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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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即席めん

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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即席めん

■全期間 ■2012年以降

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

太陽化学

エースコック

味の素

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。

日清食品ＨＤ

日清製粉グループ

テーブルマーク

ハウス食品

東洋水産

サンヨー食品

冨士製作所

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

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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①
①②
②③
③④
④⑤
⑤⑥
⑥⑦
⑦⑧
⑧⑨
⑨⑩
⑩

62

＜本編では、6社分掲載＞

無効審判請求あり 9

131

29

異議申立あり

総出願件数 216件

日清食品ＨＤ

総出願件数 83件

⑤主要プレイヤー2社と、その共同出願人

アデカエンジニアリング

その他その他

真崎麺機

明治ＨＤ

分割元出願

日清製粉グループ

生地製造または加工の機械あるいは設備等
ベイキングの穀粉または生地の処理；ベイキング；ベイカリー製品等

食用油脂.
食肉，魚，卵，果実，野菜，食用種子の保存等
医薬用，歯科用又は化粧用製剤

3件

1件

1件

日清ファルマ

間庭平太郎

横山製麺工場

6件

212

455

④外国出願先

1,349

早期審査

1件

1件

食料品，または非アルコール性飲料等
物品または材料の貯蔵または輸送用の容器等
台所用具；コーヒーひき器；香辛料ひき器；飲料を作る装置等
ココア；カカオ製品；菓子；チュウインガム；アイスクリーム等

化合物または医薬製剤の特殊な治療活性

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

71

2-1 この1枚でわかる！サマリー

②出願件数推移

件数

35

拒絶査定不服審判あり 64

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）
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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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欧州

中国
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韓国

ドイツ

2011年以前 2012年以降

①

②

③
④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

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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即席めん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） 1,349

ステータス 件数

出願・審査・審判中 71

不登録確定 611

権利存続中 212

権利消滅 455

（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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即席めん

無効審判請求あり 9

35

早期審査 29

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）

62

131

拒絶査定不服審判あり 64

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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即席めん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 50 100 150 200 250

欧州

中国

米国

韓国

ドイツ

オーストラリア

カナダ

台湾

ブラジル

ロシア連邦

メキシコ

英国

香港

スペイン

オーストリア

シンガポール

イタリア

フィリピン

フランス

デンマーク

出願件数

2011年以前

2012年以降
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即席めん

■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

日清食品ＨＤ

5 吉田志朗 1

出願人名 出願件数

日清食品ＨＤ 16

9 2

1

サンヨー食品 5

3 ヤマダイ 2

14 日清製粉グループ

12

4

4

農業食品産業技術総合研究機構 3

No. 出願人名 出願件数

1 日清製粉グループ 9

3 東洋水産 5

No.

4

5

出願人名

日清製粉グループ

エースコック

出願件数

日清製粉グループ 5

東洋水産 2

2

5

2

3

47

11

No.

サンヨー食品

ハウス食品

9

8

No.

日清食品ＨＤ

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 東洋水産

3 サンヨー食品

6

5 太陽化学 3

2 日清食品ＨＤ

4

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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 主要プレイヤー  主要プレイヤーの共同出願人

1件

3件

アデカエンジニアリン
グ

1

総出願件数 55件 11件

1

2
エースコック

1件

横山製麺工場 テーブルマーク ホーユー

フジテツモー

3
日清ファルマ

2
間庭平太郎

その他

その他

その他

0件

3
－

2
－

総出願件数 30件

サンヨー食品 1
－

1件

1件

1件

1件

3
仙波糖化工業

2
日本ドライフーズ

1

3
－

1件

稲畑香料

2
大川原製作所

ハウス食品

2
明治ＨＤ

3
真崎麺機

1

その他

3 トリニティインベストメ
ント

1件

日清製粉グループ

東洋水産

0件

0件

0件

6件

1件

総出願件数 216件

総出願件数 53件

総出願件数 83件

総出願件数 51件

3件

1件

日清食品ＨＤ 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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即席めん

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

物品または材料の貯蔵または輸送用の
容器等

台所用具；コーヒーひき器；香辛料ひき
器；飲料を作る装置等

ココア；カカオ製品；菓子；チュウインガ
ム；アイスクリーム等

生地製造または加工の機械あるいは設
備等

ベイキングの穀粉または生地の処理；ベ
イキング；ベイカリー製品等

食用油脂.

食肉，魚，卵，果実，野菜，食用種子の
保存等

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

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 ⑥⑦⑧⑨⑩

分野全体
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30%
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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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（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2017-26610 － 2017/2/16 即席フライ麺 日清食品ＨＤ 出願/審査/審判中 ○

2 特願2018-503257 特許-6325184 2017/2/15 即席フライ麺の製造方法 日清食品ＨＤ 権利存続中 ○

3 特願2018-76216 － 2017/2/7 即席フライ麺の製造方法 日清食品ＨＤ 出願/審査/審判中 ○

4 特願2017-20108 特許-6325137 2017/2/7 即席フライ麺の製造方法 日清食品ＨＤ 権利存続中 ○

5 特願2018-542107 － 2016/10/28 低油分麺の製造方法およびそれから製造された諸食品 トロズプライベート 出願/審査/審判中 ○

6 特願2016-170389 特許-6353499 2016/8/31 フライ麺の製造方法 日清食品ＨＤ 権利存続中 ○

7 特願2016-170387 特許-6334623 2016/8/31 ノンフライ麺の製造方法 日清食品ＨＤ 権利存続中 ○

8 特願2016-131502 － 2016/7/1 油脂組成物 花王 出願/審査/審判中 ○

9 特願2016-67109 － 2016/3/30 物品搬送装置 日清食品ＨＤ 出願/審査/審判中 ○

10 特願2017-510007 － 2016/3/29 フライ処理装置 日清食品ＨＤ 出願/審査/審判中 ○

11 特願2017-549522 － 2016/3/16 ノンフライ即席復元容器入り乾燥麺の製造方法 シージェイチェイルジェダン 出願/審査/審判中 ○

12 特願2016-45252 － 2016/3/9 即席フライ麺の製造装置 日清食品ＨＤ 出願/審査/審判中 ○

13 特願2016-45223 － 2016/3/9 即席フライ麺の製造方法 日清食品ＨＤ 出願/審査/審判中 ○

14 特願2016-43210 特許-6342930 2016/3/7 即席フライ麺の製造方法 日清食品ＨＤ 権利存続中 ○

15 特願2016-32835 － 2016/2/24 食品搬送装置 日清食品ＨＤ 出願/審査/審判中 ○

16 特願2017-502310 － 2016/2/18 穀類加工食品用ほぐれ改良剤 不二製油グループ 出願/審査/審判中 ○

17 特願2015-179457 － 2015/9/11 即席フライ麺 日清食品ＨＤ 出願/審査/審判中 ○

18 特願2015-138942 特許-6254553 2015/7/10 即席麺の製造方法及び即席麺用粉組成物 佳格食品 権利存続中 ○

19 特願2016-531438 － 2015/7/2 飲食用具及び容器入り即席食品 日清食品ＨＤ 出願/審査/審判中 ○

20 特願2017-560125 － 2015/5/19 微細藻類粉末を含有する麺及び麺生地
コービオンバイオテック;ロケッ
トフレール;ＲＯＱＵＥＴＴＥＦＲＥ
ＲＥＳ

出願/審査/審判中 ○

21 特願2015-10407 － 2015/1/22
麺類生地用油脂組成物および麺類生地用油脂ならびに麺類の製
造法

不二製油グループ 出願/審査/審判中 ○

22 特願2016-544152 － 2014/12/23 小麦不耐性者のための食品における小麦ベース製品
ショールヘイブンスターチェス
プロプライアタリー

出願/審査/審判中 ○

23 特願2015-541629 － 2014/10/9 フライ麺塊の製造方法 日清食品ＨＤ 出願/審査/審判中 ○

24 特願2014-539174 特許-6399931 2014/1/16 即席麺の製造方法 サンヨー食品 権利存続中 ○

25 特願2013-245893 特許-6355320 2013/11/28 即席麺の製造方法 日清食品ＨＤ 権利存続中 ○

26 特願2013-206329 特許-5911462 2013/10/1 即席麺の製造方法 日清食品ＨＤ 権利存続中 ○

27 特願2013-204802 特許-6313007 2013/9/30 乾燥即席麺及びその製造方法 日清食品ＨＤ 権利存続中 ○

28 特願2014-500717 特許-5559444 2013/2/19 麺線蒸煮方法及び麺線蒸煮装置 日清食品ＨＤ 権利存続中 ○

29 特願2014-517556 特許-6218730 2012/6/6 食味改質製品 フィルメニッヒ 権利存続中 ○

30 特願2012-89249 特許-5996914 2012/4/10 即席油揚げ麺の製造方法、及びフライ処理装置 日清食品ＨＤ 権利存続中 ○

31 特願2012-81792 特許-5372198 2012/3/30 即席麺の乾燥方法及び乾燥装置 日清食品ＨＤ 権利存続中 ○

32 特願2012-81357 特許-5355739 2012/3/30 即席麺の乾燥方法及び乾燥装置 日清食品ＨＤ 権利存続中 ○

33 特願2013-534104 特許-5654689 2012/1/27 麺線カット装置及び方法 日清食品ＨＤ 権利存続中 ○

34 特願2011-246825 特許-5839946 2011/11/10 即席麺の製造方法 サンヨー食品 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/JP2018130074
https://patents.google.com/patent/WO2018150479
https://patents.google.com/patent/JP2018134094
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https://patents.google.com/patent/JP2014523740
https://patents.google.com/patent/JP2013215146
https://patents.google.com/patent/JP2013208094
https://patents.google.com/patent/JP2013208090
https://patents.google.com/patent/JP2014503183
https://patents.google.com/patent/JP2013102706


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）

35 特願2011-241638 特許-5570492 2011/11/2 即席麺の製造方法 サンヨー食品 権利存続中 ○

36 特願2012-506249 特許-5060665 2011/9/26 フライ麺線の製造方法 日清食品ＨＤ 権利存続中 ○

37 特願2018-88084 － 2011/7/1 乾麺およびその製造方法 東洋水産 出願/審査/審判中 ○

38 特願2016-24737 － 2011/7/1 乾麺およびその製造方法 東洋水産 出願/審査/審判中 ○

39 特願2012-520512 特許-5479588 2011/6/17 麺線処理装置及び処理方法 日清食品ＨＤ 権利存続中 ○

40 特願2011-62823 特許-5805967 2011/3/22
押出し麺用ダイピース及び該ダイピースの製造方法、並びに押出
し麺の製造方法

日清食品ＨＤ 権利存続中 ○

41 特願2011-513557 特許-4865108 2011/3/14 即席麺およびその製造方法 日清食品ＨＤ 権利存続中 ○

42 特願2011-33625 特許-4860773 2011/2/18 即席麺の製造方法 サンヨー食品 権利存続中 ○

43 特願2010-285529 特許-5771390 2010/12/22
押出し麺、並びに該押出し麺を用いた即席麺及び乾麺の製造方
法

日清食品ＨＤ 権利存続中 ○

44 特願2010-537611 特許-4669092 2010/9/10 麺線塊ほぐし装置 サンヨー食品 権利存続中 ○

45 特願2010-197711 特許-4772160 2010/9/3 即席乾燥麺およびその製造方法 サンヨー食品 権利存続中 ○

46 特願2009-291330 特許-4654315 2009/12/22 即席麺およびその製造方法 日清食品ＨＤ 権利存続中 ○

47 特願2009-548928 特許-5421784 2009/11/11 高温熱風乾燥即席麺の製造方法 日清食品ＨＤ 権利存続中 ○

48 特願2009-179968 特許-4438969 2009/7/31 即席麺の製造方法 日清食品ＨＤ 権利存続中 ○

49 特願2009-120942 特許-4979735 2009/5/19 油ちょう用ドウ組成物及び油ちょうされたドウ組成物の製造方法 信越化学工業 権利存続中 ○

50 特願2009-53969 特許-4693913 2009/3/6 即席乾燥麺およびその製造方法 サンヨー食品 権利消滅 ○

（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 特願平4-273162 特許-3207264 1992/10/12 穀類加工食品及びそのほぐれ改良剤
三栄源エフエフアイ;不二製油
グループ

権利消滅 30

2 特願昭62-106032 特許-2603470 1987/4/28 難消化性多糖類の部分分解物を含有する食品 大日本住友製薬 権利消滅 23

3 特願平9-67317 特許-3918078 1997/3/4 食物繊維強化用組成物及びそれを用いた食物繊維強化食品 松谷化学工業 権利消滅 17

4 特願平7-207057 特許-2837115 1995/8/14 即席乾燥麺類の製造方法 日清食品ＨＤ 権利消滅 14

5 特願昭57-173575 特許-1512127 1982/10/2 早もどりめん類の製造方法 日清食品ＨＤ 権利消滅 14

6 特願平10-4364 特許-3527084 1998/1/13 即席乾燥麺類の製造方法 日清食品ＨＤ 権利消滅 13

7 特願平9-143488 特許-3798509 1997/5/16 麺  類 日本食品化工;三和澱粉工業 権利消滅 13

8 特願平7-163379 － 1995/6/29 パーム油抽出天然抗酸化剤を含有する食品又は飼料 ライオン 不登録確定 13

9 特願昭62-82578 特許-2007070 1987/4/3 即席麺類の製造法 日清製粉グループ 権利消滅 13

10 特願昭53-136556 特許-1130418 1978/11/6 即席洋風麺の製造方法 サンヨー食品 権利消滅 13

11 特願昭51-105564 特許-1124324 1976/9/2 高温気流乾燥麺の製造法 日清食品ＨＤ 権利消滅 13

12 実願平4-42335 － 1992/6/19 包装容器 日世メリーランドカップ 不登録確定 13

13 特願2005-111132 特許-4553368 2005/4/7 即席麺類及びその製造方法 日清製粉グループ 権利存続中 12

14 特願平10-69304 特許-3739070 1998/3/4 麺類用穀粉組成物 日清製粉グループ 権利消滅 12

15 特願平7-86929 特許-3557711 1995/4/12 脂質代謝改善に有効な食品及び製法 日本新薬 権利消滅 12

16 特願平3-349341 特許-2863796 1991/11/1 小麦グリアジンを利用した麺類の製造方法 アサマ化成 権利消滅 12

17 特願昭52-34950 特許-1131514 1977/3/29 非油揚即席麺類の製造方法 日清食品ＨＤ 権利消滅 12

18 特願昭51-79032 － 1976/7/5 乾燥麺の製造方法 大川原製作所 不登録確定 12

19 特願昭51-42692 － 1976/4/14 即席麺類の製法 第一工業製薬;井島正 不登録確定 12

20 特願2009-179968 特許-4438969 2009/7/31 即席麺の製造方法 日清食品ＨＤ 権利存続中 11

21 特願2002-275682 － 2002/9/20 麺類の製造方法 奥本製粉 不登録確定 11

22 特願平10-353950 － 1998/11/26 麺の品質改良剤と麺の製造方法 太陽化学 不登録確定 11

23 特願平10-332707 － 1998/11/24 細胞接着抑制剤 日清食品ＨＤ 不登録確定 11

24 特願平10-274106 － 1998/9/29 麺類の製造方法 不二製油グループ 不登録確定 11

25 特願平5-116428 － 1993/4/19 ノンフライ乾燥即席麺の製法 テーブルマーク 不登録確定 11

26 特願平2-48963 特許-2666224 1990/2/27 麺玉を嵩高形状に乾燥させる方法及び装置 テーブルマーク 権利消滅 11

27 特願昭63-289783 － 1988/11/16 電子レンジ加熱調理用食品 武田薬品工業 不登録確定 11

28 特願2003-5383 － 2003/1/14 麺質改良剤及び麺類の製造方法 太陽化学 不登録確定 10

29 特願平11-236715 － 1999/8/24
生タイプ即席麺用の改質剤組成物、及びこれを用いた生タイプ即
席麺の製造方法

第一工業製薬 不登録確定 10

30 特願平11-157671 特許-3394724 1999/6/4 澱粉含有食品の結着防止剤、即席麺類及びその製法 テーブルマーク;;ホーユー 権利存続中 10

31 特願平9-195475 特許-3382820 1997/7/22 生理活性物質を主材とする健康食品
アサヒフードアンドヘルスケ
ア;応微研;アサヒグループ薬
品

権利消滅 10

32 特願平8-19486 特許-3495837 1996/1/10 即席麺類の製造方法 日清製粉グループ 権利消滅 10

33 特願平6-189229 特許-3331484 1994/8/11 トランスグルタミナーゼによる麺類の製造方法 味の素 権利消滅 10

34 特願平5-305613 特許-3695767 1993/12/6 酸化防止剤 三栄源エフエフアイ 権利消滅 10

35 特願昭51-107490 特許-1072920 1976/9/7 即席麺の製造法 テーブルマーク 権利消滅 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。）
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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

36 特願昭42-44099 特許-0650390 1967/7/10 魚肉すり身を添加するふくらした即席麺類の製造法 太陽化学 権利消滅 10

37 特願2004-317997 特許-4671663 2004/11/1 即席麺およびその製造方法 サンヨー食品 権利存続中 9

38 特願2002-40570 特許-3844700 2002/2/18 加工食品の調製方法及びレトルト食品 ハウス食品 権利存続中 9

39 特願2001-58740 － 2001/3/2 即席麺の製造方法 サンヨー食品 不登録確定 9

40 特願平11-199777 特許-3467581 1999/7/14 即席麺用の食感改良剤 三栄源エフエフアイ 権利消滅 9

41 特願平11-42613 特許-3867261 1999/2/22 酵素製剤及び麺類の製造方法 味の素 権利存続中 9

42 特願平11-25457 特許-3924388 1999/2/2 熱風乾燥麺塊の製造方法および容器入り熱風乾燥麺の製造方法 日清食品ＨＤ 権利存続中 9

43 特願平8-251340 特許-3142490 1996/9/24 テクスチャーの改良された小麦粉製品
日本たばこ産業;旭化成グ
ループ

権利消滅 9

44 特願平6-242156 特許-3009998 1994/9/8 ノンオイル乾燥即席麺の製法 テーブルマーク;ホーユー 権利消滅 9

45 特願平1-280472 特許-2140279 1989/10/26 麺類の製造法 松谷化学工業 権利消滅 9

46 特願昭59-82930 特許-1456006 1976/7/5 乾燥麺の製造方法 大川原製作所 権利消滅 9

47 特願昭58-111013 特許-1826705 1983/6/22 溝付き押出成形麺 日清製粉グループ 権利消滅 9

48 特願昭57-207978 特許-1581719 1982/11/26 麺類の乾燥方法 ハウス食品 権利消滅 9

49 特願昭57-181919 特許-1779248 1982/10/16 麺類の製造方法 日澱化学 権利消滅 9

50 特願昭53-42310 特許-1469534 1978/4/10 多層麺 日清食品ＨＤ 権利消滅 9

51 特願昭51-69942 特許-1085375 1976/6/15 麺をフライイングする方法 桜沢初雄 権利消滅 9

52 実願平5-33520 実登-2578396 1993/6/22 麺線処理装置 日清食品ＨＤ 権利消滅 9
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1 特願昭57-181918 － 1982/10/16 麺類の製造方法 日澱化学 不登録確定

抱  嘉包;島倉  肇;日
本コーンスターチ;昭
和産業;アイディー・サ
ピエンス;東  克彦

6

2 特願昭52-142220 特許-1118012 1977/11/29 即席冷凍乾燥麺類の製造方法
日清製粉グループ;横
山製麺工場

権利消滅 － 6

3 特願昭58-85072 特許-1779184 1983/5/17 即席冷凍うどんの製造法 日清製粉グループ 権利消滅
島田屋本店;昭和産
業;日本製粉

3

4 特願昭52-99522 特許-1300217 1977/8/22 即席冷凍乾燥麺類の製造法 日清製粉グループ 権利消滅 － 3

5 特願昭50-112363 特許-1123025 1975/9/17 即席うどんの製造方法 キユーピー 権利消滅 － 3

6 特願昭46-18167 特許-0924284 1971/3/23 容器付スナツク麺の製造法 日清食品ＨＤ 権利消滅 － 3

7 特願平4-189924 特許-2140150 1992/6/23 固形状乾燥食品及びその製造方法
東洋水産;日本ドライ
フーズ

権利消滅 小池  淑枝;小林  裕 2

8 特願平3-185094 特許-2141504 1983/5/17 即席冷凍麺類用穀粉 日清製粉グループ 権利消滅 昭和産業;日本製粉 2

9 特願平2-42442 特許-2137995 1990/2/26 即席熱風乾燥麺の製造方法 東洋水産 権利消滅 佐藤  隆由;日清食品 2

10 特願平2-25861 特許-2134255 1990/2/5 めん類の製造法 日清食品ＨＤ 権利消滅 島田屋本店;東洋水産 2

11 特願平1-280472 特許-2140279 1989/10/26 麺類の製造法 松谷化学工業 権利消滅
尾花  睦夫;藤本  和
也

2

12 特願昭58-209213 特許-1788923 1983/11/9 無かん水即席中華めんの製造方法 東洋水産 権利消滅
島田屋本店;ハウス食
品工業

2

13 特願昭58-208715 特許-1732192 1983/11/7 多加水熟成による即席麺の製造方法 日清食品ＨＤ 権利消滅 星野物産;塩崎  正広 2

14 特願昭57-181919 特許-1779248 1982/10/16 麺類の製造方法 日澱化学 権利消滅
抱  嘉包;日本コーンス
ターチ

2

15 特願昭57-99014 － 1982/6/9 即席麺類の製造方法 日清食品ＨＤ 不登録確定 － 2

16 特願昭57-58783 － 1982/4/7 即席麺類の製造法 日清食品ＨＤ 不登録確定 － 2

17 特願昭52-160627 － 1977/12/27 多層麺 日清食品ＨＤ 不登録確定 － 2

18 特願昭51-105938 － 1976/9/4 油揚麺およびその製造方法 大和博行 不登録確定 － 2

19 特願昭51-6470 特許-1108095 1976/1/21 食品の加熱乾燥方法 山海 権利消滅 － 2

20 特願昭44-44323 － 1969/6/7 － 大和博行;山崎慶三 不登録確定 － 2

21 特願2014-17381 特許-6360314 2014/1/31 即席麺の製造方法 テーブルマーク 権利存続中 丸林  敬子 1

22 特願2013-931 特許-6026289 2013/1/8 ノンフライ即席麺製造方法 テーブルマーク 権利存続中 伊澤  武登 1

23 特願2011-62823 特許-5805967 2011/3/22
押出し麺用ダイピース及び該ダイピースの製造方法、並び
に押出し麺の製造方法

日清食品ＨＤ 権利存続中 井上  光弘 1

24 特願2000-590451 特許-3256534 1999/8/6
酵素を使用した大豆の加工方法、および同方法により得ら
れる加工大豆、および同加工大豆を含む食品

赤澤徹 権利消滅
有限会社  高橋慧食
品研究所

1

25 特願平11-44769 特許-3480352 1999/2/23 即席食品入り容器 凸版グループ 権利消滅 長谷川  三治子 1

26 特願平10-342623 特許-3229593 1998/12/2 澱粉含有食品の結着防止剤、即席麺類及びその製法
テーブルマーク;トリニ
ティインベストメント;
ホーユー

権利消滅 召田  紀雄 1

27 特願平9-195475 特許-3382820 1997/7/22 生理活性物質を主材とする健康食品
アサヒフードアンドヘ
ルスケア;応微研;アサ
ヒグループ薬品

権利消滅 磐田化学工業 1
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28 特願平8-100903 特許-2963049 1996/4/23 麺類及び麺食品セット 花王 権利消滅 東  信雄 1

29 特願平7-349264 特許-3178786 1992/10/14 容器入り冷凍食品の製造方法 ハウス食品 権利消滅 石井  正俊 1

30 特願平6-10569 特許-2642859 1994/2/1 即席麺 奥本製粉 権利消滅 召田  紀雄 1

31 特願平5-352609 特許-3129592 1993/12/28 即席油揚げ麺
テーブルマーク;ホー
ユー

権利消滅 日清食品 1

32 特願平4-296412 特許-2631799 1992/10/8 麺類の製造方法 日清食品ＨＤ 権利消滅 日清食品 1

33 特願平1-2400 特許-2726937 1989/1/9 乾燥食品の製造方法 太陽化学 権利消滅 石川  郁子 1

34 特願昭63-308417 特許-2124464 1988/12/6 製麺工程における麺質改良処理方法
フロンティアエンジニ
アリング;日清食品ＨＤ

権利消滅 同和 1

35 特願昭63-253713 特許-2682661 1988/10/11 小麦粉製品の品質改良方法 オルガノ 権利消滅 上田  孝宏 1

36 特願昭62-308554 特許-1719829 1987/12/8 即席麺の製造方法
新津有輝子;大久保慶
一

権利消滅 清藤  勝彦 1

37 特願昭62-183728 特許-2119177 1987/7/24 麺の製法 テルモ 権利消滅 日清製油 1

38 特願昭61-181727 特許-2133712 1986/7/31 即席麺の製造方法 ハウス食品 権利消滅 日清食品 1

39 特願昭58-248373 特許-1648720 1983/12/23 高蛋白即席麺の製造法 不二製油グループ 権利消滅 日清製油 1

40 特願昭58-133521 特許-1485640 1983/7/21 即席凍結乾燥麺の製造方法 東洋水産 権利消滅 － 1

41 特願昭58-64901 特許-1493734 1983/4/12 即席うどんの製造方法および製造装置 はくばく;白麦米 権利消滅 － 1

42 特願昭56-115177 特許-1401621 1979/3/16 食品の製造方法 江崎グリコ栄食 権利消滅 － 1

43 特願昭56-114596 特許-1757151 1981/7/22 即席マカロニ又はスパゲテイの製造方法 日清製粉グループ 権利消滅 オーマイ 1

44 特願昭55-165218 － 1980/11/22 パスタの製法
ランクスホービスマク
ドウガル

不登録確定 ハウス食品工業 1

45 特願昭54-105925 － 1979/8/22 フライ食品の製造法 日清製油 不登録確定 － 1

46 特願昭54-23710 特許-1110720 1979/3/1 揚処理即席麺の製造方法 東洋水産 権利消滅 － 1

47 特願昭53-118392 特許-1374150 1978/9/26 即席生麺類の製造方法 東洋水産 権利消滅 － 1

48 特願昭53-18603 特許-1145602 1978/2/22 つけ麺用α化乾燥麺の製造方法 ハウス食品 権利消滅 － 1

49 特願昭52-160628 特許-1144669 1977/12/27 多層麺 日清食品ＨＤ 権利消滅 － 1

50 特願昭52-69621 特許-1467883 1977/6/13 即席麺の製造方法 日清食品ＨＤ;斉藤進 権利消滅 － 1

51 特願昭52-34950 特許-1131514 1977/3/29 非油揚即席麺類の製造方法 日清食品ＨＤ 権利消滅 － 1

52 特願昭52-22408 特許-1122852 1977/3/1 ノンフライ乾燥即席麺の製造方法 テーブルマーク 権利消滅 － 1

53 特願昭51-108906 特許-1292400 1976/9/13 麺類の油揚げ方法 ハウス食品 権利消滅 － 1

54 特願昭51-105564 特許-1124324 1976/9/2 高温気流乾燥麺の製造法 日清食品ＨＤ 権利消滅 － 1

55 特願昭51-87602 特許-1088727 1976/7/22 即席カツプ麺の製造方法 東洋水産 権利消滅 － 1

56 特願昭50-15890 特許-0990367 1975/2/8 油脂含有食品の品質改良法 ハウス食品 権利消滅 － 1

57 特願昭49-120645 特許-1090728 1974/10/18 即席実入り食品の製造方法 エースコック 権利消滅 － 1

58 特願昭44-34536 特許-0800131 1969/5/7 生麺を型に詰込む方法および装置 大森機械工業 権利消滅 － 1

59 特願昭44-32192 特許-0742565 1969/4/25 食品乾燥装置
新井機械製作所;日清
食品ＨＤ

権利消滅 － 1

60 実願昭61-91116 実登-1977536 1986/6/13 即席めん塊の油切り及びめん揃え送り出し装置 東洋水産 権利消滅 小林  正彦 1

61 実願昭61-91114 実登-1977535 1986/6/13 即席めん製造ラインのめん塊受け渡し装置 東洋水産 権利消滅 小林  正彦 1

62 実願昭60-117767 － 1985/7/30 インスタント冷しめん 老川伸子 不登録確定 島田屋本店 1
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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2009-53969 特許-4693913 2009/3/6 即席乾燥麺およびその製造方法 サンヨー食品 権利消滅 2011/6/29
日清食品ホールディ
ングス株式会社

2 特願2004-317997 特許-4671663 2004/11/1 即席麺およびその製造方法 サンヨー食品 権利存続中 2011/4/21
日清食品ホールディ
ングス株式会社

3 特願平11-190611 特許-3078541 1999/7/5 即席春雨およびその製法 インターパック 権利消滅 2006/8/24 日清食品  株式会社

4 特願平7-86929 特許-3557711 1995/4/12 脂質代謝改善に有効な食品及び製法 日本新薬 権利消滅 2005/3/25
株式会社  林原生物
化学研究所

5 特願平2-266362 特許-1854248 1990/10/5 ダッタンそば粉の製造方法及び即席そば 東洋水産 権利消滅 1997/8/8 日清食品  株式会社

6 特願昭58-85072 特許-1779184 1983/5/17 即席冷凍うどんの製造法 日清製粉グループ 権利消滅 1993/10/22　1994/01/23
日本製粉  株式会社
昭和産業  株式会社

7 特願昭53-93629 特許-1091253 1978/8/2 マイクロ波を用いたα化麺の製造法 テクノベンチヤー 権利消滅 1982/6/25 首藤  厚

8 特願昭52-142220 特許-1118012 1977/11/29 即席冷凍乾燥麺類の製造方法
日清製粉グループ;横
山製麺工場

権利消滅 1987/12/19 徳島製粉  株式会社

9 特願昭46-18167 特許-0924284 1971/3/23 容器付スナツク麺の製造法 日清食品ＨＤ 権利消滅 1979/02/26　1980/09/08
東洋水産株式会社
東洋ミ－ト株式会社

（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。）
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