
5 知的財産権等

5.1 特許権

5.1.1 国内特許出願数 150件

5.1.2 国際特許出願数 92件

5.1.3 国内特許登録一覧 計 64件

括弧内は外部機関

登 録 日 発 明 の 名 称 登録番号 発 明 者

Ｈ21.4.10 キーアグリーメントプロトコルを用いた通信方法 4288341 山村 明弘

Ｈ21.4.24 スペクトル・色再現システム 4296315 大澤 健郎、本村 秀人

Ｈ21.4.24 受信機、プログラムおよび記録媒体 4296330
原田 博司、（株式会社トヨタIT
開発センター）

Ｈ21.4.24 超伝導材料の製造方法 4296256
島影 尚、齊藤 敦、川上 彰、

王 鎮

Ｈ21.5.1 受信装置、受信方法、ならびに、プログラム 4302410
原田 博司、藤瀬 雅行、

船田 龍平、（株式会社デンソー）

Ｈ21.5.15
複数言語対訳テキスト入力による第３言語テキスト生成ア

ルゴリズム及び装置、プログラム
4304268 井佐原 均

Ｈ21.5.29 色再現処理装置及びプログラム 4314381
内山 俊郎、大山 永昭、

山口 雅浩

Ｈ21.5.29 書起し支援装置 4314376
沢村 英治、門馬 隆雄、

浦谷 則好、白井 克彦

Ｈ21.6.5 データ変換適正評価方法及びデータ変換装置 4317990 内元 清貴、井佐原 均

Ｈ21.6.12 レーダ・車々間通信共用システムおよび車載用アンテナ 4324320
藤瀬 雅行、加藤 明人、

（アンリツ株式会社）

Ｈ21.6.19 無線通信システム 4324675 荘司 洋三、小川 博世

Ｈ21.6.26 UWBループアンテナ 4328900
Yekeh Yazdandoost Kamya、

河野 隆二

Ｈ21.6.26 無線通信システム、基地局及び端末局 4332292
原田 博司、藤瀬 雅行、

（株式会社デンソー）

Ｈ21.7.3

手の形状と姿勢の認識装置および手の形状と姿勢の認識方

法並びに当該方法を実施するプログラムを記録した記録媒

体

4332649
猪木 誠二、呂 山、

（パナソニック株式会社）

Ｈ21.7.3 変調された光の信号処理方法およびその装置 4332616
久利 敏明、

（国立大学法人大阪大学）

Ｈ21.7.10 映像表示方法及び映像表示装置 4336805 金丸 利文、齊藤 隆弘

Ｈ21.7.17
画像合成方法、画像入力装置、及び画像合成プログラムを

記録した記録媒体
4340722

竹内 俊一、田中 伸幸、

富永 英義

Ｈ21.7.17 微弱光検出器の製造方法 4340751
藤原 幹生、佐々木 雅英、

秋葉 誠

Ｈ21.7.24 アクセス制御システムおよびアクセス制御方法 4345911
黒田 正博、吉田 真利子、

（株式会社KDDI研究所）

Ｈ21.7.31 無線通信システム 4348437
井上 真杉、長谷川 幹雄、

Khaled Mahmud、村上 誉

Ｈ21.7.31 無線通信システム 4348438
井上 真杉、長谷川 幹雄、

Khaled Mahmud、村上 誉

Ｈ21.7.31 マイクロ波増幅回路 4348466 森川 栄久、志垣 雅文

Ｈ21.8.7 最適値を求めるためのコンピュータシステム 4352140 奥野 好成、益子 信郎
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登 録 日 発 明 の 名 称 登録番号 発 明 者

Ｈ21.8.28
通信システム、送信装置、受信装置、通信方法、ならびに、
プログラム

4362592 安 昌俊

Ｈ21.9.4
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

4366506 安 昌俊

Ｈ21.9.11 対話システム、対話ロボット、プログラム及び記録媒体 4370410 上田 博唯

Ｈ21.9.11 電磁波のスラブ導波路 4370433 堀 利浩

Ｈ21.9.18 受信装置、受信方法、プログラム、および、情報記録媒体 4374478 高橋 賢、原田 博司、安 昌俊

Ｈ21.9.18 画像処理装置及び画像処理方法 4374468 竹内 俊一、富永 英義

Ｈ21.10.16 光信号処理デバイスおよび光信号処理方法 4389089 西澤 潤一、須藤 建

Ｈ21.10.23 電界効果トランジスタ及びその製造方法 4392471 篠原 啓介、（富士通株式会社）

Ｈ21.10.23
データベース情報処理方法及びプライベートインフォメー
ションリトリーバル装置並びにそのプログラム

4392489 山村 明弘

Ｈ21.10.30
暗号化データベース検索装置および方法ならびに暗号化
データベース検索プログラム

4395611
清水 晋作、田中 俊昭、三宅 優、
三田村 好矩、乗越 雅光

Ｈ21.10.30 動作情報伝達システム及び方法 4395594 善本 淳

Ｈ21.10.30 漏洩対策画像生成装置 4395592 田中 秀磨

Ｈ21.11.6
乱数生成、暗号化および復号のための装置、方法、プログ
ラム、並びに記録媒体

4399602 金 成主、長谷川 晃朗、梅野 健

Ｈ21.11.13 通信装置および通信方法 4406401
梅野 健、長谷川 晃朗、（独立
行政法人科学技術振興機構）

Ｈ21.11.20
通信システム、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

4406732 安 昌俊、原田 博司

Ｈ21.11.27 録画情報提示方法及び装置 4411392 善本 淳

Ｈ21.12.4 画像投影装置及び画像投影方法 4415101 竹内 俊一、富永 英義

Ｈ21.12.18 無線通信システム 4423424
井上 真杉、長谷川 幹雄、

Khaled Mahmud、村上 誉

Ｈ21.12.18 文書分類支援装置およびコンピュータプログラム 4423385 山本 健一郎、北内 啓

Ｈ21.12.18 多波長信号発生装置、及び多波長光の発生方法 4423372 川西 哲也、井筒 雅之

Ｈ21.12.18
静止衛星の位置座標表示方法およびそれを用いた座標表示
装置

4423378 高橋 正昭

Ｈ21.12.25 レイヤ２スイッチネットワークにおけるフレーム中継方法 4427653 黒田 正博、（三菱電機株式会社）

Ｈ21.12.25 円偏光適合性を有する偏波保持光ファイバ 4427651 兵頭 政春

Ｈ22.1.8 液晶光変調装置およびその駆動方法 4435320
クラウス ヴェルナー、（シチズ
ンホールディングス株式会社）

Ｈ22.1.8
Webページ情報融合表示装置、Webページ情報融合方法、

Webページ情報融合表示プログラムおよびそのプログラ
ムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体

4431744
河合 由起子、官上 大輔、
田中 克己

Ｈ22.1.8 動作間接伝達装置及び方法 4431746 善本 淳

Ｈ22.1.8 光バッファ遅延器 4431704 井上 潤、中川 晋一

Ｈ22.1.8
移動端末の動作制御システム、動作制御方法、ならびにプ
ログラム

4435493
藤瀬 雅行、
（沖電気工業株式会社）

Ｈ22.1.29 光検出装置及びこれを用いた光検出システム 4446087
有本 好徳、
（オリンパス株式会社）

Ｈ22.2.5 無線通信方法及び無線通信システム 4448942 荘司 洋三、小川 博世

Ｈ22.2.5 移動ネットワークおよびそのデータ通信方法 4449498
井上 真杉、Khaled Mahmud、
（株式会社KDDI研究所）

Ｈ22.2.19 チャネル特性解析装置及び方法 4457222 荘司 洋三、沢田 浩和

Ｈ22.2.19

クロックノイズを低減する最適変調波形生成装置および方
法、その最適変調波形によりクロック周波数を変調するク
ロックノイズ低減装置、スペクトル解析装置および最適変
調波形を算出するコンピュータプログラムおよびそのコン
ピュータプログラムを格納したコンピュータ読み取り可能
な記録媒体

4457204 松本 泰
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登 録 日 発 明 の 名 称 登録番号 発 明 者

Ｈ22.2.26
低軌道衛星によるマンハッタンストリートネットワークの

構成方法
4461260 鈴木 龍太郎

Ｈ22.2.26 精密ポジショナー 4461241 田中 秀吉、瀧口 義浩

Ｈ22.2.26 素子位置推定システム及び素子位置推定方法 4465326
辻 宏之、三浦 龍、

（三菱電機株式会社）

Ｈ22.2.26
３次元配置型GPS受信機、それを用いた姿勢測定方法及び

システム
4461223 蓑輪 正

Ｈ22.2.26

メディアデータ選択装置、メディアデータ選択方法、メディ

アデータ選択プログラムおよびそのプログラムを記録した

記録媒体

4461233 水口 充

Ｈ22.2.26
周波数抽出器、周波数抽出方法、周波数抽出プログラムお

よび記録媒体
4461251

原田 博司、（株式会社トヨタIT
開発センター）

Ｈ22.3.5 展開アンテナ装置 4469521 井出 俊行、（株式会社東芝）

Ｈ22.3.12 個人適応型対象物検索方法及び装置 4469949 熊本 忠彦
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