却に欠かせ

ない冷却オイルや排熱回収など、今後の冷却技術に参考になる特許情報を取り上げています。 

【アングル(技術分類)】冷媒冷却システム（水、オイル）、走行用モーターブロックの冷却、走行用モーター細部の冷却、 

モーターの運転制御、空冷技術、参考情報 

EV モーターの電源システム 
ダイナミックマップ  2018.4 発刊  

定価 98,000 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

関する国内公開特許のうち 2011 年以後の出願かつ 2017 年一年間の発行分を調査しています。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 

ＥＶ(電気自動車)に取り組む全企業 2018 
全企業シリーズ  2018.8 発刊 

定価 60,000 円(税別） 
本書は特許情報に基づいて、産業として注目される市場に対してどのような企業が特許出願というルートを経由して参画しており、それぞ

れの企業が具体的にどのような技術でかかわりをもっているのか紐ときます。 

特許情報を集合データとしてマクロな視点でみる、あるいは、個々に紹介される発明情報に迫ってミクロに内容を掘り下げてみる、さらに

は、業種別にどのような企業がメジャーな企業として既に参画しており、まだ出願件数こそ少ないものの、固有技術が明確な企業や異業種

からも新たなチャンスを伺っている模様など、ビジネスチャンス探索の道しるべとしてご利用ください。 

≪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 

自動運転と故障対応 
パテントガイドブック  2018.6 発刊  

定価 80,000 円（税別） 
自動運転技術ではセンサや ECUなどの機器の異常が重大事故につながります。自動運転緒の安全・安心技術には異常や故障、不具合に対す

る予防が重要です。このガイドブックでは、2015年以後出願の最新の特許情報を調べ、故障や異常に着目した特許情報を取り上げました。

故障の予見、異常の判断、異常が発生した後の処理、異常が拡大しないための連鎖の抑止など、自動運転に欠かせない最新技術と企業の動

きが分かります。 

【アングル(技術分類)】故障の予見、異常/正常の判断、故障の通知、故障後の対応、故障の連鎖の抑止、情報の高信頼化、参考情報 

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 LIDAR 技術  
パテントガイドブック  2017.11 発刊  

定価 80,000 円（税別） 
本書は 2014 年以後に特許出願された特許情報を技術専門スタッフが調査し、自動運転と LIDAR 技術に着目した典型的な発明約 100 件を抽出しま

した。さらに、フェーズドアレーレーダ技術に関する開示のみが認められるものであっても、将来光レーダ技術への展開の可能性を感じられるも

のについても、上記関係すると思われる観点に分類しましたので、現在の開発現場と、将来を見据えた研究のための参考情報として有用な情報を

把握していただくことができます。LIDARに欠かせない最新技術の着目傾向を特許情報から俯瞰します。 

【アングル(技術分類)】路面や障害物の測距、測定精度と性能の向上、光の照射、電子走査、車両の位置検出、車体構造と光学系、センシング技

術、測定結果の応用、参考になる観点 



≪電池シリーズ≫ 全固体二次電池、リチウムイオン電池に関する技術に注目しています 

全固体二次電池の異常発熱対策 
ダイナミックマップ  2018.7 発刊  

定価 180,000 円（税別）  
全固体電池においては従来の可燃性流動性電解質を用いないことで安全性向上、ならびに、電池構成が単純化できエネルギー密度向上が期

待されています。しかし、本電池の実用化においては、安全面で課題も多く、その第一が、内部短絡（ショート）や過負荷などの異常発熱

です。そこで、本ダイナミックマップでは、全固体二次電池の異常発熱対策を取り上げ、最新特許情報を調査しています。 

【アングル(技術分類)】電流制限手段、挟持圧低減、電流短絡(ｼｮｰﾄ)手段、放熱手段、吸熱手段、内部短絡(ｼｮｰﾄ)緩和手段、その他 

全固体二次電池の固体電解質の形成技術（米国特許） 
ダイナミックマップ  2018.7 発刊  

定価 250,000 円（税別）  
最新の米国公開特許から、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ました。2016.6～

2018.5までに発行された米国公開特許のうち全固体電池の固体電解質層の形成に関する特許情報を 1,249件調査し、497件抽出しています。

国内特許版と同じく、固体間の界面抵抗を減らすための電極の工夫など、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（その他：バインダー等添加物、前駆体含む）、形成方法、その他 

全固体二次電池の固体電解質の形成技術（国内特許） 
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、2015.1～2018.2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 

全固体二次電池 固体電解質の塗布技術 Part2 
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 

≪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 

人工知能を応用するプロセス制御 
パテントガイドブック  2018.8 発刊  

定価 80,000 円（税別）  
化学プラントの運転においては、温度や圧力、流量などのプロセス量と呼ばれる制御因子を精度よく計測しプロセスを制御する技術が必要

となります。本書では化学操作や化学処理を中心とした製造プロセス適用された人工知能（ＡＩ）に関する最新の国内公開公報を調査し、

プロセス量の計測・故障診断・異常検知・ばらつき予測・シミュレーション等の観点から重要と思われる技術を抽出しています。 

【アングル(技術分類)】化学物質のプロセス量の予測・推定、製造状態の診断、異常検知の高速化、プロセスばらつきの予測、加工プロセ

スの最適化、部品寿命の推定、故障予兆判定、シミュレーション、参考情報 

≪３Ｄ造形シリーズ≫ ３Ｄ造形に関する技術に注目しています 

金属積層造形（３D プリンタ）の技術動向 
パテントガイドブック  2018.8 発刊  

定価 80,000 円（税別）  
使用原料に金属を用いる金属積層造形では、造形した加工品をそのまま部品や製品として使用することができることから、航空機用部品な

どの高機能分野ですでに実用化が始まっている。現在でも開発段階における試作や量産における新しい金属製品の製造法として多方面で開

発が進められており、ものづくりにおける革新技術として注目されている金属積層造形技術を抽出した特許情報から俯瞰する。 

【アングル(技術分類)】粉体材料、ワイヤ材料、製造技術、モデル化、後処理、用途、その他 

◇発刊予定のご案内  ＊９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。 
≪ワイヤレス給電シリーズ≫ 自動車のワイヤレス給電・充電 パテントガイドブック  定価 80,000円（税別） 

≪電源シリーズ≫ SiC 駆動回路 ダイナミックマップ   定価 180,000円（税別） 

≪ＥＶシリーズ≫ EV（電気自動車）の回生電力 パテントガイドブック  定価 80,000円（税別） 

≪ＥＶシリーズ≫ EV（電気自動車）モーターの冷却技術 ダイナミックマップ   定価 180,000円（税別） 

≪自動車シリーズ≫ 自動運転と隊列走行 パテントガイドブック  定価 80,000円（税別） 

≪自動車シリーズ≫ 自動駐車 パテントガイドブック  定価 80,000円（税別） 

≪自動車シリーズ≫ 自動運転と夜間・雨中走行 パテントガイドブック  定価 80,000円（税別） 

≪人工知能シリーズ≫ 人工知能 AI と自動車 ダイナミックマップ   定価 180,000円（税別） 

≪人工知能シリーズ≫ 人工知能 AI とエネルギーマネージメント ダイナミックマップ   定価 180,000円（税別） 



ネオテクノロジー特許技術資料「 」のご紹介 パテントガイドブック

 
 

 

 

 

 

全体像を俯瞰できるガイドマップ 
 
全体像が見渡せて、大切な着眼点（技術的観点）がすぐわかる、平明でわ

かりやすいガイドマップです。目次を兼ねたマップはユニークだと好評で

す。 

代表的な特許情報（約 100件） 
 
技術者の目で選んだ代表的な特許情報を、技術的観点ごと

に掲載するように工夫しています。 

 

 

パテントガイドブック定期配本サービス「マンスリーセレクト」のご紹介 

◆関連テーマのパテントガイドブックを 1つのコースにまとめた会員制の定期配本サービスです。 

◆非常に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。 

「EV電気自動車 A コース」 
配本予定 タイトル 配本予定 タイトル 

2018年6月 電気自動車 EVのモーター冷却技術 2018年9月 電気自動車 EVの回生電力（仮） 

2018年7月 電気自動車 EVの充電時間短縮 2018年10月 電気自動車 EVのバッテリー温度（仮） 

2018年8月 電気自動車 EV と商用系統電力 2018年11月 電気自動車 EVのアクセル感覚（仮） 

「自動運転 B コース」 
配本予定 タイトル 配本予定 タイトル 

2018年7月 自動運転と隊列走行 2018年10月 
(予定タイトル) 「自動運転と５G・６G」 

などを予定しております。  
2018年8月 自動運転と自動駐車 2018年11月 

2018年9月 自動運転と夜間・雨天走行 2018年12月 

※配本済レポートはお申込み時にお渡し致します。      ※会員の皆様のご要望を企画に取り入れていく予定です。 

「パテントガイドブック」及び「マンスリーセレクト」の価格ご案内 
◆パテントガイドブック：通常価格 8万円/1冊 

◆マンスリーセレクト：年会費 18万円/6冊 

☞通常 6冊で 48万円のところ 1/3の価格でパテントガイドブックを購入できます！ 

【体裁】 書籍版：A4版+CD-ROM（Excel＋全文公報 PDF） 
CD-ROM版：CD-ROM(PDF約 300ページ)＋(Excel＋全文公報 PDF) 

 
≪編集後記≫  

9 月上半期末に向けて、特許調査資料の準備はお済みでしょうか。一面にてご案内致しましたダイナミック
マップには、無料 WEB デモ版のご用意がございます。当社レポートナビゲーションサイト『知恵の回廊』
(URL:http://www.neotechnology.jp)をご覧頂き、もしご興味あるタイトルがございましたら、どうぞお気軽
にご連絡下さい。貴社のお役に立てる機会があれば幸いでございます。8 月も終わりが近づき、陽が短く感じ
てきた今日この頃ですが、酷暑はまだまだ続きそうです。どうか体調を崩されませぬようご自愛下さい。篠塚 

◆技術スタッフのマニュアル査読により、膨大な特許情報から見ておくべき特許情報だけを厳選！ 

◆コンパクトに整理したガイドマップから、取り上げた技術や企業の全体像を俯瞰できる！ 

◆約 7～8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！ 

集められた公報
は詳しく調べる
目安になります 

関連したテーマの公報群
は発明を文章にするとき
の参考になります 

巻末には収録した 
特許情報の一覧表を
掲載しています。 

技術者が目を

つける着眼点に

分けて特許情報

を収録していま

す 

どんな企業、業界
が関係するかが
わかります 

http://www.neotechnology.jp/

