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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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スノーボード

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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スノーボード

■全期間 ■2011年以降

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

ディーラックスシュポルトアル
ティーケルハンデルス

副島昇

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。

シマノ

カーメイト

ジャパーナ

ケイーツー

高橋節子

ザバートン

サロモン

グッドウェルインターナショナル

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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スノーボード

①
①②
②③
③④
④⑤
⑤⑥
⑥⑦
⑦⑧
⑧⑨
⑨⑩
⑩

9

拒絶査定不服審判あり 10

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

482

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

25

2-1 この1枚でわかる！サマリー

②出願件数推移

件数

99

126

④外国出願先

732

早期審査

0件

0件

スケート等の設計または配置
履物の特徴等
身体の鍛錬等のための装置
積層体

電気的デジタルデータ処理

⑥技術内容構成比

分割元出願

カーメイト

他に分類されない車両，車両付属具，または車両部品
外着；保護衣；付属品
仕上げ；一般的混合方法
プラスチックの成形または接合等
ビデオゲーム等

1件

1件

1件

－

－

北陸ウエブ

1件

総出願件数 41件

シマノ

総出願件数 34件

⑤主要プレイヤー2社と、その共同出願人

日軽金アクト

日本軽金属

東洋アルミニウム

＜本編では、6社分掲載＞

無効審判請求あり 1

161

17

異議申立あり 4
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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。）

0 200 400 600 800

欧州
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ドイツ

中国

カナダ

2010年以前 2011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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スノーボード

ステータス 件数

出願・審査・審判中 25

不登録確定 482

権利存続中 99

権利消滅 126

合計（総出願件数） 732

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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スノーボード

異議申立あり 4

161

拒絶査定不服審判あり 10

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

9

早期審査 17

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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スノーボード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
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ドイツ
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オーストリア

オーストラリア

韓国

台湾
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フランス

英国

スペイン

ノルウェー

ニュージーランド

デンマーク

ロシア連邦

スロベニア

メキシコ

スウェーデン

出願件数

2010年以前

2011年以降
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スノーボード

■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 ジャパーナ

3 ディーラックスシュポルトアルティーケルハンデルス

1

5 ニールプライド 1

2 フロースポーツインコーポレイティッド

6

出願件数

11

7

6

No.

ケイーツー

出願人名

5

2

3

9

7

No.

ミラースポーツインターナショナル

ギャリーアールハンマースラッグ4

5

出願人名

カーメイト

グッドウェルインターナショナル

出願件数

カーメイト 1

ボアテクノロジーインク 1

1

4

4

清水肇 1

No. 出願人名 出願件数

1 ディーラックスシュポルトアルティーケルハンデルス 2

3 金子義明 1

No.

1ボアテクノロジー

5 スイッチマニュファクチュアリング 1

出願人名 出願件数

林一仁 2

1 2

1

日新企画 2

3 岩瀬吉良男 2

14 六人部隆夫

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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スノーボード

 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 41件

総出願件数 15件

総出願件数 34件

総出願件数 15件

1件

1件

シマノ 1

3
－

0件

カーメイト

高橋節子

1件

1件

1件

1件

0件

3
－

1件

プレストンバインディ
ングカンパニー

2
モロースノーボーズ

ケイーツー

2
東洋アルミニウム

3
日本軽金属

1

0件

3 ハーバートイーフレッ
チャー

2
ギュンセルリープル

総出願件数 15件

ザバートン 1
ライネルロイス

0件

0件

0件

0件

3
－

2
－

1

1

総出願件数 22件 2件

1

2
－

0件

北陸ウエブ ジャパーナ
エムエストレードハン

デルス

－

3
－

2
－

1件

1件

日軽金アクト

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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スノーボード

⑩ ⑩

⑨ ⑨

⑧ ⑧

⑦ ⑦

⑥ ⑥

⑤ ⑤

④ ④

③ ③

② ②

① ①

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。

仕上げ；一般的混合方法

プラスチックの成形または接合等

ビデオゲーム等

電気的デジタルデータ処理

外着；保護衣；付属品

スケート等の設計または配置

履物の特徴等

身体の鍛錬等のための装置

積層体

他に分類されない車両，車両付属具，ま
たは車両部品

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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（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2017-12771 特許-6267815 2017/1/27 レースコースで競技者の速度を計測する方法及びシステム スイスタイミング 権利存続中 ○

2 特願2017-511248 － 2015/8/24
膨張ポリアミドペレットおよびそれらを用いる成型されたコンポーネ
ントを製造するための方法

アディダス 出願/審査/審判中 ○

3 特願2015-146690 特許-6060465 2015/7/24 スノーボードビンディング ネオスノーレンタル 権利存続中 ○

4 特願2016-576034 － 2015/7/3 位置フィードバックを提供するヘルメット
レイザースポルトナムローゼ
フェンノートシャップ

出願/審査/審判中 ○

5 特願2017-511251 － 2015/4/10 膨張したポリマーペレット アディダス 出願/審査/審判中 ○

6 特願2015-55955 － 2015/3/19 感覚データを触覚効果に変換するシステム及び方法 イマージョン 出願/審査/審判中 ○

7 特願2014-168279 特許-5931979 2014/8/21
スノーボード及びスキーを製造する方法並びにスノーボード及びス
キー

榮和麗科技（深せん） 権利存続中 ○

8 特願2016-530271 － 2014/8/1 乗ることができるボード組立体およびその構成要素 デヴィッドエルフィック 出願/審査/審判中 ○

9 特願2015-527414 － 2014/7/16 スノーボード キムドクス;ＫＩＭＤＥＯＧＳＯＯ 出願/審査/審判中 ○

10 特願2016-518612 － 2014/6/6 エネルギー吸収部材 キンバリークラーク 出願/審査/審判中 ○

11 特願2014-585 － 2014/1/6 スノーボード用ビンディング カーメイト 出願/審査/審判中 ○

12 特願2013-262184 － 2013/12/19
トランスポンダモジュールを用いてスポーツ競技における時間を測
定する方法及びこの方法を実装するためのトランスポンダモジュー
ル

スイスタイミング 不登録確定 ○

13 特願2015-553026 － 2013/12/10 ソール
ディーラックスシュポルトアル
ティーケルハンデルス

出願/審査/審判中 ○

14 特願2015-545452 特許-6257640 2013/11/27 履物用の調整要素 ヴァンス 権利存続中 ○

15 特願2015-539826 － 2013/10/25 印刷可能保護層 デュポングループ 出願/審査/審判中 ○

16 特願2013-129710 特許-6253275 2013/6/20
スプリットボードビンディング、スプリットボード、およびスプリット
ボードアセンブリ

ケイーツー 権利存続中 ○

17 特願2015-509259 － 2013/4/30 レクリエーション用ライディングボードのブレーキシステム
ストリートボーズホールディン
グスプロプリエタリー

出願/審査/審判中 ○

18 特願2014-535984 特許-6132363 2012/10/15 向上した衝撃強度を有する複合積層体およびその使用 デュポングループ 権利存続中 ○

19 特願2014-527249 特許-6047572 2012/8/22 ラチェットバックルとストラップのアセンブリ ザバートン 権利存続中 ○

20 特願2013-553513 特許-5976683 2012/2/8 ポリアミド及びアイオノマーを含有するポリマー組成物 デュポングループ 権利存続中 ○

21 特願2014-531108 特許-6165736 2011/9/20 運動練習をサポートするためのシステム及び方法

フラウンホーファー研究機構;
ＦＲＡＵＮＨＯＦＥＲーＧＥＳＥＬ
ＬＳＣＨＡＦＴＺＵＲＦＯＥＲＤＥＲ
ＵＮＧＤＥＲＡＮＧＥＷＡＮＤＴＥ
ＮＦＯＲＳＣＨＵＮＧＥＶ;フリード
リヒーアレクサンダーウニベ
ルシタットアーリンゲンーニュ
ルンベルク;ＦＲＩＥＤＲＩＣＨーＡ
ＬＥＸＡＮＤＥＲーＵＮＩＶＥＲＳＩＴ
ＡＴＥＲＬＡＮＧＥＮーＮＵＲＮＢ
ＥＲＧ;アイキュームーブ

権利存続中 ○

22 特願2013-526500 特許-5951611 2011/9/5 ヘルメットを確実に固定するための一体手段を備えたヘルメット
レイザースポーツエンフェー;Ｌ
ＡＺＥＲＳＰＯＲＴＮＶ

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/JP2017134076
https://patents.google.com/patent/JP2017531064
https://patents.google.com/patent/JP2017023522
https://patents.google.com/patent/JP2017519917
https://patents.google.com/patent/JP2017525819
https://patents.google.com/patent/JP2015185167
https://patents.google.com/patent/JP2015091298
https://patents.google.com/patent/JP2016527965
https://patents.google.com/patent/JP2015528735
https://patents.google.com/patent/JP2016530345
https://patents.google.com/patent/JP2015128487
https://patents.google.com/patent/JP2014122895
https://patents.google.com/patent/JP2016503701
https://patents.google.com/patent/JP2015536215
https://patents.google.com/patent/JP2016501743
https://patents.google.com/patent/JP2014004361
https://patents.google.com/patent/JP2015515356
https://patents.google.com/patent/JP2015500748
https://patents.google.com/patent/JP2014529443
https://patents.google.com/patent/JP2014505157
https://patents.google.com/patent/JP2014527874
https://patents.google.com/patent/JP2013536903


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）

23 特願2017-94109 － 2011/6/29 ブーツ、特にスキーブーツ又はスノーボードブーツ
ディーラックスシュポルトアル
ティーケルハンデルス

出願/審査/審判中 ○

24 特願2013-517265 特許-6230910 2011/6/29 ブーツ、特にスキーブーツ又はスノーボードブーツ
ディーラックスシュポルトアル
ティーケルハンデルス

権利存続中 ○

25 特願2013-517250 特許-6019018 2011/6/28 ブーツ、特にスキーブーツ又はスノーボードブーツ
ディーラックスシュポルトアル
ティーケルハンデルス

権利存続中 ○

26 特願2013-515553 － 2011/6/17 発光ディスプレイのためのシステムおよび方法 ライトボードカンパニー 出願/審査/審判中 ○

27 特願2012-538059 － 2010/11/8 スノーボード用の引き込み可能な制動装置 ワサーマンランドールティー 不登録確定 ○

28 特願2012-530985 特許-5442870 2010/9/22
隣接するビンディング取付け領域に変更された曲げ特性を有する
滑走ボード

ザバートン 権利存続中 ○

29 特願2012-505087 － 2010/4/14 加熱重合レジンおよびエラストマーからなる複合材料部材
グミヴェルククライブルクウン
トカンパニーコマンディートゲ
ゼルシャフト

不登録確定 ○

30 特願2011-539508 特許-5451773 2009/12/3 滑走ボード用ビンディング構成要素 ザバートン 権利存続中 ○

31 特願2015-95194 － 2009/10/7 足部動力はき物埋め込みセンサートランシーバー
フィーネックス;インフィニット
パワーソリューションズ

出願/審査/審判中 ○

32 特願2011-531137 － 2009/10/7 足部動力はき物埋め込みセンサートランシーバー
フィーネックス;インフィニット
パワーソリューションズ

不登録確定 ○

33 特願2011-525374 特許-5449362 2009/9/1 スノースポーツ装置 ヴィッサーダレン 権利存続中 ○

34 特願2011-537836 － 2009/7/10 スノーボード
リーデラーヨハン;クラーマー
アンドレアス

不登録確定 ○

35 特願2011-507997 特許-5414785 2009/5/7 改良された走行基底部材 ヒステッドジョナサンロッサー 権利存続中 ○

36 特願2011-543376 特許-5580334 2009/1/29 スノーボードバインディング バズラン 権利存続中 ○

37 特願2010-543294 特許-5709526 2009/1/16 閉塞システム ボアテクノロジー 権利存続中 ○

38 特願2011-523458 － 2009/1/5 三輪式スケートボードシステムおよび方法 セガサミーＨＤ 不登録確定 ○

39 特願2010-533306 － 2008/11/7 プリントコンテントのカスタマイズ スキニット 不登録確定 ○

40 特願2010-525009 － 2008/9/11 多機能ビンディングシステム
ミラースポーツインターナショ
ナル

不登録確定 ○

41 特願2008-154305 特許-5366072 2008/6/12 ツールなしで調整できるスポーツボードのバインディング
フロースポーツインコーポレイ
ティッド;グッドウェルインター
ナショナル

権利存続中 ○

42 特願2009-548628 － 2008/2/8
繊維複合材料、ならびに、木質繊維マットをベースとする繊維複合
材料製の滑走板心材、特にスキーまたはスノーボード用の前記滑
走板心材

テーウルルレイムホルツバウ 不登録確定 ○

43 特願2009-545834 特許-5491198 2007/12/27 ブーツ、特にスキー又はスノーボード用ブーツ
ディーラックスシュポルトアル
ティーケルハンデルス

権利存続中 ○

44 特願2009-545833 － 2007/12/27 インナーブーツ
ディーラックスシュポルトアル
ティーケルハンデルス;シュト
リックチック

不登録確定 ○

45 特願2009-533715 特許-5319537 2007/10/23 調整可能な甲要素を備えるスノーボード用ビンディング
エスアーエムシュポルトウント
マルケティンク

権利存続中 ○

46 特願2013-78077 特許-5756141 2007/7/6 滑走ボードビンディング ザバートン 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/JP2017164525
https://patents.google.com/patent/JP2013529994
https://patents.google.com/patent/JP2013533778
https://patents.google.com/patent/JP2013539055
https://patents.google.com/patent/JP2013509967
https://patents.google.com/patent/JP2013505780
https://patents.google.com/patent/JP2012523334
https://patents.google.com/patent/JP2012510338
https://patents.google.com/patent/JP2015177987
https://patents.google.com/patent/JP2012505411
https://patents.google.com/patent/JP2012501691
https://patents.google.com/patent/JP2012509725
https://patents.google.com/patent/JP2011519650
https://patents.google.com/patent/JP2012513281
https://patents.google.com/patent/JP2011514175
https://patents.google.com/patent/JP2012500079
https://patents.google.com/patent/JP2011503729
https://patents.google.com/patent/JP2010538756
https://patents.google.com/patent/JP2009006138
https://patents.google.com/patent/JP2010518203
https://patents.google.com/patent/JP2010516310
https://patents.google.com/patent/JP2010516309
https://patents.google.com/patent/JP2010507420
https://patents.google.com/patent/JP2013150859


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2009-518373 特許-5243418 2007/7/6 滑走ボードビンディング用のフットベッド ザバートン 権利存続中 ○

48 特願2009-515496 特許-5380284 2007/6/12 半芳香族ポリアミド複合物品およびその調製方法 デュポングループ 権利存続中 ○

49 特願2008-550433 特許-5396570 2007/1/11 スポーツ活動のための関節運動するフットウェア
グッドウェルインターナショナ
ル

権利存続中 ○

50 特願2007-481 特許-5490978 2007/1/5 スノーボード用ビンディング装置 吉野正 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/JP2009542350
https://patents.google.com/patent/JP2009539659
https://patents.google.com/patent/JP2009523491
https://patents.google.com/patent/JP2007215997


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2009-515496 特許-5380284 2007/6/12 半芳香族ポリアミド複合物品およびその調製方法 デュポングループ 権利存続中 10

2 特願2003-300673 － 2003/8/26 重合体混合物およびその組成物の製造方法
テイラーメイドゴルフカンパ
ニー

不登録確定 10

3 特願2001-519784 特許-4514383 2000/7/17 履物の紐掛けシステム ボアテクノロジー 権利存続中 10

4 特願2000-507254 特許-4171774 1998/8/6 履物用ひも締めシステム
ボアテクノロジーインク;;ギャ
リーアールハンマースラッグ

権利存続中 9

5 特願平4-298150 特許-2832783 1992/10/12 スノーボード用ビンディング カーメイト 権利消滅 8

6 特願平7-294835 － 1995/10/18 スノーボーディング用ブーツビンディング装置 クレールユー 不登録確定 7

7 特願2001-365375 － 2001/10/24 滑走用ローラボード 西太輔 不登録確定 6

8 特願2000-219282 － 2000/7/19 スポーツウエアおよび衝撃吸収パーツ ＩＤＴ;双葉パッキング工業 不登録確定 6

9 特願2000-85957 － 2000/3/27 インクジェットプリント装置 アステック;ピクトリコ 不登録確定 6

10 特願平8-236736 － 1996/9/6 スノーボード用インナーパンツ モリト 不登録確定 6

11 特願平8-85629 － 1996/3/4 電解発光パネル 一進研究所 不登録確定 6

12 特願平7-510429 特許-3361811 1994/9/27 スノーボード用ビンディング装置 ケイーツー 権利消滅 6

13 特願平7-110105 － 1995/4/11 ゲーム装置 バンダイナムコＨＤ 不登録確定 6

14 特願平5-513534 特許-2931405 1993/1/27 スノーボード用ブーツ・ビンディング装置 ザバートン 権利消滅 6

15 特願2005-27002 － 2005/2/2 スポーツ用品、遊技用品、およびトレーニング用品 半導体エネルギー研究所 不登録確定 5

16 特願2002-242535 － 2002/8/22 スノーボード用ブーツ 中林泰浩 不登録確定 5

17 特願2001-111635 － 2001/4/10 スポーツ用品の検索方法および検索用記録媒体 馬場隆春 不登録確定 5

18 特願2000-333815 特許-3417917 2000/10/31
３次元画像処理方法、その装置、３次元画像処理プログラムを記
録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体及びビデオゲーム装
置

コナミＨＤ 権利存続中 5

19 特願平9-367403 － 1997/12/25 スノーボード用ビンディング カーメイト 不登録確定 5

20 特願平9-194623 － 1997/7/18 滑走用乗り物 クリエイティブカワベ 不登録確定 5

21 特願平9-87185 特許-3770690 1997/2/28 スノーボードパンツ アシックス 権利消滅 5

22 特願平9-72760 － 1997/3/11 スノーボード用ビンデング カーメイト 不登録確定 5

23 特願平8-171861 － 1996/6/11 スポーツ用手袋 遠藤陽一 不登録確定 5

24 特願平6-261723 － 1994/9/30 スノーボードブーツ
ユーエスピーユニークスポー
ツプロダクツマーケティングウ
ントフェアトリープス;サロモン

不登録確定 5

25 特願昭53-147231 － 1978/11/30 スノ－ボ－ド 武藤時次郎 不登録確定 5

26 特願2013-262184 － 2013/12/19
トランスポンダモジュールを用いてスポーツ競技における時間を測
定する方法及びこの方法を実装するためのトランスポンダモジュー
ル

スイスタイミング 不登録確定 4

27 特願2010-74828 特許-5048096 2000/7/17 履物の紐掛けシステム ボアテクノロジー 権利存続中 4

28 特願2003-568934 特許-4597527 2003/2/10 氷－対象物間の界面を変更するためのシステムおよび方法
ザトラスティーズオブダートマ
ウスカレッジ

権利消滅 4

29 特願2002-36260 － 2002/2/14 スポーツ支援用携帯機器及びプログラム セイコーエプソン 不登録確定 4

30 特願2000-222457 － 2000/7/24 スノーボード
エーケーアイインターナショナ
ル

不登録確定 4

（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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https://patents.google.com/patent/JP2004091786
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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

31 特願平10-287455 特許-4058537 1998/10/9 任意に緊締および解放が可能な連結具
ジャパーナ;エムエストレード
ハンデルス

権利消滅 4

32 特願平9-160419 － 1997/6/2 スノーボード用の締め具
ピダエスアールエル;ＰＩＤＡＳ
ＲＬ

不登録確定 4

33 特願平9-117706 － 1997/5/8 ゲーム用の記録媒体及びこれを用いたゲーム装置 ウエップシステム 不登録確定 4

34 特願平8-260091 － 1996/8/23 スノーボード用ブーツのビンディング装置 メイキン 不登録確定 4

35 特願平8-205268 特許-3765623 1996/7/16 ３次元シミュレータ装置及び情報記憶媒体 バンダイナムコＨＤ 権利消滅 4

36 特願平8-134407 特許-3426852 1996/5/1 雪上滑走具 ジックジャパン;高橋徹 権利消滅 4

37 特願平7-328768 － 1995/12/18 スノーボード用ビンディングの角度調整構造 佐ー木彰 不登録確定 4

38 特願平7-192644 － 1995/7/6 スノーボード用ブーツ 滝川大東 不登録確定 4

39 特願平7-69593 － 1995/3/28 スノーボード 小林尚代 不登録確定 4

40 特願平7-62245 特許-2709038 1995/3/22 スノーボード用靴固定装置およびその台座装置 日乃出工業 権利消滅 4

41 特願平6-319180 － 1994/11/29 スノーボードのブーツ着脱機構 滝川大東 不登録確定 4

42 特願平6-40592 特許-3604169 1994/2/16 スノ－ボ－ド等の滑り板の結合装置及び結合装置用のブ－ツ
ザバートン;;ギュンセルリープ
ル;ライネルロイス

権利消滅 4

43 特願2009-545834 特許-5491198 2007/12/27 ブーツ、特にスキー又はスノーボード用ブーツ
ディーラックスシュポルトアル
ティーケルハンデルス

権利存続中 3

44 特願2007-545804 特許-4621258 2005/12/16 微細粒金属およびポリマー材料を含む物品 インテグランテクノロジーズ 権利存続中 3

45 特願2004-32838 特許-4828092 2004/2/10 スノーボード・バインディング
フロースポーツインコーポレイ
ティッド;グッドウェルインター
ナショナル

権利存続中 3

46 特願2003-4892 特許-4155829 2003/1/10 スキー、スキー剛化方法、およびスキー製造方法 ヘッドスポート;ヘッドスポルト 権利存続中 3

47 特願2002-97492 特許-3677255 2002/3/29 スノーボード用ブーツ 中林泰浩 権利消滅 3

48 特願2000-511559 － 1998/9/4 スノーボード用の改良型ブーツ・ビンディング装置
コーマンナサンエム;ＫＯＲＭＡ
ＮＮＡＴＨＡＮＭ

不登録確定 3

49 特願平10-544495 特許-3044356 1998/3/26 改良型スノーボード用ビンディング シムズスポーツ 権利消滅 3

50 特願平10-321254 － 1998/10/7
車の錠による盗難防止付きハーフ型車体カバーおよびその取り付
け方法

白井完彦 不登録確定 3

51 特願平10-115188 特許-2874867 1998/4/24 シューズ、スノーボードブーツ及びサイクリングシューズ シマノ 権利消滅 3

52 特願平10-44295 特許-3665946 1998/2/12 スノーボード用ビンディング カーメイト 権利消滅 3

53 特願平10-13143 － 1998/1/8 スノーボードバインディング取付装置 カーメイト 不登録確定 3

54 特願平10-12547 － 1998/1/26 スノーボード用ブーツの固定装置 佐ー木彰 不登録確定 3

55 特願平9-521311 － 1996/11/22 βチタン―ファイバ強化コンポジットラミネート タイコム 不登録確定 3

56 特願平9-513699 特許-3822244 1996/9/27 適応性のスポーツ用具
サイマーカンパニー;アクティ
ブコントロールエクスパーツ

権利消滅 3

57 特願平9-367655 － 1997/12/26 フィンガーパッド 日悌 不登録確定 3

58 特願平9-351258 － 1997/12/19 スノーボード
ディーエヌアールスポーツシ
ステム;マーカードイチユラント

不登録確定 3

59 特願平9-202564 － 1997/7/11 人工ゲレンデ、ジャンプ台およびスノーボード用競技場
東レグループ;大一産業;長岡
産業

不登録確定 3

60 特願平9-151917 特許-3887459 1997/6/10 立ち乗り式の移動装置 細田清之 権利消滅 3

（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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https://patents.google.com/patent/JPH11206952
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https://patents.google.com/patent/JP2001523979
https://patents.google.com/patent/JPH11192335
https://patents.google.com/patent/JPH10179835
https://patents.google.com/patent/JPH11029904
https://patents.google.com/patent/JPH11000427
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61 特願平9-67510 － 1997/3/6 スノーボード用ブーツ及びビンデング カーメイト 不登録確定 3

62 特願平8-146210 － 1996/6/7 スノ－ボ－ド装置及びスノ－ボ－ドの結合装置 榮製機 不登録確定 3

63 特願平7-255288 特許-3191000 1995/10/2 スノーボード用締結装置

フロースポーツインコーポレイ
ティッド;グッドウェルインター
ナシヨナル;グッドウェルイン
ターナショナル;ニールプライ
ド

権利消滅 3

64 特願平7-229987 － 1995/9/7 スノーボード ヨネックス 不登録確定 3

65 特願平7-199071 特許-2793980 1995/7/12 スノーボード用ブーツ シマノ 権利消滅 3

66 特願平6-514446 － 1993/12/9 スノーボードパーキングブレーキ装置 オズバーンジェームズシー 不登録確定 3

67 特願平2-505503 特許-2813062 1990/3/16 スノーボードビンディング
レインズマークエイ;ディーネ
イグレゴリーエイ

権利消滅 3

68 特願昭63-258079 － 1988/10/13 シンプルカー 日野自動車 不登録確定 3

（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/JPH10244032
https://patents.google.com/patent/JPH09327545
https://patents.google.com/patent/JPH08206275
https://patents.google.com/patent/JPH09070464
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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9-115444 特許-2918865 1993/1/27 スノーボード用ビンディング装置 ザバートン 権利消滅 八嶋  敬市 1

2 特願平9-115443 特許-2918864 1993/1/27 スノーボード用ビンディング装置のプレートアセンブリ ザバートン 権利消滅 八嶋  敬市 1

3 特願平8-134407 特許-3426852 1996/5/1 雪上滑走具 ジックジャパン;高橋徹 権利消滅
青葉自転車販売  ;
ビーマックス

1

4 特願平2-505503 特許-2813062 1990/3/16 スノーボードビンディング
レインズマークエイ;
ディーネイグレゴリー
エイ

権利消滅 ヴァンズ，インク． 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。）
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https://patents.google.com/patent/JPH10174734
https://patents.google.com/patent/JPH10165560
https://patents.google.com/patent/JPH09295582
https://patents.google.com/patent/JP平4506613


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2004-21212 特許-4048178 2001/6/14 スノーボード用ビンディング カーメイト 権利存続中 2012/08/31　2012/12/05　2015/03/04

株式会社  ケイツー
ジャパン　株式会社
ケイツージャパン　株
式会社  ケイツージャ
パン

（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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