
 

 

海外における温室効果ガス・二酸化炭素の回収技術動向をウォッチ  

地球温暖化により温室効果ガス・二酸化炭素の削減が求

められています。3 月 5 日に経済産業省より発表された

「Cool Earth － エネルギー革新技術計画」では CO2

回収・貯留技術が重点的に取り組むべきエネルギー革新

技術として取り上げられました。右に示した 2005 年発

行分の上位出願人ランキングを見ると 10 社中 4 社が海

外企業・研究機関となっています。本 SDI では二酸化

炭素回収技術の海外特許を毎月お届けします。中韓台や

欧州といった非英語圏の国々の特許も DWPI 独自の英

文抄録で毎月チェックすることが可能です。 

◆ 2005 年公開分の出願人ランキング 
1. 東芝 
2. トヨタ自動車 
3. 三菱重工業 
4. BASF AG 
5. 産業技術総合研究所 
6. INST FRANCAIS DU PETROLE 
7. AIR PROD & CHEM INC 
8. PRAXAIR TECHNOLOGY INC 
9. 関西電力 
10. 新日本製鐵  

 
SDI の概要・データベース DWPI の特徴 

[SDI 概要] 
・ データベースは世界約 40 カ国の特許データを収録した Derwent World Patents Index(R)(以下 DWPI)を使用いたします 
・ NGB で設定した検索式を用いて、毎月 DWPI に新規掲載された Basic 特許(パテントファミリーの基礎となる出願)を出力 
・ SDI 対象国は日本以外の全 DWPI 収録国(米国、欧州、中韓台を始め主要 40 カ国をカバー) 
・ DWPI 抄録、特許リスト、出願人ランキングを簡易製本した上で毎月お届け 
・ 通常のカスタマイズ SDI と異なり固定料金制を採用(ご契約は 3 ヶ月、半年、1 年の 3 パターンよりご選択いただけます) 
[DWPI の特徴] 
・ 米国を始めヨーロッパ・アジアの主要国約 40 カ国の特許情報を収録 
・ DWPI タイトルおよび抄録は出願人が作成したものではなく、トムソン社の各分野の専門家が独自に作成(全収録特許を英語で標準化

しているため、ドイツ語・ロシア語・中国語・韓国語などの非英語特許も英文での内容確認が可能) 
・ 国際特許分類 IPC とは異なる DWPI 独自の分類・索引により高精度・高効率な検索が可能 

 
SDI 費用・仕様 

SDI テーマ NGB Prepared SDI 海外における二酸化炭素回収関連特許 
販売価格 03 ヶ月 毎月: 15,750 円(税込み) 06 ヶ月 毎月: 13,125 円(税込み) 
  12 ヶ月 毎月: 10,500 円(税込み)  ※2008 年 6 月に料金改定 
開始予定日 2008 年 4 月 14 日より (毎月第三月曜日発送) 
SDI 体裁 DWPI 抄録(紙)、特許リスト(紙)、出願人ランキング(紙・電子データ) 
備考  ・当 SDI ではデータベース DWPI を用います。DWPI の収録状況等の詳細につきましては、トムソンサイエンティフィッ

   クのウェブサイトよりご確認ください(URL< http://scientific.thomson.com/support/patents/coverage/ >) 
  ・検索式についてはお客様へは開示いたしませんのでご了承ください 

 
NGB Prepared SDI とは? 

NGB Prepared SDI とは、知的財産に特化したシンクタンクである日本技術貿易株式会社 IP 総研が現在注目を浴びている技術テーマ・企

業・地域を選択し、世界約 40 カ国の特許データを収録した Derwent World Patents Index(R)
を用いて毎月 1 回お届けするサービスです。通

常の SDI とは異なり固定料金制を採用しております。もちろん NGB Prepared SDI で設定していないテーマについては別途カスタマイズ

SDI にて対応させていただきます。 
(2008.03)

お問い合わせは ｜TEL: 03-6203-9265 ｜FAX: 03-6203-9486 ｜e-mail: anozaki＠ngb.co.jp 

発行: 日本技術貿易株式会社 IP 総研 技術第 5 グループ [IP アーキテクト] 窓口: 野崎 

NGB Prepared SDI 

海外における二酸化炭素回収関連特許 
日本技術貿易株式会社 IP 総研



 

 
 

  年  月  日

日本技術貿易株式会社 

IP 総研 技術第 5Gr. 行 

Fax. 03-6203-9486 

 

NGB Prepared SDI 申込書 

「海外における二酸化炭素回収関連特許」 
 

NGB Prepared SDI「海外における二酸化炭素回収関連特許」を申し込みます 

   □ サンプル送付希望 

お申込期間 □ 3 ヶ月  (15,750 円/月 [税込み] ) 

   □ 6 ヶ月  (13,125 円/月 [税込み] ) 

   □ 12 ヶ月  (10,500 円/月 [税込み]) 

 

 貴社名： 

 

 貴部署名および担当者名： 

 

 ご住所： 〒 

 

 ご住所(SDI お届け先)： 

 

 電話番号： 

 FAX 番号： 

 

 E-mail アドレス： 

 

 



 

 

エネルギー革新技術として注目を集めるヒートポンプの海外出願動向  

3 月 5 日に経済産業省より発表された「Cool Earth － 
エネルギー革新技術計画」に CO2 削減技術として取り

上げられた超高効率ヒートポンプ。特許出願数・技術開

発力で世界をリードしてきた日本ですが、右グラフに示

す通り、全世界のヒートポンプ関連特許における日本の

シェアが低下しており、中国や韓国からの特許出願が急

激に伸びていることが分かります。本 SDI では二酸化

炭素削減技術として注目を集めるヒートポンプ関連の

海外特許を毎月お届けします。中韓台や欧州といった非

英語圏の国々の特許も DWPI 独自の英文抄録で毎月チ

ェックすることが可能です。 

ヒートポンプ関連特許: 国籍別レコード数分布
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SDI の概要・データベース DWPI の特徴 

[SDI 概要] 
・ データベースは世界約 40 カ国の特許データを収録した Derwent World Patents Index(R)(以下 DWPI)を使用いたします 
・ NGB で設定した検索式を用いて、毎月 DWPI に新規掲載された Basic 特許(パテントファミリーの基礎となる出願)を出力 
・ SDI 対象国は日本以外の全 DWPI 収録国(米国、欧州、中韓台を始め主要 40 カ国をカバー) 
・ DWPI 抄録、特許リスト、出願人ランキングを簡易製本した上で毎月お届け 
・ 通常のカスタマイズ SDI と異なり固定料金制を採用(ご契約は 3 ヶ月、半年、1 年の 3 パターンよりご選択いただけます) 
[DWPI の特徴] 
・ 米国を始めヨーロッパ・アジアの主要国約 40 カ国の特許情報を収録 
・ DWPI タイトルおよび抄録は出願人が作成したものではなく、トムソン社の各分野の専門家が独自に作成(全収録特許を英語で標準化

しているため、ドイツ語・ロシア語・中国語・韓国語などの非英語特許も英文での内容確認が可能) 
・ 国際特許分類 IPC とは異なる DWPI 独自の分類・索引により高精度・高効率な検索が可能 

 
SDI 費用・仕様 

SDI テーマ NGB Prepared SDI 海外におけるヒートポンプ関連特許 
販売価格 03 ヶ月 毎月: 63,000 円(税込み) 06 ヶ月 毎月: 57,750 円(税込み) 
  12 ヶ月 毎月: 47,250 円(税込み)  ※2008 年 6 月に料金改定 
開始予定日 2008 年 4 月 14 日より (毎月第三月曜日発送) 
SDI 体裁 DWPI 抄録(紙)、特許リスト(紙)、出願人ランキング(紙・電子データ) 
備考  ・当 SDI ではデータベース DWPI を用います。DWPI の収録状況等の詳細につきましては、トムソンサイエンティフィッ

   クのウェブサイトよりご確認ください(URL< http://scientific.thomson.com/support/patents/coverage/ >) 
  ・検索式についてはお客様へは開示いたしませんのでご了承ください 

 
NGB Prepared SDI とは? 

NGB Prepared SDI とは、知的財産に特化したシンクタンクである日本技術貿易株式会社 IP 総研が現在注目を浴びている技術テーマ・企

業・地域を選択し、世界約 40 カ国の特許データを収録した Derwent World Patents Index(R)
を用いて毎月 1 回お届けするサービスです。通

常の SDI とは異なり固定料金制を採用しております。もちろん NGB Prepared SDI で設定していないテーマについては別途カスタマイズ

SDI にて対応させていただきます。 
(2008.03)

お問い合わせは ｜TEL: 03-6203-9265 ｜FAX: 03-6203-9486 ｜e-mail: anozaki＠ngb.co.jp 

発行: 日本技術貿易株式会社 IP 総研 技術第 5 グループ [IP アーキテクト] 窓口: 野崎 

NGB Prepared SDI 

海外におけるヒートポンプ関連特許 
日本技術貿易株式会社 IP 総研



 

 
 

  年  月  日

日本技術貿易株式会社 

IP 総研 技術第 5Gr. 行 

Fax. 03-6203-9486 

 

NGB Prepared SDI 申込書 

「海外におけるヒートポンプ関連特許」 
 

NGB Prepared SDI「海外におけるヒートポンプ関連特許」を申し込みます 

   □ サンプル送付希望 

お申込期間 □ 3 ヶ月  (63,000 円/月 [税込み] ) 

   □ 6 ヶ月  (57,750 円/月 [税込み] ) 

   □ 12 ヶ月  (47,250 円/月 [税込み]) 

 

 貴社名： 

 

 貴部署名および担当者名： 

 

 ご住所： 〒 

 

 ご住所(SDI お届け先)： 

 

 電話番号： 

 FAX 番号： 

 

 E-mail アドレス： 

 

 


