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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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超電導

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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1,078

869

696

684

0 1,000 2,000

東芝グループ

住友電気工業

日立製作所

三菱電機グループ

パナソニックグループ

古河電気工業

フジクラ

富士通

産業技術総合研究所

ＮＥＣグループ

出願件数

◇特許出願件数 ◇特許出願件数 累積推移
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住友電気工業

日立製作所
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古河電気工業
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ＮＥＣグループ
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超電導

■全期間 ■2012年以降

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

富士通

産業技術総合研究所

ＮＥＣグループ

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。

東芝グループ

住友電気工業

日立製作所

三菱電機グループ

パナソニックグループ

古河電気工業

フジクラ

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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超電導

①
①②
②③
③④
④⑤
⑤⑥
⑥⑦
⑦⑧
⑧⑨
⑨⑩
⑩

137

＜本編では、6社分掲載＞

無効審判請求あり 1

2,108

102

異議申立あり

総出願件数 2374件

東芝グループ

総出願件数 2336件

⑤主要プレイヤー2社と、その共同出願人

超電導発電関連機器材
料技術研究組合

その他その他

東京電力ＨＤ

新エネルギー産業技術総
合開発機構

分割元出願

住友電気工業

石灰；マグネシア；スラグ；セメント等
金属質への被覆；金属材料による材料への被覆等
電気的変量の測定；磁気的変量の測定
単結晶成長；共晶物質の一方向固化または共析晶物質の一方向析出等

診断；手術；個人識別

65件

47件

46件

科学技術振興機構

国際超電導産業技術研
究センター

東京電力ＨＤ

127件

1,908

7,201

④外国出願先

27,697

早期審査

81件

47件

半導体装置，他に属さない電気的固体装置
ケーブル；導体；絶縁体；導電性，絶縁性または誘導性特性に対する材料の選択

アルカリ金属等に包含されない金属を含有する化合物
磁石；インダクタンス；変成器；それらの磁気特性による材料の選択

非鉄金属または非鉄合金の物理的構造の変化

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

282

2-1 この1枚でわかる！サマリー

②出願件数推移

件数

168

拒絶査定不服審判あり 518

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

18,306
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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 5,000 10,000

欧州

米国

ドイツ

中国

カナダ

2011年以前 2012年以降

①

②
③

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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超電導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） 27,697

ステータス 件数

出願・審査・審判中 282

不登録確定 18,306

権利存続中 1,908

権利消滅 7,201

（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

1%
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重複カウントされている場合がある。）
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超電導

無効審判請求あり 1

168

早期審査 102

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）

137

2,108

拒絶査定不服審判あり 518

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

0

200

400

600

800

1,000

1,200

残
存

権
利

数

各年末時点

Copyright 2017 Innovation Research Corporation 10



超電導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 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

欧州

米国

ドイツ

中国

カナダ

オーストラリア

韓国

英国

フランス

オーストリア

ノルウェー

デンマーク

フィンランド

ロシア連邦

スペイン

台湾

ブラジル

イスラエル

香港

スウェーデン

出願件数

2011年以前

2012年以降
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超電導

■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

住友電気工業

5 古河電気工業 6

出願人名 出願件数

フジクラ 33

49 2

1

アメリカンスーパーコンダクター 8

3 住友電気工業 7

74 三菱電機グループ

25

4

4

半導体エネルギー研究所 28

No. 出願人名 出願件数

1 産業技術総合研究所 58

3 東芝グループ 44

No.

4

5

出願人名

産業技術総合研究所

ゼネラルエレクトリックカンパニー

出願件数

東芝グループ 18

産業技術総合研究所 6

7

5

2

3

267

127

No.

日立製作所

国際超電導産業技術研究センター

119

88

No.

住友電気工業

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 国際超電導産業技術研究センター

3 日立製作所

20

5 古河電気工業 17

2 住友電気工業

87

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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超電導

 主要プレイヤー  主要プレイヤーの共同出願人

46件

28件

超電導発電関連機器
材料技術研究組合

1

総出願件数 2321件 66件

1

2 日立ヘルスケアマ
ニュファクチャリング

50件

東京電力ＨＤ 日立製作所
新エネルギー産業技

術総合開発機構

新エネルギー産業技
術総合開発機構

3
科学技術振興機構

2 国際超電導産業技術
研究センター

その他

その他

その他

その他

その他
22件

3
北海道電力

2
東北電力

総出願件数 1208件

古河電気工業 1
東京電力ＨＤ

47件

48件

44件

15件

3
東京電力ＨＤ

2 国際超電導産業技術
研究センター

1

3 新エネルギー産業技
術総合開発機構

22件

東海旅客鉄道

2
関西電力

三菱電機グループ

2 新エネルギー産業技
術総合開発機構

3
東京電力ＨＤ

1

その他

3 国際超電導産業技術
研究センター

81件

住友電気工業

パナソニックグルー
プ

89件

57件

51件

127件

50件

総出願件数 2374件

総出願件数 1807件

総出願件数 2336件

総出願件数 1535件

65件

47件

東芝グループ 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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超電導

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

ケーブル；導体；絶縁体；導電性，絶縁性
または誘導性特性に対する材料の選択

アルカリ金属等に包含されない金属を含
有する化合物

磁石；インダクタンス；変成器；それらの
磁気特性による材料の選択

石灰；マグネシア；スラグ；セメント等

金属質への被覆；金属材料による材料
への被覆等

電気的変量の測定；磁気的変量の測定

単結晶成長；共晶物質の一方向固化ま
たは共析晶物質の一方向析出等

診断；手術；個人識別

非鉄金属または非鉄合金の物理的構造
の変化

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：〒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2018-9546 － 2018/1/24
新規な熱処理を介するＮｂ３Ｓｎ超伝導ストランドにおけるストランド
臨界電流密度の向上

ブルカーオーエスティー 出願/審査/審判中 ○

2 特願2017-195417 － 2017/10/5 ＭＲＩを備える粒子治療装置
イオンビームアプリケーション
ズ;ＩＯＮＢＥＡＭＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯ
ＮＳ

出願/審査/審判中 ○

3 特願2017-182833 － 2017/9/22 生体情報計測装置
東京医科歯科大学;リコーグ
ループ

出願/審査/審判中 ○

4 特願2017-151851 特許-6356883 2017/8/4
超伝導マグネットアセンブリ及び冷却試料ヘッド部品を備えるＮＭ
Ｒ装置

ブルーカーバイオシュピン 権利存続中 ○

5 特願2017-95149 － 2017/5/12
ＨＴＳ部の領域において径方向磁場成分を減少させる磁場成形要
素を有する磁石配置

ブルーカーバイオスピン 出願/審査/審判中 ○

6 特願2017-91417 特許-6267820 2017/5/1 磁石およびクライオスタット装置、ならびに受動シミング方法 ブルーカーバイオスピン 権利存続中 ○

7 特願2017-21950 － 2017/2/9 超電導コイル及び超電導機器 東芝グループ 出願/審査/審判中 ○

8 特願2017-16474 － 2017/2/1 酸化物超電導体及びその製造方法 東芝グループ 出願/審査/審判中 ○

9 特願2017-2605 － 2017/1/11 排気ガス浄化装置 豊田自動織機 出願/審査/審判中 ○

10 特願2017-195 特許-6123041 2017/1/4
磁気共鳴イメージング装置、クライオシステムの制御装置、およ
び、クライオシステムの制御方法

日立製作所 権利存続中 ○

11 特願2016-242402 特許-6340403 2016/12/14 容易にアクセス可能な深温冷凍ＮＭＲシム配置 ブルーカーバイオシュピン 権利存続中 ○

12 特願2016-212900 － 2016/10/31 超電導線及びその製造方法 住友電気工業 出願/審査/審判中 ○

13 特願2017-545817 － 2016/10/21 エピタキシャル成長用基板及びその製造方法 東洋鋼鈑;住友電気工業 出願/審査/審判中 ○

14 特願2017-543593 － 2016/9/29 酸化物超電導バルクマグネット 新日鐵住金 出願/審査/審判中 ○

15 特願2017-543503 － 2016/9/28 超電導線材の接続構造 古河電気工業 出願/審査/審判中 ○

16 特願2017-506937 特許-6201080 2016/9/23 酸化物超電導線材 フジクラ 権利存続中 ○

17 特願2016-157152 － 2016/8/10 酸化物超電導体及びその製造方法 東芝グループ 出願/審査/審判中 ○

18 特願2016-142061 － 2016/7/20 磁気共鳴測定用検出コイルの製造方法 日本電子 出願/審査/審判中 ○

19 特願2016-140497 － 2016/7/15 計算装置及びサンプリング方法 東芝グループ 出願/審査/審判中 ○

20 特願2017-528391 － 2016/7/1 超電導線材および限流器 住友電気工業 出願/審査/審判中 ○

21 特願2016-97338 － 2016/5/13 磁気共鳴信号検出モジュール 日本電子 出願/審査/審判中 ○

22 特願2017-505872 特許-6295007 2016/4/19 二重管 古河電気工業 権利存続中 ○

23 特願2017-553911 － 2016/4/15 無線ジョセフソンパラメトリック変換器 イェールユニバーシティ 出願/審査/審判中 ○

24 特願2016-77885 － 2016/4/8 超電導マグネット装置およびその製法
ジャパンスーパーコンダクタ
テクノロジー

出願/審査/審判中 ○

25 特願2016-76902 特許-6299804 2016/4/6 超伝導安定化材、超伝導線及び超伝導コイル 三菱マテリアル 権利存続中 ○

26 特願2016-68758 － 2016/3/30 冷凍ユニットのメンテナンス方法及び冷凍ユニット
ジャパンスーパーコンダクタ
テクノロジー

出願/審査/審判中 ○

27 特願2017-550551 － 2016/3/16 高温超伝導体線の製造方法 ＢＡＳＦ 出願/審査/審判中 ○

28 特願2016-48786 － 2016/3/11 超電導線及びその製造方法 住友電気工業 不登録確定 ○

29 特願2017-545321 特許-6357592 2016/3/4 相ヒステリシス磁気ジョセフソン接合メモリセル
ノースロップグラマンシステム
ズ

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/JP2018120860
https://patents.google.com/patent/JP2018057858
https://patents.google.com/patent/JP2018057843
https://patents.google.com/patent/JP2018059904
https://patents.google.com/patent/JP2018036248
https://patents.google.com/patent/JP2018021896
https://patents.google.com/patent/JP2018041715
https://patents.google.com/patent/JP2018032614
https://patents.google.com/patent/JP2018112116
https://patents.google.com/patent/JP2017109108
https://patents.google.com/patent/JP2017142231
https://patents.google.com/patent/JP2017168424
https://patents.google.com/patent/WO2017069255
https://patents.google.com/patent/WO2017057634
https://patents.google.com/patent/WO2017057483
https://patents.google.com/patent/WO2017077788
https://patents.google.com/patent/JP2018026254
https://patents.google.com/patent/JP2018013373
https://patents.google.com/patent/JP2018010577
https://patents.google.com/patent/WO2017010326
https://patents.google.com/patent/JP2017203755
https://patents.google.com/patent/WO2016171144
https://patents.google.com/patent/JP2018516456
https://patents.google.com/patent/JP2017188616
https://patents.google.com/patent/JP2017186623
https://patents.google.com/patent/JP2017183526
https://patents.google.com/patent/JP2018518008
https://patents.google.com/patent/JP2016106378
https://patents.google.com/patent/JP2018514893


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）

30 特願2017-546691 特許-6352550 2016/2/26 量子メモリシステムにおけるタイミング制御
ノースロップグラマンシステム
ズ

権利存続中 ○

31 特願2017-545328 － 2016/2/26
量子増幅器を作製するための技術ならびに関連する系および方
法

イェールユニバーシティ 出願/審査/審判中 ○

32 特願2017-545319 － 2016/2/26
ジョセフソン接合ベースのサーキュレータならびに関連する系およ
び方法

イェールユニバーシティ 出願/審査/審判中 ○

33 特願2017-545318 － 2016/2/26
平面キュービットを非平面共振器に連結するための技術ならびに
関連する系および方法

イェールユニバーシティ 出願/審査/審判中 ○

34 特願2017-545317 － 2016/2/26
量子コヒーレント状態のユニバーサル量子制御のための技術なら
びに関連のある系および方法

イェールユニバーシティ 出願/審査/審判中 ○

35 特願2017-545307 － 2016/2/26
量子情報処理のための振動子制御の技術ならびに関連するシス
テムおよび方法

イェールユニバーシティ 出願/審査/審判中 ○

36 特願2017-519036 － 2016/2/24 超電導線材 住友電気工業 出願/審査/審判中 ○

37 特願2016-33205 － 2016/2/24
Ｎｂ３Ｓｎを含有する超伝導線材のためのＰＩＴエレメントを有する半
完成線材、及びこの半完成線材を製造する方法

ブルーカーエーアーエス 出願/審査/審判中 ○

38 特願2017-540159 － 2016/2/4 超伝導単極双投スイッチシステム
ノースロップグラマンシステム
ズ

出願/審査/審判中 ○

39 特願2017-540149 － 2016/2/4 共鳴励起下のキュービットの磁束制御
ノースロップグラマンシステム
ズ

出願/審査/審判中 ○

40 特願2017-504908 － 2016/2/3 超電導線材の接続部 日立製作所 出願/審査/審判中 ○

41 特願2016-574752 － 2016/2/3 超電導線材の製造方法および超電導線材接合用部材 住友電気工業 出願/審査/審判中 ○

42 特願2016-572341 特許-6140377 2016/1/29 超電導ケーブル及び超電導ケーブルの製造方法 古河電気工業 権利存続中 ○

43 特願2017-500574 － 2016/1/27
磁場均一度調整方法、磁場均一度調整プログラムおよび磁場均
一度調整装置

日立製作所 出願/審査/審判中 ○

44 特願2017-500573 － 2016/1/27
磁場調整用磁気モーメント配置算出方法、磁場調整装置およびプ
ログラム

日立製作所 出願/審査/審判中 ○

45 特願2017-546619 － 2016/1/26 結晶性タンタル酸化物粒子の製造方法 ＢＡＳＦ 出願/審査/審判中 ○

46 特願2017-554644 － 2016/1/11 電荷キャリアをガイドする装置及びその使用方法 ワイドリッヒヘルムート 出願/審査/審判中 ○

47 特願2016-560302 特許-6364502 2015/11/20 超電導コイル フジクラ 権利存続中 ○

48 特願2017-545529 － 2015/11/18 極低温構成要素の熱反射率を高め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 ○

49 特願2017-530680 特許-6379298 2015/11/18 超伝導スイッチシステム
ノースロップグラマンシステム
ズ

権利存続中 ○

50 特願2016-559127 特許-6324529 2015/11/13 酸化物超電導バルクマグネット 新日鐵住金;東京海洋大学 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/JP2018508923
https://patents.google.com/patent/JP2018513580
https://patents.google.com/patent/JP2018514104
https://patents.google.com/patent/JP2018512729
https://patents.google.com/patent/JP2018513452
https://patents.google.com/patent/JP2018511864
https://patents.google.com/patent/WO2016185751
https://patents.google.com/patent/JP2016195100
https://patents.google.com/patent/JP2018514094
https://patents.google.com/patent/JP2018511848
https://patents.google.com/patent/WO2016143416
https://patents.google.com/patent/WO2016129469
https://patents.google.com/patent/WO2016129420
https://patents.google.com/patent/WO2016132832
https://patents.google.com/patent/WO2016132831
https://patents.google.com/patent/JP2018513086
https://patents.google.com/patent/JP2018511182
https://patents.google.com/patent/WO2016080524
https://patents.google.com/patent/JP2018502680
https://patents.google.com/patent/JP2018503249
https://patents.google.com/patent/WO2016076433


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2007-540423 特許-5350635 2005/11/9
ナノファイバーのリボンおよびシートならびにナノファイバーの撚り
糸および無撚り糸の製造および適用

ボードオブリージエンツザユ
ニバーシテイオブテキサスシ
ステム;コモンウェルスサイエ
ンティフィックアンドインダスト
リアルリサーチオーガニゼー
ション

権利存続中 74

2 特願平4-341747 特許-2546114 1992/12/22 異物質内包カーボンナノチューブとその製造方法 ＮＥＣグループ 権利消滅 36

3 特願平5-288175 － 1993/11/17
高温超電導マグネット、その設計方法および運転方法、並びに高
温超電導テープ材の製造方法

三菱電機グループ 不登録確定 29

4 特願平5-235330 － 1993/9/22 強誘電体容量素子
オリンパスグループ;シメトリッ
クス

不登録確定 27

5 特願平9-64146 － 1997/3/18 冷却装置および冷却方法 東芝グループ 不登録確定 25

6 特願平5-290665 － 1993/11/19 超電導磁石装置 東芝グループ 不登録確定 24

7 特願平4-70922 特許-2758774 1992/3/27 超電導マグネットおよびその組み立て方法 三菱電機グループ 権利消滅 24

8 特願平6-206921 特許-3629725 1994/8/31 超電導マグネット 三菱電機グループ 権利消滅 23

9 特願昭63-261607 特許-1869884 1988/10/19 酸化物超電導バルク材料およびその製造方法 新日鐵住金 権利消滅 23

10 特願2006-86808 特許-4810268 2006/3/28 超電導線材の接続方法及び超電導線材 東芝グループ 権利存続中 23

11 特願平8-217884 特許-3310881 1996/7/31
積層薄膜、電子デバイス用基板、電子デバイスおよび積層薄膜の
製造方法

ＴＤＫ 権利消滅 22

12 特願平5-29700 － 1993/1/27
炭素薄膜の形成方法とその改質方法およびその改質方法を用い
た電子デバイスおよびＸ線多層膜ミラーとその製造方法

三菱電機グループ 不登録確定 22

13 特願平3-162360 特許-2556401 1991/6/7 酸化物超電導体およびその製造方法 新日鐵住金 権利消滅 22

14 特願昭59-29425 特許-1696751 1984/2/18 酸化物超伝導材料およびその製造方法 日本電信電話 権利消滅 22

15 特願平10-104911 特許-2980097 1998/4/15 超電導コイル 住友電気工業 権利消滅 21

16 特願昭63-191908 特許-2140620 1988/7/30 生体磁気計測装置 島津製作所 権利消滅 21

17 特願昭62-56856 特許-2685751 1987/3/13 化合物超伝導線及び化合物超伝導線の製造方法 東芝グループ 権利消滅 21

18 特願2000-7718 － 2000/1/17 電力供給システム 東京瓦斯 不登録確定 21

19 特願平6-121599 － 1994/6/2 安定化層を備えた酸化物超電導テープ及びその製造方法
フジクラ;超電導発電関連機
器材料技術研究組合

不登録確定 20

20 特願平6-77387 特許-3347870 1994/4/15 超電導マグネット並びに該マグネット用の蓄冷型冷凍機 三菱電機グループ 権利消滅 19

21 特願平2-200612 特許-1791865 1990/7/27 オゾンビ―ム発生装置 産業技術総合研究所 権利消滅 19

22 特願平2-193116 － 1990/7/23 超電導マグネット装置 東芝グループ 不登録確定 19

23 特願平1-286914 特許-2135795 1989/11/2 多段式蓄冷型冷凍機及びそれを組み込んだ冷却装置 三菱電機グループ 権利消滅 19

24 特願昭62-316747 － 1987/12/15 透明電磁波シールドシートの製造方法 巴川製紙所 不登録確定 19

25 特願昭59-216108 特許-1998057 1984/10/17 冷凍機付きクライオスタツト 日立製作所 権利消滅 19

26 特願平9-152410 特許-3587956 1997/6/10 酸化物超電導線材およびその製造方法
古河電気工業;国際超電導産
業技術研究センター

権利消滅 18

27 特願平8-59184 特許-3658841 1996/3/15 酸化物超電導線およびその製造方法 住友電気工業 権利消滅 18

28 特願平6-122281 － 1994/6/3 高周波電極及び高周波伝送線路 村田製作所 不登録確定 18

29 特願平5-108576 特許-3342739 1993/5/10
酸化物超電導導体とその製造方法およびそれを備えた酸化物超
電導電力ケーブル

フジクラ 権利消滅 18
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30 特願平4-206577 － 1992/8/3 フラーレン類の製造方法
三井Ｅ＆Ｓホールディングス;
三井造船

不登録確定 18

31 特願平2-187331 特許-3055791 1990/7/17 電気的セラミック酸化物装置用電極 ナショナルセミコンダクタ 権利消滅 18

32 特願2007-82426 特許-4864785 2007/3/27 高温超電導線材、高温超電導コイルおよびその製造方法 東芝グループ 権利存続中 18

33 特願平11-351870 － 1999/12/10 高感度無線受信機 ＮＴＴドコモ 不登録確定 18

34 特願平11-84954 － 1999/3/26
高温超電導コイル、これを用いた高温超電導マグネットおよび高
温超電導マグネットシステム

東芝グループ 不登録確定 17

35 特願平6-513506 － 1993/12/1
高温度超電導膜および強誘電性膜を含む同調可能マイクロ波装
置

スーパーコンダクティングコア
テクノロジーズ;ユニバーシ
ティリサーチ

不登録確定 17

36 特願平4-271199 － 1992/9/14 有機薄膜素子 東芝グループ 不登録確定 17

37 特願昭62-292399 特許-2583538 1987/11/19 酸化物系超電導線の製造方法 フジクラ 権利消滅 17

38 特願昭62-152174 － 1987/6/18 酸化物超伝導薄膜の製造方法 日本電信電話 不登録確定 17

39 特願昭57-126017 特許-1588737 1982/7/20 極低温用磁場検出素子 アイシン精機;増本健 権利消滅 17

40 特願2008-524263 特許-5697845 2006/7/28 高温超電導体ワイヤのためのアーキテクチャ
アメリカンスーパーコンダク
ター

権利存続中 17

41 特願2000-348192 特許-4398582 2000/11/15 酸化物超電導線材およびその製造方法
古河電気工業;国際超電導産
業技術研究センター

権利存続中 17

42 特願2000-269251 特許-3556586 2000/9/5
酸化物超電導体の製造方法、酸化物超電導体用原料、および酸
化物超電導体用原料の製造方法

東芝グループ;国際超電導産
業技術研究センター;;日本特
殊陶業

権利存続中 17

43 特願平11-321309 特許-3930210 1999/11/11 超電導磁石とその保護回路 東芝グループ 権利消滅 17

44 特願平11-33609 特許-4960539 1999/2/12 ゼロ・ボイルオフ冷凍剤冷却式再凝縮形超伝導磁石集成体
ゼネラルエレクトリックカンパ
ニー

権利存続中 16

45 特願平10-310264 特許-3717683 1998/10/30 酸化物超電導導体の接続構造及び接続方法 フジクラ;中部電力 権利消滅 16

46 特願平10-38331 － 1998/2/20 摩擦溶接方法 日立製作所 不登録確定 16

47 特願平9-530293 － 1997/2/21 金属酸化物ナノロッド
プレジデントアンドフェローズ
オブハーバードカレッジ

不登録確定 16

48 特願平8-513413 特許-3893152 1995/10/18 新規材料の組合せ合成方法

ザリージェンツオブユニバー
シティオブカリフォルニア;サイ
ミックスソリューションズ;サイ
ミックステクノロジーズインク;
シミクステクノロジーズ

権利消滅 16

49 特願平7-88465 特許-3678793 1995/4/13 超電導マグネット 三菱電機グループ 権利消滅 16

50 特願平6-43811 － 1994/3/15 非破壊検査装置 日立製作所 不登録確定 16

51 特願平5-221902 特許-3466670 1993/9/7 磁気共鳴イメージング装置 東芝グループ 権利消滅 16

52 特願平3-325428 特許-3292489 1991/12/10 交直変換装置システム 東芝グループ 権利消滅 16

53 特願平3-205551 特許-3251034 1991/7/22 酸化物超電導導体およびその製造方法
フジクラ;超電導発電関連機
器材料技術研究組合

権利消滅 16

54 特願平3-150364 － 1991/6/21 複合入力装置 パナソニックグループ 不登録確定 16

55 特願平3-137175 特許-2122420 1991/5/13 スクイドを用いた磁気雑音除去装置 エアウォーター 権利消滅 16

56 特願平3-133064 － 1991/6/4 限流装置 東京電力ＨＤ;東芝グループ 不登録確定 16
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57 特願平1-19818 特許-2066842 1989/1/31 新規な組織を有する酸化物超電導体の製造方法 旭硝子グループ 権利消滅 16

58 特願昭63-27535 － 1988/2/10 酸化物超電導中空ケーブルの製造方法 日立製作所 不登録確定 16

59 特願昭52-38558 － 1977/4/6 無接触集電装置 三井造船 不登録確定 16

60 特願2002-349262 特許-4714918 2002/11/29 スピン注入素子及びスピン注入素子を用いた磁気装置 科学技術振興機構 権利消滅 16

61 特願2000-51951 － 2000/2/28 高温超電導コイル装置 東芝グループ 不登録確定 16
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1 特願平3-36542 － 1991/2/7 酸化物超電導電流リード 三井金属鉱業 不登録確定
三菱電機;住友電気工
業;富士電機;住友重
機械工業;北村  峯子

5

2 特願平1-24100 特許-2140691 1989/2/3 超伝導体及びその製造方法 サノフィ 権利消滅

科学技術庁金属材料
技術研究所長;日立化
成工業;新技術事業
団;住友電気工業;日
立電線

5

3 特願平3-297945 特許-2139206 1987/3/20 超電導装置
半導体エネルギー研
究所

権利消滅
吉野  久子;日立製作
所;熊崎  勝子;春川
律子

4

4 特願平1-30092 － 1989/2/10 新規超伝導材料に近づく装置及びシステム
アメリカンテレフォンア
ンドテレグラフカンパ
ニー

不登録確定

科学技術庁金属材料
技術研究所長;日立化
成工業;住友電気工
業;新技術事業団

4

5 特願昭63-263888 － 1988/10/21 ＮｂＴｉ極細多芯超電導線の製造方法 三菱電機グループ 不登録確定
昭和電線電纜;古河電
気工業;住友電気工業

3

6 特願昭63-261607 特許-1869884 1988/10/19 酸化物超電導バルク材料およびその製造方法 新日鐵住金 権利消滅

アメリカン  テレフォン
アンド  テレグラフ  カ
ムパニー;澤  正文;ウ
イニー  チャン

3

7 特願昭63-27817 特許-2138491 1988/2/10 超伝導物質及びその製造方法 IBM 権利消滅
斎藤  順一;住友電気
工業;堀江  昇

3

8 特願昭63-1414 特許-2140540 1988/1/8 超伝導組成物体 エイティアンドティ 権利消滅

住友電気工業;斎藤
順一;財団法人国際超
電導産業技術研究セ
ンター

3

9 特願昭62-235324 特許-2066220 1987/9/17 電流リ―ド 三菱電機グループ 権利消滅
住友電気工業;住友重
機械工業;東芝

3

10 特願昭59-26772 特許-2127030 1984/2/14 銅被覆ΝｂＴｉ超電導線 住友電気工業 権利消滅

古河電気工業;オウト
クンプ  スーパーコン
ダクターズ  オサケ
ユキチュア;昭和電線
電纜

3

11 特願昭55-110487 － 1980/8/12 アルミニウム安定化超電導電線の製造方法 日立金属 不登録確定 － 3

12 特願昭50-26155 － 1975/3/3 超電導材料の製造方法 住友電気工業 不登録確定 － 3

13 特願昭46-15120 － 1971/3/19 ゴクサイセンチヨウデンドウタイ 日立製作所 不登録確定 － 3

14 特願昭45-40417 － 1970/5/11 ゼツエンチヨウデンドウドウタイ 住友電気工業 不登録確定 － 3

15 特願平2-15734 特許-2130399 1990/1/25 超伝導体薄膜の堆積方法 産業技術総合研究所 権利消滅
山口  雅行;重野  裕
之

2

16 特願平1-286914 特許-2135795 1989/11/2 多段式蓄冷型冷凍機及びそれを組み込んだ冷却装置 三菱電機グループ 権利消滅 ダイキン工業;東芝 2

17 特願平1-172062 特許-1992184 1989/7/5 極低温剤を用いない磁気共鳴用の超導電磁石
ゼネラルエレクトリック
カンパニー

権利消滅 三菱電機;堀田  雄次 2

18 特願昭63-191908 特許-2140620 1988/7/30 生体磁気計測装置 島津製作所 権利消滅 ダイキン工業;東芝 2
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19 特願昭62-80401 特許-2132649 1987/3/31 電流リ－ド 住友電気工業 権利消滅 富士電機;三菱電機 2

20 特願昭60-73505 特許-2133475 1985/4/9 Ｎｂ－Ｔｉ合金系超電導線 古河電気工業 権利消滅
住友電気工業;昭和電
線電纜

2

21 特願昭59-238233 特許-1715135 1984/11/12 磁石装置 古河電気工業 権利消滅
カズコ  エス．カーナ
ウ;吉田  春男

2

22 特願昭59-170371 － 1984/8/17 超電導マグネツト装置 三菱電機グループ 不登録確定 東芝;昭和電線電纜 2

23 特願昭59-151501 特許-1863127 1984/7/19 超電導マグネツト 三菱電機グループ 権利消滅 東芝;日立製作所 2

24 特願昭59-91416 － 1984/5/8
エナメル絶縁被覆を施したＮｂ－Ｔｉ合金系超電導線材の製
造法

日立金属 不登録確定
住友電気工業;昭和電
線電纜

2

25 特願昭59-26773 特許-2050629 1984/2/14 銅被覆ΝｂＴｉ超電導線 住友電気工業 権利消滅
古河電気工業;昭和電
線電纜

2

26 特願昭56-209313 － 1981/12/25 超電導コイル
日本原子力研究開発
機構

不登録確定
柴崎  嘉江;日立製作
所

2

27 特願昭53-112941 － 1978/9/14 超電導エネルギ－貯蔵輸送用変換装置の使用方法
高エネルギー物理学
研究所

不登録確定 － 2

28 特願昭43-51620 － 1968/7/23 － 産業技術総合研究所 不登録確定 － 2

29 特願昭42-30837 － 1967/5/17 － 東芝グループ 不登録確定 － 2

30 実願昭63-144129 － 1988/11/4 超伝導電力貯蔵装置 三菱重工業 不登録確定 東芝;三菱電機 2

31 特願平11-63442 特許-3011217 1999/3/10 超伝導フィルタとローノイズアンプの実装構造
デンソー;アルプス電
気;移動体通信先端技
術研究所

権利消滅   村田製作所 1

32 特願平10-286795 特許-3421837 1998/10/8 単結晶引上げ装置用の冷凍機冷却型超電導磁石装置 住友重機械工業 権利消滅 東芝 1

33 特願平10-104911 特許-2980097 1998/4/15 超電導コイル 住友電気工業 権利消滅 吉田  春男 1

34 特願平10-100307 特許-3389094 1998/3/27 超電導磁場発生素子
アイシン精機;イムラ材
料開発研究所

権利消滅 藤倉  智徳 1

35 特願平10-5685 特許-2993926 1998/1/14 超伝導回路の実装構造
デンソー;アルプス電
気;移動体通信先端技
術研究所

権利消滅   村田製作所 1

36 特願平9-122804 特許-3078765 1987/3/13 化合物超伝導線及び化合物超伝導線の製造方法 東芝グループ 権利消滅 山下  恵子 1

37 特願平8-220740 特許-2735534 1987/3/13 化合物超伝導線及び化合物超伝導線の製造方法 東芝グループ 権利消滅
古河電気工業;住友電
気工業

1

38 特願平8-205053 特許-2967154 1996/8/2
Ａｇを含み結晶方位の揃った酸化物超電導体及びその製
造方法

中部電力;ＤＯＷＡグ
ループ

権利消滅 新日本製鐵 1

39 特願平7-173438 特許-3106913 1995/7/10
Ｂｉ系強誘電体薄膜形成用組成物並びにＢｉ系強誘電体薄
膜及びその製造方法

三菱マテリアル 権利消滅 東京応化工業 1

40 特願平6-286534 特許-2724321 1989/7/7 超電導コイルシステムおよびその運転方法
日立製作所;日立パ
ワーソリューションズ

権利消滅 東芝 1

41 特願平5-501449 特許-2122978 1992/4/28 高温酸化物超電導体のテープの形成方法
ゼネラルエレクトリック
カンパニー

権利消滅 昭和電線電纜 1

42 特願平5-204983 特許-2955913 1993/8/19 Ｘ線回折装置用超電導磁石装置 住友重機械工業 権利消滅 百本  隆一 1

43 特願平5-174933 特許-2651784 1993/6/22
超格子構造を有する強誘電体薄膜及び該薄膜を備える赤
外線センサ・圧力センサ

川崎重工業 権利消滅 東芝 1

44 特願平4-241662 特許-2570069 1992/9/10 磁気浮上列車用超電導装置 日立製作所 権利消滅 東芝 1
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45 特願平4-143670 特許-2129040 1991/2/12 希土類元素を含む酸化物超電導材料およびその製造方法 新日鐵住金 権利消滅 斎藤  順一 1

46 特願平4-126641 － 1992/4/21 超伝導装置 超伝導センサ研究所 不登録確定 三菱電機 1

47 特願平4-46770 特許-3024347 1992/3/4 限流素子 三菱電機グループ 権利消滅 新日本製鐵 1

48 特願平3-358583 特許-3042558 1991/12/28 セラミックス超電導導体 古河電気工業 権利消滅 住友電気工業 1

49 特願平3-320674 特許-3032063 1991/12/4 超電導電力ケーブルの点検方法 フジクラ 権利消滅 住友電気工業 1

50 特願平3-265954 特許-2550244 1991/10/15 超電導磁石 日立製作所 権利消滅 三菱電機 1

51 特願平3-175356 特許-2083592 1991/7/16 超電導軸受装置
ジェイテクト;四国総合
研究所

権利消滅
ライボルト・アクチエン
ゲゼルシヤフト

1

52 特願平3-104042 特許-2551875 1991/2/12 超電導コイルの冷却装置 住友重機械工業 権利消滅 堀田  雄次 1

53 特願平3-96698 特許-2560561 1991/4/26 超電導コイル装置 日立製作所 権利消滅 東芝 1

54 特願平3-85923 特許-2132233 1991/3/27 冷凍剤不要の能動遮蔽型磁気共鳴磁石
ゼネラルエレクトリック
カンパニー

権利消滅 堀田  雄次 1

55 特願平3-72747 特許-3328941 1991/4/5 パワーリード用超電導導体 住友電気工業 権利消滅 村戸  良至 1

56 特願平3-56687 特許-2855869 1991/3/20 ビスマス系酸化物超電導線材の製造方法 住友電気工業 権利消滅 古河電気工業 1

57 特願平3-48995 特許-2131668 1991/2/21 超電導電流リードの電極形成方法 住友重機械工業 権利消滅 住友電気工業 1

58 特願平3-6487 特許-2593001 1991/1/23 超伝導コイル装置 東芝グループ 権利消滅 富士電機 1

59 特願平2-328149 特許-2992578 1990/11/28 エネルギー貯蔵装置 小山央二 権利消滅

四国電力  ;田中  和
幸;  四国総合研究所;
浅野  誠;東  信雄;村
戸  良至;金谷  房技;
中部電力

1

60 特願平2-307163 特許-2139625 1990/11/15 極低温装置 三菱電機グループ 権利消滅 古河電気工業 1

61 特願平2-253974 特許-2780473 1990/9/20 ＤＣ―ＳＱＵＩＤ素子およびその製造方法 島津製作所 権利消滅 東芝 1

62 特願平2-244776 特許-2943293 1990/9/14 ＤＣ―ＳＱＵＩＤ磁力計 島津製作所 権利消滅 泉水  まゆみ 1

63 特願平2-241645 特許-2131165 1990/9/12 超電導マグネット装置 日立製作所 権利消滅 富士電機 1

64 特願平1-342458 特許-2140447 1989/12/28 ビスマス系超電導体の製造法 日本碍子 権利消滅 日立電線 1

65 特願平1-188316 － 1989/7/20 超電導磁石
鉄道総合技術研究所;
三菱電機グループ;東
芝グループ

不登録確定 日立製作所 1

66 特願平1-176037 特許-2140612 1989/7/7 超電導コイルシステム
日立製作所;日立パ
ワーソリューションズ

権利消滅 東芝 1

67 特願平1-137615 特許-2751408 1989/5/31 脳磁計測装置 島津製作所 権利消滅 高木  一宇 1

68 特願平1-122017 特許-2781838 1989/5/15 超電導磁石の励磁方法 大阪府;高圧ガス工業 権利消滅 藤田  耕三 1

69 特願平1-108389 特許-2593549 1989/4/27 強制冷却型超電導ケーブルおよびその製造方法
古河電気工業;日本原
子力研究開発機構;富
士電機

権利消滅 窪田  雅敏 1

70 特願平1-89163 特許-2781837 1989/4/7 磁場安定化方法並びに磁場安定器 大阪府;高圧ガス工業 権利消滅 藤田  耕三 1

71 特願平1-71293 特許-2773893 1989/3/22 混合物薄膜形成装置 三菱電機グループ 権利消滅 村田製作所 1

72 特願平1-5059 特許-2111578 1989/1/13 高温超電導体及びその製造方法
ユニバーシティオブ
アーカンソー

権利消滅 ホンダ電気工業 1
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73 特願昭63-502481 特許-2691360 1987/11/9 矩形プレーナー化合物系における超伝導
ユニバーシティオヴ
ヒューストンユニバー
シティパーク

権利消滅

財団法人  国際超電
導産業技術研究セン
ター;ルーセント  テクノ
ロジーズ  インコーポ
レイテッド;  メルス技
研

1

74 特願昭63-307630 特許-2524209 1988/12/5 シ―ト状超電導磁石 大阪府;高圧ガス工業 権利消滅 日立メディコ 1

75 特願昭63-277710 特許-2585758 1988/11/2 電子装置
半導体エネルギー研
究所

権利消滅 岡  智保 1

76 特願昭63-120317 特許-1871968 1988/5/17 超電導磁石の保護装置 住友重機械工業 権利消滅 三菱電機 1

77 特願昭63-82078 特許-2133535 1988/4/1 超電導ケーブル 潤工社 権利消滅 住友電気工業 1

78 特願昭63-67885 特許-2543943 1988/3/22 超伝導回路用電源装置 富士通 権利消滅 工業技術院長 1

79 特願昭63-25108 特許-2877149 1988/2/5 複合酸化物セラミック系超電導線の製造方法 住友電気工業 権利消滅 青木  恭光 1

80 特願昭62-331476 特許-2551067 1987/12/26 冷却装置 アイシン精機 権利消滅 住友重機械工業 1

81 特願昭62-295721 － 1987/11/24 シールド冷却冷凍装置 ダイキン工業 不登録確定 住友重機械工業 1

82 特願昭62-288494 － 1987/11/17 超電導マグネット装置 三菱電機グループ 不登録確定 東芝 1

83 特願昭62-271726 特許-2130444 1987/10/29 磁気浮上列車用超電導マグネツト 三菱電機グループ 権利消滅 日立製作所 1

84 特願昭62-214743 特許-2141150 1987/8/27 酸化物超電導材料の成型物
半導体エネルギー研
究所

権利消滅 古河電気工業 1

85 特願昭62-200927 特許-2060280 1987/8/13 超電導材の製造方法
東海大学;ＪＦＥグルー
プ

権利消滅 京セラ 1

86 特願昭62-187589 特許-2644760 1987/7/29 酸化物超電導体及びその製造方法 日立製作所 権利消滅 東芝 1

87 特願昭62-154567 特許-2060906 1987/6/23 超電導電磁石装置 三菱電機グループ 権利消滅 古河電気工業 1

88 特願昭62-128823 特許-2139400 1987/5/26 超電導コイル装置 東芝グループ 権利消滅 富士電機 1

89 特願昭62-125832 特許-2597844 1987/5/25 超電導体の製造方法
太平洋セメント;日本セ
メント

権利消滅 斎藤  順一 1

90 特願昭62-116342 特許-2630397 1987/5/13 超電導体の製造方法 日本セメント 権利消滅 斎藤  順一 1

91 特願昭62-91722 特許-2129688 1987/4/14 セラミツクス系超電導部材 住友電気工業 権利消滅 古河電気工業 1

92 特願昭62-80408 特許-2132650 1987/3/31 電流リード 住友電気工業 権利消滅 富士電機 1

93 特願昭62-80403 特許-2139481 1987/3/31 超電導コイル 住友電気工業 権利消滅 日立製作所 1

94 特願昭62-56856 特許-2685751 1987/3/13 化合物超伝導線及び化合物超伝導線の製造方法 東芝グループ 権利消滅
古河電気工業;住友電
気工業

1

95 特願昭62-19079 － 1987/1/29 超電導マグネツト 住友電気工業 不登録確定 東芝 1

96 特願昭61-116736 特許-2133561 1986/5/21 ジヨセフソン接合素子及びその製法 日本電信電話 権利消滅 山田  節 1

97 特願昭61-110404 特許-2097703 1986/5/14 未反応超電導線 古河電気工業 権利消滅 昭和電線電纜 1

98 特願昭61-56321 特許-1905070 1986/3/12 超電導回転電機の回転子 三菱電機グループ 権利消滅 東芝 1

99 特願昭61-56320 特許-1910613 1986/3/12 超電導回転電機の回転子 三菱電機グループ 権利消滅 東芝 1

100 特願昭61-23991 － 1986/2/7 極低温容器 三菱電機グループ 不登録確定 東芝 1

101 特願昭61-21940 特許-2128602 1986/2/5 超電導導体 日立製作所 権利消滅 住友電気工業 1

102 特願昭61-2485 特許-2130060 1986/1/9 超電導装置 東芝グループ 権利消滅 三菱電機 1

103 特願昭60-250247 特許-2128318 1985/11/7 ニオブ・チタン極細多芯超電導線
産業技術総合研究
所;;住友電気工業

権利消滅 昭和電線電纜 1
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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

104 特願昭60-150081 － 1981/8/25 超電導装置 東芝グループ 不登録確定 富士電機 1

105 特願昭60-85335 － 1985/4/23 連続鋳造装置における溶鋼流制動装置 住友重機械工業 不登録確定 日本鋼管 1

106 特願昭60-3416 － 1985/1/14 超伝導トランジスタ IBM 不登録確定 富士通 1

107 特願昭59-244136 特許-2109857 1984/11/19 直流駆動型超伝導量子干渉素子 三菱電機グループ 権利消滅 平野  新八郎 1

108 特願昭59-236747 特許-1866296 1984/11/12 クライオスタット アルバック 権利消滅 日本酸素 1

109 特願昭59-236177 特許-2004917 1984/11/9 Ｎｂ－Ｔｉ多芯超電導線の製造方法 昭和電線ＨＤ 権利消滅 古河電気工業 1

110 特願昭59-236176 特許-2004916 1984/11/9 Ｎｂ－Ｔｉ多芯超電導線の製造方法 昭和電線ＨＤ 権利消滅 古河電気工業 1

111 特願昭59-217057 特許-1824986 1984/10/16 超電導磁石 日立製作所 権利消滅 東芝 1

112 特願昭59-192746 － 1984/9/17 低温槽
ゼネラルエレクトリック
カンパニー

不登録確定 三菱電機 1

113 特願昭59-28747 － 1984/2/20 超電導マグネツト 三菱電機グループ 不登録確定 富士電機 1

114 特願昭58-209579 － 1983/11/8 超電導線の製造方法 昭和電線ＨＤ 不登録確定 住友電気工業 1

115 特願昭58-196452 特許-1575971 1983/10/19 超電算装置の保護装置 三菱電機グループ 権利消滅 東芝 1

116 特願昭58-84857 特許-1871665 1983/5/14 複合超電導体 神戸製鋼所 権利消滅 昭和電線電纜 1

117 特願昭58-73514 特許-1520882 1974/3/6 超電導線を用いたトロイダルコイル 日立製作所 権利消滅 東芝 1

118 特願昭58-22402 － 1983/2/14 超電導コイル 東芝グループ 不登録確定 日立製作所 1

119 特願昭57-231373 － 1982/12/28 化合物超電導線 古河電気工業 不登録確定 真空冶金 1

120 特願昭57-211618 特許-1784097 1982/11/30 超電導線輪 三菱電機グループ 権利消滅 西村  干夫 1

121 特願昭57-208013 特許-2127136 1982/11/26 多芯Ｎｂ↓３Ｓｎ超電導線の製造方法 住友電気工業 権利消滅 昭和電線電纜 1

122 特願昭57-138654 － 1982/8/11 超伝導デバイスを製造する方法
ウエスターンエレクト
リックカンパニー

不登録確定 富士通 1

123 特願昭57-122503 特許-1559044 1982/7/12 超電導コイル 三菱電機グループ 権利消滅 東芝 1

124 特願昭55-115650 特許-1535593 1980/8/22 超電導コイルの保護方式
富士電機;富士通アド
バンストエンジニアリ
ング

権利消滅 東芝 1

125 特願昭55-43569 － 1980/4/4 超電導機器収納容器
日本原子力研究開発
機構;日立製作所

不登録確定 － 1

126 特願昭53-78995 特許-1281071 1978/6/28 断熱容器 三菱電機グループ 権利消滅 － 1

127 特願昭51-50225 － 1976/4/30 交流超電導ケ－ブル 住友電気工業 不登録確定 － 1

128 特願昭50-135131 － 1975/11/12 化合物複合超電導体の製造方法 日立製作所 不登録確定 － 1

129 特願昭49-80547 特許-1246696 1974/7/13 間欠負荷体における給電装置 日立製作所 権利消滅 － 1

130 特願昭49-54336 特許-1095297 1974/5/17 ト－ラス形核融合装置 日立製作所 権利消滅 － 1

131 特願昭48-140011 特許-1073457 1973/12/14 超電導線の接続部 古河電気工業 権利消滅 － 1

132 特願昭47-62408 特許-1041698 1972/6/23 複合超電導線材 日立製作所 権利消滅 － 1

133 特願昭47-62407 特許-0968538 1972/6/23 複合超電導線材 日立製作所 権利消滅 － 1

134 特願昭44-34626 － 1969/5/7 － シーメンスグループ 不登録確定 － 1

135 特願昭43-57989 特許-0655734 1968/8/16 － 日立製作所 権利消滅 － 1

136 特願昭43-45396 特許-0657562 1968/7/1 超電導ケ－ブルの製造法 古河電気工業 権利消滅 － 1

137 実願昭61-135703 実登-2121245 1986/9/3 クライオスタツト 三菱電機グループ 権利消滅 古河電気工業 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

1 特願昭48-100881 特許-1073251 1973/9/7 超電導コイル 三菱電機グループ 権利消滅 1982/4/19 株式会社東芝

（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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