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登録日 発明の名称 登録番号 発明者

H28.4.1 複雑述語テンプレート収集装置、及びそのためのコンピュータプロ
グラム 5907393 橋本 力、鳥澤 健太郎、

佐野 大樹、顔 玉蘭、木俵 豊
H28.4.1 半導体素子及び結晶積層構造体 5907465 東脇 正高、ワン マン ホイ、※
H28.4.8 明光攻撃の検知機能付き単一光子検出器 5911097 藤原 幹生、佐々木 雅英
H28.4.8 翻訳装置、およびプログラム 5911098 後藤 功雄、内山 将夫
H28.4.28 半導体装置 5924640 渡邊 一世、※

H28.4.28 述語テンプレート収集装置、特定フレーズペア収集装置、及びそれ
らのためのコンピュータプログラム 5924666

橋本 力、鳥澤 健太郎、
ステイン デ サーガ、呉 鍾勲、
風間 淳一

H28.4.28 機械翻訳装置、機械翻訳方法、およびプログラム 5924677 内山 将夫
H28.5.27 リフレクタアレイ光学装置及びその作製方法 5939560 前川 聡、※

H28.6.3 個人モデルデータの生成方法、生成プログラム、および生成システ
ム 5943267 長岡 智明

H28.6.3 通信装置 5943271 石津 健太郎、村上 誉、原田 博司
H28.6.3 周波数分割多重信号用チャネライザ 5943272 小宮山 典男、藤野 義之
H28.6.3 立体ディスプレイ 5943273 吉田 俊介
H28.6.3 立体ディスプレイ 5943274 吉田 俊介
H28.6.3 立体ディスプレイ 5943275 吉田 俊介

H28.6.3 スペクトル割当装置 5943276

スン チェン、チャン ハグエン、
デメシ ヨハネス アレムスグド、
藍 洲、ヴィラーデイ ガブリエル 
ポルト、原田 博司

� ※は外部の共同発明者を示す。

5.1.2	 国際特許出願数

5.1.3	 国内特許登録一覧

5.1 特許権
5.1.1	 国内特許出願数

国内特許出願数 87件

国際特許出願数 113件

国内特許登録数 計67件
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5.1　特許権

登録日 発明の名称 登録番号 発明者
H28.6.3 受信信号判定装置及び方法 5943278 宋 春毅、原田 博司
H28.6.10 2 次非線形光学化合物及びそれを含む非線形光学素子 5945905 大友 明、青木 勲、三木 秀樹、※
H28.6.10 フォトニック結晶を用いた光検出方法 5946052 梶 貴博、山田 俊樹、大友 明
H28.6.17 Ga2O3系半導体素子 5948581 東脇 正高、※
H28.7.11 地域情報マップと個人IDを利用した情報通信システム 5953891 井上 真杉、大和田 泰伯、※
H28.6.24 モバイルネットワーク 5954783 中内 清秀、荘司 洋三
H28.7.1 マルチコア・マルチモードファイバ結合装置 5957718 淡路 祥成、※
H28.7.1 通信装置、通信制御方法 5958747 石津 健太郎、原田 博司

H28.7.15 音声処理システム及び端末装置 5967569
杉浦 孔明、大熊 英男、
木村 法幸、志賀 芳則、林 輝昭、
水上 悦雄

H28.7.15 通信管理装置、通信管理方法、通信装置、通信方法 5967570 石津 健太郎、原田 博司

H28.7.15
ID/ロケータ分離に基づくネットワークのマルチホーミング環境に
おけるリンク障害検出および正常動作中のリンクへのセッション切
り替えの方法

5967601 ベド カフレ、原井 洋明

H28.7.29 電子ホログラフィ表示装置 5975438
山本 健詞、市橋 保之、
妹尾 孝憲、大井 隆太朗、
栗田 泰市郎

H28.7.29 Ga2O3系半導体素子 5975466 東脇 正高、※

H28.8.19 発話区間検出装置及び発話区間検出のためのコンピュータプログラ
ム 5988077 松田 繁樹、柏岡 秀紀、

伊東 直哉

H28.9.9 テラヘルツイメージング装置、テラヘルツ画像からの干渉パターン
除去方法及びプログラム 5999474 寳迫 巌、関根 徳彦、※

H28.9.9 3 次元座標位置推定装置、その方法、そのプログラムおよび 3 次
元座標推定システム、ならびに、カメラ較正情報生成装置 5999615

山本 健詞、市橋 保之、
妹尾 孝憲、大井 隆太朗、
栗田 泰市郎

H28.9.9 画像表示装置 5999662 吉田 俊介

H28.9.30 音声処理装置、音声合成装置、音声特徴量の生産方法、およびプロ
グラム 6011758 志賀 芳則

H28.9.30 ラベルスイッチングネットワーク 6011762 清水 洋
H28.10.14 データ送受信方法 6020994 児島 史秀、原田 博司

H28.10.14 ネットワーク構成装置及び方法、並びにネットワーク構成のための
コンピュータプログラム 6021000 豊村 鉄男、木全 崇、

是津 耕司、西永 望、木俵 豊
H28.10.14 データベース、データベース制御方法 6021007 石津 健太郎、原田 博司
H28.10.14 MCSの決定方法 6021009 船田 龍平、原田 博司
H28.10.14 無線装置、無線ネットワーク 6021031 児島 史秀、原田 博司
H28.10.21 データ送受信方法 6024064 児島 史秀、原田 博司
H28.10.28 ニアフィールド測定装置 6028964 織笠 光明、藤野 義之

H28.10.28 奥行マップの再標本化装置及び方法、プログラム、並びに奥行マッ
プの再標本化システム 6028965

妹尾 孝憲、山本 健詞、
大井 隆太朗、市橋 保之、
栗田 泰市郎

H28.10.5 アレー給電反射鏡アンテナにおける励振パラメータの設定方法 6031703 織笠 光明、藤野 義之、
浜本 直和、辻 宏之、三浦 周

H28.11.4 チャープのある光変調による光電気発振器及び光電気発振方法 6032699 川西 哲也

H28.11.18 IEEE802.15.4ネットワークを介するデバイス間の直接的データ送
受信方法 6041257 周 明拓、サム チンシャン、

原田 博司

H28.11.18 移動無線通信装置、移動無線通信装置の制御方法 6041263 原 晋介、小野 文枝、滝沢 賢一、
鈴木 幹雄、三浦 龍

H28.11.25 論理推論システム、計算学習装置および論理推論方法 6044691 鈴木 秀明、澤井 秀文
H28.12.9 光ファイバ型光機能素子カートリッジモジュール 6051469 和田 尚也、※
H28.12.9 通信システム、ノード装置、通信方法 6052567 児島 史秀、原田 博司

H28.12.9 電磁界全身曝露評価人体模擬装置 6052577
伊藤 晶、シンバ・アリ・ヤハヤ、
有馬 卓司、濱田 リラ、
渡邊 聡一、※
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登録日 発明の名称 登録番号 発明者
H28.12.9 FSK変調器によるRF信号の周波数測定装置 6052580 川西 哲也
H28.12.22 立体ディスプレイ 6060417 吉田 俊介

H28.12.22 無線通信装置、飛翔制御装置 6061290 小野 文枝、滝沢 賢一、
鈴木 幹雄、三浦 龍

H28.12.22 無線送信機、無線受信機、無線通信システムおよび無線通信方法 6061296 水谷 圭一、藍 洲、船田 龍平、
原田 博司

H29.1.6 Ga2O3系半導体素子 6066210 東脇 正高、※

H29.1.20 マルチホップ無線通信システム 6074795
表 昌佑、張 欣、宋 春毅、
水谷 圭一、船田 龍平、
大堂 雅之、原田 博司

H29.1.20 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 6074820 飯田 龍、鳥澤 健太郎、橋本 力、
呉 鍾勲、大竹 清敬、木俵 豊

H29.2.3 電界検知出力装置、電界調整システム及び電界調整方法 6083004 土屋 昌弘、※
H29.2.10 オプティカルフローセンサ、光センサ及び光電変換素子 6085775 笠井 克幸、片桐 祥雅
H29.2.10 複数センサの観測情報の突合による不正通信検知方法 6086423 笠間 貴弘、井上 大介、衛藤 将史
H29.2.10 ゴレイ符号系列相関器およびそれを用いた等化器 6086430 船田 龍平、原田 博司

H29.2.24
立体映像符号化装置、立体映像復号化装置、立体映像符号化方法、
立体映像復号化方法、立体映像符号化プログラム及び立体映像復号
化プログラム

6095067
妹尾 孝憲、市橋 保之、
佐々木 久幸、山本 健詞、
大井 隆太朗、栗田 泰市郎

H29.3.10 翻訳装置、翻訳方法、およびプログラム 6103573 ニュービック グラム、渡辺 太郎
H29.3.10 光導波路及びその製造方法 6103574 大友 明、青木 勲、山田 俊樹
H29.3.17 Ga2O3系半導体素子 6108366 東脇 正高、※

H29.3.10 脳波計測用電極、脳波計測用電極を備える脳波計測用電極付キャッ
プ 6112534 成瀬 康、篠崎 隆志、梅原 広明

H29.3.24 対訳表現抽出装置、対訳表現抽出方法及び対訳表現抽出のためのコ
ンピュータプログラム 6112536 田村 晃裕、渡辺 太郎、

隅田 英一郎




