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NHK保有の特許権・実用新案権・意匠権（2011年度取得）技術

登 録 番 号 発　明　等　の　名　称 登録日

＜特許権＞
特04697534 仕込みマイクロホン 11. 3.11
特04700522 音声認識装置及び音声認識プログラム  3.11
特04705535 音響モデル作成装置及び音声認識装置並びに音響モデル作成プログラム  3.18
特04705610 磁気テープ再生装置  3.18
特04708177 データベース管理方法および個人情報管理システム  3.25
特04707006 トラッキング制御装置及びそのプログラム，並びに，非周期外乱推定装置及びそのプログラム  3.25
特04709671 知識メタデータ生成装置及び知識メタデータ生成プログラム  3.25
特04707996 フレキシブルディスプレイ及びその製造方法  3.25
特04714044 カラー画像信号符号化装置  4. 1
特04714068 色補正装置  4. 1
特04714074 伝送装置，送信装置及び受信装置  4. 1
特04713257 データ記憶装置及びバージョン管理プログラム  4. 1
特04712495 走査変換装置及びプログラム  4. 1
特04714543 伝送制御信号受信回路，伝送制御信号受信機及びそれを用いた地上デジタルテレビジョン放送受信機  4. 1
特04714015 デジタル放送システムにおけるロケーション解決サーバ  4. 1
特04714636 移動受信装置及びその作動方法  4. 1
特04714172 ファイル受信装置およびファイル受信プログラム  4. 1
特04714036 カメラ雲台付き移動台車  4. 1
特04714647 カット点検出装置及びカット点検出プログラム  4. 1
特04719102 伝搬パス推定装置及びパスダイバーシチ受信装置  4. 8
特04719106 撮像装置  4. 8
特04719229 ダイバシティ受信システム  4. 8
特04723541 画像符号化装置  4.15
特04728932 放送用システムおよび放送番組管理方法  4.22
特04726859 台詞表示装置  4.22
特04729651 認証装置，認証方法およびその方法を実装した認証プログラム  4.22
特04726440 有機又は無機トランジスタ及びその製造方法並びに画像表示装置  4.22
特04728706 番組制作管理サーバ，番組端末，番組制作管理プログラム，及び番組制作プログラム  4.22
特04728717 自律ストレージ装置，自律ストレージシステム，分散ストレージシステム，負荷分散プログラム及び

負荷分散方法
 4.22

特04728754 コンテンツ送信装置およびコンテンツ送信プログラム，並びに，コンテンツ受信装置およびコンテン
ツ受信プログラム

 4.22

特04728789 コンテンツ配信装置およびコンテンツ受信装置  4.22
特04728795 人物オブジェクト判定装置及び人物オブジェクト判定プログラム  4.22
特04728825 立体像表示装置  4.22
特04728841 提示情報出力装置  4.22
特04729011 要素画像群変換装置，立体像表示装置及び要素画像群変換プログラム  4.22
特04731522 特徴量生成装置，要約映像検出装置，及びプログラム  4.28
特04732178 個人情報の開示経路閲覧システムおよびその開示経路検証方法  4.28
特04733418 メタデータ追記装置およびメタデータ追記プログラム  4.28
特04733448 視差生成装置及び視差生成プログラム  4.28
特04733497 コンテンツ配信装置，ライセンス発行装置，課金装置およびコンテンツ視聴端末，ならびに，ライセ

ンス要求生成プログラム
 4.28

特04733657 防振装置  4.28
特04731881 撮像素子及びそれを用いた撮像装置  4.28
特04734080 チャンネル推定補正を行うOFDM受信装置  4.28
特04731442 スケルチ装置  4.28
特04733651 位置検出装置，位置検出方法，及び位置検出プログラム  4.28
特04734301 量子化誤差低減装置  4.28
特04741208 音声合成用読み上げテキストデータ選択プログラムおよび音声合成用読み上げテキストデータ選択装

置
 5.13

特04740574 ライセンス情報生成装置及びそのプログラム，配信コンテンツ生成装置及びそのプログラム，コンテ
ンツ復号装置及びそのプログラム，並びに，コンテンツ復号方法

 5.13

特04740581 アナログ電子透かし埋め込み装置及びそのプログラム，並びに，アナログ電子透かし検出装置及びそ
のプログラム

 5.13

特04740649 公開鍵証明書発行装置，公開鍵証明書発行システム，公開鍵証明書発行プログラムおよび公開鍵証明
書発行方法

 5.13

特04741318 コンテンツ変換装置，コンテンツ変換方法及びコンテンツ変換プログラム  5.13
特04741395 立体映像表示装置  5.13
特04741406 ノンリニア編集装置およびそのプログラム  5.13
特04740790 音声データ時間長調整装置およびそのプログラム  5.13
特04741424 画像表示情報変換装置および画像表示情報変換プログラム  5.13
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特04741434 CG合成装置およびCG合成プログラム  5.13
特04741452 言語モデル作成装置及び言語モデル作成プログラム並びに音声認識装置及び音声認識プログラム  5.13
特04741557 撮影ショット制御装置及び撮影ショット制御プログラム  5.13
特04741449 冷陰極，冷陰極アレイおよび電界放出型ディスプレイ  5.13
特04740769 画像歪補正装置  5.13
特04740069 回り込みキャンセラ  5.13
特04741200 有機ELディスプレイ及びその製造方法  5.13
特04740784 液晶光変調器の製造方法，液晶光変調器および液晶表示装置  5.13
特04744707 平面型撮像装置および平面型撮像装置の製造方法  5.20
特04744097 画像入力装置  5.20
特04746448 データ伝送システム及び放送用映像伝送システム  5.20
特04746287 電界放出型表示装置の駆動装置及びその駆動方法  5.20
特04746498 単一指向性マイクロホン  5.20
特04746406 個人情報保護システム，その署名鍵更新方法および個人情報収集方法，鍵管理装置および鍵生成プロ

グラム，署名鍵生成装置および署名鍵生成プログラム，個人情報管理装置および個人情報収集プログ
ラム，ならびに，コンテンツ復号化装置および個人情報管理プログラム

 5.20

特04743743 ゾルゲル導電性ガラス，及びそれを用いた光機能素子  5.20
特04750466 機器の取付装置  5.27
特04749996 ホログラム記録再生装置  5.27
特04754359 サービス配信システム  6. 3
特04754204 電子透かし埋込装置  6. 3
特04754422 距離情報出力装置及び 3次元形状復元装置  6. 3
特04758677 伝送制御信号受信機及びそれを用いた地上デジタルテレビジョン放送受信機  6.10
特04758776 リモコン操作情報生成装置及びデジタル放送受信機  6.10
特04758919 音声認識装置及び音声認識プログラム  6.10
特04758758 辞書作成装置および辞書作成プログラム  6.10
特04758808 多重化装置，多重化方法および多重化プログラム  6.10
特04758842 映像オブジェクトの軌跡画像合成装置，映像オブジェクトの軌跡画像表示装置およびそのプログラム  6.10
特04762942 デジタルデータ伝送システム，送信アダプタ装置及び受信アダプタ装置  6.17
特04762176 音声認識装置および音声認識プログラム  6.17
特04764210 単一光子発生装置  6.17
特04763973 冷陰極素子及びその製造方法  6.17
特04764065 画像表示制御装置，ディスプレイ装置及び画像表示方法  6.17
特04763413 画像改善装置  6.17
特04764328 発光素子及び表示装置  6.17
特04764386 衛星/地上放送信号変換装置および地上デジタル放送中継装置  6.17
特04764397 空間光変調素子  6.17
特04764203 音声認識装置及び音声認識プログラム  6.17
特04764332 パラメータ情報作成装置及びパラメータ情報作成プログラム，並びに，イベント検出装置及びイベン

ト検出プログラム
 6.17

特04764362 イベント判別装置及びイベント判別プログラム  6.17
特04762186 OFDM受信装置  6.17
特04768146 撮像装置  6.24
特04768367 立体画像撮像装置及び立体画像表示装置  6.24
特04769168 ノンリニア編集装置及びノンリニア編集方法  6.24
特04769079 カメラ情報解析装置  6.24
特04769286 かな漢字変換装置およびかな漢字変換プログラム  6.24
特04772012 静止画抽出装置及び静止画抽出プログラム  7. 1
特04773995 階層判定装置，階層判定方法及び階層判定プログラム  7. 1
特04774388 SSB信号受信装置  7. 1
特04778468 識別情報推定装置及び識別情報推定プログラム  7. 8
特04778302 対話型コンテンツ提示装置及び対話型コンテンツ提示プログラム  7. 8
特04778344 対話型コンテンツ提示装置及び対話型コンテンツ提示プログラム  7. 8
特04776505 画像符号化装置，画像復号装置及び画像処理プログラム  7. 8
特04776526 画像処理装置  7. 8
特04778381 冷陰極素子及びその製造方法  7. 8
特04778402 休止時間長算出装置及びそのプログラム，並びに音声合成装置  7. 8
特04783090 光増幅器  7.15
特04783475 光増幅器  7.15
特04782023 動画像データ復号装置，及びプログラム  7.15
特04783337 MIMO受信装置  7.15
特04783159 コンテンツ蓄積装置およびコンテンツ再生装置，並びに，コンテンツ蓄積プログラムおよびコンテン

ツ再生プログラム
 7.15

特04783164 情報提供サーバ，視聴端末，情報提供プログラム，及び回答データ取得プログラム  7.15
特04783215 送信装置，受信装置，送信プログラム，及び受信プログラム  7.15
特04782739 ディスク装置  7.15
特04780733 デジタル放送受信装置及び関連情報提示プログラム  7.15
特04783676 画像処理装置及び画像処理プログラム  7.15
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特04783724 地上デジタル放送用TS切替器及び方法  7.15
特04781301 符号化側動き補償装置及び復号側動き補償装置  7.15
特04785769 符号化装置及び符号化プログラム  7.22
特04784469 光源自動切替装置  7.22
特04784470 調光装置  7.22
特04787798 データ出力装置，形式変換装置，データ提供装置およびそれらのプログラム  7.22
特04787424 映像オブジェクト検出・追跡装置  7.22
特04787681 画像合成装置および画像合成プログラム  7.22
特04790774 デジタル放送受信装置  7.29
特04791754 立体像提示装置  7.29
特04791567 デジタル放送受信装置  7.29
特04790298 良溶解性イリジウム錯体及び有機EL素子  7.29
特04789189 緊急警報信号受信装置および方法  7.29
特04791857 発話区間検出装置及び発話区間検出プログラム  7.29
特04791906 コンテンツ管理サーバ，コンテンツ提示装置，コンテンツ管理プログラム，及びコンテンツ提示プロ

グラム
 7.29

特04791945 磁気光学式空間光変調器  7.29
特04791511 デジタル放送受信信号評価装置，評価方法及び評価プログラム  7.29
特04792011 光ヘッドおよび光ディスク用記録再生装置  7.29
特04796460 音声認識装置及び音声認識プログラム  8. 5
特04796377 コンテンツ提供サーバ及びコンテンツ提供プログラム  8. 5
特04796466 コンテンツ管理サーバ，コンテンツ提示装置，コンテンツ管理プログラム，及びコンテンツ提示プロ

グラム
 8. 5

特04796525 多次元ラベリング装置，多次元ラベリングシステム及び多次元ラベリングプログラム  8. 5
特04792602 情報通信装置，情報通信方法及びプログラム  8. 5
特04802026 データ放送のオブジェクト選択装置  8.12
特04801251 映像/音声ずれ補正方法及び装置  8.12
特04801515 スクランブル鍵管理装置，スクランブル鍵管理情報送信装置，スクランブル鍵出力管理方法，スクラ

ンブル鍵管理プログラム，ライセンス情報管理装置，ライセンス管理情報送信装置，ライセンス情報
出力管理方法及びライセンス情報管理プログラム

 8.12

特04806640 光伝送装置  8.19
特04806367 経路選択装置  8.19
特04806444 デジタル放送受信装置  8.19
特04803752 誤り訂正符号化装置及びそのプログラム，並びに，誤り訂正復号化装置及びそのプログラム  8.19
特04809723 ユーザ認証サーバ，ユーザ管理サーバ，ユーザ端末，ユーザ認証プログラム，ユーザ管理プログラム

及びユーザ端末プログラム
 8.26

特04809736 データベース管理装置及びデータベース管理プログラム  8.26
特04809756 ホログラムデータ領域特定装置及びホログラムデータ領域特定プログラム  8.26
特04809857 関連文書選択出力装置及びそのプログラム  8.26
特04809049 熱伝導率の測定方法  8.26
特04809875 地上デジタル放送回線干渉評価装置，評価方法及び評価プログラム  8.26
特04814868 TMCC信号受信装置  9. 2
特04813456 映像編集装置及び映像編集プログラム  9. 2
特04814506 画像表示装置  9. 2
特04814768 データ伝送装置  9. 2
特04814809 データ送信装置及びそのプログラム  9. 2
特04814615 コンテンツ暗号化装置，その方法およびそのプログラム，ならびに，コンテンツ復号化装置，その方

法およびそのプログラム
 9. 2

特04812117 コンテンツ暗号化装置及びそのプログラム，並びに，コンテンツ復号装置及びそのプログラム  9. 2
特04814863 パケット送信装置及びパケット送信プログラム  9. 2
特04814864 パケット多重化装置及びパケット多重化プログラム  9. 2
特04819930 撮影レンズのオートフォーカス装置  9. 9
特04820855 コンテンツ視聴システム  9. 9
特04820132 状態推定装置及びそのプログラム，並びに，統合状態推定システム及び統合状態推定装置  9. 9
特04820187 立体画像撮像表示システム，立体画像撮像装置および立体画像生成装置  9. 9
特04820240 単語分類装置及び音声認識装置及び単語分類プログラム  9. 9
特04820387 ダイバーシティ受信装置  9. 9
特04823982 パネル型扇形ビームアンテナユニット及び 4面合成無指向性アンテナ装置  9.16
特04824970 番組情報提供システム  9.16
特04825189 デジタルデータ伝送システム  9.16
特04825227 画像復号装置及び画像処理プログラム  9.16
特04823279 地上デジタル放送回線品質評価装置，評価方法及び評価プログラム  9.16
特04827685 3 次元形状復元装置  9.22
特04829867 画像符号化装置及び画像復号装置  9.22
特04829953 OFDM伝送方式におけるキャリアの配置方法  9.22
特04829604 冷陰極アレイ及びこれを用いた電界放出型ディスプレイ  9.22
特04829605 音声合成装置および音声合成プログラム  9.22
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特04829627 位置ずれ検出装置，位置ずれ補正装置及び表示装置  9.22
特04829646 位置調整装置及び表示装置  9.22
特04829723 コンテンツ抽出装置及びコンテンツ抽出プログラム  9.22
特04829805 局側装置及び加入者側装置  9.22
特04829840 アンテナ装置  9.22
特04829924 立体画像変換装置およびそのプログラム  9.22
特04829992 受信状態情報収集装置，そのプログラム，及び，受信状態情報収集システム  9.22
特04829728 電気機器起動装置及び電気機器システム  9.22
特04829737 個人情報保護システム，鍵管理装置および鍵生成プログラム，署名鍵生成装置および署名鍵生成プロ

グラム，個人情報管理装置および個人情報収集プログラム，ならびに，受信端末および個人情報管理
プログラム

 9.22

特04829819 単語分類装置および単語分類プログラム  9.22
特04829850 光変調器，表示装置，ホログラフィー装置，及びホログラム記録装置  9.22
特04828479 合成画像生成装置および合成画像生成プログラム  9.22
特04829849 OFDM信号合成用受信装置および中継装置  9.22
特04833304 撮像装置  9.30
特04833144 マルチパス到来方向測定装置  9.30
特04832027 液晶光変調器およびそれを用いた液晶表示装置  9.30
特04831760 3 次元情報検出方法及びその装置  9.30
特04834645 ロボットカメラパラメータ算出装置，被写体情報算出装置，ロボットカメラパラメータ算出プログラ

ム及び被写体情報算出プログラム
 9.30

特04834013 送信装置，送信プログラム，受信装置及び受信プログラム  9.30
特04839095 リングライト  10. 7
特04838747 明細管理システム及びプログラム  10. 7
特04839058 音声合成装置および音声合成プログラム  10. 7
特04839385 データ受信装置  10. 7
特04839386 データ受信装置及びそのプログラム  10. 7
特04843544 3 次元画像補正方法及びその装置  10.14
特04843640 立体情報生成装置および立体情報生成プログラム  10.14
特04842892 送信装置，及び送信方法  10.14
特04843638 放送受信状況調査支援装置および放送受信状況調査支援プログラム  10.14
特04843400 高速撮像装置  10.14
特04843528 動画像空間解像度拡大装置および動画像空間解像度拡大プログラム  10.14
特04848313 信号多重装置  10.21
特04846346 コンテンツ・広告管理サーバ，広告主端末，クライアント端末，コンテンツ・広告管理プログラム，

広告登録プログラム，及びコンテンツ取得プログラム
 10.21

特04845575 類似性評価装置及びプログラム  10.21
特04845773 全端末からの全発信接続数を推定するシステム  10.21
特04846655 位相調整型電力分配装置およびそれを用いた自動整合装置  10.21
特04847880 コンテンツ共有制御装置及びコンテンツ共有被制御装置，並びに，コンテンツ共有制御プログラム及

びコンテンツ共有被制御プログラム
 10.21

特04846674 静止画抽出装置及び静止画抽出プログラム  10.21
特04846265 表示装置用素子基板及びその製造方法  10.21
特04852448 誤り傾向学習音声認識装置及びコンピュータプログラム  10.28
特04856478 マトリクス型ディスプレイ駆動装置，それを用いた電界放出型ディスプレイ，およびプラズマディス

プレイパネル
 11. 4

特04854496 デジタルデータの送信装置  11. 4
特04854529 OFDM受信装置  11. 4
特04855348 符号化器及び復号器，並びに送信装置及び受信装置  11. 4
特04856608 送信装置及び受信装置，並びに送信方法  11. 4
特04854795 伝送制御信号受信機及びそれを用いた地上デジタルテレビジョン放送受信機  11. 4
特04856553 撮像装置  11. 4
特04856573 要約文生成装置及び要約文生成プログラム  11. 4
特04854156 リンクマークの位置情報の伝送方法と，その表示方法及びシステム  11. 4
特04859112 YC分離型映像信号変換装置及びそれを用いた映像表示装置  11.11
特04866946 ニュース話題タイトル抽出装置及びニュース原稿インデックス付与装置  11.18
特04863913 ホログラム再生装置およびホログラム記録再生装置  11.18
特04863947 変調テーブルの最適解探索方法，およびその変調テーブルを搭載したホログラム情報記録再生装置  11.18
特04864156 地上デジタルテレビジョン放送における緊急速報の送信装置，及び伝送システム  11.18
特04866028 電界放出型ディスプレイ及びその駆動方法  11.18
特04865469 コンテンツ制作サーバ，コンテンツ提示装置，コンテンツ制作プログラム，及びコンテンツ提示プロ

グラム
 11.18

特04866065 クロマキー装置  11.18
特04866121 要素画像群撮像装置及び立体像表示装置  11.18
特04863807 匿名課金システム，並びに，コンテンツ視聴装置，視聴料金集計装置，視聴料金復号装置及びコンテ

ンツ配信装置
 11.18

特04866227 自動追尾撮影装置  11.18
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特04866301 頭部伝達関数補間装置  11.18
特04866380 CG画像確認システム  11.18
特04866319 デジタルデータの伝送システム，送信装置，受信装置，電力測定装置，コマンド信号送信装置，およ

びその方法
 11.18

特04869268 音響モデル学習装置およびプログラム  11.25
特04871342 ヘッドエンド装置  11.25
特04870990 映像分析装置，視覚刺激危険度判定プログラム及び映像分析システム  11.25
特04869859 パイロット信号受信機  11.25
特04871200 映像合成装置および映像合成プログラム  11.25
特04871785 放送TS切替装置，メモリ装置及び放送TS切替システム  11.25
特04871230 衛星/地上放送信号変換抽出装置および特定セグメント連結中継装置  11.25
特04871334 OFDM信号合成用受信装置  11.25
特04875423 スイッチ装置  12. 2
特04875432 冷陰極素子の製造方法及びこれを用いた冷陰極素子  12. 2
特04875481 暗号化情報生成装置及びそのプログラム，秘密鍵生成装置及びそのプログラム，配信用コンテンツ生

成装置及びそのプログラム，並びに，コンテンツ復号装置及びそのプログラム
 12. 2

特04875680 三次元情報統合装置および三次元情報統合プログラム  12. 2
特04881355 LDPC符号の符号化器及び復号器，並びにプログラム，送信装置及び受信装置  12. 9
特04880715 デジタルデータの受信装置  12. 9
特04881061 コンテンツ受信装置およびコンテンツ受信プログラム  12. 9
特04881282 トリミング処理装置およびトリミング処理プログラム  12. 9
特04881178 走行距離映像生成装置及び走行距離映像生成プログラム  12. 9
特04880923 表示装置  12. 9
特04881131 ミキシングバランス表示装置及びミキシングバランス表示プログラム  12. 9
特04881175 シンチレータおよび平面型X線画像検出装置  12. 9
特04881238 偏光付加映像表示装置  12. 9
特04881272 顔画像検出装置，顔画像検出方法，及び顔画像検出プログラム  12. 9
特04881335 スパッタ装置  12. 9
特04886419 立体像表示装置  12.16
特04886479 動きベクトル補正装置，動きベクトル補正プログラム，補間フレーム生成装置及び映像補正装置  12.16
特04883701 コンテンツ復号装置，その方法及びそのプログラム  12.16
特04886661 カメラパラメータ推定装置およびカメラパラメータ推定プログラム  12.16
特04886663 動画像用ノイズ低減装置及び動画像用ノイズ低減プログラム  12.16
特04886721 立体撮像装置および立体表示装置  12.16
特04886765 ファイル送信装置及びファイル受信装置  12.16
特04885569 スタイルシート生成装置及びスタイルシート生成プログラム  12.16
特04886645 仮想顔モデル変形装置及び仮想顔モデル変形プログラム  12.16
特04886707 オブジェクト軌道識別装置，オブジェクト軌道識別方法，及びオブジェクト軌道識別プログラム  12.16
特04886736 OFDM信号合成用受信装置および中継装置  12.16
特04886242 ダウンミックス装置およびダウンミックスプログラム  12.16
特04892088 地上デジタルテレビジョン放送における緊急速報を送信する送信装置，及び伝送システム  12.22
特04889403 TV法を用いた画像符号化装置及び復号化装置  12.22
特04889228 電界放出型表示装置  12.22
特04889327 液晶光変調器，その製造方法および液晶表示装置  12.22
特04891737 知識メタデータ生成装置，ダイジェスト生成装置，知識メタデータ生成プログラム，及びダイジェス

ト生成プログラム
 12.22

特04891893 回り込みキャンセラ  12.22
特04891938 圧縮符号化前置処理装置及び圧縮符号化前置処理プログラム  12.22
特04890307 映像伝送システム，送信装置，及び受信装置  12.22
特04903026 遅延プロファイル解析回路及びそれを用いた装置 12. 1.13
特04903170 触覚情報表示装置  1.13
特04902274 暗号化コンテンツ作成装置およびそのプログラム，ならびに，コンテンツ復号化装置およびそのプロ

グラム
 1.13

特04903028 コンテンツ送信装置，コンテンツ受信装置，コンテンツ送信方法及びコンテンツ送信プログラム  1.13
特04902378 混合モデル初期値算出装置及び混合モデル初期値算出プログラム  1.13
特04902564 マーカ検出識別装置およびそのプログラム  1.13
特04904316 特定シーン抽出装置及び特定シーン抽出プログラム  1.13
特04900915 コンテンツ配信方法および装置  1.13
特04906274 メタデータ統合装置及びメタデータ統合プログラム  1.20
特04906552 メタ情報付加装置及びメタ情報付加プログラム  1.20
特04909158 サービス案内提供装置及びそのプログラム  1.20
特04906588 特定動作判定装置，リファレンスデータ生成装置，特定動作判定プログラム及びリファレンスデータ

生成プログラム
 1.20

特04906615 ピッチショット検出システム，参照ピッチショット画像選定装置及び参照ピッチショット画像選定プ
ログラム

 1.20

特04909200 人間関係グラフ生成装置及びコンテンツ検索装置，並びに，人間関係グラフ生成プログラム及びコン
テンツ検索プログラム

 1.20
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特04906633 地上/衛星放送信号変換装置および送信システム  1.20
特04909231 地上デジタル放送波受信装置  1.20
特04906683 カメラパラメータ推定装置およびカメラパラメータ推定プログラム  1.20
特04914255 サービス提供方法，および，属性情報管理装置，サービス提供装置，ユーザ端末ならびにそれらのプ

ログラム
 1.27

特04914298 同一チャネル干渉測定装置  1.27
特04914321 地上デジタル放送波受信装置  1.27
特04916474 ワンセグ信号用放射装置の構造  2. 3
特04917920 コンテンツ生成装置及びコンテンツ生成プログラム  2. 3
特04917917 コンテンツ生成装置及びコンテンツ生成プログラム  2. 3
特04922095 感情表現抽出処理装置及びプログラム  2.10
特04921798 電子チケット利用端末および携帯端末  2.10
特04921899 暗号化装置，復号化装置及び暗号鍵更新方法  2.10
特04922225 音声認識装置及び音声認識プログラム  2.10
特04921543 トリミング制御装置及びトリミング制御プログラム  2.10
特04921775 記録媒体変形測定装置，変形量解析装置及び記録媒体変形測定方法  2.10
特04922093 マーカ検出装置およびマーカ検出プログラム  2.10
特04922211 音響信号変換装置，その方法及びそのプログラム  2.10
特04922234 立体情報生成装置および立体情報生成プログラム  2.10
特04922910 再送信装置，再変調装置及び放送システム  2.10
特04929048 コンテンツ配信サービスシステム  2.17
特04926024 デジタルデータの送信装置および伝送制御方法  2.17
特04928573 デジタル伝送方式の復号器及び受信装置  2.17
特04928645 送信装置及び受信装置  2.17
特04927464 広告配信システム，広告制作装置，コンテンツ制作エンジン制作装置，台本制作装置，視聴装置，及

び広告配信プログラム
 2.17

特04928193 顔画像認識装置及び顔画像認識プログラム  2.17
特04928514 音声認識装置及び音声認識プログラム  2.17
特04928177 音像形成装置  2.17
特04925424 遅延プロファイル測定装置  2.17
特04928227 スクランブル装置，スクランブル関連情報多重化方法およびスクランブル関連情報多重化プログラム，

ならびに，デスクランブル装置
 2.17

特04928476 立体像生成装置，その方法およびそのプログラム  2.17
特04928525 受信装置  2.17
特04933832 発光素子  2.24
特04932435 コンテンツ提供サーバ及びコンテンツ提供プログラム  2.24
特04933782 フリッカ映像検出装置，フリッカ映像検出プログラム，映像表示装置及びフリッカ検出方法  2.24
特04933118 文章区間抽出装置及びプログラム  2.24
特04933808 自動文対応付け装置及び自動文対応付けプログラム並びにこれらに用いられる訳語辞書の作成装置  2.24
特04933837 時分割表示装置および映像撮影システム  2.24
特04934090 番組登場人物抽出装置及び番組登場人物抽出プログラム  2.24
特04934094 スポーツ映像送出装置  2.24
特04938748 画像認識装置及びプログラム  3. 2
特04939155 共有暗号鍵生成装置およびそのプログラム  3. 2
特04939520 一方向伝送路に用いる送信端末，受信端末及び伝送システム  3. 2
特04939347 対訳表現アラインメント装置およびそのプログラム  3. 2
特04939477 多素子空間光変調器  3. 2
特04939502 磁気光学式空間光変調器および磁気光学式撮像装置  3. 2
特04939149 多素子空間光変調器およびこれを備えた映像表示装置  3. 2
特04936959 ホログラム情報記録再生方法，ならびにホログラム情報記録再生装置，ホログラム情報記録装置，お

よびホログラム情報再生装置
 3. 2

特04939489 磁気光学式空間光変調器  3. 2
特04937211 静止画抽出装置及び静止画抽出プログラム  3. 2
特04944494 静電容量型センサ  3. 9
特04941912 符号データ特定装置及びそのプログラム，並びに，フィンガープリント検出装置及びそのプログラム  3. 9
特04944708 ループアンテナ  3. 9
特04950133 受信エラー補完型受信機及びプログラム  3.16
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ア メ リ カ

7937407 アクセス制御方法，アクセス制御システム，メタデータ制御機，及び送信系装置 11. 5. 3
8000220 デジタルデータ送信装置及びデジタルデータ受信装置  8.16
8026971 可視光・赤外光撮影光学系  9.27
8044596 電子放出素子及び表示素子 10.25
8077576 記録／再生装置及び記録／再生方法 12.13

イ ギ リ ス 2154165 燐光発光性化合物，燐光発光性組成物及び有機発光素子 10.19
イ タ リ ア C08F226/02 燐光発光性化合物，燐光発光性組成物及び有機発光素子 10.19
オーストラリア 2007207861 3 次元音響パンニング装置  9.22
オ ラ ン ダ 500059379 燐光発光性化合物，燐光発光性組成物及び有機発光素子 10.19
ス ペ イ ン 300047918 燐光発光性化合物，燐光発光性組成物及び有機発光素子 10.19
ド イ ツ 60241386.9 燐光発光性化合物，燐光発光性組成物及び有機発光素子 10.19
フ ラ ン ス 3J158490 燐光発光性化合物，燐光発光性組成物及び有機発光素子 10.19

韓 国 10-1054950 記録／再生装置及び記録／再生方法  8. 1
10-1059181 暗号化装置，復号装置，ライセンス発行装置，及びコンテンツデータ生成方法  8.18


