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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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全固体電池

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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全固体電池

■全期間 ■2014年以降

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

ＬＧグループ

村田製作所

1-2 主要プレイヤーのポジションがわかる！

主要プレーヤーのポジションを分析した結果は、以下のとおりである。

縦軸は客観的な注目度（被引用回数合計）、横軸は自社注力度（重要出願件数）、バブルの大きさは出願件数を示す。

パナソニックグループ

トヨタ自動車

ＧＳユアサ

ソニー

日本碍子

日立製作所

日産自動車

東芝グループ

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

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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全固体電池

①
①②
②③
③④
④⑤
⑤⑥
⑥⑦
⑦⑧
⑧⑨
⑨⑩
⑩

552

拒絶査定不服審判あり 845

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

6,722

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

1,439

2-1 この1枚でわかる！サマリー

②出願件数推移

件数

3,751

2,949

④外国出願先

14,861

早期審査

0件

0件

化学的エネルギーを電気的エネルギーに直接変換するための方法または手段

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

コンデンサ；電解型のコンデンサ，整流器，検波器，開閉装置，感光装置等

高分子化合物の組成物

石灰；マグネシア；スラグ；セメント；その組成物

⑥技術内容構成比

分割元出願

トヨタ自動車

炭素−炭素不飽和結合のみが関与する反応によってえられる高分子化合物

非金属元素；その化合物
アルカリ金属等に包含されない金属を含有する化合物
無機または非高分子有機物質の添加剤としての使用
炭素−炭素不飽和結合のみが関与する反応以外で得られる高分子化合物.
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13件

－

－

－

0件

総出願件数 1216件

パナソニックグループ

総出願件数 1104件

⑤主要プレイヤー2社と、その共同出願人

東京工業大学

その他

物質材料研究機構

コンポン研究所

＜本編では、6社分掲載＞

無効審判請求あり 10
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異議申立あり 120
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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 15,000

米国
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韓国

ドイツ

2013年以前 2014年以降

①
②

③
④
⑤⑥⑦⑧⑨⑩

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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ステータス 件数

出願・審査・審判中 1,439

不登録確定 6,722

権利存続中 3,751

権利消滅 2,949

合計（総出願件数） 14,861

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）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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異議申立あり 120

5,461

拒絶査定不服審判あり 845

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 10

552

早期審査 260

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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全固体電池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 12,000 14,000

米国

中国

欧州

韓国

ドイツ

カナダ

台湾

オーストラリア

英国

フランス

オーストリア

インド

ブラジル

スペイン

ロシア連邦

スウェーデン

イスラエル

イタリア

メキシコ

南アフリカ

出願件数

2013年以前

2014年以降
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■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 パナソニックグループ

3 ＬＧグループ

37

5 ＧＳユアサ 39

2 サムスングループ

223

出願件数

11

340

232

No.

トヨタ自動車

出願人名

5

2

3

434

411

No.

ＬＧグループ

村田製作所4

5

出願人名

サムスングループ

村田製作所

出願件数

東芝グループ 26

出光興産 18

19

4

4

トヨタ自動車 39

No. 出願人名 出願件数

1 ＬＧグループ 75

3 村田製作所 47

No.

39半導体エネルギー研究所

5 日本碍子 12

出願人名 出願件数

ＬＧグループ 23

48 2

1

パナソニックグループ 21

3 村田製作所 18

144 ＴＤＫ

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

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 1216件

総出願件数 616件

総出願件数 1104件

総出願件数 575件

17件

13件

パナソニックグルー
プ

1

3
－

0件

トヨタ自動車

日本碍子

0件

0件

0件

0件

0件

3
－

0件

－

2
－

ソニー

2
コンポン研究所

3
物質材料研究機構

1

その他

0件

3
－

2
－

総出願件数 458件

日立製作所
1

－

0件

0件

0件

0件

3
－

2
－

1

1

総出願件数 896件 0件

1

2
－

0件

－ ＧＳユアサ －

－

3
－

2
－

13件

0件

東京工業大学

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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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。

アルカリ金属等に包含されない金属を含
有する化合物

無機または非高分子有機物質の添加剤
としての使用

炭素−炭素不飽和結合のみが関与する
反応以外で得られる高分子化合物.

石灰；マグネシア；スラグ；セメント；その
組成物

非金属元素；その化合物

化学的エネルギーを電気的エネルギー
に直接変換するための方法または手段

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

コンデンサ；電解型のコンデンサ，整流
器，検波器，開閉装置，感光装置等

高分子化合物の組成物

炭素−炭素不飽和結合のみが関与する
反応によってえられる高分子化合物

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
⑤⑥⑦⑧⑨⑩

分野全体
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80%
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100%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

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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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2019-236337 － 2019/12/26 二次電池 半導体エネルギー研究所 出願/審査/審判中 ○

2 特願2019-218361 － 2019/12/2 携帯情報端末 半導体エネルギー研究所 出願/審査/審判中 ○

3 特願2019-218330 － 2019/12/2
リチウムイオン二次電池、電子機器、携帯情報端末、自動車、及
び建物

半導体エネルギー研究所 出願/審査/審判中 ○

4 特願2019-211220 － 2019/11/22 リチウムイオン二次電池 半導体エネルギー研究所 出願/審査/審判中 ○

5 特願2019-206699 － 2019/11/15 二次電池 半導体エネルギー研究所 出願/審査/審判中 ○

6 特願2019-205687 － 2019/11/13 電力供給システム 半導体エネルギー研究所 出願/審査/審判中 ○

7 特願2019-201691 － 2019/11/6 電気化学システムの新規セパレータ
カリフォルニアインスティ
テュートオブテクノロジー

出願/審査/審判中 ○

8 特願2019-198156 － 2019/10/31 正極、及びリチウム二次電池 半導体エネルギー研究所 出願/審査/審判中 ○

9 特願2019-198089 － 2019/10/31 正極、及びリチウム二次電池 半導体エネルギー研究所 出願/審査/審判中 ○

10 特願2019-193147 － 2019/10/24 ナノ多孔性セパレータ層を利用するリチウム電池 オプトドット 出願/審査/審判中 ○

11 特願2019-191771 － 2019/10/21 電極複合体の製造方法 セイコーエプソン 出願/審査/審判中 ○

12 特願2019-186830 － 2019/10/10 電極の作製方法及び蓄電装置の作製方法 半導体エネルギー研究所 出願/審査/審判中 ○

13 特願2019-181471 － 2019/10/1 蓄電装置 半導体エネルギー研究所 出願/審査/審判中 ○

14 特願2019-173287 － 2019/9/24 固体電池、セパレータ、電極および製造方法
ジョンソンアイピーホールディ
ング

出願/審査/審判中 ○

15 特願2019-167717 － 2019/9/13 負極活物質、負極電極、リチウムイオン二次電池 信越化学工業 出願/審査/審判中 ○

16 特願2019-155660 － 2019/8/28 装置 半導体エネルギー研究所 出願/審査/審判中 ○

17 特願2019-149311 － 2019/8/16 ナノ多孔性セパレータ上に直接被膜するアノードを利用する電池 オプトドット 出願/審査/審判中 ○

18 特願2019-146655 － 2019/8/8 水平複合給電構造体
輝能科技;プロロジウムホー
ルディングインク

出願/審査/審判中 ○

19 特願2019-146323 － 2019/8/8 水平複合給電エレメント群
輝能科技;プロロジウムホー
ルディングインク

出願/審査/審判中 ○

20 特願2019-144136 － 2019/8/6 エネルギー貯蔵を形成する方法
フォンアルデンヌアセットウン
トコーカーゲー

出願/審査/審判中 ○

21 特願2019-140658 － 2019/7/31 新しい高表面伝導率電極材料
アセップ;セーエヌエールエス;
ユニベルシテドゥモントリオー
ル

出願/審査/審判中 ○

22 特願2019-136447 － 2019/7/24 チオリン酸リチウム複合体材料のマイクロ波合成
トヨタモーターエンジニアリン
グアンドマニュファクチャリン
グノースアメリカ

出願/審査/審判中 ○

23 特願2019-131876 － 2019/7/17 混合正極活物質、これを含む正極及び二次電池 ＬＧグループ 出願/審査/審判中 ○

24 特願2019-128371 － 2019/7/10 二次電池 サムスングループ 出願/審査/審判中 ○

25 特願2019-126750 － 2019/7/8
イオン性錯体、非水電解液電池用電解液、非水電解液電池及びイ
オン性錯体の合成法

セントラル硝子 出願/審査/審判中 ○

26 特願2019-117038 － 2019/6/25
非水系電解液二次電池用炭素材、非水系電解液二次電池用負
極、非水系電解液二次電池、及び非水系電解液二次電池用炭素
材の製造方法

三菱ケミカルＨＤ 出願/審査/審判中 ○

27 特願2019-114784 － 2019/6/20
固形状マグネシウムイオン伝導体、および、それを用いた二次電
池

パナソニックグループ 出願/審査/審判中 ○

（出願番号は、全文のURLリンクになっています[Google Patent]。番号によってはリンク先がない場合、また古い出願および実用新案はリンクがない場合があります。）
Copyright 2020 Innovation Research Corporation

https://patents.google.com/patent/JP2020047610
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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）

28 特願2019-114782 － 2019/6/20 正極活物質およびそれを備えた電池 パナソニックグループ 出願/審査/審判中 ○

29 特願2019-114780 － 2019/6/20 正極活物質およびそれを備えた電池 パナソニックグループ 出願/審査/審判中 ○

30 特願2019-110015 － 2019/6/13 固体電解質物質を含むイオン伝導性バッテリー
ユニバーシティオブメリーラン
ドカレッジパーク

出願/審査/審判中 ○

31 特願2019-96682 － 2019/5/23 一体型の電極組立体及びこれを含む電気化学素子 ＬＧグループ 出願/審査/審判中 ○

32 特願2019-89972 － 2019/5/10 電池 パナソニックグループ 出願/審査/審判中 ○

33 特願2019-89971 － 2019/5/10 電池および積層電池 パナソニックグループ 出願/審査/審判中 ○

34 特願2019-89469 － 2019/5/10 電池 パナソニックグループ 出願/審査/審判中 ○

35 特願2019-88255 － 2019/5/8 ナトリウム二次電池 セラマテックインク 出願/審査/審判中 ○

36 特願2019-81880 － 2019/4/23
正極合材、全固体電池、正極合材の製造方法および全固体電池
の製造方法

トヨタ自動車 出願/審査/審判中 ○

37 特願2019-80814 － 2019/4/22
フッ化物イオン二次電池用活物質、及びそれを用いたフッ化物イオ
ン二次電池

パナソニックグループ 出願/審査/審判中 ○

38 特願2019-80885 － 2019/4/22 リチウムイオン導電体、電池および電子機器 村田製作所 出願/審査/審判中 ○

39 特願2019-76561 － 2019/4/12
全固体電池組立体の短絡検査方法およびこれに用いる拘束治具
と短絡検査用のキット、ならびに全固体電池の製造方法

トヨタ自動車 出願/審査/審判中 ○

40 特願2019-76114 － 2019/4/12 リチウム二次電池 パナソニックグループ 出願/審査/審判中 ○

41 特願2019-76113 － 2019/4/12 リチウム二次電池 パナソニックグループ 出願/審査/審判中 ○

42 特願2019-76112 － 2019/4/12 リチウム二次電池 パナソニックグループ 出願/審査/審判中 ○

43 特願2019-75622 － 2019/4/11
制御された樹枝状結晶成長を有する充電可能なアルカリ金属電極
およびアルカリ土類電極、ならびにそれらの製造方法および使用
方法

インディアナユニバーシティリ
サーチアンドテクノロジー

出願/審査/審判中 ○

44 特願2019-73965 － 2019/4/9 方法及びコーティング設備
フォンアルデンヌアセットウン
トコーカーゲー

出願/審査/審判中 ○

45 特願2019-70253 － 2019/4/1 全固体電池 トヨタ自動車 出願/審査/審判中 ○

46 特願2019-59555 － 2019/3/27 リチウムイオン二次電池 ＴＤＫ 出願/審査/審判中 ○

47 特願2019-57816 － 2019/3/26 固体電解質及び全固体電池 村田製作所 出願/審査/審判中 ○

48 特願2019-42344 － 2019/3/8 バッテリーモジュール、バッテリーパック、および乗り物 パナソニックグループ 出願/審査/審判中 ○

49 特願2019-41678 － 2019/3/7
マグネシウム二次電池用正極活物質及びそれを用いたマグネシ
ウム二次電池

パナソニックグループ 出願/審査/審判中 ○

50 特願2019-41662 － 2019/3/7
マグネシウム二次電池用正極活物質及びそれを用いたマグネシ
ウム二次電池

パナソニックグループ 出願/審査/審判中 ○

（出願番号は、全文のURLリンクになっています[Google Patent]。番号によってはリンク先がない場合、また古い出願および実用新案はリンクがない場合があります。）
Copyright 2020 Innovation Research Corporation

https://patents.google.com/patent/JP2020043053
https://patents.google.com/patent/JP2020043052
https://patents.google.com/patent/JP2019175858
https://patents.google.com/patent/JP2019165013
https://patents.google.com/patent/JP2019207873
https://patents.google.com/patent/JP2019207872
https://patents.google.com/patent/JP2019207871
https://patents.google.com/patent/JP2019169474
https://patents.google.com/patent/JP2019212615
https://patents.google.com/patent/JP2019204775
https://patents.google.com/patent/JP2019153592
https://patents.google.com/patent/JP2020013776
https://patents.google.com/patent/JP2019212605
https://patents.google.com/patent/JP2019212604
https://patents.google.com/patent/JP2019212603
https://patents.google.com/patent/JP2019110143
https://patents.google.com/patent/JP2019153591
https://patents.google.com/patent/JP2019212600
https://patents.google.com/patent/JP2019135720
https://patents.google.com/patent/JP2019149374
https://patents.google.com/patent/JP2020013775
https://patents.google.com/patent/JP2019192632
https://patents.google.com/patent/JP2019169467


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2007-524042 特許第4982866号 2006/6/30 全固体リチウム電池 物質材料研究機構 権利存続中 80

2 特願2002-379445 特許第4187524号 2002/12/27
リチウム鉄リン系複合酸化物炭素複合体、その製造方法、リチウ
ム二次電池正極活物質及びリチウム二次電池

日本化学工業 権利存続中 57

3 特願2002-531517 特許第5102425号 2001/9/21
制御されたサイズを持つ炭素によって被覆された、酸化還元物質
の合成方法

ハイドローケベック;ウニヴェ
ルシテドモントリオール;セエヌ
エールエス

権利存続中 56

4 特願2000-132779 特許第5175011号 2000/5/1 新しい高表面伝導率電極材料
アセップ;セーエヌエールエス;
ユニベルシテドゥモントリオー
ル

権利存続中 56

5 特願2001-254261 特許第4212263号 2001/8/24 リチウム二次電池用負極及びその製造方法 パナソニックグループ 権利消滅 55

6 特願2000-301759 特許第3433173号 2000/10/2 硫化物系結晶化ガラス、固体型電解質及び全固体二次電池 大阪府立大学;出光興産 権利存続中 54

7 特願2000-27730 特許第3959220号 2000/2/4
表面実装用非水電解電池および表面実装用電気二重層キャパシ
タ

セイコーインスツル 権利存続中 50

8 特願平10-167446 特許第3941235号 1998/6/15 非水二次電池 アリッジマネジメント 権利消滅 50

9 特願平11-350270 特許第3611765号 1999/12/9 二次電池及びそれを用いた電子機器 ＬＧグループ 権利消滅 48

10 特願2002-576187 － 2002/3/25 イオン性液体 日清紡 不登録確定 47

11 特願平7-128139 特許第3495814号 1995/5/26 電池用電極及び該電極を有するリチウム二次電池 キヤノングループ 権利消滅 46

12 特願平7-131771 特許第3481010号 1995/5/30 高分子固体電解質膜／電極一体成形体及びその製法 ゴア 権利消滅 45

13 特願2005-357888 特許第5165843号 2005/12/12
活物質層と固体電解質層とを含む積層体およびこれを用いた全固
体リチウム二次電池

パナソニックグループ 権利消滅 44

14 特願平5-162958 特許第2997741号 1993/6/30 非水電解質二次電池及びその製造方法 セイコーインスツル 権利消滅 43

15 特願平9-103642 特許第4061668号 1997/4/21 リチウムイオン非水電解質二次電池 アリッジマネジメント 権利消滅 42

16 特願平9-504314 特許第4253853号 1996/6/27 非水二次電池 トヨタ自動車 権利消滅 41

17 特願2003-377954 特許第4554911号 2003/11/7 非水電解質二次電池
パナソニックグループ;大阪市
立大学

権利消滅 41

18 特願2002-312340 特許第4965790号 2002/10/28 非水電解質二次電池 ＧＳユアサ 権利存続中 41

19 特願2000-368475 特許第3687736号 2000/12/4 二次電池 ＮＥＣグループ 権利存続中 41

20 特願平7-47924 特許第3680340号 1995/2/14 マンガン複合酸化物及びその製造方法並びにその用途 東ソー 権利消滅 41

21 特願平10-344737 － 1998/12/3 薄型電池用袋体 住友理工 不登録確定 40

22 特願平5-116240 特許第3441107号 1993/5/18 リチウム二次電池 三菱電線工業 権利消滅 40

23 特願2002-531518 特許第5650875号 2001/9/21 ＬＩＸＭ１－ＹＭ’Ｙ（ＸＯ４）Ｎを主成分とする物質の合成法
ハイドローケベック;ウニヴェ
ルシテドモントリオール;セエヌ
エールエス

権利存続中 39

24 特願平7-93768 特許第3539448号 1995/4/19 非水二次電池 日本ゼオン 権利消滅 39

25 特願2010-533179 特許第5436440号 2008/11/3
ナノグラフェンプレートレットを主体とするリチウムイオン電池用複
合負極化合物

サムスングループ 権利存続中 38

26 特願2002-244658 － 2002/8/26
導電性酸化珪素粉末、その製造方法及び該粉末を用いた非水電
解質二次電池用負極材

信越化学工業 不登録確定 38

27 特願平9-246471 － 1997/9/11 リチウム二次電池 日立製作所 不登録確定 38

28 特願平7-524436 特許第3878206号 1995/3/21 良好な耐食性を示すイオン性伝導材料
サントルナショナルドゥラル
シェルシュシャンティフィク;ハ
イドローケベック

権利消滅 37

（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 2020 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

29 特願平4-300153 特許第3244314号 1992/11/10 非水系電池 パナソニックグループ 権利消滅 37

30 特願2001-110149 － 2001/4/9 リチウム二次電池用電極及びリチウム二次電池 パナソニックグループ 不登録確定 36

31 特願2005-315147 特許第5098150号 2005/10/28 バイポーラ電池およびその製造方法 日産自動車 権利存続中 35

32 特願2004-35380 特許第4813767号 2004/2/12 リチウムイオン伝導性硫化物系結晶化ガラス及びその製造方法 出光興産;大阪 権利存続中 35

33 特願2003-434837 特許第4197491号 2003/12/26
非水電解質二次電池用負極とその製造方法ならびにそれを用い
た非水電解質二次電池

パナソニックグループ 権利存続中 35

34 特願平8-240729 － 1996/9/11 リチウム二次電池用負極およびそれを用いたリチウム二次電池 三菱電線工業 不登録確定 35

35 特願平3-253921 特許第3162437号 1991/10/1 非水電解質二次電池 セイコーインスツル 権利消滅 35

36 特願昭63-237500 特許第2644002号 1988/9/24 固定化液膜電解質 ＪＸＴＧグループ 権利消滅 35

37 特願平8-105902 特許第3405380号 1996/4/25 非水電解質二次電池およびその製造方法 セイコーインスツル 権利消滅 34

38 特願2005-332000 特許第5095098号 2005/11/16 非水電解質二次電池 パナソニックグループ 権利存続中 33

39 特願平11-539801 特許第4782903号 1999/2/3 電解溶質として有用な新規な物質

エイシーイーピー;サントルナ
シオナルドラルシェルシュシ
アーンティフィク;ウニヴェルシ
テドモントリオール

権利消滅 33

40 特願平9-542897 － 1997/5/22 電池用不燃性／自消性電解質
エスアールアイインターナシヨ
ナル

不登録確定 33

41 特願平11-289780 － 1999/10/12 コード型バッテリ ソニー 不登録確定 33

42 特願平5-173313 特許第3079343号 1993/7/13 非水電解質二次電池及びその製造方法 セイコーインスツル 権利消滅 33

43 特願2004-324339 特許第4819342号 2004/11/8 リチウム電池用正極及びこれを用いたリチウム電池 エレクセル 権利存続中 32

44 特願2003-419037 特許第4686974号 2003/12/17
非水系電解液二次電池用負極およびそれを用いた非水系電解液
二次電池

三菱ケミカルＨＤ 権利消滅 32

45 特願平11-141893 特許第4446510号 1999/5/21 リチウム二次電池用負極活物質及びリチウム二次電池 サムスングループ 権利消滅 32

46 特願平5-113066 － 1993/5/14 非水二次電池 富士フイルムグループ 不登録確定 32

47 特願平1-84541 特許第2797390号 1989/4/3 非水電解質二次電池 ソニー 権利消滅 32

48 特願2010-194666 特許第5525388号 2010/8/31 セラミックス材料及びその製造方法 日本碍子 権利存続中 31

49 特願2004-258966 特許第4923397号 2004/9/6
非水電解質リチウムイオン二次電池用正極材料およびその製造
方法

エンビジョンＡＥＳＣジャパン 権利存続中 31

50 特願2001-291377 － 2001/9/25 リチウム二次電池及び負極 三菱ケミカルＨＤ 不登録確定 31

51 特願平8-75890 特許第3505905号 1996/3/29 非水電解質電池 住友電気工業 権利消滅 31

52 特願平6-101703 － 1994/4/18 非水電解質電池 富士フイルムグループ 不登録確定 31

53 特願平6-220858 特許第3498380号 1994/8/24 非水二次電池 アリッジマネジメント 権利消滅 31

54 特願平6-55614 － 1994/3/25 非水二次電池 富士フイルムグループ 不登録確定 31

55 特願平5-264994 － 1993/10/22 非水二次電池 富士フイルムグループ 不登録確定 31

（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 2020 Innovation Research Corporation
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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

1 特願2019-510989 特許第6562184号 2018/5/31 電解質組成物、二次電池、及び電解質シートの製造方法 日立化成 権利存続中

2 特願2014-504571 特許第5784819号 2012/3/15 固体電解質二次電池用電極、固体電解質二次電池および電池パック 東芝グループ 権利存続中

3 特願2012-531912 特許第5729389号 2011/8/31
二次電池正極用水系バインダー組成物、二次電池正極用スラリー組成
物、二次電池正極及び二次電池

日本ゼオン 権利存続中

4 特願2018-50525 特許第6538914号 2014/2/10 固体電解質シートおよび全固体型リチウムイオン電池 古河機械金属 権利存続中

5 特願2015-100981 特許第6492959号 2015/5/18 固体電池 ＴＤＫ 権利存続中

6 特願2015-16708 特許第5985674号 2012/1/19 非水電解質電池および電池パック 東芝グループ 権利存続中

7 特願2002-143601 特許第3417411号 2002/5/17 非水電解液及びリチウム二次電池 宇部興産 権利消滅

8 特願2001-145064 特許第3436533号 2001/5/15 非水電解質電池及びその製造方法 パナソニックグループ;ＧＳユアサ 権利消滅

9 特願平11-86529 特許第2976300号 1999/3/29 リチウム二次電池用負極材料の製造方法 大阪瓦斯;シャープグループ 権利消滅

10 特願平10-142963 特許第2948206号 1998/5/25 非水系二次電池用負極材料 花王 権利消滅

11 特願平10-100035 特許第3443764号 1998/3/27 非水電解液電池 ＧＳユアサ 権利消滅

12 特願平10-69791 特許第3428427号 1998/3/19 ナトリウム－硫黄電池の製造方法及び製造装置 日立製作所 権利消滅

13 特願平10-75409 特許第3301378号 1998/3/24 ポリエーテル共重合体および架橋高分子固体電解質 大阪ソーダ 権利消滅

14 特願平8-230072 特許第3417228号 1996/8/30 非水電解液及びリチウム二次電池 宇部興産 権利消滅

15 特願平8-111476 特許第3022317号 1996/5/2 高分子固体電解質 大阪ソーダ 権利消滅

16 特願平6-520128 特許第2853096号 1994/2/24 ハイブリッド重合体電解質を用いた再充電可能リチウム挿入電池 ベルコミュニケーションズリサーチ 権利消滅

17 特願平7-37345 特許第2937789号 1995/2/24 ナトリウム－硫黄電池用の真空断熱容器の製造方法 日本碍子 権利消滅

18 特願平6-247281 特許第3307510号 1994/9/14 層状構造酸化物および二次電池 ＴＤＫ 権利消滅

19 特願平7-128142 特許第3287732号 1995/5/26 二次電池 キヤノングループ 権利消滅

20 特願平6-58972 特許第2856344号 1994/3/29 ベータアルミナ固体電解質及びその製造方法 日本碍子 権利消滅

21 特願平6-48240 特許第3205851号 1994/3/18 ナトリウム－硫黄電池及びその製法 日立製作所;東京電力ＨＤ 権利消滅

22 特願平6-37727 特許第3451602号 1994/2/10 非水電解質電池 ＧＳユアサ 権利消滅

23 特願平5-173313 特許第3079343号 1993/7/13 非水電解質二次電池及びその製造方法 セイコーインスツル 権利消滅

24 特願平5-100522 特許第3188033号 1993/4/2 非水系二次電池 パナソニックグループ 権利消滅

25 特願平5-74359 特許第2604108号 1993/3/31 高温二次電池 東京電力ＨＤ;日本碍子 権利消滅

26 特願平5-42114 特許第3373242号 1993/2/5 積層型電池 ＴＤＫ 権利消滅

27 特願平5-76840 特許第3116643号 1993/4/2 電気化学素子及び組電池 三菱電機グループ 権利消滅

28 特願平5-7425 特許第3297116号 1993/1/20 炭素質材料を使用する電池 リコー 権利消滅

29 特願平4-114641 － 1992/5/7 ベータアルミナ固体電解質 日本碍子;東京電力ＨＤ 不登録確定

30 特願平2-514987 特許第3102880号 1990/10/9 固体金属－硫黄セル
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

権利消滅

31 特願平4-118690 特許第3343936号 1992/5/12 非晶質リチウムイオン伝導性固体電解質並びにその合成法 パナソニックグループ 権利消滅

32 特願平4-112286 特許第3355644号 1992/4/3 非水電解液二次電池 ソニー 権利消滅

33 特願平4-85737 特許第3369589号 1992/4/7 電極材料 三菱ケミカルＨＤ 権利消滅

34 特願平4-74563 特許第3085601号 1992/3/30 固体電解質管 日本特殊陶業 権利消滅

35 特願平3-287931 特許第3030141号 1991/11/1 非水系電池 パナソニックグループ 権利消滅

36 特願平4-58076 特許第2137034号 1992/3/16 β－アルミナ固体電解質 日本碍子;東京電力ＨＤ 権利消滅

37 特願平4-300153 特許第3244314号 1992/11/10 非水系電池 パナソニックグループ 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 2020 Innovation Research Corporation
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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

38 特願平4-56407 特許第3292994号 1992/2/6 ナトリウムー硫黄電池 日本特殊陶業 権利消滅

39 特願平3-309300 特許第2513953号 1991/11/25 ナトリウム－硫黄電池 日本碍子;東京電力ＨＤ 権利消滅

40 特願平3-305453 特許第2612653号 1991/10/24 ＮａＳ電池の温度制御システム 日本碍子;東京電力ＨＤ 権利消滅

41 特願平3-73149 特許第2572897号 1991/4/5
放射線硬化固体電解質の製造方法およびそれを用いる電気化学的デバ
イス

ウルトラセル 権利消滅

42 特願平3-215900 特許第2734822号 1991/7/31 非水電解質二次電池 ＧＳユアサ 権利消滅

43 特願平3-130425 特許第3182786号 1991/5/2 電池 ソニー 権利消滅

44 特願平3-87647 特許第2135003号 1991/3/27 βアルミナ固体電解質 日本碍子;東京電力ＨＤ 権利消滅

45 特願平3-70471 特許第2133501号 1991/3/11 高温電池集合体 日本碍子;東京電力ＨＤ 権利消滅

46 特願平3-54085 特許第2132654号 1991/2/25 リチウム二次電池 ＧＳユアサ 権利消滅

47 特願平2-201808 特許第2134328号 1990/7/30 ナトリウム―硫黄電池及びその絶縁体と蓋体との接合方法 日本碍子;東京電力ＨＤ 権利消滅

48 特願平1-120643 特許第2139111号 1989/5/15 高分子固体電解質及びその製造方法 宇部興産 権利消滅

49 特願平1-118681 特許第2134960号 1989/5/15 高分子固体電解質 宇部興産 権利消滅

50 特願平1-118680 特許第2134959号 1989/5/15 高分子固体電解質 宇部興産 権利消滅

51 特願平1-114158 特許第2934450号 1989/5/9 高分子固体電解質およびこれを用いた二次電池 リコー 権利消滅

52 特願平1-64181 特許第2131625号 1989/3/16 ナトリウム―硫黄電池 日本碍子 権利消滅

53 特願平1-40800 特許第3025692号 1989/2/20 二次電池 パナソニックグループ 権利消滅

54 特願昭63-320372 特許第2699500号 1988/12/21 導電性高分子複合体 東ソー 権利消滅

55 特願平1-204582 特許第3062203号 1989/8/9 電気化学素子 リコー 権利消滅

56 特願平1-236772 特許第2735311号 1989/9/12 固体電気化学的電池用電解質組成物 エムエッチビージョイントヴェンチャー 権利消滅

57 特願昭63-276667 特許第2082818号 1988/11/1 ナトリウム－硫黄電池用ベ―タアルミナ管の焼成方法 日本碍子 権利消滅

58 特願昭63-175535 特許第2141304号 1988/7/14 リチウムイオン伝導性ポリマー電解質 マクセルＨＤ 権利消滅

59 特願昭63-139033 特許第2065867号 1988/6/6 β－アルミナ袋管とα－アルミナリングの接合方法 日本碍子 権利消滅

60 特願昭63-69176 特許第2547816号 1988/3/23 固体電解質二次電池 旭化成グループ 権利消滅

61 特願昭63-69175 特許第2089940号 1988/3/23 有機固体電解質二次電池 旭化成グループ 権利消滅

62 特願昭62-19330 － 1987/1/29 非水系二次電池 パナソニックグループ 不登録確定

63 特願昭61-266306 特許第2137451号 1986/11/8 二次電池 旭化成グループ 権利消滅

64 特願昭61-266305 特許第2059935号 1986/11/8 二次電池 旭化成グループ 権利消滅

65 特願昭61-118999 特許第1945151号 1986/5/23 β″－アルミナの製造方法 リリワイトソシエテアノニム 権利消滅

66 特願昭59-131078 特許第2135516号 1984/6/27 ナトリウム－硫黄電池 日立製作所;東京電力ＨＤ 権利消滅

67 特願昭59-24165 特許第1742220号 1984/2/10 有機電解質電池 旧カネボウ本社 権利消滅

68 特願昭59-265152 特許第1861842号 1984/12/15 電池の製法 サイマット 権利消滅

69 特願昭59-48011 特許第1729084号 1984/3/12 イオン電導性高分子材料 ソシエテナシオナルエルフアキテーヌ 権利消滅

70 特願昭58-230482 特許第1893051号 1983/12/6 ナトリウムβアルミナ電解質要素及びそれらの製造方法 クローライドサイレントパワー 権利消滅

71 特願昭57-184023 特許第1859840号 1982/10/20 二次電池 パナソニックグループ 権利消滅

72 特願昭58-97764 特許第2137789号 1983/6/1 電気化学電池 インプリコベーベー 権利消滅

73 特願昭55-131367 特許第1331381号 1980/9/19 溶融多硫化ナトリウム用耐食材料 大同特殊鋼 権利消滅

74 特願昭56-34052 特許第1973373号 1981/3/11 ２次電池 ユニバーシティパテンツ 権利消滅

75 特願昭55-182710 特許第1820111号 1980/12/23 ナトリウム硫黄電池用陽極集電体及びその製造方法 クローライドサイレントパワー 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 2020 Innovation Research Corporation
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76 特願昭54-151891 － 1979/11/22 電気化学的発電装置
アジエンスナチオナレドウバロリザチ
オンドウラレシエルシエ（アンバール）

不登録確定

77 特願昭54-26075 特許第1779359号 1979/3/6
アンモニウムモリブデンカルコゲン化合物から誘導されたカソ－ドを有する
電池

エクソンリサーチアンドエンヂニアリ
ングカンパニー

権利消滅

78 特願昭52-106193 特許第1399626号 1977/9/2 ハニカム構造をもつたイオン電導性結晶質固体セパレ－タとその製造法 日本特殊陶業 権利消滅

79 特願昭50-9034 特許第1157817号 1975/1/21 ナトリウム硫黄電池 豊田中央研究所 権利消滅

80 特願昭49-63250 特許第1093990号 1974/6/4 ナトリウム－イオウ電池 豊田中央研究所 権利消滅

81 特願昭48-86068 － 1973/7/30 ナトリウム　－　イオウデンチ 豊田中央研究所 不登録確定

82 特願昭48-16035 特許第1008603号 1973/2/7 固体電解質電池 ＧＳユアサ 権利消滅

83 特願昭47-104797 特許第975361号 1972/10/19 ナトリウム－イオウ蓄電池 豊田中央研究所 権利消滅

84 特願昭47-48691 特許第1061769号 1972/5/16 高温電池およびその製造法 ＧＳユアサ 権利消滅

85 特願昭46-55857 － 1971/7/26 コタイデンカイシツデンチ ＧＳユアサ 不登録確定

86 特願昭46-10147 － 1971/2/27 ナトリウム－硫黄電池 ＧＳユアサ 不登録確定

87 特願昭48-83901 特許第883395号 1970/8/11 固体電解質電池 ＧＳユアサ 権利消滅

88 特願昭47-76083 特許第883394号 1970/8/11 固体電解質積層電池 ＧＳユアサ 権利消滅

89 特願昭45-110239 特許第790075号 1970/12/10 ナトリウム　　－　　イオウチクテ゛ンチ ＧＳユアサ 不登録確定

90 特願昭45-11756 特許第872456号 1970/2/10 ナトリウム　　－　　イオウチクテ゛ンチ ＧＳユアサ 不登録確定

91 特願昭45-11755 特許第830121号 1970/2/10 ナトリウム　　－　　イオウチクテ゛ンチ ＧＳユアサ 不登録確定

92 特願昭44-82860 特許第850778号 1969/10/16 ナトリウム－イオウ電池 ＧＳユアサ 権利消滅

93 特願昭44-82859 特許第819333号 1969/10/16 ナトリウム　　－　　イオウテ゛ンチ ＧＳユアサ 不登録確定

94 特願昭44-36802 特許第850777号 1969/5/12 固体電解質電池 ＧＳユアサ 権利消滅

95 特願昭44-30611 － 1969/4/18
コウト゛ウテ゛ンセイ　　ヘ゛－タ　　－　　アルミナシツシヨウケツタイ　　ノ
セイソ゛ウホウ

産業技術総合研究所 不登録確定

96 特願昭43-91900 特許第708043号 1968/12/13 ナトリウム・イオウ電池 豊田中央研究所 権利消滅

97 特願昭43-51633 － 1968/7/23 アルカリキンソ゛ク　　－　　イオウケイ　　２　　シ゛テ゛ンチヨウカクマク 昭和電工 不登録確定

98 特願昭43-22304 特許第795136号 1968/4/3 ナトリウム　　イオウテ゛ンチ ＧＳユアサ 不登録確定

99 特願昭43-22303 － 1968/4/3 ナトリウム　　イオウテ゛ンチ ＧＳユアサ 不登録確定

100 特願昭42-68008 － 1967/10/21 ナトリウム　　イオウチクテ゛ンチ ＧＳユアサ 不登録確定

101 特願昭42-64481 － 1967/10/6 ナトリウム　　イオウチクテ゛ンチ ＧＳユアサ 不登録確定

102 特願昭42-49014 － 1967/7/29 ナトリウム　　イオウチクテ゛ンチ ＧＳユアサ 不登録確定

103 特願昭42-49013 特許第787982号 1967/7/29 ナトリウム－硫黄電池 ＧＳユアサ 権利消滅

104 特願昭42-47832 特許第897701号 1967/7/25 電池 ダウ・ケミカル 権利消滅

105 特願昭42-47321 － 1967/7/22 ナトリウム　　イオウテ゛ンチ ＧＳユアサ 不登録確定

106 特願昭42-43706 － 1967/7/7 ナトリウム　　－　　イオウテ゛ンチ ＧＳユアサ 不登録確定

107 特願昭42-43705 特許第796912号 1967/7/7 ナトリウム－硫黄電池 ＧＳユアサ 権利消滅

108 特願昭42-36401 － 1967/6/7 ナトリウム　　イオウテ゛ンチ ＧＳユアサ 不登録確定

109 特願昭42-35014 特許第787981号 1967/6/1 ナトリウム－硫黄電池 ＧＳユアサ 権利消滅

110 実願昭44-3596 実登第1159646号 1969/1/14 ナトリウム－硫黄電池 ＧＳユアサ 権利消滅

111 実願昭45-25692 実登第1146603号 1970/3/16 ナトリウム　　－　　イオウチクテ゛ンチ　　ノ　　インキヨクシツ ＧＳユアサ 不登録確定
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112 実願昭44-46862 実登第1145685号 1969/5/20 ナトリウム－硫黄電池 ＧＳユアサ 権利消滅

113 実願昭44-44852 実登第1130548号 1969/5/14 ナトリウム　　－　　イオウテ゛ンチ ＧＳユアサ 不登録確定

114 実願昭44-44850 実登第1130547号 1969/5/14 ナトリウム　　－　　イオウテ゛ンチ ＧＳユアサ 不登録確定

115 実願昭44-49630 実登第1127956号 1969/5/30 アルカリ金属－Ｓ系二次電池 昭和電工 権利消滅

116 実願昭62-150607 実登第2095326号 1987/10/1 高分子固体電解質電池 ＧＳユアサ 権利消滅

117 実願昭47-48586 － 1972/4/24 ナトリウム　－　イオウデンチ ＧＳユアサ 不登録確定

118 実願昭45-80290 － 1970/8/11 コタイテ゛ンカイシツテ゛ンチ ＧＳユアサ 不登録確定

119 実願昭44-98411 － 1969/10/16 ナトリウム　　－　　イオウテ゛ンチ ＧＳユアサ 不登録確定

120 実願昭44-46030 － 1969/5/19 ナトリウム　　－　　イオウテ゛ンチ ＧＳユアサ 不登録確定

（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 2020 Innovation Research Corporation



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

1 特願2013-11146 特許第5305211号 2006/6/7 電気化学セル セイコーインスツル 権利存続中

2 特願2010-533179 特許第5436440号 2008/11/3
ナノグラフェンプレートレットを主体とするリチウムイオン電池用複合負極
化合物

サムスングループ 権利存続中

3 特願2011-44180 特許第5309171号 2004/5/28 リチウムポリマー電池用の電池セパレータ 旭化成グループ 権利存続中

4 特願2010-185334 特許第5337768号 1999/1/18 ゲル電解質電池の分離器 旭化成グループ 権利消滅

5 特願2006-73116 特許第5245201号 2006/3/16 負極、二次電池 村田製作所 権利存続中

6 特願2004-98479 特許第4488779号 2004/3/30 非水電解液二次電池用電極の製造方法及び非水電解液二次電池 パナソニックグループ 権利消滅

7 特願2001-110899 特許第4570271号 2001/4/10 高エネルギー充電型リチウム電池用セパレーター 旭化成グループ 権利存続中

8 特願2000-27730 特許第3959220号 2000/2/4 表面実装用非水電解電池および表面実装用電気二重層キャパシタ セイコーインスツル 権利存続中

9 特願平11-8637 特許第4891470号 1999/1/18 ゲル電解質電池の分離器 旭化成グループ 権利消滅

10 特願平5-173313 特許第3079343号 1993/7/13 非水電解質二次電池及びその製造方法 セイコーインスツル 権利消滅
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Copyright 2020 Innovation Research Corporation

https://patents.google.com/patent/JP5305211
https://patents.google.com/patent/JP5436440
https://patents.google.com/patent/JP5309171
https://patents.google.com/patent/JP5337768
https://patents.google.com/patent/JP5245201
https://patents.google.com/patent/JP4488779
https://patents.google.com/patent/JP4570271
https://patents.google.com/patent/JP3959220
https://patents.google.com/patent/JP4891470
https://patents.google.com/patent/JP3079343

