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調査分析結果

1．パテントマップ編

A．全般分析

A-1．全体の技術開発ライフサイクル

A-2．公開件数の推移（年次と累計）

A-3．出願人数の推移（年次と累計）

A-4．新規発明者数の推移（年次と累計）

A-5．新規FIメイングループ分類数の推移（年次と累計）

A-6．新規FIサブグループ分類数の推移（年次と累計）

A-7．新規Fターム分類数の推移（年次と累計）

A-8．出願人別公開件数ランキング（上位100）

A-9．発明者別公開件数ランキング（上位50）

A-10．FIメイングループ分類別公開件数ランキング(上位50)

A-11．FIサブグループ分類別公開件数ランキング(上位100)

A-12．Fタームテーマコード分類別公開件数ランキング（上位50）

A-13．Fターム分類別公開件数ランキング（上位100）

A-14．1位Fタームテーマコード5H730の技術分類別件数（着目：2期

間）

A-15．1位Fタームテーマコード5H730の技術分類別件数（着目：上位

5出願人）

A-16．出願人別参入・撤退状況（最近40、公開件数5件以上）

A-17．FIメイングループ分類別出現・消失状況（最近40、公開件数5

件以上）

A-18．FIサブグループ分類別出現・消失状況（最近40、公開件数5件

以上）

A-19．Fターム分類別出現・消失状況（最近40、公開件数5件以上）

A-20．出願人別公開件数伸長率（上位50、件数差10件以上）

A-21．発明者別公開件数伸長率（上位50、件数差10件以上）

A-22．FIメイングループ分類別公開件数伸長率（上位50、件数差3件

以上）

A-23．FIサブグループ分類別公開件数伸長率（上位50、件数差5件

以上）

A-24．Fターム分類別公開件数伸長率（上位50、件数差100件以上）

A-25．FIメイングループ分類別発明者数伸長率（上位50、発明者数

差10名以上）

A-26．FIサブグループ分類別発明者数伸長率（上位50、発明者数差

15名以上）

A-27．Fターム分類別発明者数伸長率（上位50、発明者数差150名以

上）

B．上位20出願人比較分析

B-1．公開件数比較（2004年～2008年 VS 2009年～2013年）

B-2．公開件数の推移（累計）

B-3．共同出願人数の推移（累計）

B-4．新規発明者数の推移（累計）

B-5．新規FIメイングループ分類数の推移（累計）

B-6．新規FIサブグループ分類数の推移（累計）

B-7．新規Fターム分類数の推移（累計）

B-8．新規キーワード数の推移（累計）

B-9．上位20FIメイングループ分類との公開件数相関

B-10．上位20FIサブグループ分類との公開件数相関

B-11．上位20Fターム分類との公開件数相関

B-12．上位2Fタームテーマコード分類における公開件数比較

B-13．目的・効果系キーワードとの公開件数相関

B-14．目的・効果系キーワードとの発明者数相関

B-15．公開件数占有率

B-16．審査・権利状況

B-17．公開件数の伸びと１位Fターム分類5H730DD04に関する構成

率比較

B-18．発明者数＊FIサブグループ分類数の比較

C．上位5出願人個別分析

C-1-1．【パナソニック】FIサブグループ分類別公開件数ランキング

　(上位50)

C-1-2．【トヨタ自動車】FIサブグループ分類別公開件数ランキング

　(上位50)

C-1-3．【富士電機】FIサブグループ分類別公開件数ランキング

　(上位50)

C-1-4．【デンソー】FIサブグループ分類別公開件数ランキング

　(上位50)

C-1-5．【ローム】FIサブグループ分類別公開件数ランキング(上位50)

C-2-1．【パナソニック】Fターム分類別公開件数ランキング(上位50)

C-2-2．【トヨタ自動車】Fターム分類別公開件数ランキング(上位50)

C-2-3．【富士電機】Fターム分類別公開件数ランキング(上位50)

C-2-4．【デンソー】Fターム分類別公開件数ランキング(上位50)

C-2-5．【ローム】Fターム分類別公開件数ランキング(上位50)

C-3-1．【パナソニック】FIサブグループ分類別公開件数の推移

　(上位20、累計)

C-3-2．【トヨタ自動車】FIサブグループ分類別公開件数の推移

　(上位20、累計)

C-3-3．【富士電機】FIサブグループ分類別公開件数の推移

　(上位20、累計)

C-3-4．【デンソー】FIサブグループ分類別公開件数の推移

　(上位20、累計)

C-3-5．【ローム】FIサブグループ分類別公開件数の推移

　(上位20、累計)

C-4-1．【パナソニック】Fターム分類別公開件数の推移(上位20、累計)

C-4-2．【トヨタ自動車】Fターム分類別公開件数の推移(上位20、累計)

C-4-3．【富士電機】Fターム分類別公開件数の推移(上位20、累計)

C-4-4．【デンソー】Fターム分類別公開件数の推移(上位20、累計)

C-4-5．【ローム】Fターム分類別公開件数の推移(上位20、累計)

C-5-1．【パナソニック】FIサブグループ分類別出現・消失状況

　（最近40）

C-5-2．【トヨタ自動車】FIサブグループ分類別出現・消失状況

　（最近40）

C-5-3．【富士電機】FIサブグループ分類別出現・消失状況（最近40）

C-5-4．【デンソー】FIサブグループ分類別出現・消失状況（最近40）

C-5-5．【ローム】FIサブグループ分類別出現・消失状況（最近40）

C-6-1．【パナソニック】キーワード別出現・消失状況

　（最近40、公開件数5件以上）

C-6-2．【トヨタ自動車】キーワード別出現・消失状況

　（最近40、公開件数5件以上）

C-6-3．【富士電機】キーワード別出現・消失状況

　（最近40、公開件数5件以上）

C-6-4．【デンソー】キーワード別出現・消失状況

　（最近40、公開件数5件以上）

C-6-5．【ローム】キーワード別出現・消失状況

　（最近40、公開件数5件以上）

C-7-1．【パナソニック】独自FIサブグループ分類別公開件数ランキング

　(上位50)

C-7-2．【トヨタ自動車】独自FIサブグループ分類別公開件数ランキング

C-7-3．【富士電機】独自FIサブグループ分類別公開件数ランキング

C-7-4．【デンソー】独自FIサブグループ分類別公開件数ランキング

C-7-5．【ローム】独自FIサブグループ分類別公開件数ランキング

C-8-1．【パナソニック】独自キーワード別公開件数ランキング(上位50)

C-8-2．【トヨタ自動車】独自キーワード別公開件数ランキング(上位50)

C-8-3．【富士電機】独自キーワード別公開件数ランキング(上位50)

C-8-4．【デンソー】独自キーワード別公開件数ランキング(上位50)

C-8-5．【ローム】独自キーワード別公開件数ランキング(上位50)

C-9-1．【パナソニック】共同出願人との連携

C-9-2．【トヨタ自動車】共同出願人との連携

C-9-3．【富士電機】共同出願人との連携

C-9-4．【デンソー】共同出願人との連携

C-9-5．【ローム】共同出願人との連携（0人）

D．特定5社比較分析（1位パナソニック、2位トヨタ自動車、

　　3位富士電機、4位デンソー、5位ローム）

D-1．5社の上位5FIサブグループ分類別公開件数の推移（年次）

D-2．5社のパナソニック上位5FIサブグループ分類別公開件数比較

D-3．5社のトヨタ自動車上位5FIサブグループ分類別公開件数比較

D-4．5社の富士電機上位5FIサブグループ分類別公開件数比較

D-5．5社のデンソー上位5FIサブグループ分類別公開件数比較

D-6．5社のローム上位5FIサブグループ分類別公開件数比較

D-7．5社の5H730BB（ＤＣ‐ＤＣコンバータ＞主変換部の型式）

　のFターム分類別公開件数比較

D-8．5社の5H730DD（ＤＣ‐ＤＣコンバータ＞スイッチング部

　（主変換部の））のFターム分類別公開件数比較

D-9．5社のFIサブグループ分類別出現・消失状況（公開件数上位10）

D-10．5社のFターム分類別出現・消失状況（公開件数上位10）

D-11．パナソニックの公開件数伸び変遷

D-12．トヨタ自動車の公開件数伸び変遷

D-13．富士電機の公開件数伸び変遷

D-14．デンソーの公開件数伸び変遷

D-15．ロームの公開件数伸び変遷

D-16．5社とFターム分類（上位20）との公開件数相関

D-17．Fターム分類別公開件数グロスランキング（上位10）

E．上位20特許分類分析

E-1．FIメイングループ分類別公開件数比較（上位20）

　（2004年～2008年VS 2009年～2013年）

E-2．FIサブグループ分類別公開件数比較（上位20）

　（2004年～2008年VS 2009年～2013年）

E-3．Fターム分類別公開件数比較（上位20）

　（2004年～2008年VS 2009年～2013年）

E-4．FIメイングループ分類別公開件数の推移(上位20、累計)

E-5．FIサブグループ分類別公開件数の推移(上位20、累計)

E-6．Fターム分類別公開件数の推移(上位20、累計)

E-7．FIメイングループ分類別出願人数の推移(上位20、年次)

E-8．FIサブグループ分類別出願人数の推移(上位20、年次)

E-9．Fターム分類別出願人数の推移(上位20、年次)

E-10．FIメイングループ分類別発明者数の推移(上位20、年次)

E-11．FIサブグループ分類別発明者数の推移(上位20、年次)

E-12．Fターム分類別発明者数の推移(上位20、年次)

E-13．FIメイングループ分類別公開件数占有率（公開件数上位20）

E-14．FIサブグループ分類別公開件数占有率（公開件数上位20）

E-15．Fターム分類別公開件数占有率（公開件数上位20）

F．特定特許分類分析

F-1．特定特許分類分析（1）

　F-1-1．特定FIサブグループ分類の公開件数の推移（年次）

　F-1-2．特定FIサブグループ分類の上位20出願人別公開件数の

　推移（年次）

　F-1-3．特定Fターム分類の公開件数の推移（年次）

　F-1-4．特定Fターム分類の上位20出願人別公開件数の推移

　（年次）

　F-1-5．特定FIサブグループ分類の新規出願人数の推移（年次）

　F-1-6．特定Fターム分類の新規出願人数の推移（年次）

　F-1-7．特定FIサブグループ分類の新規発明者数の推移（累計）

　F-1-8．特定Fターム分類の新規発明者数の推移（累計）

　F-1-9．特定FIサブグループ分類H02M3/155の公開件数伸長率

　変遷

　F-1-10．特定FIサブグループ分類H02M3/28の公開件数伸長率

　変遷

　F-1-11．特定Fターム分類5H730DD04の公開件数伸長率変遷

　F-1-12．特定Fターム分類5H730FD01の公開件数伸長率変遷

　F-1-13．特定Fターム分類5H730AS01の公開件数伸長率変遷

　F-1-14．特定FIサブグループ分類H02M3/155の出願人別公開件数

　ランキング(上位50)

　F-1-15．特定FIサブグループ分類H02M3/28の出願人別公開件数

　ランキング(上位50)

　F-1-16．特定Fターム分類5H730DD04の出願人別公開件数

　ランキング(上位50)

　F-1-17．特定Fターム分類5H730FD01の出願人別公開件数

　ランキング(上位50)

　F-1-18．特定Fターム分類5H730AS01の出願人別公開件数

　ランキング(上位50)

F-2．特定特許分類分析（2）

　F-2-1．特定Fターム分類5H730AS関連の出願人別公開件数

　ランキング(上位50)

　F-2-2．特定Fターム分類5H730BB関連の出願人別公開件数

　ランキング(上位50)

　F-2-3．特定Fターム分類5H730DD関連の出願人別公開件数

　ランキング(上位50)

　F-2-4．特定Fターム分類5H730FD関連の出願人別公開件数

　ランキング(上位50)

　F-2-5．特定Fターム分類5H730AS関連の公開件数グロスランキング

　F-2-6．特定Fターム分類5H730BB関連の公開件数グロスランキング

　F-2-7．特定Fターム分類5H730DD関連の公開件数グロスランキング

　F-2-8．特定Fターム分類5H730FD関連の公開件数グロスランキング

　F-2-9．特定Fターム分類5H730AS関連の公開件数の推移（年次）

　F-2-10．特定Fターム分類5H730BB関連の公開件数の推移（年次）

　F-2-11．特定Fターム分類5H730DD関連の公開件数の推移（年次）

　F-2-12．特定Fターム分類5H730FD関連の公開件数の推移（年次）

　F-2-13．特定Fターム分類5H730AS関連と5H730BB関連との

　公開件数相関

　F-2-14．特定Fターム分類5H730AS関連と5H730DD関連との

　公開件数相関

　F-2-15．特定Fターム分類5H730AS関連と5H730FD関連との

　公開件数相関

　F-2-16．特定Fターム分類5H730BB関連と5H730DD関連との

　公開件数相関

　F-2-17．特定Fターム分類5H730BB関連と5H730FD関連との

　公開件数相関

　F-2-18．特定Fターム分類5H730DD関連と5H730FD関連との

　公開件数相関

　F-2-19．特定Fターム分類5H730AS関連と上位20出願人との

　公開件数相関

　F-2-20．特定Fターム分類5H730BB関連と上位20出願人との

　公開件数相関

　F-2-21．特定Fターム分類5H730DD関連と上位20出願人との

　公開件数相関

　F-2-22．特定Fターム分類5H730FD関連と上位20出願人との

　公開件数相関

　F-2-23．特定Fターム分類5H730AS関連の公開件数伸長率変遷

　F-2-24．特定Fターム分類5H730BB関連の公開件数伸長率変遷

　F-2-25．特定Fターム分類5H730DD関連の公開件数伸長率変遷

　F-2-26．特定Fターム分類5H730FD関連の公開件数伸長率変遷

G．キーワード分析

G-1．キーワード別公開件数ランキング（上位100）

G-2．キーワード別出現・消失状況（最近80、公開件数10件以上）

G-3．キーワード別公開件数の伸長率（上位50、件数差15件以上）

G-4．目的・効果系キーワードの公開件数の推移（年次）と比率

G-5．目的・効果系キーワードの出願人数の推移（累計）

G-6．目的・効果系キーワードの新規発明者数の推移（累計）

G-7．目的・効果系キーワードの公開件数の伸びと構成率比較

H．直近２年間の動向分析（2012年9月～2014年8月）

H-1．出願人別公開件数ランキング（上位20）

H-2．出願人別公開件数占有率（上位20）

H-3．FIサブグループ分類別公開件数ランキング（上位20）

H-4．FIサブグループ分類1位H02M3/155と他分類との相関（上位20）

H-5．Fターム分類別公開件数ランキング（上位20）

H-6．Fターム分類1位5H730DD04と他分類との相関（上位20）

H-7．上位20出願人と上位20FIサブグループ分類との公開件数相関

H-8．上位20出願人と上位20Fターム分類との公開件数相関

I．弁理士（特許事務所）の動向分析

I-1．弁理士（特許事務所）別公開件数ランキング（上位40）

I-2．弁理士（特許事務所）別公開件数の推移（上位40、年次）

I-3．上位40弁理士（特許事務所）と上位20FIメイングループ分類との

　公開件数相関

I-4．上位40弁理士（特許事務所）と上位40出願人との公開件数相関

2． パテントチャート編

(1)住友電装の時系列チャート分析（2010年～2014年8月）

(2)横河電機の時系列チャート分析（2010年～2014年8月）

(3)住友電装の上位3Fタームテーマコード分類と上位3発明者の

　マトリクスチャート分析（2010年～2014年8月）

(4)横河電機の上位3Fタームテーマコード分類と上位3発明者の

　マトリクスチャート分析（2010年～2014年8月）

(5)横河電機のFタームテーマコード5H730の技術分類マトリクス

　チャート

(6)沓掛昌俊（横河電機）の公報2件のサイテーションマップ

3．　総括コメント
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第1章 世界の自動車市場
　1.1 自動車の市場概況
　1.2 国内・世界の生産台数推移
　1.3 国内・世界の生産台数の予測

第2章 最近の注目すべきプラスチック関連技術
　2.1 プラスチックの分類と日本の生産動向
　2.2 自動車用プラスチック需要量と今後の動向
　2.3 各種プラスチックの特性比較
　2.4 プラスチックの最近の技術動向
　2.5 材料開発
　2.6 成形加工技術
　2.7 その他の重要な技術開発

第3章 自動車用プラスチックの用途展開動向
　3.1 汎用熱可塑性樹脂
　　3.1.1 ポリプロピレン(PP)
　　3.1.2ポリエチレン(PE)
　　3.1.3 ABS樹脂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　=　刊行にあたって　=
　自動車の燃費向上のために軽量化は永遠のテーマであるが、HV、EV、FCVの開発に伴い、自動車分野で使用されるプラスチック材料の使用状況に変化が生じている。モー
ター、インバーター、水素タンクなど多くの新規部品が登場し、また最近では、カーエレクトロニクスが発展し、センサ、カメラの搭載が著しく増加している。
　多くの電子部品が新規に採用され、IT技術の発展による自動運転、安全運転などのシステムが提案されていることが最近の顕著な動きとしてみられる。こうした中、これらの使用
材料が、自動車の軽量化を推進する一翼を担うものとして注目されている。
　本書は、自動車部品へのプラスチックの最新の使用状況を示すとともに、これら新規部品と採用されたプラスチックの種類および新規自動車用プラスチックの開発動向などを調
査し、最近の自動車関連の展示会等で収集した写真データ付きで、部品と採用プラスチックの種類等をまとめたものである。
　さらに、2025年までは、次世代車などの各種エコカーが増加し、従来車の比率が減少していくものの、内燃機関を使用する車種の比率は高い状態が続くとみられる。こうした環境
変化の中で、各種プラスチックがどのような影響を受けるかも考察している。
　本書の構成は以下の通り。第1章では、最近の日本および世界の自動車生産の動向と生産予測を行っている。第2章では、各種プラスチックの特性およびデータ自動車用のプラ
スチック全般の最近の技術動向をまとめている。第3章は、230枚以上の部品写真とともに各種自動車用プラスチック(汎用熱可塑性樹脂、汎用エンプラ、スーパーエンプラ、熱硬化
性樹脂、その他プラスチック)の用途動向、技術動向をまとめている。第４章は、170枚以上の部品写真とともに部位別の各種部品のプラスチックの採用動向をまとめている。
　本書は、こうした構成で、多くの最新のプラスチック部品の製品イメージとともに、その要求機能・特性およびその部品に採用される理由等を示すことで、自動車用プラスチックをより
具体的により深く理解する一助となることを確信し購読をお勧めする。

　　3.1.4 ポリ塩化ビニル(PVC)
　　3.1.5メタクリル樹脂(PMMA)
　　3.1.6その他（SPS、EVOH）
　3.2 汎用エンプラ
　　3.2.1 ポリカーボネート(PC)
　　3.2.2 汎用系ポリアミド(PA66,66,11,12など)
　　3.2.3 ポリブチレンテレフタレート(PBT)
　　3.2.4 ポリアセタール(POM)
　　3.2.5 変性ポリフェニレンエーテル(変性PPE)
　　3.2.6 ポリエチレンテレフタレート(PET)
　　3.2.7 その他
　3.3 スーパーエンプラ
　　3.3.1 ポリフェニレンスルフィド(PPS)
　　3.3.2フッ素樹脂(FR)
　　3.3.3 耐熱性PA（PA46,6T,9Tなど）
　　3.3.4 液晶ポリマー(LCP)
　　3.3.5 その他スーパーエンプラ（PEEK、PAR、PES
、PEI、TPIなど）
　3.4 熱硬化性樹脂
　　3.4.1 フェノール樹脂(PF)

　　3.4.2 ポリウレタン(PUR)
　　3.4.3 不飽和ポリエステル樹脂(UP)
　　3.4.4 エポキシ樹脂(EP)
　3.5 その他プラスチック
　　3.5.1 炭素繊維強化プラスチック（CFR(T) P）
　　3.5.2 バイオマスプラスチック
　　3.5.3 熱可塑性エラストマー(TPE)
　　3.5.4 その他のプラスチック等の高分子材料

第4章自動車用プラスチック構成部品と用途例
　4.1 内装部品
　4.2 外装部品（フロント周辺、エアロパーツなど）
　4.3 エンジンルーム内部品
　4.4 燃料系部品
　4.5 駆動系の部品
　4.6 その他の部品
　4.7 次世代自動車（EV、HEV、FCVなど）の新規部品


