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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）

Copyright 2017 Innovation Research Corporation 4



人工知能×自動車

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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Copyright 2017 Innovation Research Corporation 5



人工知能×自動車

■全期間 ■2010年以降

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

三菱自動車工業

豊田中央研究所

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。

トヨタ自動車

日立製作所

デンソー

東芝グループ

本田技研工業

日産自動車

パナソニックグループ

三菱電機

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

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。
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人工知能×自動車

①
①②
②③
③④
④⑤
⑤⑥
⑥⑦
⑦⑧
⑧⑨
⑨⑩
⑩

256

拒絶査定不服審判あり 317

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

2,593

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

976

2-1 この1枚でわかる！サマリー

②出願件数推移
件数

1,651

895

④外国出願先

6,115

早期審査

13件

7件

電気的デジタルデータ処理
交通制御システム
イメージデータ処理または発生一般
管理目的等に特に適合したデータ処理システムまたは方法等

音声の分析または合成等

⑥技術内容構成比

分割元出願

日立製作所

特定の計算モデルに基づくコンピュータ・システム
制御系または調整系一般等
他に分類されない車両等
画像通信，例．テレビジョン
燃焼機関の制御

67件

19件

16件

日立産業制御ソリュー
ションズ

日立パワーソリューション
ズ

日立オートモティブシステ
ムズ

16件

総出願件数 405件

トヨタ自動車

総出願件数 236件

⑤主要プレイヤー2社と、その共同出願人

豊田中央研究所

その他その他

デンソー

トヨタＩＴ開発センター

＜本編では、6社分掲載＞

無効審判請求あり 1

2,175

159

異議申立あり 7
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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。）

0 2,000 4,000 6,000
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オーストラリア

カナダ

2009年以前 2010年以降

①

②

③④

⑤

⑥

⑦
⑧

⑨⑩

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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人工知能×自動車

ステータス 件数

出願・審査・審判中 976

不登録確定 2,593

権利存続中 1,651

権利消滅 895

合計（総出願件数） 6,115

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。

（各特許出願に付与されている特許分類を基に作成）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。）

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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人工知能×自動車

異議申立あり 7

2,175

拒絶査定不服審判あり 317

分割元出願

外国出願あり（各国）

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。

無効審判請求あり 1

256

早期審査 159

区分 件数

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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人工知能×自動車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。

出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

米国
欧州
中国

オーストラリア
カナダ
ドイツ
韓国

オーストリア
英国

ブラジル
台湾

フランス
メキシコ

ロシア連邦
スペイン

イスラエル
香港

ノルウェー
ニュージーランド

シンガポール

出願件数

2009年以前

2010年以降

Copyright 2017 Innovation Research Corporation 11



人工知能×自動車

■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

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 トヨタ自動車

3 本田技研工業

9

5 フィリップス 9

2 クアルコム

51

出願件数

11

59

57

No.

クアルコム

出願人名

5

2

3

80

70

No.

グーグル

キヤノングループ4

5

出願人名

マイクロソフト

グーグル

出願件数

マイクロソフト 7

日立製作所 5

5

4

4

三菱電機 11

No. 出願人名 出願件数

1 トヨタ自動車 15

3 デンソー 14

No.

16クアルコム

5 クアルコム 6

出願人名 出願件数

エスゼットディージェイアイテクノロジー 25

14 2

1

三菱電機 11

3 グーグル 10

84 ヤフー

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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人工知能×自動車

 主要プレイヤー  主要プレイヤーの共同出願人

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。

総出願件数 405件

総出願件数 170件

総出願件数 236件

総出願件数 145件

67件

19件

トヨタ自動車 1

3
トヨタ自動車

13件

日立製作所

本田技研工業

2件

1件

1件

16件

26件

3 日本自動車研究所

2件

三菱電機

2 生産技術研究奨励会

東芝グループ

2 トヨタＩＴ開発センター

3
デンソー

1

その他

その他

その他

その他

その他

その他
1件

3 ヴァレオジャパン

2 ゼクセルヴァレオクラ
イメートコントロール

総出願件数 145件

日産自動車 1 東京大学

7件

6件

1件

1件

3 東京工業大学

2
ザオハイオステートユ
ニバーシティリサーチ

ファウンデーション

1

1

総出願件数 204件 63件

1

2 ＳＯＫＥＮ

26件

日立オートモティブシ
ステムズ

デンソー
デンソーアイティーラ

ボラトリ

パナソニックグループ

3 日立産業制御ソ
リューションズ

2 日立パワーソリュー
ションズ

16件

3件

豊田中央研究所

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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人工知能×自動車

⑩ ⑩

⑨ ⑨

⑧ ⑧

⑦ ⑦

⑥ ⑥

⑤ ⑤

④ ④

③ ③

② ②
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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。

他に分類されない車両等

画像通信，例．テレビジョン

燃焼機関の制御

音声の分析または合成等

制御系または調整系一般等

電気的デジタルデータ処理

交通制御システム

イメージデータ処理または発生一般

管理目的等に特に適合したデータ処理
システムまたは方法等

特定の計算モデルに基づくコンピュータ・
システム

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。
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◇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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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2016-202591 － 2016/10/14 音響モデル入力データの正規化装置及び方法と、音声認識装置 サムスングループ 出願/審査/審判中 ○

2 特願2016-198867 － 2016/10/7
車両を運転する際に当該車両の運転者を支援する方法及びシ
ステム、車両、並びにコンピュータプログラム

ホンダリサーチインスティテュートヨーロッパ 出願/審査/審判中 ○

3 特願2016-189156 － 2016/9/28 自動分析方法 日立製作所 出願/審査/審判中 ○

4 特願2016-188561 － 2016/9/27
薬物有害事象を予測するためのコンピュータ実装方法、コン
ピュータ・プログラム製品、および処理システム

IBM 出願/審査/審判中 ○

5 特願2016-178701 － 2016/9/13 行動推奨のための会話生成 富士通 出願/審査/審判中 ○

6 特願2016-175581 － 2016/9/8
深層ＣＮＮプーリング層を特徴として用いる、類似度に基づく重
要な対象の検知

ゼロックス 出願/審査/審判中 ○

7 特願2016-167041 － 2016/8/29
画像のオブジェクトを分類するための方法およびデバイスならび
に対応するコンピュータプログラム製品およびコンピュータ可読

トムソンライセンシング 出願/審査/審判中 ○

8 特願2016-167000 － 2016/8/29 半導体装置、又は該半導体装置を有する電子機器 半導体エネルギー研究所 出願/審査/審判中 ○

9 特願2016-163580 － 2016/8/24 自動式移動体のための経路決定方法
トヨタモーターエンジニアリングアンドマニュファクチャリン
グノースアメリカ

出願/審査/審判中 ○

10 特願2016-161377 － 2016/8/19 ゼロレイテンシデジタルアシスタント アップル 出願/審査/審判中 ○

11 特願2016-148650 － 2016/7/28
自律移動体に対する不正確なセンサ・データの関連付けを最小
限とする方法

トヨタモーターエンジニアリングアンドマニュファクチャリン
グノースアメリカ

出願/審査/審判中 ○

12 特願2016-144243 － 2016/7/22
バイオメトリクスに基づく情報通信を使用したリアルアイムの医
学的状態監視のための生物医学的デバイス

ジョンソンアンドジョンソンビジョンケア 出願/審査/審判中 ○

13 特願2016-144226 － 2016/7/22
バイオメトリクスに基づく情報通信及びフィードバックのための生
物医学的デバイス

ジョンソンアンドジョンソンビジョンケア 出願/審査/審判中 ○

14 特願2016-144211 － 2016/7/22
バイオメトリクスに基づく情報通信のための生物医学的デバイス
の識別態様

ジョンソンアンドジョンソンビジョンケア 出願/審査/審判中 ○

15 特願2016-144196 － 2016/7/22 バイオメトリクスに基づく情報通信のための生物医学的デバイス ジョンソンアンドジョンソンビジョンケア 出願/審査/審判中 ○

16 特願2016-144191 － 2016/7/22
感知及びバイオメトリクスに基づく情報通信のためのシステム並
びに生物医学的デバイス

ジョンソンアンドジョンソンビジョンケア 出願/審査/審判中 ○

17 特願2016-144182 － 2016/7/22
バイオメトリクスに基づく情報通信のための暴露事象を感知する
ための生物医学的デバイス

ジョンソンアンドジョンソンビジョンケア 出願/審査/審判中 ○

18 特願2016-144175 － 2016/7/22
疲労感知に関連するバイオメトリクスに基づく情報通信のための
生物医学的デバイス

ジョンソンアンドジョンソンビジョンケア 出願/審査/審判中 ○

19 特願2016-144165 － 2016/7/22
バイオメトリクスに基づく情報通信及び睡眠監視のための生物
医学的デバイス

ジョンソンアンドジョンソンビジョンケア 出願/審査/審判中 ○

20 特願2016-144150 － 2016/7/22
車両環境におけるバイオメトリクスに基づく情報通信のための生
物医学的デバイス

ジョンソンアンドジョンソンビジョンケア 出願/審査/審判中 ○

21 特願2016-144137 － 2016/7/22 バイオメトリクスに基づく情報通信のための生物医学的デバイス ジョンソンアンドジョンソンビジョンケア 出願/審査/審判中 ○

22 特願2016-142361 － 2016/7/20 バッテリの状態を推定する方法及び装置 サムスングループ 出願/審査/審判中 ○

23 特願2016-141268 － 2016/7/19 旋回予測 本田技研工業 出願/審査/審判中 ○

24 特願2016-128918 － 2016/6/29 音声認識装置及び方法と電子装置 サムスングループ 出願/審査/審判中 ○

25 特願2016-127399 － 2016/6/28 分布クエリに対してビジネスデータを融合するための方法及びシステム タタコンサルタンシーサービシズ 出願/審査/審判中 ○

26 特願2016-118840 － 2016/6/15 樹脂隆起部自動低減システム ボーイング 出願/審査/審判中 ○

27 特願2016-117350 － 2016/6/13 能力に基づく補聴器のＩＮ  ＳＩＴＵ最適化 ジーエヌリザウンドエー／エス;ＧＮＲＥＳＯＵＮＤＡ／Ｓ 出願/審査/審判中 ○

28 特願2016-115282 － 2016/6/9 バッテリ状態推定装置及び方法 サムスングループ 出願/審査/審判中 ○

29 特願2016-112466 － 2016/6/6 自律移動体のため車線変更方法
トヨタモーターエンジニアリングアンドマニュファクチャリン
グノースアメリカ

出願/審査/審判中 ○

30 特願2016-111833 － 2016/6/3
ハイブリッド電気車両における１つまたは複数の動力源を選択
する方法

三菱電機 出願/審査/審判中 ○

31 特願2016-111364 － 2016/6/2 画像処理装置、画像処理方法およびプログラム キヤノングループ 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。）
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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）

32 特願2016-110762 － 2016/6/2 自律型車両の動作モード間の遷移
トヨタモーターエンジニアリングアンドマニュファクチャリン
グノースアメリカ;トヨタ自動車

出願/審査/審判中 ○

33 特願2016-100220 － 2016/5/19 リソース転送システム ４０２テクノロジーズエスア 出願/審査/審判中 ○

34 特願2016-98454 － 2016/5/17 電子装置 半導体エネルギー研究所 出願/審査/審判中 ○

35 特願2016-96890 － 2016/5/13
車両、車両の通信モジュールと通信するシステム、および１組の
車両と通信するシステム

三菱電機 出願/審査/審判中 ○

36 特願2016-90405 － 2016/4/28 タイヤセンサベースの総マイル数追跡システムおよび方法 ザグッドイヤータイヤアンドラバーカンパニー 出願/審査/審判中 ○

37 特願2016-90268 － 2016/4/28 一般物体提案を用いる複数物体の追跡 ゼロックス 出願/審査/審判中 ○

38 特願2016-80017 － 2016/4/13
ターゲット環境の画像内に表現されたオブジェクトを検出するよ
うに分類器をトレーニングする方法およびシステム

三菱電機 出願/審査/審判中 ○

39 特願2016-71419 － 2016/3/31 道路境界物の検出方法及び装置 リコーグループ 出願/審査/審判中 ○

40 特願2016-69870 － 2016/3/31 エンジン事象の時間を推定するシステムおよび方法 ゼネラルエレクトリックカンパニー 出願/審査/審判中 ○

41 特願2016-62903 － 2016/3/26 生体パラメータ推定装置または方法 イムラヨーロッパエスアエス;ＩＭＲＡＥＵＲＯＰＥＳＡＳ 出願/審査/審判中 ○

42 特願2016-59399 － 2016/3/24 ホストシステムの人工知能ベース正常性管理 タタコンサルタンシーサービシズ 出願/審査/審判中 ○

43 特願2016-57039 － 2016/3/22 画像処理装置、画像処理方法、およびプログラム 東芝グループ 出願/審査/審判中 ○

44 特願2016-54809 － 2016/3/18 論理パターンを検索する方法とシステム タタコンサルタンシーサービシズ 出願/審査/審判中 ○

45 特願2016-40645 － 2016/3/3
ノックセンサを用いて対をなすシリンダの健全性を推論する方法
およびシステム

ゼネラルエレクトリックカンパニー 出願/審査/審判中 ○

46 特願2016-36607 － 2016/2/29 鉄道車両の運転方法及びシステム 日立製作所 出願/審査/審判中 ○

47 特願2016-33703 － 2016/2/25 後処理システムを制御するためのシステムおよび方法 ゼネラルエレクトリックカンパニー 出願/審査/審判中 ○

48 特願2016-32964 － 2016/2/24 産業プラントを監視するシステムおよび方法 横河電機 出願/審査/審判中 ○

49 特願2016-32933 － 2016/2/24 ユーザの健康記録に基づいてパーソナライズされた看護の提供 トヨタ自動車 出願/審査/審判中 ○

50 特願2016-24303 － 2016/2/12 ノックセンサを用いたノッキング状態の信号記録 ゼネラルエレクトリックカンパニー 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。）
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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 特願昭60-227398 特許-1773668 1985/10/11 異常監視装置 パナソニックグループ 権利消滅 50

2 特願平2-336422 特許-3070015 1990/11/30 不安定車両の走行制御装置 本田技研工業 権利消滅 49

3 特願2006-229128 － 2006/8/25 電力システム トヨタ自動車 不登録確定 45

4 特願平9-85526 特許-3165391 1997/3/21 移動体無線通信システムとその移動局の位置検出方法 パナソニックグループ 権利消滅 45

5 特願平6-37546 特許-3469930 1994/2/14 移動体マルチメディア通信システム ＳＣＳＫ;シーエスケイ 権利消滅 41

6 特願平4-138335 － 1992/5/29 画像処理方法 日立製作所 不登録確定 36

7 特願2007-193438 特許-4997011 2007/7/25
自動車の燃料消費量推定システム、経路探索システム、及び運
転指導システム

日立製作所;日立オートモティブシステムズ 権利存続中 35

8 特願平11-83379 特許-3501009 1999/3/26 車両衝突回避制御装置 トヨタ自動車 権利消滅 35

9 特願2004-128654 特許-4352980 2004/4/23 拡大表示装置及び拡大画像制御装置 オムロングループ 権利存続中 34

10 特願平8-514835 － 1995/10/27 処方箋管理システム アドバンスドヘルスメドイーシステムズ 不登録確定 34

11 特願2009-541356 － 2007/12/11 分散型電気資源のための電力集約化システム ブイ２グリーン 不登録確定 33

12 特願平9-93380 － 1997/4/11 疑似感情を用いた制御対象の制御方法 ヤマハ発動機 不登録確定 33

13 特願平9-15880 特許-3277837 1997/1/13 変速機の制御装置 トヨタ自動車 権利消滅 33

14 特願平7-314195 特許-3543453 1995/12/1 光生体計測法を用いた生体入力装置および生体制御装置 日立製作所 権利消滅 33

15 特願2001-83728 特許-4675492 2001/3/22 顔画像を使用した個人認証装置 本田技研工業 権利存続中 32

16 特願平7-26329 特許-3336793 1995/1/21 自動車の前方道路状況対応制御装置 三菱自動車工業 権利消滅 32

17 特願平4-106415 特許-3200950 1992/4/24 物体認識装置 日立製作所 権利消滅 32

18 特願2002-1086 － 2002/1/8 携帯移動電話装置 リコーグループ 不登録確定 31

19 特願2001-141455 － 2001/5/11 本人及び事物情報管理システム 辻田佳告 不登録確定 31

20 特願平9-138942 － 1997/5/28 空燃比制御装置 パナソニックグループ;本田技研工業 不登録確定 31

21 特願2003-21141 特許-4153798 2003/1/29
安全運転診断方法および省燃費運転診断方法、ならびに装置、
安全運転診断プログラムおよび省燃費運転診断プログラム

日立製作所;損害保険ジャパン日本興亜 権利存続中 30

22 特願平10-507222 － 1997/7/24
エキスパートに基づく商業を促進しサポートする、暗号で補助さ
れた商業ネットワーク・システム用の方法および装置

ウオーカーデジタル;ウォーカーデジタル 不登録確定 30

23 特願平9-313505 特許-3449199 1997/11/14 車載情報装置 日産自動車 権利消滅 30

24 特願平5-204998 特許-2978374 1993/8/19
画像処理装置と空気調和機の制御装置と画像処理装置を用い
た応用機器

パナソニックグループ 権利消滅 30

25 特願平5-59149 特許-3007507 1993/3/18 経路決定方法、装置および地図管理装置および移動体管理システム
日立産業制御ソリューションズ;日立製作所;日立パワーソ
リューションズ

権利消滅 29

26 特願平3-117699 － 1991/5/22 車両用電気的負荷制限装置 本田技研工業 不登録確定 29

27 特願平8-70228 特許-3339295 1996/3/26 センサ群管理装置 三菱電機 権利消滅 28

28 特願平4-164864 － 1992/6/23 Ｖベルト式無段階変速装置の制御方法及びその制御装置 日立製作所 不登録確定 28

29 特願平4-46649 － 1992/3/4 道路交通シミュレーションシステム 日立製作所 不登録確定 28

30 特願2002-57001 － 2002/3/4 車両用制御パラメータの適合方法及び適合装置 デンソー 不登録確定 27

31 特願平6-272230 特許-3599387 1994/11/7 電力貯蔵システム 東京電力ＨＤ;;日立製作所 権利消滅 27

32 特願平6-20764 － 1994/2/18 配送計画作成支援表示装置 新日鐵住金 不登録確定 27

33 特願平9-527115 － 1997/1/17 保険料を決定するための自動車監視システム プログレッシブカジュアルティインシュアランスカンパニー 不登録確定 26

34 特願平5-218138 － 1993/8/9 情報検索装置 富士フイルムグループ 不登録確定 26

35 特願2006-239143 － 2006/9/4 充電制御方法、蓄電装置および充電制御システム 日本電信電話 不登録確定 25

36 特願2005-55280 特許-4469297 2005/3/1 運転診断方法およびその装置 日立製作所;日立オートモティブシステムズ 権利存続中 25

37 特願平9-331443 － 1997/12/2 血圧測定装置 パナソニックグループ 不登録確定 25

38 特願平5-50369 － 1993/3/11 道路交通制御装置 日立製作所 不登録確定 25

39 特願平11-2322 － 1999/1/7 電気自動車の充電計画装置 三菱電機;東京電力ＨＤ 不登録確定 24

40 特願平9-10105 特許-3313040 1997/1/23 構造物等の設計支援方法 日本発条 権利消滅 23

（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/JPS62037354
https://patents.google.com/patent/JPH04201793
https://patents.google.com/patent/JP2008054439
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https://patents.google.com/patent/JPH05250594
https://patents.google.com/patent/JP2003013794
https://patents.google.com/patent/JPH08140285
https://patents.google.com/patent/JPH07230495
https://patents.google.com/patent/JP平11511581
https://patents.google.com/patent/JPH07056948
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https://patents.google.com/patent/JP2000209707
https://patents.google.com/patent/JPH10207926


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

41 特願平7-290089 － 1995/11/8 ハイブリッド車の発電制御装置 ＳＯＫＥＮ;デンソー;日本自動車部品総合研究所 不登録確定 23

42 特願平7-271151 － 1995/10/19 交通所要時間算出装置 三菱電機 不登録確定 23

43 特願平6-235730 特許-3686107 1994/9/29 空気入りタイヤの設計方法 ブリヂストン 権利消滅 23

44 特願平4-157771 － 1992/6/17 交通状況監視方法と装置および交通流監視制御システム 日立製作所;日立パワーソリューションズ 不登録確定 23

45 特願昭62-76004 特許-2584765 1987/3/31 自動変速機の変速制御装置 日産自動車 権利消滅 23

46 特願2005-245744 特許-4859411 2005/8/26 車載受信装置 クラリオン 権利存続中 22

47 特願2002-203072 特許-3900031 2002/7/11 荷重測定装置付車輪支持用転がり軸受ユニット 日本精工 権利存続中 22

48 特願2001-322490 特許-4037081 2001/10/19
情報選択装置及び方法、情報選択再生装置並びに情報選択の
ためのコンピュータプログラム

パイオニア 権利消滅 22

49 特願平11-190693 特許-4253934 1999/7/5 信号処理装置及び方法 ソニーグループ 権利存続中 22

50 特願平8-270264 特許-3523967 1996/10/11 災害対策評価装置 川崎重工業 権利消滅 22

51 特願平8-237401 特許-3835771 1996/9/9 コミュニケーション装置及びコミュニケーション方法 東芝グループ 権利消滅 22

（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/JPH08289407
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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9-506525 特許-3362183 1996/7/2 物体検出装置 日本信号 権利消滅 日立製作所 1

2 特願平7-7753 特許-3293384 1995/1/20 自動車の前方道路状況対応制御装置 三菱自動車工業 権利消滅 西郷  純一 1

3 特願平6-53932 特許-2597077 1994/3/24 乗務交番作成装置 東海旅客鉄道 権利消滅 財団法人  鉄道総合技術研究所 1

4 特願平4-110648 特許-2722365 1985/4/20 車両ナビゲーション方法 杉山博之 権利消滅 アルパイン 1

5 特願平1-194654 － 1989/7/26 階層化データの格納装置及び読み出し方式 富士通 不登録確定 相原  光政 1

6 特願昭62-207977 特許-2140881 1987/8/20 自動車用故障診断装置 ＳＵＢＡＲＵ 権利消滅 日産自動車 1

7 特願昭60-227398 特許-1773668 1985/10/11 異常監視装置 パナソニックグループ 権利消滅 高柳  馨 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

https://patents.google.com/patent/WO平9004337
https://patents.google.com/patent/JPH08194887
https://patents.google.com/patent/JPH07262423
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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

1 特願平4-110648 特許-2722365 1985/4/20 車両ナビゲーション方法 杉山博之 権利消滅
2001/03/06
2001/06/27

松下通信工業  株式会社　松下通信工業
株式会社

（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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