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本レポートとは

他社の研究開発動向を簡易的に探ることができる エンジニア向けの研究開発動向調査レポートです。

主に、特許情報を利用して執筆されています。

技術把握

• 技術内容を理解し、技術トレンドを把握します。

検索式

作成

• 特許情報を収集するにあたり、できるだけ漏れ、ズレの

ない検索式を作成します。

対象企業

抽出

• 主要プレイヤーを10社程度抽出します。

出願人

名寄せ

•特許DB上の名称ゆらぎ、社名変遷、企業買収、事業買収等の情報を踏まえ

て分析を行います。（※子会社、関連会社については、親会社のグループと

して分析している場合がある。）

分析

• 次頁以降掲載のコンテンツ作成に必要な分析処理を行い

ます。

◇作成工程◇こんな方に使ってほしい

研究開発を行っていて、日々気になる事―

それは、技術動向、競合企業動向ではないでしょうか。特許情報

を紐解けば、比較的正確にそれを掴む事が可能です。

しかし、特許情報分析には、検索式の作成や企業名のゆらぎの

処理等が必須であり、分析結果の解釈等に、一定の難しさがあ

ることも確かです。

また、このような分析は、社内の知的財産部門等で行うことも可

能ですが、全ての分野、全ての企業の分析を行う事は非常に手

間がかかります。特に新規事業などのこれから事業化していく分

野については、社内リソース的に十分に知財分析をすることが

難しいと考えられます。

そこで、我々は、社内リソースとして十分に調べることが出来て

いない分野・企業の動向調査レポートをご提供し、エンジニアの

皆様のお悩みを少しでも解消させて頂ければと考えております。

皆様の研究開発が実り多きものとなることを願っております。
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－技術動向分析イノベーションレポート－

1    主要プレイヤーについて

1-1   主要プレーヤーがわかる！

1-2   主要プレイヤーのポジションがわかる！

2    対象技術について

2-1    この１枚でわかる！ サマリー

2-2    出願状況がわかる！

2-3    現在有効な重要特許の権利満了時期は？

2-4    グローバル戦略がわかる！～外国出願～

2-5    重要出願を行っている企業がわかる！

2-6    パートナー戦略がわかる！～共同出願～

2-7    注力している技術内容がわかる！

（別紙）注目出願リスト

（外国出願（各国）最新TOP50/被引用TOP50/無効審判請求あり）
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１．主要プレイヤーについて（分野共通コンテンツ）
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量子コンピュータ関連技術

主要プレイヤーは、以下のとおりである。

左は出願件数ランキング、右は出願件数の累積推移を示す。

1-1 主要プレイヤーがわかる！
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量子コンピュータ関連技術

■全期間 ■2011年以降

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

科学技術振興機構

三菱電機

セイコーエプソン

1-2 主要プレイヤーのポジションがわかる！

主要プレーヤーのポジションを分析した結果は、以下のとおりである。

縦軸は客観的な注目度（被引用回数合計）、横軸は自社注力度（重要出願件数）、バブルの大きさは出願件数を示す。

日本電信電話

ＮＥＣグループ

富士通

パナソニックグループ

東芝グループ

日立製作所

ソニー

ポジションについて

●「特許出願件数」「重要出願件数」から、その企業の注力ぶりや体制を推測、「被引用回数合計」から、その企業の特許出願の注目度を推測し、各企業のポジションを把握する。 ●

「被引用回数」は、審査官によって引用された公報ごとの回数である。この回数が多ければ、注目されている特許出願である可能性がある。古い時期の出願ほど回数が多くなる傾向に

あり、そこに必ずしも相関関係があるとは言い切れない。しかし、近時の出願で被引用回数が多いものは、注目されている特許出願と言ってよい。 ●本レポートにおける重要出願とは、

①外国出願があったもの、②拒絶査定不服審判があったもの、③分割出願元となるもの、④早期審査請求がなされたもの、⑤無効審判請求を受けたもの、⑥共同出願であるもので、か

つ、⑤以外に関しては、出願人自らの判断で放棄したものではないものを指す。 ●上記出願人の被引用回数合計が0件の場合、または、重要出願件数が0件もしくは母集団中31位以下

であった場合は、該当出願人はグラフ上に表記されない。

◇開発・特許ポジション

（バブルの大きさ：出願件数） （バブルの大きさ：出願件数）
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２．対象技術について

であった場合は、該当出願人はグラフ上に表記されない。
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量子コンピュータ関連技術

①
①②
②③
③④
④⑤
⑤⑥
⑥⑦
⑦⑧
⑧⑨
⑨⑩
⑩

13

＜本編では、6社分掲載＞

無効審判請求あり 0

1,613

80

異議申立あり

総出願件数 688件

日本電信電話

総出願件数 475件

⑤主要プレイヤー2社と、その共同出願人

ＮＴＴエレクトロニクス

その他その他

慶應義塾

北海道大学

分割元出願

ＮＥＣグループ

デジタル情報の伝送
光学要素，光学系，または光学装置
伝送
電気的デジタルデータ処理
材料の化学的または物理的性質の決定による材料の調査または分析

13件

11件

8件

ルネサスエレクトロニクス

科学技術振興機構

理化学研究所

17件

1,402

1,320

④外国出願先

5,687

早期審査

11件

9件

半導体装置，他に属さない電気的固体装置
ナノ構造物の特定の使用または応用；ナノ構造物の測定または分析；ナノ構造物の製造または処理

誘導放出を用いた装置
光の強度，色，位相，偏光または方向の制御

画像通信

⑥技術内容構成比

ステータス 件数

出願・審査・審判中

外国出願あり（各国）

③重要出願

448

2-1 この1枚でわかる！サマリー

②出願件数推移

件数

197

拒絶査定不服審判あり 275

①ステータス

不登録確定

権利存続中

権利消滅

合計（総出願件数）

区分
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（上記では、無効審判請求あり以外は出願人の判断で放棄した

と考えられるものを除外して算出している。また、本レポートで

は、上記の他共同出願を重要出願として分析している。）
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①
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④

⑤
⑥
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分野全体

（各特許出願に付与されている特許分類を基に作成）

（主要プレイヤーで、グループとして掲載されている企業は、グループ内の企業同士によ

る共同出願を排除している。共同出願人名義は旧社名である場合がある。）

（出願国が多い場合、特許出願件数上位を抽出。各出願にお

けるファミリーの出願件数を合算しているため、同一の出願が

重複カウントされている場合がある。）
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量子コンピュータ関連技術2-2 出願状況がわかる！

出願状況及び件数推移は、以下のとおりである。

合計（総出願件数） 5,687

ステータス 件数

出願・審査・審判中 448

不登録確定 2,517

権利存続中 1,402

権利消滅 1,320

（各特許出願に付与されている特許分類を基に作成）る共同出願を排除している。共同出願人名義は旧社名である場合がある。）

ステータスについて

●「出願・審査・審判中」は、今後権利となりうるカテゴリである。 ●「不登録確定」は、出願をしたが、何らかの理由で権利とならなかったカテゴリである。具体的には未

審査請求によるみなし取下や拒絶確定などである。●「権利存続中」は、現在保有している特許であり、権利行使可能なカテゴリである。特許ライフは、原則最長20年で

あり、いずれ全権利が消滅する。 ●「権利消滅」は、かつて権利であったが、存続期間満了、特許料不払いによる放棄等により権利を失ったカテゴリである。

出願件数推移について

●出願件数推移は、現在の、当技術のライフサイクル把握に有用である。

◇ステータス ◇出願件数推移
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重複カウントされている場合がある。）
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量子コンピュータ関連技術

無効審判請求あり 0

197

早期審査 80

区分 件数

2-3 現在有効な重要特許の権利満了時期は？

重要出願、有効な重要特許の残存は以下のとおりである。

分割元出願

外国出願あり（各国）

13

1,613

拒絶査定不服審判あり 275

異議申立あり

重要出願について

●「外国出願あり」「拒絶査定不服審判あり」「分割出願」「早期審査」いずれも、シンプルな国内出願に比べ投資額がかさむことから、これらの出願は、出願人が重要視

しているものである考えられる。 ●ここでいう外国出願とは、本分析対象の日本出願に関連した外国ファミリー出願を指す。本レポートでは、各ファミリーにおける国数

ではなく、各ファミリーにおける各国への全出願件数をカウントしている。ただし、本レポートの分析対象国に出願しないものもあることから、必ずしも全ての外国出願が

カウントされているわけではない。なお、重複カウントとなる可能性が高いPCT出願、EPC出願等自体はカウントしていない。 ●「異議申立あり」「無効審判請求あり」

は、他者により、邪魔な特許だとして、異議申立、無効審判請求がなされたものである。 ●「異議申立あり」「無効審判請求あり」以外は、出願人自らの判断で放棄した

と考えられるものを除外してカウントしている。

重要特許の残存件数について

●特許権のライフは、維持し続けた場合、最長20年である。現在有効な重要特許を、全て満了まで維持し続けた場合、いつごろどの程度の件数となるかを把握する。

●将来取得する権利は捨象している。 ●当技術における重要特許が、いつごろ切れるのかを俯瞰することができる。 ●重要特許とは、上記重要出願群 及び 共同出

願となっているもののうち、権利存続中のものをいう。

◇現在有効な重要特許の残存件数◇重要出願
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量子コンピュータ関連技術2-4 グローバル戦略がわかる！～外国出願～

外国出願先は、以下のとおりである。

願となっているもののうち、権利存続中のものをいう。

外国出願について

●ここでいう外国出願とは、本分析対象の日本出願に関連した外国ファミリー出願を指す。本レポートでは、各ファミリーにおける国数ではなく、各ファミリーにおける各国への全出

願件数をカウントしている。ただし、本レポートの分析対象国に出願しないものもあることから、必ずしも全ての外国出願がカウントされているわけではない。 ●各出願におけるファ

ミリーの出願件数を合算しているため、同一の出願が重複カウントされている場合がある。 ●市場となりうる国、生産拠点となる国等を把握することが可能である。 ●「欧州」と

は、ヨーロッパ特許条約（EPC）に基づいてされる出願を指す。ヨーロッパ各国への出願には、①EPC出願（特許を付与するか否かの審査を伴う）後、各国移行手続きする方法と、

②直接国ごとに出願する方法がある。

◇出願先 国別ランキング

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

米国

欧州

中国

韓国

ドイツ

オーストラリア

カナダ

英国

台湾

オーストリア

フランス

ロシア連邦

イスラエル

ブラジル

メキシコ

シンガポール

スペイン

香港

スウェーデン

デンマーク

出願件数

2010年以前

2011年以降
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量子コンピュータ関連技術

■外国出願あり ■分割元出願

■拒絶査定不服審判あり ■早期審査

ＮＥＣグループ

5 科学技術振興機構 3

出願人名 出願件数

ウシオ電機 7

13 2

1

広島大学 5

3 パナソニックグループ 4

34 エレメントシックスリミテッド

14

4

4

科学技術振興機構 10

No. 出願人名 出願件数

1 ＮＥＣグループ 29

3 富士通 11

No.

4

5

出願人名

科学技術振興機構

セイコーエプソン

出願件数

住友電気工業 10

日本電信電話 6

7

5

2

3

87

82

No.

シャープグループ

富士通

59

41

No.

東芝グループ

出願人名 出願件数

11

2-5 重要出願を行っている企業がわかる！

重要出願の出願人トップ５は、以下のとおりである。

2 ＮＥＣグループ

3 富士通

11

5 IBM 7

2 日本電信電話

41

②直接国ごとに出願する方法がある。

重要出願について

●「外国出願あり」「拒絶査定不服審判あり」「分割出願」「早期審査」いずれも、シンプルな国内出願に比べ投資額がかさむことから、これらの出願は、出願人が重要視

しているものである考えられる。 ●ここでいう外国出願とは、本分析対象の日本出願に関連した外国ファミリー出願を指す。そのため、主に海外企業の場合には、日本

に出願しないものもあることから、必ずしも全ての外国出願がカウントされているわけではない。なお、本件数は、各国に出願されている件数を示しており、重複カウント

となる可能性が高いPCT出願、EPC出願等自体はカウントしていない。 ●出願人自らの判断で放棄したと考えられるものを除外してカウントしている。

◇重要出願の出願人ランキング
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量子コンピュータ関連技術

 主要プレイヤー  主要プレイヤーの共同出願人

8件

4件

ＮＴＴエレクトロニクス
1

総出願件数 306件 15件

1

2 国際超電導産業技術
研究センター

13件

理化学研究所 富士通 東京大学

新エネルギー産業技
術総合開発機構

3 ルネサスエレクトロニ
クス

2
科学技術振興機構

その他

その他

その他

その他

その他
3件

3 国際超電導産業技術
研究センター

2 ルネサスエレクトロニ
クス

総出願件数 227件

日立製作所
1

日本オクラロ

9件

3件

2件

2件

3
科学技術振興機構

2 技術研究組合新情報
処理開発機構

1

3
広田修

3件

新エネルギー産業技
術総合開発機構

2
光技術研究開発

パナソニックグルー
プ

2
北海道大学

3
慶應義塾

1

その他

3 富士通セミコンダク
ター

11件

ＮＥＣグループ

東芝グループ

11件

9件

9件

17件

3件

総出願件数 688件

総出願件数 258件

総出願件数 475件

総出願件数 246件

13件

11件

日本電信電話
1

2-6 パートナー戦略がわかる！～共同出願～

主要プレイヤー各社は、以下の企業との共同出願が認められ、パートナーシップが推認される。

共同出願について

●共同出願の状況を確認することで、各社のパートナー戦略を読み解くことができる。 ●「-」は、共同出願人が存在しないことを空欄を示す。 ●共同出願人は、件数

順に掲載している。 ●共同出願人名義は旧社名である場合がある。 ●主要プレイヤーで、グループとして掲載されている企業においては、グループ内の企業同士に

よる共同出願を排除している。

◇主要プレイヤーとその共同出願人
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量子コンピュータ関連技術

⑩ ⑩

⑨ ⑨

⑧ ⑧

⑦ ⑦

⑥ ⑥

⑤ ⑤

④ ④

③ ③

② ②

① ①
半導体装置，他に属さない電気的固体
装置

ナノ構造物の特定の使用または応用；ナ
ノ構造物の測定または分析；ナノ構造物

誘導放出を用いた装置

光の強度，色，位相，偏光または方向の
制御

デジタル情報の伝送

光学要素，光学系，または光学装置

伝送

電気的デジタルデータ処理

材料の化学的または物理的性質の決定
による材料の調査または分析

画像通信

2-7 注力している技術内容がわかる！

技術内容の全体構成比および年別構成比推移を示す。

技術内容構成比/同推移について

●トレンド技術を知る。 ●直近期は、必ずしも全てが公開されているわけではないため、参考情報となる。

●複数の技術に係る出願については、それぞれの技術において１件とカウントして集計している。 ●「その他」には、最新技術のため、分類できないものを含む場合が

ある。

①

②
③

④

⑤

⑥
⑦

⑧⑨⑩

分野全体

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

出願年

◇技術内容構成比/同推移

（参考情報）

（各特許出願に付与されている特許分類を基に作成）
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住所：〒115-0045

　　　東京都北区赤羽1-59-9 ネスト赤羽1F

電話：03-6903-8489

URL：http://www.innovation-r.com/

（担当：武藤）

■お問合せ先■

イノベーションリサーチ株式会社

本レポートの著作権は、イノベーションリサーチ株式会社に帰属します。
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あ

（別紙）注目出願リスト

外国出願（各国）最新TOP50/被引用TOP50/異議申立あり/無効審判請求あり
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外国出願（各国）の最新出願がわかる！～最新出願TOP50～
（手続き中などの出願もあるため、以下のリストにない出願が存在する可能性がある）

最新ラン
キング

出願番号 登録番号 出願日 発明の名称 出願人 審査･権利状況 外国出願（各国）

1 特願2017-20396 － 2017/2/7
光デバイス、量子通信システムのための送信器、および量子通信
システム

東芝グループ 出願/審査/審判中 ○

2 特願2017-18101 － 2017/2/3
加算器ベースの回路内でデータを処理するためのシステム及び方
法

ソニー 出願/審査/審判中 ○

3 特願2017-8128 － 2017/1/20 通信システムおよび方法 東芝グループ 出願/審査/審判中 ○

4 特願2017-6430 － 2017/1/18 電気化学セル及び作動方法

ハミルトンサンドストランド
コーポレイション;ＨＡＭＩＬＴＯ
ＮＳＵＮＤＳＴＲＡＮＤＣＯＲＰＯ
ＲＡＴＩＯＮ

出願/審査/審判中 ○

5 特願2016-222149 － 2016/11/15
原子セルおよびその製造方法、量子干渉装置、原子発振器、電子
機器、ならびに移動体

セイコーエプソン 出願/審査/審判中 ○

6 特願2016-221231 － 2016/11/14 分散格納システム及び分散格納方法並びに分散施設 サムスングループ 出願/審査/審判中 ○

7 特願2016-220982 － 2016/11/11
多重モード動作のための多重パーティションを含む格納装置、及
びその動作方法

サムスングループ 出願/審査/審判中 ○

8 特願2016-220253 － 2016/11/11
多重モード格納管理装置、多重モード格納装置、及びその選別潜
在露出（ＳＵＥ）マッピング動作方法

サムスングループ 出願/審査/審判中 ○

9 特願2016-215540 － 2016/11/2
格納媒体を多重モードで動作させる管理システム、それを含む格
納システム、及びそれを利用して格納媒体を管理する方法

サムスングループ 出願/審査/審判中 ○

10 特願2016-193390 － 2016/9/30 量子照射用ドーム 新エネルギー産業 出願/審査/審判中 ○

11 特願2016-193389 － 2016/9/30 量子治療器 新エネルギー産業 出願/審査/審判中 ○

12 特願2016-179604 － 2016/9/14 量子鍵配送装置、量子鍵配送システム、および量子鍵配送方法 東芝グループ 出願/審査/審判中 ○

13 特願2016-178772 － 2016/9/13 音声処理装置 オンキヨー 出願/審査/審判中 ○

14 特願2016-128555 － 2016/6/29
半導体発光素子を用いた光源およびそれを用いる量子ＬＥＤ光線
治療器ならびに量子エネルギーの伝送方法

新エネルギー産業 出願/審査/審判中 ○

15 特願2016-81880 － 2016/4/15
マルチ荷電粒子ビーム露光方法及びマルチ荷電粒子ビームのブ
ランキング装置

ニューフレアテクノロジー 出願/審査/審判中 ○

16 特願2016-74741 － 2016/4/1 カーボンナノチューブ単一光子源 慶應義塾 出願/審査/審判中 ○

17 特願2016-65214 － 2016/3/29 量子干渉装置、原子発振器、電子機器および移動体 セイコーエプソン 出願/審査/審判中 ○

18 特願2016-65213 － 2016/3/29 量子干渉装置、原子発振器、電子機器および移動体 セイコーエプソン 出願/審査/審判中 ○

19 特願2016-63268 － 2016/3/28 量子干渉装置、原子発振器、電子機器および移動体 セイコーエプソン 出願/審査/審判中 ○

20 特願2016-61382 － 2016/3/25 量子干渉装置、原子発振器、電子機器および移動体 セイコーエプソン 出願/審査/審判中 ○

21 特願2016-57983 － 2016/3/23
通信装置、量子鍵配送システム、量子鍵配送方法およびプログラ
ム

東芝グループ 出願/審査/審判中 ○

22 特願2016-58188 － 2016/3/23 半導体装置の作製方法 半導体エネルギー研究所 出願/審査/審判中 ○

23 特願2016-51221 － 2016/3/15
マルチ荷電粒子ビームのブランキング装置、マルチ荷電粒子ビー
ムのブランキング方法、及びマルチ荷電粒子ビーム描画装置

ニューフレアテクノロジー 出願/審査/審判中 ○

24 特願2016-50119 － 2016/3/14
通信装置、量子鍵配送システム、量子鍵配送方法およびプログラ
ム

東芝グループ 出願/審査/審判中 ○

25 特願2016-43109 － 2016/3/7 航空機のための突風補償システムおよび方法 ボーイング 出願/審査/審判中 ○

26 特願2016-39302 － 2016/3/1 光学測定装置 東芝グループ 出願/審査/審判中 ○

27 特願2016-32756 － 2016/2/24 量子干渉装置、原子発振器、電子機器、および移動体 セイコーエプソン 出願/審査/審判中 ○

（出願番号は、全文のURLリンクになっています[Google Patent]。番号によってはリンク先がない場合、また古い出願および実用新案はリンクがない場合があります。）
Copyright 2017 Innovation Research Corporation

https://patents.google.com/patent/JP2017146592
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外国出願（各国）の最新出願がわかる！～最新出願TOP50～
（手続き中などの出願もあるため、以下のリストにない出願が存在する可能性がある）

最新ラン
キング

出願番号 登録番号 出願日 発明の名称 出願人 審査･権利状況 外国出願（各国）

28 特願2016-29988 － 2016/2/19
原子セルおよびその製造方法、量子干渉装置、原子発振器、電子
機器、ならびに移動体

セイコーエプソン 出願/審査/審判中 ○

29 特願2016-22694 － 2016/2/9 光合分波素子及びアレイ導波路回折格子型光波長フィルタ
沖電気工業;技術研究組合光
電子融合基盤技術研究所

出願/審査/審判中 ○

30 特願2016-20910 － 2016/2/5 量子計算装置、及び、方法 東芝グループ 出願/審査/審判中 ○

31 特願2016-17717 － 2016/2/2 量子干渉装置、原子発振器、電子機器および移動体 セイコーエプソン 出願/審査/審判中 ○

32 特願2016-14905 － 2016/1/28 光送信機及び光送信方法 富士通 出願/審査/審判中 ○

33 特願2016-8017 － 2016/1/19
マルチ荷電粒子ビーム露光方法及びマルチ荷電粒子ビーム露光
装置

ニューフレアテクノロジー 出願/審査/審判中 ○

34 特願2016-7206 － 2016/1/18 パターン検査装置 ニューフレアテクノロジー 出願/審査/審判中 ○

35 特願2016-2923 － 2016/1/8 分布帰還型半導体レーザ素子 浜松ホトニクス 出願/審査/審判中 ○

36 特願2015-246284 － 2015/12/17 パターン検査装置及びパターン検査方法 ニューフレアテクノロジー 出願/審査/審判中 ○

37 特願2015-239986 － 2015/12/9
マルチ荷電粒子ビーム装置及びマルチ荷電粒子ビーム像の形状
調整方法

ニューフレアテクノロジー 出願/審査/審判中 ○

38 特願2015-240054 － 2015/12/9 光デバイスおよび光デバイス製造方法 東芝グループ 出願/審査/審判中 ○

39 特願2015-234915 － 2015/12/1 情報処理装置、情報処理方法、プログラム、および通信端末 ソニー 出願/審査/審判中 ○

40 特願2015-232272 － 2015/11/27 量子通信システムおよび量子通信方法 東芝グループ 出願/審査/審判中 ○

41 特願2015-226533 － 2015/11/19 量子通信システムおよび量子通信方法 東芝グループ 出願/審査/審判中 ○

42 特願2015-225453 － 2015/11/18
荷電粒子ビームの照射量補正用パラメータの取得方法、荷電粒子
ビーム描画方法、及び荷電粒子ビーム描画装置

ニューフレアテクノロジー 出願/審査/審判中 ○

43 特願2016-513556 特許-6089147 2015/10/9 光学部品 古河電気工業 権利存続中 ○

44 特願2017-518063 － 2015/10/2 肺高血圧症の治療剤としての心筋球由来細胞（ＣＤＣ）
シーダーズーサイナイメディカ
ルセンター;ＣＥＤＡＲＳーＳＩＮ
ＡＩＭＥＤＩＣＡＬＣＥＮＴＥＲ

出願/審査/審判中 ○

45 特願2017-518059 － 2015/10/2
筋ジストロフィーの処置における心筋球由来細胞およびこのような
細胞によって分泌されたエキソソーム

シーダーズーサイナイメディカ
ルセンター;ＣＥＤＡＲＳーＳＩＮ
ＡＩＭＥＤＩＣＡＬＣＥＮＴＥＲ

出願/審査/審判中 ○

46 特願2015-559349 特許-6015869 2015/9/29 グリッド偏光素子及び光配向装置 ウシオ電機 権利存続中 ○

47 特願2016-553052 － 2015/9/28 スピン偏極電子線のコヒーレンス測定装置と、その利用方法 名古屋大学 出願/審査/審判中 ○

48 特願2015-183800 － 2015/9/17 光学デバイスおよび光学デバイスを製造する方法 東芝グループ 出願/審査/審判中 ○

49 特願2017-515154 － 2015/9/10 張力を用いる画像センサの曲げ
マイクロソフトテクノロジーライ
センシング

出願/審査/審判中 ○

50 特願2017-515090 － 2015/9/10 誘発される基板膨張によって曲がる画像センサ
マイクロソフトテクノロジーライ
センシング

出願/審査/審判中 ○

（出願番号は、全文のURLリンクになっています[Google Patent]。番号によってはリンク先がない場合、また古い出願および実用新案はリンクがない場合があります。）
Copyright 2017 Innovation Research Corporation
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注目度の高い特許出願がわかる！～被引用回数TOP50～
被引用ラン

キング
出願番号 登録番号 出願日 発明の名称 出願人 審査･権利状況 被引用回数

1 特願2004-565702 特許-5159023 2003/12/22
窒化ガリウム結晶、ホモエピタキシャル窒化ガリウムを基材とする
デバイス、及びその製造方法

ソラアインコーポレーテッド;
モーメンティブパフォーマンス
マテリアルズインク;ゼネラル
エレクトリックカンパニイ

権利存続中 59

2 特願2006-211745 特許-4673266 2006/8/3 パターン形成方法及びモールド 日本電信電話 権利消滅 58

3 特願平10-215147 － 1998/7/30 半導体レーザ、半導体発光素子、及び、その製造方法 富士通 不登録確定 50

4 特願2002-578579 － 2002/3/29
ナノ構造及びナノワイヤーの組立方法並びにそれらから組立てら
れた装置

ザリージェンツオブザユニ
バーシティオブカリフォルニア

不登録確定 46

5 特願平8-7048 特許-2828002 1996/1/19 半導体発光素子およびその製造方法 パナソニックグループ 権利消滅 44

6 特願平9-206937 特許-3742203 1997/7/31 半導体レーザ及びその製造方法 東芝グループ 権利消滅 43

7 特願平7-279967 特許-3009095 1995/10/27 窒化物半導体発光素子 日亜化学工業 権利消滅 43

8 特願2001-218578 特許-3859199 2001/7/18
カーボンナノチューブの水平成長方法及びこれを利用した電界効
果トランジスタ

ＬＧグループ 権利消滅 41

9 特願平11-133844 特許-3201475 1999/5/14 半導体装置、半導体基板とそれらの製造方法 パナソニックグループ 権利存続中 40

10 特願平9-335580 － 1997/12/5
窒化ガリウム半導体単結晶基板の製造方法並びにその基板を用
いた窒化ガリウムダイオード

ＬＧグループ 不登録確定 36

11 特願平2-179467 特許-2599488 1990/7/9
光導波回路の特性調整方法およびその方法に使われる光導波回
路

日本電信電話 権利消滅 33

12 特願平11-373224 － 1999/12/28 半導体発光素子、その製造方法及び光ディスク装置 パナソニックグループ 不登録確定 32

13 特願平4-124772 特許-3053294 1992/5/18 光合分波器 日本電信電話 権利消滅 31

14 特願2005-500333 特許-5336031 2003/9/30 大面積ナノ可能マクロエレクトロニクス基板およびその使用
ワンディーマテリアル;ナノシ
スインク;ナノシスインコーポレ
イテッド

権利存続中 29

15 特願平11-179298 特許-3976294 1999/6/25
窒化物系化合物半導体の結晶成長方法、発光素子およびその製
造方法

シャープグループ 権利存続中 29

16 特願平8-212811 特許-3672678 1996/8/12 量子半導体装置およびその製造方法 富士通 権利消滅 29

17 特願平10-306053 － 1998/10/27
整相アレイデバイスすなわちフェーザならびにこのようなデバイス
の製造方法

コミッサリアアレネルジーアト
ミークエオゼネルジザルタナ
テイヴ;コミツサリアタレネル
ジーアトミーク

不登録確定 28

18 特願平8-304414 － 1996/11/15 半導体レーザおよび該半導体レーザを用いた光通信システム
日立製作所;技術研究組合新
情報処理開発機構

不登録確定 28

19 特願昭63-116938 特許-1984285 1988/5/16 集積光デバイスおよびその製造方法 日本電信電話 権利消滅 28

20 特願2001-505225 － 2000/6/22 可視スペクトル用の広帯域ワイヤグリッド偏光子
モックステックインコーポレー
テッド;モックステック

不登録確定 27

21 特願2001-38228 特許-4703014 2001/2/15 窒化物半導体発光素子とその製法 シャープグループ 権利存続中 27

22 特願平4-42831 特許-3306892 1992/2/28 半導体光集積素子 日本オプネクスト;日立製作所 権利消滅 26

23 特願2008-514810 特許-5743127 2006/6/1
半極性（Ｇａ，Ａｌ，Ｉｎ，Ｂ）Ｎ薄膜、ヘテロ構造およびデバイスの成長
と作製のための方法及び装置

ザリージェンツオブザユニ
バーシティオブカリフォルニア;
科学技術振興機構

権利存続中 25

24 特願2001-330068 特許-3910041 2001/10/29
窒化物半導体レーザ素子及び窒化物半導体レーザ素子の製造方
法及びこれを備えた半導体光学装置

シャープグループ;住友電気
工業

権利存続中 25

（出願番号は、全文のURLリンクになっています[Google Patent]。番号によってはリンク先がない場合、また古い出願および実用新案はリンクがない場合があります。）
Copyright 2017 Innovation Research Corporation

https://patents.google.com/patent/JP2006513122
https://patents.google.com/patent/JP2008036491
https://patents.google.com/patent/JPH11340580
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25 特願2000-534831 特許-4633254 1999/2/25 回折構造体、下地構造体、広域帯、偏光エリプソメトリ
ケーエルエーーテンカーコー
ポレイション

権利存続中 25

26 特願平11-71402 特許-3955409 1999/3/17 半導体素子及び半導体装置
ルネサスエレクトロニクス;;日
立製作所

権利消滅 25

27 特願2002-32881 － 2002/2/8
炭素からなる骨格を持つ薄膜状粒子を基板に載せた構造物およ
びその作製方法

三菱瓦斯化学 不登録確定 24

28 特願2000-334752 特許-3753605 2000/11/1 太陽電池およびその製造方法 シャープグループ 権利消滅 24

29 特願平11-291539 特許-5048890 1999/10/13 動作検知インタ―フェ―ス ソニーエレクトロニクスインク 権利存続中 24

30 特願2005-507867 － 2003/8/1
量子ドット、量子ドットを持つナノ複合材料、量子ドットを持つ光学
デバイス、および関連した製造方法

ウルトラドッツインコーポレイ
テッド

不登録確定 23

31 特願2001-200183 特許-3882539 2001/6/29 半導体発光素子および半導体発光素子の製造方法 ソニー 権利存続中 23

32 特願平10-178278 特許-4071360 1998/6/25 半導体装置 東芝グループ 権利消滅 23

33 特願平3-91922 － 1991/4/23 半導体発光装置 東芝グループ 不登録確定 23

34 特願平9-214003 特許-3606015 1997/7/23 ３族窒化物半導体素子の製造方法 豊田合成 権利消滅 22

35 特願2002-90607 － 2002/3/28
窒化ガリウム系半導体結晶の成長方法及び化合物半導体発光素
子

スタンレー電気 不登録確定 21

36 特願2001-140760 特許-4075324 2001/5/10 窒化物半導体素子 日亜化学工業 権利存続中 21

37 特願2002-273178 特許-3854560 2002/9/19 量子光半導体装置 富士通 権利存続中 20

38 特願2000-375326 － 2000/12/11 多波長発光素子 三菱電線工業 不登録確定 20

39 特願2000-226558 特許-3835135 2000/7/27 アミノ基を結合してなる半導体超微粒子 三菱ケミカルＨＤ 権利消滅 20

40 特願2000-167391 － 2000/6/5 半導体素子およびその製造方法 パナソニックグループ 不登録確定 20

41 特願平10-97134 － 1998/4/9 窒化物半導体素子 日亜化学工業 不登録確定 20

42 特願平10-338952 － 1998/11/30 ドット体の形成方法及び半導体装置 パナソニックグループ 不登録確定 20

43 特願平8-189366 特許-3217703 1996/7/18 磁性体デバイス及びそれを用いた磁気センサ 東芝グループ 権利消滅 20

44 特願平6-164732 － 1994/6/23 半導体光素子 古河電気工業 不登録確定 20

45 特願2003-146177 特許-4583726 2003/5/23 量子半導体装置およびその作製方法 富士通 権利存続中 19

46 特願平9-135063 － 1997/5/26 光検出素子及び撮像素子 浜松ホトニクス 不登録確定 19

47 特願平7-257409 － 1995/10/4 量子ドットの製造方法及び量子ドット装置 富士通 不登録確定 19

48 特願平7-125621 － 1995/4/27 振れ補正装置 キヤノン 不登録確定 19

49 特願平5-44869 － 1993/3/5
半導体装置の製造方法，半導体装置の製造装置，半導体レーザ
の製造方法，量子細線構造の製造方法，及び結晶成長方法

三菱電機 不登録確定 19

50 特願2002-508220 － 2001/7/3 コンピュータサービスを提供するための方法および装置
アーンスト＆ヤングエルエル
ピー;ＥＲＮＳＴ＆ＹＯＵＮＧＬＬＰ

不登録確定 18

51 特願2002-248508 － 2002/8/28 窒化物半導体発光素子、その製造方法、それを搭載した光学装置 シャープグループ 不登録確定 18

52 特願2001-60810 特許-3711446 2001/3/5 波長フィルタ 科学技術振興機構 権利消滅 18

53 特願2000-334686 特許-4118500 2000/11/1 ポイントコンタクト・アレー
科学技術振興機構;理化学研
究所

権利存続中 18

54 特願平10-349358 特許-3915285 1998/11/24 電子スチルカメラ及びその画像処理方法 カシオ計算機 権利消滅 18

55 特願平5-221259 － 1993/9/6 光波長多重伝送装置 日本電信電話 不登録確定 18

（出願番号は、全文のURLリンクになっています[Google Patent]。番号によってはリンク先がない場合、また古い出願および実用新案はリンクがない場合があります。）
Copyright 2017 Innovation Research Corporation

https://patents.google.com/patent/JP2002506198
https://patents.google.com/patent/JP2000269457
https://patents.google.com/patent/JP2003231097
https://patents.google.com/patent/JP2002141531
https://patents.google.com/patent/JP2000196914
https://patents.google.com/patent/JP2006513458
https://patents.google.com/patent/JP2002100805
https://patents.google.com/patent/JPH11135830
https://patents.google.com/patent/JPH04218994
https://patents.google.com/patent/JPH11040850
https://patents.google.com/patent/JP2003289156
https://patents.google.com/patent/JP2002335052
https://patents.google.com/patent/JP2004111710
https://patents.google.com/patent/JP2002176198
https://patents.google.com/patent/JP2002038145
https://patents.google.com/patent/JP2001313342
https://patents.google.com/patent/JPH11298090
https://patents.google.com/patent/JPH11233752
https://patents.google.com/patent/JPH09128719
https://patents.google.com/patent/JPH07074431
https://patents.google.com/patent/JP2004349542
https://patents.google.com/patent/JPH10326906
https://patents.google.com/patent/JPH09102596
https://patents.google.com/patent/JPH08307762
https://patents.google.com/patent/JPH06232099
https://patents.google.com/patent/JP2004503011
https://patents.google.com/patent/JP2004087908
https://patents.google.com/patent/JP2002258034
https://patents.google.com/patent/JP2002141494
https://patents.google.com/patent/JP2000165704
https://patents.google.com/patent/JPH07079212
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56 特願平4-223794 － 1992/8/24 細線状エッチングマスクの製造方法 富士通 不登録確定 18

57 特願昭62-131141 － 1987/5/29 テレビ信号符号化装置 日立製作所 不登録確定 18

（出願番号は、全文のURLリンクになっています[Google Patent]。番号によってはリンク先がない場合、また古い出願および実用新案はリンクがない場合があります。）
Copyright 2017 Innovation Research Corporation

https://patents.google.com/patent/JPH06077180
https://patents.google.com/patent/JPS63299478


異議を受けた特許出願がわかる！ ～異議申立～
No. 出願番号 登録番号 出願日 発明の名称 出願人 審査･権利状況 異議申立人 異議申立数

1 特願平3-210924 － 1991/8/22 半導体分布帰還型レーザ装置 光計測技術開発 不登録確定 シャープ;村上  博 2

2 特願平11-371496 特許-3386116 1999/12/27 シリコン表面処理および素子作製方法
ルネサスエレクトロニ
クス;ＮＥＣグループ

権利消滅 平井  正二 1

3 特願平11-112909 特許-3063757 1999/4/20 窒化物半導体素子 日亜化学工業 権利存続中
川上  恒治;宮城  理
佐

1

4 特願平11-133844 特許-3201475 1999/5/14 半導体装置、半導体基板とそれらの製造方法 パナソニックグループ 権利存続中 尾上  嘉代;シャープ 1

5 特願平11-218132 特許-3098235 1999/7/30
波長分波器、光スペクトラムアナライザおよび光バンドパス
フィルタ

日本電信電話 権利消滅 梅沢  智子 1

6 特願平8-306653 特許-2686067 1985/11/12 画像論理演算装置 浜松ホトニクス 権利消滅 オリンパス光学工業 1

7 特願平7-279967 特許-3009095 1995/10/27 窒化物半導体発光素子 日亜化学工業 権利消滅 シャープ 1

8 特願平6-320021 特許-3091655 1994/12/22 半導体レーザ素子 パナソニックグループ 権利消滅
木村  和夫;山本  直
子

1

9 特願平2-222928 特許-2130307 1990/8/24 半導体光集積素子の製造方法 ＮＥＣグループ 権利消滅 村上  博 1

10 特願平1-171619 － 1989/7/3 自動演奏装置 カシオ計算機 不登録確定 田中  清美 1

11 特願平1-168729 特許-2134368 1989/6/30 半導体レーザ装置およびその製造方法 光計測技術開発 権利消滅 シャープ 1

12 特願昭61-197018 － 1986/8/22 共鳴トンネリング装置
テキサスインスツルメ
ンツインコーポレイテ
ツド

不登録確定 日本電信電話 1

13 特願昭52-55065 特許-1486064 1977/5/12 予測符号化装置 ＮＥＣグループ 権利消滅 － 1

（出願番号は、全文のURLリンクになっています[Google Patent]。番号によってはリンク先がない場合、また古い出願および実用新案はリンクがない場合があります。）
Copyright 2017 Innovation Research Corporation
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紛争がわかる！ ～無効審判請求～
No. 出願番号 登録番号 出願日 発明の名称 出願人 審査･権利状況 無効審判請求日 無効審判請求人
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