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5　知的所有権等

5　知的所有権等
5.1　知的所有権
5.1.1　国内特許登録一覧 計　81件

括弧内は外部機関

登録日 発　明　の　名　称 登録番号 発　明　者

H16.4.2 光変調器の特性評価方法、およびそれを用いた高周波発振装置
の制御方法 3538619 川西 哲也

H16.4.2 階層構造データ検索システム、階層構造データ検索処理方法お
よびそのプログラム記録媒体 3538636 村田 真樹、内山 将夫、井佐原 均

H16.4.2 ロボットの口唇機構および口唇駆動方法 3538637 小嶋 秀樹

H16.4.9 通信方法、通信システム、送信方法、送信装置、受信方法およ
び受信装置 3541222 原田 博司、沖田 誠、藤瀬 雅行

H16.4.9 光学機器劣化過程の検出方法及び検出装置 3541226 大坪 俊通、國森 裕生

H16.4.30 映像信号送受信システム 3549102 小川 博世、浜口 清、荘司 洋三、
（沖電気工業）

H16.5.21 増幅器の非線形特性測定方法および非線形特性測定装置 3554819 永塚 守

H16.5.21 最適化排他的二値化相関計測方法および最適化排他的二値化計
測装置及びその方法を実行するプログラム 3554822 大屋 真

H16.5.28 オフライン・バイスタティック・ドップラーレーダシステム 3557462 佐藤 晋介、（ジョシュア ワーマン）

H16.6.11 光制御フェーズドアレイアンテナの位相制御装置および光制御
フェーズドアレイアンテナ・システム 3564077 小原 徳昭

H16.6.18 無線システムのシームレス統合ネットワークシステム 3564479 ウー 剛、マハムド カレド、水野 光彦、
長谷 良裕

H16.6.18 複数の無線通信端末間で通信を行う無線通信方法及びシステム 3564480 荘司 洋三、浜口 清、小川 博世

H16.6.18 光通信システムおよび光通信方法 3564489 笠井 克幸

H16.6.18 光学的像回転装置 3564490 高山 佳久、小川 康雄、クラウス ヴェルナー

H16.6.18 高温超伝導体磁気シールド装置 3564528 太田 浩、（理化学研究所）、（住友重工）、
（三井金工）、（日本計器）

H16.6.18 SAR画像を利用した土地利用分類処理方法 3564540 黒須 隆志、横山 士吉、
（科学技術大学工学部）、（秋田県立大学）

H16.6.25 電波伝搬路障害予測方法およびその障害低減方法 3567167 小原 徳昭

H16.6.25 参加者の映像と他の映像を合成して送信することの出来る遠隔
地対面通信装置 3567249 善本 淳、矢野 博之

H16.7.2 円偏波アンテナ 3569732 田中 正人、（ATR)

H16.7.23 集積型光逓倍変調装置 3577508 川西 哲也

H16.7.23 通信方法、基地局、端末および通信システム 3577511 原田 博司、沖田 誠、藤瀬 雅行

H16.7.23 MRA画像における脳血管抽出プログラム及び装置 3577512 江本 浩、藤井 哲也

H16.7.23 全反射型蛍光顕微鏡 3577514 西坂 崇之

H16.8.13 円環状セルを用いた無線通信システム 3584282 長谷 良裕

H16.8.13 歪画像補正方法及び装置 3584285 有賀 規

H16.8.13 生体計測装置 3584288 精山 明敏

H16.9.3 共振型光変調器 3592245 川西 哲也、井筒 雅之、（住友大阪セメント）

H16.9.10 バラクタ 3593556 安田 浩朗
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登録日 発　明　の　名　称 登録番号 発　明　者

H16.9.10 サンプリング時間割当装置、受信装置、サンプリング時間割
当方法、受信方法、プログラム、ならびに、情報記録媒体 3593558 原田 博司、藤瀬 雅行、澤井 亮

H16.9.10 高速分光観測装置 3593559 小原 徳昭、（情報・システム研究機構）

H16.9.10 話し言葉による音声出力装置及びソフトウェア 3593563 村田 真樹、井佐原 均

H16.9.10 無線通信端末、無線通信方法、ならびに、プログラム 3593564 児島 史秀、原田 博司、藤瀬 雅行

H16.9.10 アンテナ測定方法及びアンテナ測定装置 3593566 三浦 周

H16.9.10 夜間雲量測定方法および夜間雲量測定装置 3593567 久保田 実

H16.9.17 光カオス同期通信システム、送信装置、受信装置、送信方法、
受信方法、および、情報記録媒体 3595833 淡路 祥成

H16.9.24 生理活性を持つ環状ヌクレオチド誘導体及びその製造方法 3598366 大岩 和弘

H16.9.24 直交周波数分割多重信号の信号処理方法 3598371 太田 弘毅

H16.9.24 測位用衛星受信機バイアスの測定方法及び装置 3598372 山崎 亮三

H16.9.24 テラヘルツ電磁波時間分解分光装置 3598375 寶迫 巌、谷 正彦、廣本 宣久、渡辺 昌良、
阪井 清美

H16.9.24 冷却式読み出し回路の低周波ノイズ削減方法 3598377 藤原 幹生、秋葉 誠

H16.9.24 無線通信方法及びシステム 3598378 荘司 洋三、浜口 清、小川 博世

H16.9.24 画像生体診断装置 3598379 江田 英雄

H16.9.24 脳磁界計測データの逆問題解法 3598380 藤巻 則夫

H16.9.24 トレリス構造を有する符号化方式とパリティ検査符号による
連接符号化方式の復号方法 3598382 李 還幇

H16.9.24 三者会話データ収録装置 3598384 高梨 克也、井佐原 均、（インターグループ）

H16.9.24 高次脳機能障害診断装置 3598385 松本 絵理子、宮内 哲

H16.10.15 デジタル変調信号の等化方法とそれを用いた復調器 3605638 太田 弘毅

H16.10.15 光信号発生装置および方法、送信装置および送信方法、受信
装置および受信方法、並びに送受信装置および送受信方法 3606835 梅野 健、中條 渉

H16.11.5 物理量計測装置および物理量計測方法 3612557 笠井 克幸

H16.11.5 酵母染色体に外来遺伝子を挿入する方法 3612559 山本 歩

H16.11.5 光パケット通信におけるアドレス処理方法および装置 3612560 和田 尚也、ユオノ ウイジャヤ、中條 渉

H16.11.5 ディジタルデータ検索情報提示システム 3612562 山崎 達也

H16.11.5 マルチモードブロック符号化変調復調方法 3612563 岡本 英二

H16.11.5 符号分割多重伝送システム、送信方法、送信装置、受信装置、
ならびに、プログラム 3612566 原田 博司、藤瀬 雅行、示澤 寿之

H16.11.5 画像相関法による運動解折法 3612567 木村 真一

H16.12.3 アダプティブ・アレイ・アンテナ 3621984 岩崎 憲

H16.12.3 無線システムのシームレス統合ネットワークシステム 3621986 ウー 剛、長谷川 幹雄、村上 誉、
水野 光彦

H16.12.3 無線システムのシームレス統合ネットワークシステム 3621987 ウー 剛、水野 光彦、長谷 良裕、
ポール ハビンガ

H16.12.3 イオノゾンデ装置 3621988 中村 義勝

H16.12.3 光時分割多重通信用ベースレート信号分離装置 3621993 宮崎 哲弥

H16.12.24 モード同期レーザ装置 3629515 K.S.アベディン

H16.12.24 無線通信方法及び、無線通信システム、広域無線通信基地局、
無線通信端末 3629537 ウー 剛、カレド マハムド、井上 真杉

H16.12.24 生体電気信号の発光電極装置 3629543 藤原 義久、前川 聡、（照岡 正樹）
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H16.12.24 無線ルータ装置、無線ルーティング方法、ならびに情報記録媒体 3629545 藤瀬 雅行、原田 博司

H17.1.7 反射鏡 3632079 田中 正人、
（エイ・ティ・アール環境適応通信研究所）

H17.1.7 光信号監視装置 3632081 外林 秀之、中條 渉、(上智大学 )

H17.1.7 鍵共有システム、鍵共有装置、鍵共有方法、プログラム、なら
びに、情報記録媒体 3633886 梅野 健

H17.1.14 物質計測装置 3635331 江田 英雄

H17.1.14 頭部装着具 3635332 江田 英雄、村田 勉、高槻  玲

H17.1.21 パケット通信方法及び提案ノード 3637389 村上 誉、ウー 剛、井上 真杉

H17.2.4 無線通信システム 3642292 小川 博世、浜口 清、荘司 洋三、
（沖電気工業）

H17.2.10 マニピュレータの制御方法 3643867 木村 真一

H17.2.25 送信装置及び受信装置 3648560 

宇都宮 依子、笹瀬 巌、有田 武美、
宇田川 智之、張 宏綱、
（学校法人 慶應義塾）、（ＮＴＴ -ＡＴ）、
（日本ビクター株式会社）

H17.3.4 ロボットの感情表現方法及び装置 3650817 小嶋 秀樹

H17.3.4 光パルスレーザ装置 3650818 カマル カント グプタ、（小野寺 紀明）

H17.3.4 塗布物質の磁性計測方法 3650820 藤巻 則夫

H17.3.4 送信装置、受信装置、送信方法、受信方法、ならびに、プログ
ラム 3650821 梅野 健

H17.3.4 TDMA通信システム 3652837 
守山 栄松、浜口 清、水野 光彦、（シャープ）、
（三菱電機）、（日立製作所）、
（日本電信電話）、（NTT移動通信網）

H17.3.11 干渉型レーダーイメージング法並びにそのための相関器及び
干渉型レーダーイメージング装置 3653531 木内 等、雨谷 純、有本 好徳

H17.3.11 新規チオエーテル誘導体、その製造方法及び用途 3653535 三木 秀樹、中浜 龍夫、横山 士吉、
益子 信郎

H17.3.11 乱数列生成装置、乱数列生成方法、ならびに、プログラム 3656057 梅野 健


