
4.1　広報

登 録 日 発 明 の 名 称 登録番号 発　明　者

H26.4.11 ホログラム生成装置およびその方法、プログラム 5516957
妹尾 孝憲、山本 健詞、
大井 隆太朗、三科 智之、
栗田 泰市郎

H26.4.18 記録情報読出装置 5521245
諸橋 功、浜崎 淳一、水野 麻弥、
福永 香、関根 徳彦、齋藤 伸吾、
寳迫 巌

H26.4.18 類似度算出装置、類似度算出方法、及びプログラム 5522389
風間 淳一、ステイン デ サーガ、
黒田 航、村田 真樹、
鳥澤 健太郎

H26.4.18 音響モデル構築装置、音声認識装置、音響モデル構築方法、
およびプログラム 5522393 阿部 一彦

H26.4.18 光 MSK 変調 / 任意偏移量 CPFSK の光サンプリング復調方
法 5522572 坂本 高秀、川西 哲也、

菅野 敦史、諸橋 功

H26.4.25 衛星－地上間光通信特性シミュレータ 5526432 荘司 洋三、高山 佳久、
豊嶋 守生、※

H26.4.25 対象体の解剖構造解析方法及び対象体解剖構造の表示方法並
びに対象体解剖構造表示装置 5527689 長岡 智明

H26.4.25 翻訳支援装置、翻訳支援方法、およびプログラム 5527726 内山 将夫、隅田 英一郎

H26.4.25 パターン分類の学習装置 5527728 渡辺 秀行

H26.5.9 人体誘電率模擬液剤 5534308 濱田 リラ、渡邊 聡一、
福永 香、※

H26.5.9 計算処理システム、プログラム作成方法、コンピュータ読取
可能な記録媒体、および、プログラム作成プログラム 5534524 鈴木 秀明、澤井 秀文、※

H26.5.16 仰角方向の音源知覚可能な耳介装置 5540313 竹本 浩典、パーハム モクタリ、
加藤 宏明、西村 竜一

H26.5.16 自然言語文生成装置及びコンピュータプログラム 5540335

ステイン デ サーガ、
鳥澤 健太郎、風間 淳一、
ヴァルガ イシュトヴァーン、
大竹 清敬

H26.5.16 電子ホログラフィ再生装置および電子ホログラフィ再生方法 5540353
妹尾 孝憲、三科 智之、
大井 隆太朗、山本 健詞、
栗田 泰市郎

H26.5.23 無線装置及びそれを備えた無線通信システム 5545111 クチェラ ステパン、張 兵

H26.5.23 音声翻訳システム、制御装置、および情報処理方法 5545467 中村 哲、隅田 英一郎、
葦苅 豊、木村 法幸、堀 智織

H26.5.23 学習システム、シミュレーション装置、および学習方法 5545489 翠 輝久、大竹 清敬、杉浦 孔明、
堀 智織、柏岡 秀紀、中村 哲

5　知的財産権等
5.1　特許権

5.1.1　国内特許出願数� 72 件

5.1.2　国際特許出願数� 101 件

5.1.3　国内特許登録一覧� 計 129 件
※は外部の共同発明者を示す。
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登 録 日 発 明 の 名 称 登録番号 発　明　者

H26.5.23 無線通信システム、干渉防止方法 5545523 サム チンシャン、原田 博司、
児島 史秀、船田 龍平

H26.5.23 無線通信ネットワーク間の共存システム 5545549

王 俊義、バイカッシュ トンチェア、
ラハマン モハメッド アジイズル、
フィリン スタニスラブ、
スン チェン、
デメシ ヨハネス アレムスグド、
チャン ハグエン、原田 博司

H26.5.23 通信システム、端末装置、その制御方法、ならびに、プログ
ラム 5546005 児島 史秀、原田 博司

H26.5.30 無線装置、通信方法 5548952 李 睿棟、井上 真杉

H26.5.30 音場共有システムおよび最適化方法 5550019 榎本 成悟、池田 雄介、
中村 哲

H26.5.30 光制御遅延器及び分光装置 5550040 諸橋 功、関根 徳彦、山本 直克、
寳迫 巌

H26.5.30 バイリンガルコーパスを同時セグメント化するための装置及
びそのコンピュータプログラム 5550074 フィンチ アンドリュー、

隅田 英一郎

H26.6.6 管理装置、無線装置、周波数および送信電力の決定方法 5553356

スン チェン、藍 洲、
チャン ハグエン、
デメシ ヨハネス アレムスグド、
サム チンシャン、
バイカッシュ トンチェア、王 俊義、
ヴィラーデイ ガブリエル ポルト、
原田 博司

H26.6.13
コグニティブ無線通信システム、及び当該コグニティブ無線
通信システムに設けられるホワイトスペースセンシングデー
タベース、及びコグニティブ無線通信方法

5557375
チャン ハグエン、スン チェン、
デメシ ヨハネス アレムスグド、
原田 博司

H26.6.13 マルチコアファイバを含む空間分割多重装置及び自己ホモダ
イン検波方法 5557399 川西 哲也、淡路 祥成、

パットナム　ベン、菅野 敦史

H26.6.20 モバイル端末用センサー情報システム 5560478 井上 真杉、※

H26.6.20 マルチポート光スペクトル位相符号器 5561678 和田 尚也、
ガブリエラ チンコッティ、王 旭

H26.6.27 観光スポット推薦装置およびプログラム 5565253 杉浦 孔明、岩橋 直人

H26.6.27 パルス信号発生装置 5565823 歌川 仁史、松井 敏明

H26.6.27 2 点結像光学デバイス 5565824 前川 聡

H26.6.27
統計的機械翻訳のための言語独立な単語セグメント化のため
の文分離器トレーニング装置、そのためのコンピュータプロ
グラム及びコンピュータ可読媒体

5565827
ミヒャエル　パウル、
フィンチ アンドリュー、
隅田 英一郎

H26.6.27 無線通信ネットワーク間の共存方法及びシステム 5565834

ラハマン モハメッド アジイズル、
ヴィラーデイ ガブリエル ポルト、
藍 洲、バイカッシュ トンチェア、
表 昌佑、宋 春毅、
サム チンシャン、王 俊義、
原田 博司

H26.6.27 生体光計測用プローブ装置 5565837 兵頭 政春、笠井 克幸、
齋藤 伸吾

H26.6.27 奥行推定装置、奥行推定方法および奥行推定プログラム 5565839
妹尾 孝憲、山本 健詞、
大井 隆太朗、市橋 保之、
栗田 泰市郎
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登 録 日 発 明 の 名 称 登録番号 発　明　者

H26.6.27 体積走査型 3次元空中映像ディスプレイ装置 5565845 前川 聡

H26.7.11 敬語誤用判定プログラム、及び敬語誤用判定装置 5574241 白土 保、※

H26.7.25 携帯式通信中継装置 5581597
石津 健太郎、村上 誉、
フィリン スタニスラブ、
原田 博司

H26.7.25 無線通信ネットワーク間の共存システム 5581976

王 俊義、
バイカッシュ トンチェア、
ラハマン モハメッド アジイズル、
フィリン スタニスラブ、
スン チェン、
デメシ ヨハネス アレムスグド、
チャン ハグエン、原田 博司

H26.7.25 無線通信ネットワーク間の通信共存システム 5582041

王 俊義、
バイカッシュ トンチェア、
フィリン スタニスラブ、
ラハマン モハメッド アジイズル、
宋 春毅、表 昌佑、藍 洲、
原田 博司

H26.7.25 対話装置、重み情報学習装置、対話方法、重み情報学習方法、
およびプログラム 5582225 堀 智織、大竹 清敬、岡 秀紀、

中村 哲

H26.7.25 光ファイバを用いた画像転送及び表示システム 5582534 川西 哲也、菅野 敦史

H26.8.1 MIMO-OFDM システムにおける電力割り当て方法、及び電
力割り当て装置 5586043 王 俊義、藍 洲、船田 龍平、

原田 博司

H26.8.1 無線通信方法及びシステム 5586047 表 昌佑、藍 洲、原田 博司

H26.8.1 コグニティブ無線通信システム及び方法 5586051
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、原田 博司

H26.8.1 コグニティブ通信ネットワークシステムにおける無線リソー
スの管理方法 5586053 石津 健太郎、村上 誉、

原田 博司

H26.8.8 縺れ光源のタイムビン偏光フォーマット変換技術 5590601 藤原 幹生、豊嶋 守生、
佐々木 雅英、※

H26.8.22 ボロメータ型THz 波検出器 5597862 寳迫 巌、※

H26.8.22 分周型光位相追尾型復調器 5598958 坂本 高秀、菅野 敦史、
川西 哲也、諸橋 功

H26.8.22 無線通信ネットワーク間の干渉防止システム及び方法 5598980

バイカッシュ トンチェア、
ラハマン モハメッド アジイズル、
王 俊義、
ヴィラーデイ ガブリエル ポルト、
サム チンシャン、藍 洲、
宋 春毅、原田 博司

H26.8.22 音声翻訳システム、第一端末装置、音声認識サーバ装置、翻
訳サーバ装置、および音声合成サーバ装置 5598998 中村 哲、隅田 英一郎、葦苅 豊、

木村 法幸、堀 智織

H26.9.12 コグニティブ無線通信における情報共有方法 5610333
デメシ ヨハネス アレムスグド、
チャン ハグエン、スン チェン、
原田 博司

H26.9.12 無線装置 5610338

藍 洲、スン チェン、
デメシ ヨハネス アレムスグド、
王 俊義、サム チンシャン、
バイカッシュ トンチェア、
原田 博司
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登 録 日 発 明 の 名 称 登録番号 発　明　者

H26.9.12 無線装置、無線システム 5610340

サム チンシャン、藍 洲、
王 俊義、バイカッシュ トンチェア、
ラハマン モハメッド アジイズル、
ヴィラーデイ ガブリエル ポルト、
原田 博司

H26.9.12 無線通信ネットワーク間の共存システム 5610343

デメシ ヨハネス アレムスグド、
スン チェン、チャン ハグエン、
王 俊義、フィリン スタニスラブ、
ラハマン モハメッド アジイズル、
バイカッシュ トンチェア、
原田 博司

H26.9.12 TVWSチャネルの割り当てシステム及び方法 5610346

藍 洲、スン チェン、
デメシ ヨハネス アレムスグド、
王 俊義、サム チンシャン、
バイカッシュ トンチェア、
原田 博司

H26.9.12 通信装置、通信方法 5610349
デメシ ヨハネス アレムスグド、
チャン ハグエン、スン チェン、
藍 洲、原田 博司

H26.9.19 2 面コーナーリフレクタアレイ光学素子を用いた表示装置 5614745 前川 聡、※

H26.9.26 ファイバーヒューズ遠隔検知装置 5618236 アベディン カジ サルワル、
中沢 正隆

H26.9.26 通信管理装置、通信管理方法 5618242

王 俊義、スン チェン、
バイカッシュ トンチェア、
ラハマン モハメッド アジイズル、
宋 春毅、原田 博司

H26.10.3 複数のマッハツェンダー干渉計を有する光変調器の特性評価
方法 5622154 川西 哲也、千葉 明人、※

H26.10.3 ネスト型変調器 5622293 川西 哲也、土屋 昌弘、
井筒 雅之、※

H26.10.3 相互機械学習装置、相互機械学習方法、及びプログラム 5622310
呉 鍾勲、山田 一郎、
鳥澤 健太郎、
ステイン デ サーガ

H26.10.3 周波数共用型コグニティブ無線通信システムおよびその方法、
コグニティブ無線基地局 5622311 石津 健太郎、原田 博司

H26.10.3 通信共存システムによる通信共存方法 5622322

バイカッシュ トンチェア、
王 俊義、フィリン スタニスラブ、
ラハマン モハメッド アジイズル、
宋 春毅、表 昌佑、原田 博司

H26.10.24 地域ネットワークを利用した定量的な広告効果診断分析が可
能な広告配信システム 5633773 井上 真杉、※

H26.10.24 OFDM送信装置及び方法 5633843

ラハマン モハメッド アジイズル、
バイカッシュ トンチェア、
王 俊義、サム チンシャン、
原田 博司

H26.10.24 言い換え関係集合取得装置、言い換え関係集合取得方法、及
びプログラム 5633844 橋本 力、鳥澤 健太郎

H26.10.31 両眼広視野映像提示及び視線計測装置 5636587 安藤 広志、和田 充史、
坂野 雄一、※
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登 録 日 発 明 の 名 称 登録番号 発　明　者

H26.11.7 複数マッハツェンダー干渉計を有する光変調器の特性評価方
法 5640195 川西 哲也、中島 慎也、

品田 聡

H26.11.14 放射電力測定装置、放射電力測定方法 5644997 山中 幸雄、杉浦 行

H26.11.14 共存通信システム、通信ネットワーク間の共存処理方法 5645008

ラハマン モハメッド アジイズル、
フィリン スタニスラブ、
バイカッシュ トンチェア、
原田 博司

H26.11.14 変調光解析装置とその変調光解析装置を用いた電界あるいは
磁界測定プローブ装置 5645011 土屋 昌弘、笹川 清隆、

菅野 敦史

H26.11.14 無線ネットワークにおけるフレーム取得の自己共存メカニズ
ム 5645021 周 明拓、原田 博司

H26.11.14 データ送受信方法 5645031 児島 史秀、原田 博司

H26.11.14 データ送受信方法 5645032 児島 史秀、原田 博司

H26.11.21 個人 ID統合サーバシステム及び個人 ID統合サーバ及びハー
ドウェア ID登録サーバ 5648833 井上 真杉、※

H26.11.21 電磁界プローブ装置 5649155
土屋 昌弘、笹川 清隆、
菅野 敦史、今荘 義弘、
白須 信一

H26.11.21 電波センサおよびデータ伝送方法 5649166
デメシ ヨハネス アレムスグド、
スン チェン、チャン ハグエン、
原田 博司

H26.11.21 異種のコグニティブ無線システムを共存させるためのシステ
ム 5649168

フィリン スタニスラブ、
ラハマン モハメッド アジイズル、
バイカッシュ トンチェア、
原田 博司

H26.11.21 無線通信システム、干渉防止方法 5649176 サム チンシャン、原田 博司、
児島 史秀

H26.11.28 テキスト入力装置、それを含む翻訳装置、テキスト入力方法
及びコンピュータプログラム 5652824 フィンチ アンドリュー

H26.12.12 無線通信システム、無線通信システムに設置されるクラス
ターヘッド機器（CHE）、及び無線通信方法 5660426

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

H26.12.12 コグニティブ仮想化ネットワークシステム 5660435 石津 健太郎、中内 清秀、
村上 誉、原田 博司

H26.12.12 周期的情報抽出方法 5660436 成瀬 康、村田 勉

H26.12.12 無声フィルタ学習装置、音声合成装置、無声フィルタ学習方
法、およびプログラム 5660437 志賀 芳則

H26.12.12 音声認識装置、音声認識方法、及びプログラム 5660441 サクティ サクリアニ ワティアスリ、
磯谷 亮輔、河井 恒、中村 哲

H26.12.12 スペクトラム検知装置、スペクトラム検知方法 5660444
宋 春毅、
ラハマン モハメッド アジイズル、
原田 博司

H26.12.12 無線装置、通信方法 5660445

ヴィラーデイ ガブリエル ポルト、
藍 洲、サム チンシャン、
スン チェン、
バイカッシュ トンチェア、
原田 博司
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登 録 日 発 明 の 名 称 登録番号 発　明　者

H26.12.12 プライバシを保障した機器間接続方法 5660454 梅澤 猛、井上 真杉

H26.12.19 広帯域光コム発生装置 5665038 諸橋 功、坂本 高秀、
川西 哲也、寳迫 巌

H26.12.19 位相保持型ラムゼー法を用いた基準信号発生器および基準信
号発生方法 5665042 志賀 信泰、竹内 誠

H26.12.19 多視点空中映像表示装置 5665053 前川 聡

H27.1.9 異種のコグニティブ無線システムを共存させる方法 5674101

フィリン スタニスラブ、
ラハマン モハメッド アジイズル、
バイカッシュ トンチェア、
原田 博司

H27.1.9 補助装置 5674102
チャン ハグエン、スン チェン、
デメシ ヨハネス アレムスグド、
原田 博司

H27.1.9 光無線通信装置 5674103 有本 好徳

H27.1.9 管理装置、無線装置 5674110

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、
王 俊義、バイカッシュ トンチェア、
ラハマン モハメッド アジイズル、
フィリン スタニスラブ、
原田 博司

H27.1.9 コグニティブ無線通信方法 5674115 周 明拓、原田 博司

H27.1.9 管理装置 5674134

フィリン スタニスラブ、王 俊義、
ラハマン モハメッド アジイズル、
宋 春毅、バイカッシュ トンチェア、
表 昌佑、原田 博司

H27.1.16 無線通信システム及び方法 5678378
藍 洲、王 俊義、サム チンシャン、
バイカッシュ トンチェア、
原田 博司

H27.2.6 バーストモードエルビウム添加ファイバ増幅器 5688532 淡路 祥成、古川 英昭、
和田 尚也、※

H27.2.6 観測システム 5688749 荘司 洋三、高山 佳久、
豊嶋 守生

H27.2.6 無線装置およびそれを備えた無線通信システム 5688753 クチェラ ステパン、張 兵

H27.2.6 情報検索装置及びコンピュータプログラム 5688754

顔 玉蘭、ステイン デ サーガ、
ヴァルガ イシュトヴァーン、
大竹 清敬、鳥澤 健太郎、
風間 淳一

H27.2.6 無線通信システム、干渉防止方法 5688760 サム チンシャン、原田 博司、
児島 史秀

H27.2.6 音響モデル学習装置、および音響モデル学習方法 5688761 阿部 一彦

H27.2.6 ネットワークマルチモードオペレーションのための機構 5688766 呂 麗茹、原田 博司

H27.2.20 音再現システム、音再現装置および音再現方法 5697079 池田 雄介、榎本 成悟、
中村 哲

H27.2.20 位置情報認証方法 5697087
王 立華、田中 秀磨、
小山 泰弘、市川 隆一、
岩間 司

H27.2.20 受信判別システム 5697092
宋 春毅、
ラハマン モハメッド アジイズル、
原田 博司
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登 録 日 発 明 の 名 称 登録番号 発　明　者

H27.2.20 2 トーン信号による光検出器の特性評価方法 5697192 川西 哲也、菅野 敦史、※

H27.3.6 ワイヤレス生体情報センシングシステム 5704680 片桐 祥雅

H27.3.6 無線通信システム、干渉防止方法 5704682

サム チンシャン、藍 洲、王 俊義、
バイカッシュ トンチェア、
表 昌佑、船田 龍平、
原田 博司

H27.3.6 音声翻訳システム、音声翻訳装置、音声翻訳方法、およびプ
ログラム 5704686 大熊 英男、内山 将夫、

隅田 英一郎

H27.3.6 パターン分類装置の学習装置及びそのためのコンピュータプ
ログラム 5704692 渡辺 秀行

H27.3.6 光アクセスシステム 5704694 久利 敏明

H27.3.6 無線通信装置、管理装置、および無線通信システム 5704697

宋 春毅、
ラハマン モハメッド アジイズル、
王 俊義、バイカッシュ トンチェア、
フィリン スタニスラブ、
原田 博司

H27.3.6 無線装置、通信制御方法 5704701

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

H27.3.6 立体画像取得装置 5704702 河北 真宏、岩澤 昭一郎、
安藤 広志、井ノ上 直己

H27.3.6 コグニティブ無線通信システム 5704704 ラハマン モハメッド アジイズル、
宋 春毅、原田 博司

H27.3.6 長時間遅延拡散環境のための OFDMAシステム 5704709 呂 麗茹、張 欣、原田 博司

H27.3.6 途絶した無線ネットワークにおける中継動作のためのメカニ
ズム 5704710 張 欣、原田 博司

H27.3.20
テラヘルツ波帯用の窓部材、試料容器、検出発生装置、基板
材料、並びに、単結晶シリコンカーバイドの透過特性の算出
方法及び評価方法

5712456 齋藤 伸吾、溝口 幸司、※

H27.3.27 ナノ構造体及びその製造方法 5717079 山本 直克、赤羽 浩一

H27.3.27 偏波合成回路 5717081 坂本 高秀、川西 哲也、
諸橋 功、菅野 敦史

H27.3.27 管理装置、無線装置 5717089

フィリン スタニスラブ、
ラハマン モハメッド アジイズル、
王 俊義、スン チェン、
デメシ ヨハネス アレムスグド、
チャン ハグエン、
バイカッシュ トンチェア、
原田 博司

H27.3.27 セルラーワイヤレスネットワークにおける移動局間直接通信 5717094 周 明拓、原田 博司

H27.3.27 音声合成用の隠れマルコフモデル学習装置及び音声合成装置 5717097 倪 晋富、河井 恒
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登 録 日 発 明 の 名 称 登録番号 国情報 発　明　者

2014.04.08 Method for evaluating characteristics of optical 
modulator having mach-zehnder interferometeres 8693005 US 川西 哲也、中島 慎也、

品田 聡

2014.04.22 Multi-wavelength signal generation device and 
multi-wavelength light generation method 2574033 CA 川西 哲也、井筒 雅之

2014.04.22 Pulse wireless communication device 8705652 US 歌川 仁史、松井 敏明、※

2014.04.23
Apparatus for measuring the neuro-magnetic field 
from a human brain and method for operating the 
same

1591062 GB 松井 敏明、太田 浩

2014.04.23
Apparatus for measuring the neuro-magnetic field 
from a human brain and method for operating the 
same

603 46 065.8 DE 松井 敏明、太田 浩

2014.04.29 Communication device and two-dimensional 
communication system using the same 8711909 US

アズマン オスマン リム、
門 洋一、服部 聖彦、
張 兵

2014.04.30
Speech translation system, first terminal apparatus, 
speech recognition server, translation server, and 
speech synthesis server

ZL201080043645.3 CN
中村 哲、隅田 英一郎、
葦苅 豊、木村 法幸、
堀 智織

2014.05.13 Display device using a dihedral corner reflector 
array optical element 8724224 US 前川 聡、※

2014.05.13
Spectrum sensor for cognitive wireless 
communication and method for cognitive wireless 
communication

8724753 US
デメシ ヨハネス アレムスグド、
スン チェン、チャン ハグエン、
原田 博司

2014.05.13 Wireless communication system, and interference 
preventing method 8724655 US

サム チンシャン、
原田 博司、児島 史秀、
藍 洲

2014.05.20 Volume scanning three-dimensional floating image 
display device 8730308 US 前川 聡

2014.05.21 Wireless communication system 1916806 GB 荘司 洋三

2014.05.21 Wireless communication system 1916806 FR 荘司 洋三

2014.05.21 Wireless communication system 60 2006 041 683.0 DE 荘司 洋三

2014.06.03 Communication device 8743993 US 原田 博司、森山 雅文、※

2014.06.11 Display device ZL201080025713.3 CN 前川 聡、※

2014.06.18 Radio communication device 1152485 GB 松井 敏明、※

2014.06.18 Radio communication device 1152485 FR 松井 敏明、※

2014.06.18 Radio communication device 600 48 616.8 DE 松井 敏明、※

2014.07.01 Wireless communication apparatus 8767597 US 宮垣　英司、杜 平、※

2014.07.02 Pulse wireless communication device ZL200980144390.7 CN 歌川 仁史、松井 敏明、※

2014.07.09
Spectrum sensor for cognitive wireless 
communication and method for cognitive wireless 
communication

ZL201080032617.1 CN
デメシ ヨハネス アレムスグド、
スン チェン、チャン ハグエン、
原田 博司

2014.07.22
Wireless communication system applied to aviation 
industry, and airband interference detection 
method

8787193 US
スン チェン、
デメシ ヨハネス アレムスグド、
チャン ハグエン、原田 博司

5.1.4　国外特許登録一覧� 計 57 件
※は外部の共同発明者を示す。
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登 録 日 発 明 の 名 称 登録番号 国情報 発　明　者

2014.07.30

Wireless communication system, cluster 
head equipment (CHE) installed in wireless 
communication system, and wireless 
communication method

2492023 GB

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

2014.08.12 Optical multiport spectral phase encoder 8805205 US
和田 尚也、
ガブリエラ チンコッティ、
王 旭

2014.09.02 Radio-on-fiber unit and radio-on-fiber system 8824895 US 品田 聡、川西 哲也、
中島 慎也

2014.09.02 Fiber fuse detecting apparatus 8822895 US アベディン カジ サルワル、
盛岡 敏夫

2014.09.07 Word pair acquisition apparatus, word pair 
acquisition method, and program ZL201080040033.9 CN

ステイン デ サーガ、
鳥澤 健太郎、風間 淳一、
黒田 航、村田 真樹

2014.09.09
Information sharing method in cognitive radio 
communication, cognitive radio communicaton 
device and cognitive radio communicaiton system

8831520 US
デメシ ヨハネス アレムスグド、
チャン ハグエン、
スン チェン、原田 博司

2014.09.16
Power control method in cognitive radio 
communication, cognitive radio communication 
system, and radio communication device

8838162 US
スン チェン、
デメシ ヨハネス アレムスグド、
チャン ハグエン、原田 博司

2014.09.24 Volume scanning three-dimensional floating image 
display device ZL200880107900.9 CN 前川 聡

2014.09.30 Pulse signal generation device 8847817 US 歌川 仁史、松井 敏明、※

2014.09.30

Method for adjusting channels in cognitive 
wireless communication, and cognitive wireless 
communication system capable of implementing 
the method

8849338 US
スン チェン、
デメシ ヨハネス アレムスグド、
チャン ハグエン、原田 博司

2014.09.30 Second-order nonlinear optical compound and 
nonlinear optical element comprising the same 8846955 US 大友 明、青木 勲、

三木 秀樹、※

2014.10.02

Home network, area network using the same, 
program for computer to execute operation in 
home network, and computer-readable recording 
medium storing the program

10 -1449780 KR
松山 隆司、山崎 達也、
丹 康雄、木俵 豊、トウ ルイ、
キム ヤンジュ

2014.10.14
Speech translation system, first terminal apparatus, 
speech recognition server, translation server, and 
speech synthesis server

8862478 US
中村 哲、隅田 英一郎、
葦苅 豊、木村 法幸、
堀 智織

2014.10.15 Microwave/millimeter wave communication 
apparatus ZL200880131684.1 CN 歌川 仁史、松井 敏明、※

2014.10.21

Non-dialogue-based and dialogue-based learning 
apparatus by substituting for uttered words 
undefined in a dictionary with　word-graphs 
comprising of words defined in the dictionary

8868410 US 岩橋 直人、木村 法幸、※

2014.10.21 Method for evaluating characteristic of optical 
modulator having mach-zehnder interferometer 8867042 US 川西 哲也、千葉 明人、※

2014.10.28
Wireless communication system, coexistence 
manager installed in said system, and method for 
wireless communication

8874152 US
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、
原田 博司

2014.10.30 Packet communication method using node 
identifier and locator 10 -1458398 KR ベド カフレ、井上 真杉、

中内 清秀
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登 録 日 発 明 の 名 称 登録番号 国情報 発　明　者

2014.11.05 Method for changing frequency and base station 
in radio optical fusion communication system ZL200580009041.6 CN 荘司 洋三、小川 博世、※

2014.12.03
Relationship information expansion apparatus, 
relationship information expansion method, and 
program

ZL201180010598.7 CN

土田 正明、
ステイン デ サーガ、
鳥澤 健太郎、村田 真樹、
風間 淳一、黒田 航

2014.12.03 Multiple wavelength light source, and generation 
method for multiple wavelength light 1780593 GB 川西 哲也、井筒 雅之

2014.12.03 Multiple wavelength light source, and generation 
method for multiple wavelength light 1780593 FR 川西 哲也、井筒 雅之

2014.12.03 Multiple wavelength light source, and generation 
method for multiple wavelength light 60 2005 045 350.4 DE 川西 哲也、井筒 雅之

2014.12.09 Wireless device and communication method 8909241 US

ヴィラーデイ ガブリエル ポルト、
藍 洲、サム チンシャン、
スン チェン、
バイカッシュ トンチェア、
原田 博司

2014.12.10 Wireless device and communication method 2499753 GB

ヴィラーデイ ガブリエル ポルト、
藍 洲、サム チンシャン、
スン チェン、
バイカッシュ トンチェア、
原田 博司

2014.12.23

Wireless communication system, cluster 
head equipment (CHE) installed in wireless 
communication system, and wireless 
communication method

8917685 US

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

2014.12.30 Pulse radar device 8922424 US 歌川 仁史、松井 敏明、※

2015.01.06 Method and system for coexistence between 
wireless communication networks 8929315 US

ラハマン モハメッド アジイズル、
ヴィラーデイ ガブリエル ポルト、
藍 洲、
バイカッシュ トンチェア、
表 昌佑、宋 春毅、
サム チンシャン、王 俊義、
原田 博司

2015.01.07
Information sharing method in cognitive radio 
communication, cognitive radio communicaton 
device and cognitive radio 

ZL201080031612.7 CN
デメシ ヨハネス アレムスグド、
チャン ハグエン、
スン チェン、原田 博司

2015.01.14 Short-distance wireless communication system and 
method ZL201080049219.0 CN 黒田 正博

2015.01.28 Wireless communication system, and interference 
preventing method ZL201080059203.8 CN

サム チンシャン、
原田 博司、児島 史秀、
藍 洲

2015.02.10 Speech translation system, control device, and 
control method 8954335 US

中村 哲、隅田 英一郎、
葦苅 豊、木村 法幸、
堀 智織

2015.03.17 Calculation processing system, program creation 
method, and program creation program 8984103 US 鈴木 秀明、澤井 秀文、※

2015.03.17 Wavelength selection polarization controller 8982442 US 和田 尚也、※
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