
分析対象特許情報：

技術動向分析イノベーションレポート
No.R190107101

イノベーションリサーチ株式会社

インフルエンザ予防のための機能性食品

2019年1月7日発行

日本（ＪＰ）

Copyright 2016 Innovation Research Corporation 1



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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インフルエンザ予防のための機能性食品

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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インフルエンザ予防のための機能性食品

■全期間 ■2012年以降

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

ユーハ味覚糖

ザアイムスカンパニー

サントリーＨＤ

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。

ＢＡＳＦ

雪印メグミルク

明治ＨＤ

ヴェレニウム

花王

森永乳業

ロッテ

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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インフルエンザ予防のための機能性食品

①
①②
②③
③④
④⑤
⑤⑥
⑥⑦
⑦⑧
⑧⑨
⑨⑩
⑩

1

＜本編では、6社分掲載＞

無効審判請求あり 0

433

39

異議申立あり

総出願件数 28件

ＢＡＳＦ

総出願件数 27件

⑤主要プレイヤー2社と、その共同出願人

ヴェレニウム

その他

シンジェンタパーティシ
ペーションズ

ダイヴァーサ

分割元出願

雪印メグミルク

微生物または酵素；その組成物
化粧品または類似化粧品製剤の特殊な使用
発酵または酵素を使用して所望の化学物質もしくは組成物を合成する方法等

ペプチド.
ココア；カカオ製品；菓子；チュウインガム；アイスクリーム；それらの製造

18件

6件

2件

－

－

－

0件

326

113

④外国出願先

1,049

早期審査

0件

0件

食料品，または非アルコール性飲料等
医薬用，歯科用又は化粧用製剤
化合物または医薬製剤の特殊な治療活性
動物に特に適した飼料；その製造に特に適した方法

新規植物またはそれらを得るための処理；組織培養技術による植物の増殖処理

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

133

2-1 この1枚でわかる！サマリー

②出願件数推移

件数

101

拒絶査定不服審判あり 120

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

477
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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。）

0 500 1,000 1,500 2,000

欧州

米国

オーストラリア

中国

カナダ

2011年以前 2012年以降

①

②③

④

⑤
⑥⑦⑧⑨⑩

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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インフルエンザ予防のための機能性食品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） 1,049

ステータス 件数

出願・審査・審判中 133

不登録確定 477

権利存続中 326

権利消滅 113

（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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インフルエンザ予防のための機能性食品

無効審判請求あり 0

101

早期審査 39

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）

1

433

拒絶査定不服審判あり 120

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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インフルエンザ予防のための機能性食品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

0 500 1,000 1,500 2,000

欧州

米国

オーストラリア

中国

カナダ

韓国

ブラジル

ドイツ

デンマーク

メキシコ

スペイン

ロシア連邦

イスラエル

オーストリア

ニュージーランド

ユーラシア特許庁

台湾

シンガポール

香港

英国

出願件数

2011年以前

2012年以降
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インフルエンザ予防のための機能性食品

■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

ＢＡＳＦ

5 椿産業 2

出願人名 出願件数

ユーグレナ 3

9 2

1

森永乳業 3

3 山田養蜂場本社 2

24 明治ＨＤ

14

4

4

ザアイムスカンパニー 7

No. 出願人名 出願件数

1 ヴェレニウム 11

3 ＢＡＳＦ 8

No.

4

5

出願人名

ザアイムスカンパニー

マース

出願件数

明治ＨＤ 9

ロッテ 3

4

5

2

3

23

21

No.

ヴェレニウム

ビーピーノースアメリカ

9

9

No.

ＢＡＳＦ

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 ヴェレニウム

3 インターコンチネンタルグループ

14

5 マース 6

2 明治ＨＤ

8

と、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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インフルエンザ予防のための機能性食品

 主要プレイヤー  主要プレイヤーの共同出願人

2件

18件

ヴェレニウム
1

総出願件数 27件 2件

1

2
エーザイ

1件

－ 明治ＨＤ 北里研究所

－

3
－

2
－

その他

その他

2件

3
－

2
－

総出願件数 16件

森永乳業 1
ミツカングループ本社

0件

0件

0件

0件

3
－

2
－

1

3
ディベルサ

2件

ＢＡＳＦ

2
ダイヴァーサ

ヴェレニウム

2
ダイヴァーサ

3 シンジェンタパーティ
シペーションズ

1

その他

3
ＪＸＴＧグループ

0件

雪印メグミルク

花王

1件

0件

0件

0件

1件

総出願件数 28件

総出願件数 23件

総出願件数 27件

総出願件数 16件

18件

6件

ＢＡＳＦ 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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インフルエンザ予防のための機能性食品

⑩ ⑩

⑨ ⑨

⑧ ⑧

⑦ ⑦

⑥ ⑥

⑤ ⑤

④ ④

③ ③

② ②

① ①食料品，または非アルコール性飲料等

医薬用，歯科用又は化粧用製剤

化合物または医薬製剤の特殊な治療活
性

動物に特に適した飼料；その製造に特に
適した方法

微生物または酵素；その組成物

化粧品または類似化粧品製剤の特殊な
使用

発酵または酵素を使用して所望の化学
物質もしくは組成物を合成する方法等

ペプチド.

ココア；カカオ製品；菓子；チュウインガ
ム；アイスクリーム；それらの製造

新規植物またはそれらを得るための処
理；組織培養技術による植物の増殖処

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

⑦⑧⑨⑩

分野全体

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

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：〒101-0035

　　　東京都千代田区神田紺屋町5 矢野ビル4F

電話：03-6903-8489

URL：http://www.innovation-r.com/

■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2017-558252 － 2016/12/22 ゲル状食品組成物 大塚製薬 出願/審査/審判中 ○

2 特願2017-554153 － 2016/11/30 免疫原性が増強されたワクチン抗原 出光興産 出願/審査/審判中 ○

3 特願2016-569079 特許-6114484 2016/11/22 抗ウイルス剤及び抗ウイルス用食品 ユーグレナ;武庫川学院 権利存続中 ○

4 特願2017-36853 特許-6139813 2016/11/22 抗ウイルス剤及び抗ウイルス用食品 ユーグレナ;武庫川学院 権利存続中 ○

5 特願2018-543300 － 2016/11/10 細胞の酸化還元レベルの制御 マッケンナエリザベス 出願/審査/審判中 ○

6 特願2016-201452 特許-6148776 2016/10/13 粘膜免疫増強用食品 健康家族 権利存続中 ○

7 特願2016-197028 特許-6384928 2016/10/5 修飾初乳蛋白質及びその使用方法 虹廣生物科技 権利存続中 ○

8 特願2018-512325 － 2016/9/1
血糖値の制御、肝保護、及び関連する病状の予防及び治療のた
めの組み合わせられた組成物

ナチュラルシールドイスラエ
ル２０１６

出願/審査/審判中 ○

9 特願2018-503653 － 2016/8/18 抗ウイルス活性を有するカロテノイド組成物およびその用途
アイビーアールイスラエリバイ
オテクノロジーリサーチ

出願/審査/審判中 ○

10 特願2016-158335 特許-6181254 2016/8/11 乳酸菌含有チョコレートおよびその製造方法 日東薬品工業;ロッテ 権利存続中 ○

11 特願2018-504983 － 2016/8/2 副鼻腔炎に対するイヌリンの予防的使用 ズートツッカー 出願/審査/審判中 ○

12 特願2018-506419 － 2016/7/29 組換え宿主内でのステビオールグリコシドの産生
エヴォルヴァエスアー;ＥＶＯＬ
ＶＡＳＡ

出願/審査/審判中 ○

13 特願2017-521953 － 2016/5/31 乳酵素処理物、その製造方法、組成物および製品 再生ファーマ 出願/審査/審判中 ○

14 特願2016-543748 － 2016/5/31 乳酸菌含有油脂組成物およびその製造方法 ロッテ;日東薬品工業 出願/審査/審判中 ○

15 特願2017-556712 － 2016/4/28
農業生産、輸送、および貯蔵における精製過酸化水素ガスの使用
方法

シネクシスカンパニー 出願/審査/審判中 ○

16 特願2017-555593 － 2016/4/23 グリカン治療剤及び治療方法 カレイドバイオサイエンシズ 出願/審査/審判中 ○

17 特願2018-506794 － 2016/4/20
透析後ウォッシュアウトを改善する方法およびこのような方法にお
いて使用するための栄養補助食品

カルウッドニュートリショナル
ズエルエルーシー

出願/審査/審判中 ○

18 特願2016-567051 特許-6202587 2016/4/4 粘膜免疫賦活剤 山田養蜂場本社;熊本大学 権利存続中 ○

19 特願2017-511528 － 2016/3/23 ミネラル補充剤の製造方法及びミネラル補充剤 石野計美;淺井成哲 出願/審査/審判中 ○

20 特願2017-544759 － 2016/2/24
抗原特異的Ｔ細胞反応を誘発するための、免疫原性タンパク質及
びアジュバントの組み合わせを含むワクチン組成物

ザヴァックスジェネティクスワ
クチン

出願/審査/審判中 ○

21 特願2017-557498 － 2016/1/27 ビフィズス菌を含む免疫調節組成物 デュポングループ 出願/審査/審判中 ○

22 特願2016-568722 － 2016/1/5
燃焼合成材料を利用した医薬組成物、血液処理装置、化粧料及
び飲食品

山田修;オーエスユー 出願/審査/審判中 ○

23 特願2017-550090 － 2015/12/11 マイクロカプセル化カンナビノイド組成物
オーハイエナジェティクスピー
ビーシー

出願/審査/審判中 ○

24 特願2017-527691 － 2015/11/25 食材および表面を処理する抗菌組成物および関連する方法
シーエムエステクノロジーイン
ク

出願/審査/審判中 ○

25 特願2015-220653 － 2015/11/10 乳酸菌の免疫賦活作用を増強する方法 キリングループ 出願/審査/審判中 ○

26 特願2015-209793 － 2015/10/26
抗原に対する特異的な細胞傷害性Ｔ細胞（ＣＴＬ）及び抗体産生を
増強させる方法

キリングループ;小岩井乳業 出願/審査/審判中 ○

27 実願2015-5402 登実-3201935 2015/10/23 青梅酵素微粒構造 大江生醫 権利存続中 ○

（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/WO2017110988
https://patents.google.com/patent/WO2017094793
https://patents.google.com/patent/WO2017149858
https://patents.google.com/patent/JP2017160189
https://patents.google.com/patent/JP2018532814
https://patents.google.com/patent/JP2018061474
https://patents.google.com/patent/JP2017163967
https://patents.google.com/patent/JP2018530319
https://patents.google.com/patent/JP2018528174
https://patents.google.com/patent/JP2018023331
https://patents.google.com/patent/JP2018522031
https://patents.google.com/patent/JP2018522569
https://patents.google.com/patent/WO2016194914
https://patents.google.com/patent/WO2016194366
https://patents.google.com/patent/JP2018521961
https://patents.google.com/patent/JP2018517677
https://patents.google.com/patent/JP2018519355
https://patents.google.com/patent/WO2016170959
https://patents.google.com/patent/WO2016163230
https://patents.google.com/patent/JP2018507860
https://patents.google.com/patent/JP2018504460
https://patents.google.com/patent/WO2016111285
https://patents.google.com/patent/JP2018505912
https://patents.google.com/patent/JP2017536376
https://patents.google.com/patent/JP2017085975
https://patents.google.com/patent/JP2017081838


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2017-521518 － 2015/10/21
ボスウェリア属の植物に由来する抽出物、並びに関連する生成物
及び使用

アルピニアローダナムインス
ティテュートオブフィトファーマ
シューティカルサイエンシー
ズ;ＯＦＰＨＹＴＯＰＨＡＲＭＡＣＥ
ＵＴＩＣＡＬＳＣＩＥＮＣＥＳＡＧ

出願/審査/審判中 ○

29 特願2017-517783 － 2015/9/30 モグロシド化合物の生合成のための方法および材料
エヴォルヴァエスアー;ＥＶＯＬ
ＶＡＳＡ

出願/審査/審判中 ○

30 特願2017-513196 － 2015/9/9 組み換え宿主におけるステビオールグリコシドの生産
エヴォルヴァエスアー;ＥＶＯＬ
ＶＡＳＡ

出願/審査/審判中 ○

31 特願2017-514511 － 2015/8/28 サッカライドならびにサッカライド組成物および混合物 ザイレコ 出願/審査/審判中 ○

32 特願2017-509000 － 2015/8/17 ポリガラクツロナンラムノガラクツロナン（ＰＧＲＧ１）組成物 ファーマジェネシス 出願/審査/審判中 ○

33 特願2017-505797 － 2015/8/6 産業的使用のための細菌芽胞組成物 エンヴェラ 出願/審査/審判中 ○

34 特願2017-561751 － 2015/7/14 組成物およびその使用
アーバーヴィーテヘルスアン
ドウェルビーイング

出願/審査/審判中 ○

35 特願2016-574951 － 2015/6/25 汚染菌の増殖を避けるための微粒子を組み込んだ材料の使用 ピロット 出願/審査/審判中 ○

36 特願2017-517203 － 2015/6/10 親油性活性剤を注入された飲食料品組成物とその使用方法 ポビバティー 出願/審査/審判中 ○

37 特願2016-570860 － 2015/6/2 結晶性β－Ｄ－ニコチンアミドリボシドの製造および使用 グラクソスミスクライン 出願/審査/審判中 ○

38 特願2015-109271 － 2015/5/29
乳酸菌免疫賦活作用増強組成物及び乳酸菌免疫賦活作用増強
方法

キリングループ 出願/審査/審判中 ○

39 特願2017-514395 － 2015/5/22
組み合わせ、組成物及び動物に組み合わせ又は組成物を投与す
る方法

フィブロアニマルヘルス;デ
ザートキングインターナショナ
ル

出願/審査/審判中 ○

40 特願2016-523447 特許-6376417 2015/5/21 腸管における物質取り込み促進剤
アサヒグループ;理化学研究
所

権利存続中 ○

41 特願2016-567361 － 2015/5/8 新しいＣＡＴＨ２誘導体。
ユニベルシテイトユトレヒト
ホールディングベスローテン
フェンノートシャップ

出願/審査/審判中 ○

42 特願2018-88947 － 2015/4/17
ピスタキア  ウェインマニフォリア抽出物、その分画物またはこれら
から分離された化合物を含む慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）の予防
または治療用薬学的組成物

コリアリサーチインスティ
テュートオブバイオサイエンス
アンドバイオテクノロジー

出願/審査/審判中 ○

43 特願2017-506239 特許-6362764 2015/4/17
ピスタキア  ウェインマニフォリア抽出物、その分画物またはこれら
から分離された化合物を含む慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）の予防
または治療用薬学的組成物

コリアリサーチインスティ
テュートオブバイオサイエンス
アンドバイオテクノロジー

権利存続中 ○

44 特願2016-563113 － 2015/4/14 イオンチャネル活性化剤及び使用方法 フレックスファーマ 出願/審査/審判中 ○

45 特願2016-512766 特許-6307153 2015/4/8 免疫バランス調整剤 ユーグレナ 権利存続中 ○

46 特願2016-570875 － 2015/3/26 ω－３及びレスベラトロールを含む固体処方物

アルファシグマソシエタペルア
チオニ;シグマータウインドゥ
ストリエファルマチェウチケリ
ウニテソシエタペルアチオニ;
ＳＩＧＭＡーＴＡＵＩＮＤＵＳＴＲＩＥ
ＦＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＨＥＲＩＵＮＩ
ＴＥＳＯＣＩＥＴＡＰＥＲＡＺＩＯＮＩ

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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https://patents.google.com/patent/JP2017537884
https://patents.google.com/patent/JP2017529860
https://patents.google.com/patent/JP2017528134
https://patents.google.com/patent/JP2017530701
https://patents.google.com/patent/JP2017525702
https://patents.google.com/patent/JP2017534245
https://patents.google.com/patent/JP2018522828
https://patents.google.com/patent/JP2017529112
https://patents.google.com/patent/JP2017522901
https://patents.google.com/patent/JP2017518306
https://patents.google.com/patent/JP2016005452
https://patents.google.com/patent/JP2017517570
https://patents.google.com/patent/WO2015182470
https://patents.google.com/patent/JP2017518976
https://patents.google.com/patent/JP2018162247
https://patents.google.com/patent/JP2017513947
https://patents.google.com/patent/JP2017513864
https://patents.google.com/patent/WO2015156339
https://patents.google.com/patent/JP2017522278


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）

47 特願2016-560445 － 2015/3/26 非錯体化ヨウ素の安定な組成物及び使用方法 イオテックインターナショナル 出願/審査/審判中 ○

48 特願2017-500780 特許-6304731 2015/3/19
カラタチ抽出物を有効成分として含む抗インフルエンザウイルス組
成物

コングクユニバーシティインダ
ストリアルコーペレイション;ケ
イアールバイオテック

権利存続中 ○

49 特願2016-566591 特許-6367974 2015/1/28
発酵大豆粕の向上した生産能を有するバチルス属菌株及びそれ
を用いて発酵大豆粕を製造する方法

シージェイチェイルジェダング 権利存続中 ○

50 特願2016-531634 － 2015/1/13
クルイベロミセス・ラクティス（ＫＬＵＹＶＥＲＯＭＹＣＥＳ  ＬＡＣＴＩＳ）由
来のラクターゼの改良型酵素変異体

デーエスエム 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/JP2017517484
https://patents.google.com/patent/JP2017512832
https://patents.google.com/patent/JP2017506081
https://patents.google.com/patent/JP2017507644


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 特願平1-178218 特許-2771853 1989/7/12
７―（１―ピロリジニル）―３―キノロン―及び―ナフチリドン―カル
ボン酸誘導体、その製造方法、抗バクテリア剤及び飼料添加物

バイエルインテレクチユアル
プロパテイー;バイエル

権利消滅 30

2 特願2001-73253 特許-3983003 2001/3/15 グルタチオン増強用組成物 ファンケル 権利存続中 27

3 特願平9-28555 － 1997/1/27 生理活性作用組成物 一丸ファルコス 不登録確定 24

4 特願2000-155290 － 2000/5/25 免疫賦活用食品。 一丸ファルコス 不登録確定 23

5 特願2005-66455 － 2005/3/10 物質担持多孔質シリカ 太陽化学 不登録確定 20

6 特願2005-88793 特許-4375266 2005/3/25 β－１，３－１，６－Ｄ－グルカンおよびその用途 大阪ソーダ 権利存続中 20

7 特願2000-265095 特許-4667568 2000/9/1 免疫増強組成物
ハウスウェルネスフーズ;武田
食品工業

権利存続中 20

8 特願2001-332459 － 2001/10/30
β－１．３－１．６グルカン（アウレオバシジウム培養液）の医療、保
健、福祉、食品および各種産業分野での応用

尾仲康史 不登録確定 18

9 特願平10-308840 特許-3507347 1998/10/29 腐植土抽出物質含有水性液
耘野栄治;日本フミン化学;ラ
プラタ交易

権利消滅 18

10 特願2000-365208 特許-4281940 2000/11/30 緑茶飲料
テーブルマーク;テーブルマー
クホールディングス;加ト吉

権利存続中 15

11 特願2000-142998 特許-4812157 2000/5/16 免疫増強作用を有する低分子化βグルカン ＡＤＥＫＡ 権利存続中 15

12 特願平11-94645 － 1999/4/1 油性組成物及びその製造方法
日清オイリオグループ;日清
製油

不登録確定 15

13 特願平9-318897 特許-4755325 1997/11/4 絹蛋白質加水分解物由来の生理活性作用組成物 一丸ファルコス;岐阜県 権利消滅 15

14 特願2001-537357 特許-4597454 2000/11/10 組換えゼラチン ファイブローゲン 権利存続中 13

15 特願2002-235062 － 2002/8/12 多糖類含有組成物およびその用途 東レグループ;参天製薬 不登録確定 13

16 特願平11-18279 － 1999/1/27 抗ウイルス・抗菌剤 谷内良秋 不登録確定 13

17 特願平10-40040 特許-3502762 1998/2/23 油性組成物及びその製造方法
日清オイリオグループ;日清オ
イリオ;日清製油

権利消滅 13

18 特願平3-91074 特許-3130327 1991/3/29 肝機能障害予防剤及び肝機能障害予防作用を有する機能性食品 ＪＸＴＧグループ 権利消滅 13

19 特願2003-301652 特許-4712289 2003/8/26 免疫促進用組成物 エイエルエイ 権利存続中 12

20 特願2001-549664 特許-5013495 2000/12/29 抗微生物組成物とその使用方法
ザリージェンツオブユニバー
シティオブミシガン

権利存続中 12

21 特願2001-505765 － 2000/5/23 発泡性緑茶抽出物製剤
イクセルハーバシューティカ
ルズ

不登録確定 12

22 特願平10-195513 － 1998/7/10 油性組成物を含有した粉末組成物
日清オイリオグループ;日清
製油

不登録確定 12

23 特願平9-250331 － 1997/9/16 感染症予防・治療剤 ヤクルト本社;ミヤコ化学 不登録確定 12

24 特願2004-320679 特許-4686173 2004/11/4 ポリフェノールおよび／またはビタミンＣを含有するアセロラ処理物
ニチレイフーズ;ニチレイバイ
オサイエンス;ニチレイ

権利存続中 11

25 特願2002-328982 － 2002/11/13 プロポリス組成物 ファンケル 不登録確定 11

26 特願2001-359535 特許-4205334 2001/11/26 茶に由来する薬理組成物 伊藤園 権利存続中 11

27 特願2000-341083 － 2000/11/8 栄養組成物 大塚製薬工場 不登録確定 11

28 特願2007-138745 特許-5232404 2007/5/25
有胞子性乳酸菌含有抗感冒ウイルス又は抗インフルエンザウイル
ス用組成物

第一三共ヘルスケア 権利存続中 10

（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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29 特願2005-84077 特許-4738856 2005/3/23
Ｎ－アセチルグルコサミン含有組成物の製造方法及び該組成物を
含有する飲食品

焼津水産化学工業 権利存続中 10

30 特願2004-135462 － 2004/4/30 抗ＳＡＲＳコロナウイルス剤 キッコーマン 不登録確定 10

31 特願2002-378045 － 2002/12/26
海藻類の防腐処理方法、防腐処理した海藻類の加工食品、梅塩
の製造方法、並びに海藻類及び梅を利用した飲み物

事業創造研究所;東農園;東和
電機製作所

不登録確定 10

32 特願2000-229369 － 2000/7/28
動物・ヒト用免疫賦活調整剤及び動物・ヒトの感染症や皮膚病、癌
の予防・治療方法

岡本電機;高橋幸則;姫野國祐 不登録確定 10

33 特願平3-19113 特許-3035833 1991/1/21 シアル酸類含有組成物の製造方法 雪印メグミルク 権利消滅 10

34 特願昭62-212625 － 1987/8/26 同時押出半湿性食品 マーズジービー 不登録確定 10

35 特願2004-192324 － 2004/6/2 レドックス制御組成物 アイティーオー 不登録確定 9

36 特願2004-166592 特許-4669670 2004/6/4
抗インフルエンザウイルス剤及びこれを含有する感染抑制用品及
び飲食物

ロッテ 権利存続中 9

37 特願2004-102209 特許-4204503 2004/3/31 経口摂取用育毛・養毛組成物及び該組成物を含有する飲食品 焼津水産化学工業 権利存続中 9

38 特願2002-559069 － 2002/1/24 生体材料の調製方法およびそれを使用して製造された製剤 ゲインフルプラン 不登録確定 9

39 特願2000-61383 － 2000/3/7 低カフェイン緑茶エキス粒 埼玉県 不登録確定 9

40 特願平11-183758 特許-4817087 1999/6/29 生理活性抽出物 林原 権利消滅 9

41 特願2008-506509 － 2006/4/4 ２つの成分を含むペットフード組成物 ザアイムスカンパニー 出願/審査/審判中 8

42 特願2002-288993 特許-4034632 2002/10/1 乳酸菌含有炊飯用組成物
ハウスウェルネスフーズ;武田
食品工業

権利存続中 8

43 特願2001-171777 － 2001/4/30
果物又は海畜産物等を含む果物様菓子とその製造方法及び濃縮
可能な組成液

佐久間和夫 不登録確定 8

44 特願2001-52945 － 2001/2/27 新規抗菌剤、新規カテキン誘導体およびその製造方法 三井農林;東京フードテクノ 不登録確定 8

45 特願2000-394271 － 2000/12/26
抗体含有乳の除菌方法、並びに除菌処理された抗体含有乳を含
む食品等

小川香料;森永製菓 不登録確定 8

46 特願2007-177967 － 2007/7/6 健康保持剤 ホソダＳＨＣ 不登録確定 7

47 特願2006-542875 特許-5236189 2004/12/6 オリゴ糖組成物および感染症の治療における該組成物の使用

チルドレンズホスピタルメディ
カルセンター;ユニバーシティ
オブマサチューセッツ;インス
ティテュートナショナルダシエ
ンシャスメディカスワイニュウ
トリション

権利消滅 7

48 特願2006-116158 － 2006/3/22 新しい抽出方法の発見
長浦善昭;長浦久美子;長浦善
一郎

不登録確定 7

49 特願2004-279599 － 2004/9/27 健康食品及び薬剤 グローバルサイエンス 不登録確定 7

50 特願2004-163955 特許-4308714 2004/6/2 天然物由来グリセロ糖脂質の製造方法 日新製糖 権利存続中 7

51 特願2004-104736 特許-4317781 2004/3/31 カテキン含有飲食物及びその製造方法 伊藤園 権利存続中 7

52 特願2002-359632 － 2002/12/11 抗下痢症組成物 ゲン 不登録確定 7

53 特願2000-315655 特許-3768795 2000/10/16 キサンチンオキシダーゼ阻害剤 ファンケル 権利存続中 7

54 特願2000-252052 特許-4666733 2000/8/23 ウイルス感染抑制剤及びそれを含有する飲食品 コンビ 権利存続中 7

55 特願平11-287740 特許-5073884 1999/10/8
感染予防治療剤、抗エンドトキシン剤、ワクチンワクチンアジュバン
ト剤および成長促進剤

三井製糖;エーザイ 権利存続中 7

56 特願平11-224412 － 1999/7/2 茶葉及びその抽出物、それを含有する飲食物、抗炎症剤 木村靖;木村美智子;木村幸子 不登録確定 7
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57 特願平9-309391 特許-4406780 1997/10/23
カバノアナタケ抽出物を含有する注射液及びその他の薬
剤並びに健康飲食製品

佐久間和夫 権利消滅 7

58 特願平8-256977 特許-4034370 1996/9/27 脳機能改善剤及び栄養組成物 雪印メグミルク 権利消滅 7

59 特願平6-82706 特許-3501415 1994/3/30 ビフィズス菌および乳酸菌増殖促進剤 雪印メグミルク 権利消滅 7

60 特願平1-509772 － 1989/9/7 ウィルス感染の治療と予防の方法および組成物
パブリツクヘルスラボラトリー
サービスボード;レトロスクリー
ン

不登録確定 7

61 特願平2-96188 － 1990/4/13 茶ポリフェノールとコラーゲンとより成る新規ガムベース 三井農林 不登録確定 7

62 特願平1-97583 特許-2673828 1989/4/19 κ―カゼイングリコマクロペプチドの製造法 雪印メグミルク 権利消滅 7
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1 特願2016-158335 特許-6181254 2016/8/11 乳酸菌含有チョコレートおよびその製造方法 日東薬品工業;ロッテ 権利存続中 矢部  陽子 1
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