
移転先 知的財産の概要 主な知財の種類 発明者所属室等（発明時）

光ネットワーク研究所（3件）

光通信デバイス製造メーカー 量子ドットゲインチップ マテリアル 光通信基盤研究室

光学通信機メーカー 量子ドットゲインチップ マテリアル 光通信基盤研究室

光学通信機メーカー 量子ドットゲインチップ マテリアル 光通信基盤研究室

ワイヤレスネットワーク研究所（11件）

電子機器メーカー LTE ドライバ ノウハウ、
著作物 スマートワイヤレス研究室

通信機器メーカー 公共 BB ポータブル 著作物 スマートワイヤレス研究室

システム開発メーカー Wi-SUN（プロトコルスタック） ノウハウ、
著作物 スマートワイヤレス研究室

システム開発メーカー Wi-SUN　M2M（クラウド） ノウハウ、
著作物 スマートワイヤレス研究室

システムソリューションサー
ビス企業 Wi-SUN（全搬） ノウハウ、

著作物 スマートワイヤレス研究室

クラウドサービス企業 Wi-SUN（交通） ノウハウ、
著作物 スマートワイヤレス研究室

電子機器メーカー Wi-SUN（コグニティブルータ） 特許、ノウハウ、
著作物 スマートワイヤレス研究室

センサーネットワークシステ
ムメーカー Wi-SUN（農業アプリ） ノウハウ、

著作物 スマートワイヤレス研究室

通信・電子機器メーカー 高速ディジタル信号処理ボード ノウハウ、
著作物 宇宙通信システム研究室

医療機器メーカー BAN 通信方式 特許 ディペンダブルワイヤレス研究室

電子機器メーカー LTE 規格関連 特許 ワイヤレスアクセスグループ

ネットワークセキュリティ研究所（2件）

電子情報利活用推進団体 公開鍵検証ソフトウェア プログラム、
データベース セキュリティ基盤研究室

総合電機メーカー NIRVANA CTF 版 プログラム セキュリティ基盤研究室

ユニバーサルコミュニケーション研究所（5件）

翻訳サービス企業 英日特許公報翻訳
特許、

プログラム、
データベース

多言語翻訳研究室

翻訳サービス企業 中日、日英、英日機械翻訳提供サー
ビス

特許、
プログラム、
データベース

多言語翻訳研究室

5.3　技術移転

5.3.1　特許等の有償技術移転実績
平成 26 年度における、技術移転の実績は以下のとおりである。
＊有償技術移転契約数：31 件
＊移転の対象となった知的財産：125 件

（内訳：特許 51、ノウハウ 9、プログラム 22、データベース 12、その他 31）
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移転先 知的財産の概要 主な知財の種類 発明者所属室等（発明時）

翻訳サービス企業 特許翻訳エンジン「MTPlus」
特許、

プログラム、
データベース

多言語翻訳研究室

情報サービス機関（財団法人）世界特許情報検索サービス
特許、

プログラム、
データベース

多言語翻訳研究室

情報サービス機関（財団法人）中国特許公報翻訳
特許、

プログラム、
データベース

多言語翻訳研究室

電磁波計測研究所（7件）

総合電機メーカー Pi-SAR2 著作物 センシングシステム研究室

電子部品メーカー 仲介用ループアンテナ 外販 電磁環境研究室

測定器メンテナンス企業 仲介用ループアンテナ 外販 電磁環境研究室

自動車技術研究所 数値人体モデル その他 電磁環境研究室

自動車技術研究所 数値人体モデル その他 電磁環境研究室

自動車部品メーカー 数値人体モデル その他 電磁環境研究室

自動車開発研究企業 数値人体モデル その他 電磁環境研究室

脳情報通信融合研究センター（2件）

医療用研究機器メーカー 脳波計測ソフト プログラム 脳機能計測研究室

医療用器具メーカー ヘッドギア 特許 脳機能計測研究室

耐災害 ICT研究センター（1件）

電機器具メーカー NerveNet 特許、
著作物

ワイヤレスメッシュネットワーク
研究室

＊上記以外に下記の無償等技術移転（大学等の公的研究機関向け）がある。
　　数値人体モデル：　14 件、ＥＤＲ電子化辞書：　17 件（うち企業 8 件）19,292,152 円　
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5.3.2　技術移転関連出展一覧
計 10 回　　昨年 12 回

番号 開催時期等 イベント名 開催場所 主催者 出展物等

1 H26.4.19 春のプラザ祭り 堺市立健康福祉
プラザ 堺市立健康福祉プラザ こえとら

2 H26.6.11～13 InteropTokyo2014 幕張メッセ Interop2014 実行委員会
NICTER
NIRVANA、
DAEDALUS

3 H26.10.7 ICT イノベーション
フォーラム 2014 幕張メッセ 総務省 技術移転

4 H26.10.19 けいはんな体感フェア
2014

グランフロント
大 阪 ナ レ ッ ジ
キャピタル

けいはんな情報通信フェア
2014 実行委員会

VoiceTra4U、こえとら、
SpeechCanvas

5 H26.11.6～8 けいはんな情報通信
フェア 2014

けいはんなプラ
ザ

けいはんな情報通信フェア
2014 実行委員会、
NICT、KRI、ATR

こえとら、
SpeechCanvas、
医療翻訳ソフトウェア

6 H26.11.15 大阪市立聴覚支援学校
文化祭

大阪市立聴覚支
援学校 大阪市立聴覚支援学校 こえとら、

SpeechCanvas

7 H26.11.27 危機管理セミナー NICT 本部 東京都中小企業振興公社 NICTER/NerveNet

8 H26.11.27・28 NICT オープンハウス
2014 NICT NICT 技術移転全般

9 H27.1.28～30 nano tech 2015 東京ビッグサイ
ト nano tech 2015 実行委員会

ウェアラブル脳波計、
テラヘルツプローブ、
超高分解蛍光顕微鏡

10 H27.3.12・13 情報セキュリティシン
ポジウム道後 2015

松山市立子規記
念博物館

情報セキュリティシンポジ
ウム道後 2015 実行委員会

NIRVANA/
DAEDALUS
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