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主な特許

登録番号 名称 発明者

EP特許1772944 モータ用ステータ 宮下 利仁，日置 洋

EP特許1732194 インダクタ型レゾルバ 岸 栄，牧内 一浩

EP特許1598920 永久磁石回転モータ 宮下 利仁，小野寺 悟
米国特許7919896 回転電機用ステータ 竹下 伊久男，宮入 茂徳
米国特許7928615 モールドモータ 宮下 利仁，日置 洋，知久 順一
米国特許7939980 モータ 三浦 幸夫，塩入 光明
米国特許7965009 モータ用回転子及びその製造方法 宮下 利仁，松下 孝，田中 憲仁
米国特許7969113 モータ制御装置 井出 勇治
米国特許8008831 回転電機用ステータ 竹下 伊久男，宮入 茂徳
米国特許8013485 電磁ブレーキ付きモータ 宮下 利仁，山口 政裕
米国特許8018746 並列運転インバータ装置 奥井 芳明
米国特許8022658 モータ制御装置及びモータの絶縁劣化検出方法 井出 勇治
米国特許8063523 回転電機用ステータ 大橋 正明，堀内 洋一，依田 泰志，中武 耕二
フィリピン特許1-2006-000556 軸流送風機 宮沢 昌嗣，小河原 俊樹，池田 智昭
フィリピン特許1-2007-000265 ブラシレスファンモータ 村上 直樹，栗林 宏光，石原 勝充
フィリピン特許1-2007-501692 軸流送風機 石原 勝充，大澤 穂波
韓国特許10-1062710 シリンダ型リニアモータ用可動子 唐 玉琪，杉田 聡
韓国特許10-1072854 リニアモータ 杉田 聡，三澤 康司
香港特許HK1112043 軸流送風機 石原 勝充，大澤 穂波
香港特許HK1112118 回転電気用ステータ 大橋 正明，中武 耕ニ，依田 泰志
台湾特許 I339705 軸流ファン装置及び発熱体冷却装置 渡辺 道徳，小河原 俊樹，丸山 晴久

台湾特許 I350139 電子部品冷却装置 池田 智昭，宮沢 昌嗣，飯島 雅之，上野 宏治，
共同発明：インテルコーポレイション

台湾特許 I356564 ファンモータ 工藤 愛彦，栗林 宏光，西沢 敏弥
中国特許ZL200610098888.2 部品冷却装置 宮沢 昌嗣，小河原 俊樹，池田 智昭
中国特許ZL200610164714.1 モータ用ステータ 宮下 利仁，日置 洋
中国特許ZL200680004265.2 軸流送風機 石原 勝充，大澤 穂波
中国特許ZL200710108746.4 モータ用回転子 宮下 利仁
中国特許ZL200710137067.X 回転電気用ステータ 大橋 正明，中武 耕ニ，依田 泰志
中国特許ZL200710146491.0 ブラシレスファンモータ 村上 直樹，栗林 宏光，石原 勝充
中国特許ZL200780038422.6 モータ用回転子及びその製造方法 宮下 利仁，松下 孝，田中 憲仁
中国特許ZL200780041396.2 二重反転式軸流送風機 渡辺 二朗，西沢 敏弥，丸山 泰弘
中国特許ZL200810004045.0 軸流送風機 中村 俊之，御供 重一，柳沢 篤史
中国特許ZL200810092259.8 二重反転式軸流送風機 西沢 敏弥，丸山 泰弘，村山 勇人
中国特許ZL200810092266.8 二重反転式軸流送風機 西沢 敏弥，丸山 泰弘，村山 勇人

中国特許ZL200810095613.2 二重反転式軸流送風機 大澤 穂波，石原 勝充，中村 俊之，
皆瀬 尊，相沢 吉彦，西村 誠二

特許 4758374 リニアモータ 杉田 聡，三澤 康司
特許 4758512 電気部品の取付構造及びコネクタ用アダプタ 押森 卓男
特許 4786069 電子部品冷却装置 渡辺 道徳，小河原 俊樹，丸山 晴久
特許 4808482 軸流送風機 宮沢 昌嗣，小河原 俊樹，池田 智昭

特許 4819762 給電システムおよび給電システムの制御方法 奥井 芳明，
共同発明：（株）NTTファシリティーズ，愛知工業大学

特許 4846350 リニアモータ 杉田 聡，三澤 康司
特許 4870912 永久磁石内蔵型回転モータ 宮下 利仁，小野寺 悟
特許 4871143 回転電気用ステータ 小池 晃，竹下 伊久男
特許 4871189 軸流送風機 中村 俊之
特許 4871303 二重反転式軸流送風機 石原 勝充，大澤 穂波

特許 4871376 電子部品冷却装置 池田 智昭，宮沢 昌嗣，飯島 雅之，上野 宏治，
共同発明：インテルコーポレイション

特許 4880763 モータ制御装置及び装置 井出 勇治，北原 通生
特許 4913849 系統連系インバータ装置の起動方法 柳沢 実，小林 隆
特許 4925720 リニアモータ用可動子 唐 玉琪，杉田 聡，小野寺 悟

■ 2011年度登録の特許権


