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はじめに

調査分析結果

1．パテントマップ編

A．全般分析

A-1．全体の技術開発ライフサイクル

A-2．公開件数の推移（年次と累計）

A-3．出願人数の推移（年次と累計）

A-4．新規発明者数の推移（年次と累計）

A-5．新規FIメイングループ分類数の推移（年次と累計）

A-6．新規FIサブグループ分類数の推移（年次と累計）

A-7．新規Fターム分類数の推移（年次と累計）

A-8．出願人別公開件数ランキング（上位100）

A-9．発明者別公開件数ランキング（上位50）

A-10．FIメイングループ分類別公開件数ランキング(上位50)

A-11．FIサブグループ分類別公開件数ランキング(上位100)

A-12．Fタームテーマコード分類別公開件数ランキング（上位50）

A-13．Fターム分類別公開件数ランキング（上位100）

A-14．1位Fタームテーマコード5H730の技術分類別件数（着目：2期

間）

A-15．1位Fタームテーマコード5H730の技術分類別件数（着目：上位

5出願人）

A-16．出願人別参入・撤退状況（最近40、公開件数5件以上）

A-17．FIメイングループ分類別出現・消失状況（最近40、公開件数5

件以上）

A-18．FIサブグループ分類別出現・消失状況（最近40、公開件数5件

以上）

A-19．Fターム分類別出現・消失状況（最近40、公開件数5件以上）

A-20．出願人別公開件数伸長率（上位50、件数差10件以上）

A-21．発明者別公開件数伸長率（上位50、件数差10件以上）

A-22．FIメイングループ分類別公開件数伸長率（上位50、件数差3件

以上）

A-23．FIサブグループ分類別公開件数伸長率（上位50、件数差5件

以上）

A-24．Fターム分類別公開件数伸長率（上位50、件数差100件以上）

A-25．FIメイングループ分類別発明者数伸長率（上位50、発明者数

差10名以上）

A-26．FIサブグループ分類別発明者数伸長率（上位50、発明者数差

15名以上）

A-27．Fターム分類別発明者数伸長率（上位50、発明者数差150名以

上）

B．上位20出願人比較分析

B-1．公開件数比較（2004年～2008年 VS 2009年～2013年）

B-2．公開件数の推移（累計）

B-3．共同出願人数の推移（累計）

B-4．新規発明者数の推移（累計）

B-5．新規FIメイングループ分類数の推移（累計）

B-6．新規FIサブグループ分類数の推移（累計）

B-7．新規Fターム分類数の推移（累計）

B-8．新規キーワード数の推移（累計）

B-9．上位20FIメイングループ分類との公開件数相関

B-10．上位20FIサブグループ分類との公開件数相関

B-11．上位20Fターム分類との公開件数相関

B-12．上位2Fタームテーマコード分類における公開件数比較

B-13．目的・効果系キーワードとの公開件数相関

B-14．目的・効果系キーワードとの発明者数相関

B-15．公開件数占有率

B-16．審査・権利状況

B-17．公開件数の伸びと１位Fターム分類5H730DD04に関する構成

率比較

B-18．発明者数＊FIサブグループ分類数の比較

C．上位5出願人個別分析

C-1-1．【パナソニック】FIサブグループ分類別公開件数ランキング

　(上位50)

C-1-2．【トヨタ自動車】FIサブグループ分類別公開件数ランキング

　(上位50)

C-1-3．【富士電機】FIサブグループ分類別公開件数ランキング

　(上位50)

C-1-4．【デンソー】FIサブグループ分類別公開件数ランキング

　(上位50)

C-1-5．【ローム】FIサブグループ分類別公開件数ランキング(上位50)

C-2-1．【パナソニック】Fターム分類別公開件数ランキング(上位50)

C-2-2．【トヨタ自動車】Fターム分類別公開件数ランキング(上位50)

C-2-3．【富士電機】Fターム分類別公開件数ランキング(上位50)

C-2-4．【デンソー】Fターム分類別公開件数ランキング(上位50)

C-2-5．【ローム】Fターム分類別公開件数ランキング(上位50)

C-3-1．【パナソニック】FIサブグループ分類別公開件数の推移

　(上位20、累計)

C-3-2．【トヨタ自動車】FIサブグループ分類別公開件数の推移

　(上位20、累計)

C-3-3．【富士電機】FIサブグループ分類別公開件数の推移

　(上位20、累計)

C-3-4．【デンソー】FIサブグループ分類別公開件数の推移

　(上位20、累計)

C-3-5．【ローム】FIサブグループ分類別公開件数の推移

　(上位20、累計)

C-4-1．【パナソニック】Fターム分類別公開件数の推移(上位20、累計)

C-4-2．【トヨタ自動車】Fターム分類別公開件数の推移(上位20、累計)

C-4-3．【富士電機】Fターム分類別公開件数の推移(上位20、累計)

C-4-4．【デンソー】Fターム分類別公開件数の推移(上位20、累計)

C-4-5．【ローム】Fターム分類別公開件数の推移(上位20、累計)

C-5-1．【パナソニック】FIサブグループ分類別出現・消失状況

　（最近40）

C-5-2．【トヨタ自動車】FIサブグループ分類別出現・消失状況

　（最近40）

C-5-3．【富士電機】FIサブグループ分類別出現・消失状況（最近40）

C-5-4．【デンソー】FIサブグループ分類別出現・消失状況（最近40）

C-5-5．【ローム】FIサブグループ分類別出現・消失状況（最近40）

C-6-1．【パナソニック】キーワード別出現・消失状況

　（最近40、公開件数5件以上）

C-6-2．【トヨタ自動車】キーワード別出現・消失状況

　（最近40、公開件数5件以上）

C-6-3．【富士電機】キーワード別出現・消失状況

　（最近40、公開件数5件以上）

C-6-4．【デンソー】キーワード別出現・消失状況

　（最近40、公開件数5件以上）

C-6-5．【ローム】キーワード別出現・消失状況

　（最近40、公開件数5件以上）

C-7-1．【パナソニック】独自FIサブグループ分類別公開件数ランキング

　(上位50)

C-7-2．【トヨタ自動車】独自FIサブグループ分類別公開件数ランキング

C-7-3．【富士電機】独自FIサブグループ分類別公開件数ランキング

C-7-4．【デンソー】独自FIサブグループ分類別公開件数ランキング

C-7-5．【ローム】独自FIサブグループ分類別公開件数ランキング

C-8-1．【パナソニック】独自キーワード別公開件数ランキング(上位50)

C-8-2．【トヨタ自動車】独自キーワード別公開件数ランキング(上位50)

C-8-3．【富士電機】独自キーワード別公開件数ランキング(上位50)

C-8-4．【デンソー】独自キーワード別公開件数ランキング(上位50)

C-8-5．【ローム】独自キーワード別公開件数ランキング(上位50)

C-9-1．【パナソニック】共同出願人との連携

C-9-2．【トヨタ自動車】共同出願人との連携

C-9-3．【富士電機】共同出願人との連携

C-9-4．【デンソー】共同出願人との連携

C-9-5．【ローム】共同出願人との連携（0人）

D．特定5社比較分析（1位パナソニック、2位トヨタ自動車、

　　3位富士電機、4位デンソー、5位ローム）

D-1．5社の上位5FIサブグループ分類別公開件数の推移（年次）

D-2．5社のパナソニック上位5FIサブグループ分類別公開件数比較

D-3．5社のトヨタ自動車上位5FIサブグループ分類別公開件数比較

D-4．5社の富士電機上位5FIサブグループ分類別公開件数比較

D-5．5社のデンソー上位5FIサブグループ分類別公開件数比較

D-6．5社のローム上位5FIサブグループ分類別公開件数比較

D-7．5社の5H730BB（ＤＣ‐ＤＣコンバータ＞主変換部の型式）

　のFターム分類別公開件数比較

D-8．5社の5H730DD（ＤＣ‐ＤＣコンバータ＞スイッチング部

　（主変換部の））のFターム分類別公開件数比較

D-9．5社のFIサブグループ分類別出現・消失状況（公開件数上位10）

D-10．5社のFターム分類別出現・消失状況（公開件数上位10）

D-11．パナソニックの公開件数伸び変遷

D-12．トヨタ自動車の公開件数伸び変遷

D-13．富士電機の公開件数伸び変遷

D-14．デンソーの公開件数伸び変遷

D-15．ロームの公開件数伸び変遷

D-16．5社とFターム分類（上位20）との公開件数相関

D-17．Fターム分類別公開件数グロスランキング（上位10）

E．上位20特許分類分析

E-1．FIメイングループ分類別公開件数比較（上位20）

　（2004年～2008年VS 2009年～2013年）

E-2．FIサブグループ分類別公開件数比較（上位20）

　（2004年～2008年VS 2009年～2013年）

E-3．Fターム分類別公開件数比較（上位20）

　（2004年～2008年VS 2009年～2013年）

E-4．FIメイングループ分類別公開件数の推移(上位20、累計)

E-5．FIサブグループ分類別公開件数の推移(上位20、累計)

E-6．Fターム分類別公開件数の推移(上位20、累計)

E-7．FIメイングループ分類別出願人数の推移(上位20、年次)

E-8．FIサブグループ分類別出願人数の推移(上位20、年次)

E-9．Fターム分類別出願人数の推移(上位20、年次)

E-10．FIメイングループ分類別発明者数の推移(上位20、年次)

E-11．FIサブグループ分類別発明者数の推移(上位20、年次)

E-12．Fターム分類別発明者数の推移(上位20、年次)

E-13．FIメイングループ分類別公開件数占有率（公開件数上位20）

E-14．FIサブグループ分類別公開件数占有率（公開件数上位20）

E-15．Fターム分類別公開件数占有率（公開件数上位20）

F．特定特許分類分析

F-1．特定特許分類分析（1）

　F-1-1．特定FIサブグループ分類の公開件数の推移（年次）

　F-1-2．特定FIサブグループ分類の上位20出願人別公開件数の

　推移（年次）

　F-1-3．特定Fターム分類の公開件数の推移（年次）

　F-1-4．特定Fターム分類の上位20出願人別公開件数の推移

　（年次）

　F-1-5．特定FIサブグループ分類の新規出願人数の推移（年次）

　F-1-6．特定Fターム分類の新規出願人数の推移（年次）

　F-1-7．特定FIサブグループ分類の新規発明者数の推移（累計）

　F-1-8．特定Fターム分類の新規発明者数の推移（累計）

　F-1-9．特定FIサブグループ分類H02M3/155の公開件数伸長率

　変遷

　F-1-10．特定FIサブグループ分類H02M3/28の公開件数伸長率

　変遷

　F-1-11．特定Fターム分類5H730DD04の公開件数伸長率変遷

　F-1-12．特定Fターム分類5H730FD01の公開件数伸長率変遷

　F-1-13．特定Fターム分類5H730AS01の公開件数伸長率変遷

　F-1-14．特定FIサブグループ分類H02M3/155の出願人別公開件数

　ランキング(上位50)

　F-1-15．特定FIサブグループ分類H02M3/28の出願人別公開件数

　ランキング(上位50)

　F-1-16．特定Fターム分類5H730DD04の出願人別公開件数

　ランキング(上位50)

　F-1-17．特定Fターム分類5H730FD01の出願人別公開件数

　ランキング(上位50)

　F-1-18．特定Fターム分類5H730AS01の出願人別公開件数

　ランキング(上位50)

F-2．特定特許分類分析（2）

　F-2-1．特定Fターム分類5H730AS関連の出願人別公開件数

　ランキング(上位50)

　F-2-2．特定Fターム分類5H730BB関連の出願人別公開件数

　ランキング(上位50)

　F-2-3．特定Fターム分類5H730DD関連の出願人別公開件数

　ランキング(上位50)

　F-2-4．特定Fターム分類5H730FD関連の出願人別公開件数

　ランキング(上位50)

　F-2-5．特定Fターム分類5H730AS関連の公開件数グロスランキング

　F-2-6．特定Fターム分類5H730BB関連の公開件数グロスランキング

　F-2-7．特定Fターム分類5H730DD関連の公開件数グロスランキング

　F-2-8．特定Fターム分類5H730FD関連の公開件数グロスランキング

　F-2-9．特定Fターム分類5H730AS関連の公開件数の推移（年次）

　F-2-10．特定Fターム分類5H730BB関連の公開件数の推移（年次）

　F-2-11．特定Fターム分類5H730DD関連の公開件数の推移（年次）

　F-2-12．特定Fターム分類5H730FD関連の公開件数の推移（年次）

　F-2-13．特定Fターム分類5H730AS関連と5H730BB関連との

　公開件数相関

　F-2-14．特定Fターム分類5H730AS関連と5H730DD関連との

　公開件数相関

　F-2-15．特定Fターム分類5H730AS関連と5H730FD関連との

　公開件数相関

　F-2-16．特定Fターム分類5H730BB関連と5H730DD関連との

　公開件数相関

　F-2-17．特定Fターム分類5H730BB関連と5H730FD関連との

　公開件数相関

　F-2-18．特定Fターム分類5H730DD関連と5H730FD関連との

　公開件数相関

　F-2-19．特定Fターム分類5H730AS関連と上位20出願人との

　公開件数相関

　F-2-20．特定Fターム分類5H730BB関連と上位20出願人との

　公開件数相関

　F-2-21．特定Fターム分類5H730DD関連と上位20出願人との

　公開件数相関

　F-2-22．特定Fターム分類5H730FD関連と上位20出願人との

　公開件数相関

　F-2-23．特定Fターム分類5H730AS関連の公開件数伸長率変遷

　F-2-24．特定Fターム分類5H730BB関連の公開件数伸長率変遷

　F-2-25．特定Fターム分類5H730DD関連の公開件数伸長率変遷

　F-2-26．特定Fターム分類5H730FD関連の公開件数伸長率変遷

G．キーワード分析

G-1．キーワード別公開件数ランキング（上位100）

G-2．キーワード別出現・消失状況（最近80、公開件数10件以上）

G-3．キーワード別公開件数の伸長率（上位50、件数差15件以上）

G-4．目的・効果系キーワードの公開件数の推移（年次）と比率

G-5．目的・効果系キーワードの出願人数の推移（累計）

G-6．目的・効果系キーワードの新規発明者数の推移（累計）

G-7．目的・効果系キーワードの公開件数の伸びと構成率比較

H．直近２年間の動向分析（2012年9月～2014年8月）

H-1．出願人別公開件数ランキング（上位20）

H-2．出願人別公開件数占有率（上位20）

H-3．FIサブグループ分類別公開件数ランキング（上位20）

H-4．FIサブグループ分類1位H02M3/155と他分類との相関（上位20）

H-5．Fターム分類別公開件数ランキング（上位20）

H-6．Fターム分類1位5H730DD04と他分類との相関（上位20）

H-7．上位20出願人と上位20FIサブグループ分類との公開件数相関

H-8．上位20出願人と上位20Fターム分類との公開件数相関

I．弁理士（特許事務所）の動向分析

I-1．弁理士（特許事務所）別公開件数ランキング（上位40）

I-2．弁理士（特許事務所）別公開件数の推移（上位40、年次）

I-3．上位40弁理士（特許事務所）と上位20FIメイングループ分類との

　公開件数相関

I-4．上位40弁理士（特許事務所）と上位40出願人との公開件数相関

2． パテントチャート編

(1)住友電装の時系列チャート分析（2010年～2014年8月）

(2)横河電機の時系列チャート分析（2010年～2014年8月）

(3)住友電装の上位3Fタームテーマコード分類と上位3発明者の

　マトリクスチャート分析（2010年～2014年8月）

(4)横河電機の上位3Fタームテーマコード分類と上位3発明者の

　マトリクスチャート分析（2010年～2014年8月）

(5)横河電機のFタームテーマコード5H730の技術分類マトリクス

　チャート

(6)沓掛昌俊（横河電機）の公報2件のサイテーションマップ

3．　総括コメント

＜参考資料＞

【資料1】出願人統合リスト

【資料2】トヨタ自動車の2011年～2014年8月における全公報190件の

審査権利状況リスト

【資料3】パテントマップ・パテントチャートの種別と見方
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序論～バイオミメティクス研究の概要

　　　　＜第1編 観察（見る/観る）＞
第1章 ハイスピードカメラによる昆虫の翅の展開・収納
　　　動作の解析
第2章 生物規範飛行システムを観て模倣する
第3章 昆虫SEM写真をもとにした画像データベース
　　　構築の試み
第4章 ナノ重合膜（NanoSuitR法）による生きた状態
　　　での生物の高解像度電子顕微鏡観察
第5章 マイクロフォーカスX線CTシステムを用いた生
　　　物の構造観察事例紹介

＜第2編 計測・分析・イメージング（測る/計る/量る）＞
第1章 表面化学修飾を中心とした表面改質技術の
　　　開発とそのトライボロジー特性への効果
第2章 昆虫体表面の摩擦力測定～微細構造と摩擦
　　　の関係
第3章 イルカやコウモリのエコーロケーションとその応
　　　用技術
第4章 イメージング質量顕微鏡で分かる高解像度質
　　　量分析イメージングの世界
第5章 ダイズ葉毛茸のハスモンヨトウ抵抗性への寄与

本書は、バイオミメティクスのそれぞれのステップ～見る・測る・作る～で使用される具体的な機器類とその使い方および手法について、それらを用いての研究結果、開発成果を、具
体的な事例をもとにわかりやすく紹介する。バイオミメティクスの研究者の方には、他の研究者の方々の研究手法がさらなる研究のヒントになることを期待する。また、バイオミメティクス
の研究を新たに始めようという方には、バイオミメティクスの各段階の研究がどのように行われているのかを具体例によりご理解いただけるだろう。バイオミメティクスに興味のある幅広
い方にお勧めしたい1冊である。

第6章 コオロギ気流センサの機械設計の解析
第7章 砂漠の蟻のサーマルマネージメント
第8章 3D顕微鏡を用いた生物表面の三次元非破壊観察

　　　＜第3編 製造（作る/造る/創る）＞
第1章 モスアイ型無反射フィルム
第2章 生物の分泌／自己修復機能を模倣したバイオミ
　　　メティクス材料の開発
第3章 高機能ハイドロゲルの創製
第4章 バイオミネラルのメソクリスタル構造を模倣したリ
　　　チウムイオン電池材料の作製
第5章 ナノインプリントを用いた生体模倣機能性表面・
　　　材料の開発
第6章 藻類を鋳型とするバイオテンプレートプロセスと3
　　　次元機能材料
第7章 構造色の制御技術とその工学分野への応用
第8章 動かせるシワ構造の工学応用
第9章 ハニカムフィルムとその生産技術開発
第10章 飛行生物の翼を規範とした自己組織化微小シ
　　　　ワを有するポリマーフィルム　
第11章 機能性高分子ゲル

　＜第4編 海外動向・特許・国際標準化動向＞

第1章 バイオミメティクスの海外動向と今後の推進戦略
第2章 特許・論文から見るバイオミメティクスの研究開発動向
第3章 バイオミメティクス研究開発・実用化に関する国内
　　　企業動向
第4章 バイオミメティクス国際標準化WG1の状況
第5章 国際標準化Biomimetics ISO TC266WG2（バイ
　　　オミメティクス ワーキンググループ2） の取り組み
第6章 生物の順応的成長に学ぶ工業製品のデザイ ン手
　　　法が国際基準へ～ISO/TC266WG3の発足から
　　　京都会議まで
第7章 国際標準化の動向 ワーキンググループ4の取り組み

　　　　＜今後の展望・まとめ　下村政嗣＞

付 録
バイオミメティクス研究分野および使用機器・手法に関する
アンケートのまとめ
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