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2022 年 2月 4日 

各位 

                           工藤一郎国際特許事務所 

 

工藤一郎国際特許事務所が最新の特許競争力指標（ＹＫ値）による 
企業ランキングを公表 

 
 
2022 年 2月 4日、工藤一郎国際特許事務所は、最新の特許競争力指標（ＹＫ値）に基づく企業特許力ラ

ンキングを公表しました。また、過去の企業特許力ランキング上位 20 企業の株価を追跡調査した結果に
ついてもお知らせします。 

 
１．企業特許力ランキングの公表 
 
 保有特許の競争力の強さを表す「特許競争力指標（ＹＫ値）」に基づき、最新（2022 年 1 月末）の企業
特許力ランキングをそれぞれ次の通り公表いたします。対象は東証一部上場の全企業です。 
  
 

図表１－１ 企業特許力ランキング（大型株） 

 
 

 

 

 

 

 

当月
対6ヵ月前

(2021年7月)比率
対12ヵ月前

(2021年1月)比率

4188 三菱ケミカルホールディングス 化学 18,080.61 +0.33% +0.46%
4452 花王 化学 12,995.80 -0.68% -2.27%
5401 日本製鉄 鉄鋼 12,561.68 +1.00% +4.34%
3407 旭化成 化学 12,476.60 +4.67% +6.62%
4901 富士フイルムホールディングス 化学 11,792.01 +1.56% +3.88%
6501 日立製作所 電気機器 8,123.04 +20.45% +0.01%
3402 東レ 繊維製品 8,120.26 +8.00% +12.82%
6502 東芝 電気機器 6,648.95 -0.57% +2.96%
5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 石油・石炭製品 6,050.46 -2.78% +7.49%
6752 パナソニック 電気機器 5,936.90 -9.15% -14.01%
7011 三菱重工業 機械 5,747.28 +3.29% +8.29%
2503 キリンホールディングス 食料品 5,180.58 +10.31% +26.34%
7203 トヨタ自動車 輸送用機器 5,069.85 +2.53% -0.76%
4063 信越化学工業 化学 4,873.93 +4.34% +7.00%
6971 京セラ 電気機器 4,652.47 -0.12% -3.60%
2502 アサヒグループホールディングス 食料品 4,521.70 +18.87% +40.50%
6902 デンソー 輸送用機器 4,391.68 -5.17% -11.46%
6503 三菱電機 電気機器 4,358.28 +7.80% +8.06%
7751 キヤノン 電気機器 4,314.40 -5.68% -9.52%
5108 ブリヂストン ゴム製品 4,309.13 -5.93% -12.89%
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図表１－２ 企業特許力ランキング（中小型株） 

 
 

2．追跡調査結果の公表 

 保有する特許の競争力を表すＹＫ値は、企業の将来成長性を示す指標と言えます。過去（12 ヵ月前）の

企業特許力ランキング上位 20企業の株価を追跡調査した結果を次の通り公表いたします。 

※大型／中小型の規模区分は 12 ヵ月前当時 

図表２－１ 2021 年 1月末企業特許力ランキング上位 20企業追跡調査結果（大型株） 

 

当月
対6ヵ月前

(2021年7月)比率
対12ヵ月前

(2021年1月)比率

6417 三共 機械 11,515.22 -4.17% -13.38%
6988 日東電工 化学 10,323.48 +1.70% +5.30%
7912 大日本印刷 その他製品 10,220.46 +6.86% +11.03%
4005 住友化学 化学 9,482.20 +6.63% +10.56%
4204 積水化学工業 化学 9,240.11 +14.65% +22.35%
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 鉄鋼 7,699.31 +3.59% +2.46%
3101 東洋紡 繊維製品 7,500.52 +2.75% +1.75%
3401 帝人 繊維製品 6,878.03 -1.53% -2.09%
4004 昭和電工 化学 6,801.37 -0.27% +1.47%
7752 リコー 電気機器 6,606.59 -3.17% -8.70%
6724 セイコーエプソン 電気機器 6,353.49 -0.03% -0.25%
4185 ＪＳＲ 化学 5,301.14 -1.33% -3.22%
5711 三菱マテリアル 非鉄金属 5,237.95 +1.79% +3.92%
6753 シャープ 電気機器 4,998.06 -3.00% -10.34%
4631 ＤＩＣ 化学 4,946.60 +0.86% +3.22%
3880 大王製紙 パルプ・紙 4,945.47 -3.08% -4.53%
5938 ＬＩＸＩＬ 金属製品 4,927.20 +4.52% +5.65%
7911 凸版印刷 その他製品 4,924.22 +9.47% +25.14%
5333 日本碍子 ガラス・土石製品 4,776.21 +2.58% +4.31%
4118 カネカ 化学 4,710.09 -0.59% +0.90%

証券
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会社名 業種

特許力指標 ＹＫ値
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対12ヵ月前
(2021年1月末)

株価比較
1 4188 三菱ケミカルホールディングス 化学 17,997.71 895 -2.25% +25.28%
2 4452 花王 化学 13,297.25 5,732 -12.81% -24.55%
3 3407 旭化成 化学 11,701.77 1,121 -5.56% -3.74%
4 4901 富士フイルムホールディングス 化学 11,351.70 7,630 -2.57% +27.44%
5 3402 東レ 繊維製品 7,197.32 725 +1.10% +6.44%
6 6971 京セラ 電気機器 4,826.42 7,035 +4.42% +5.02%
7 6503 三菱電機 電気機器 4,033.12 1,432 -3.01% -10.22%
8 2502 アサヒグループホールディングス 食料品 3,218.18 4,668 -4.95% +10.83%
9 2802 味の素 食料品 2,848.58 3,193 +14.61% +29.11%

10 6367 ダイキン工業 機械 2,800.36 23,825 +5.12% +7.78%
11 6326 クボタ 機械 2,563.24 2,444 +7.31% +6.31%
12 6981 村田製作所 電気機器 2,442.96 8,539 -5.54% -15.08%
13 8113 ユニ・チャーム 化学 2,244.94 4,427 +1.03% -5.81%
14 4911 資生堂 化学 1,918.21 5,762 -20.92% -15.13%
15 7741 ＨＯＹＡ 精密機器 1,903.34 14,755 -4.22% +10.15%
16 5713 住友金属鉱山 非鉄金属 1,670.07 5,248 +18.79% +15.49%
17 8058 三菱商事 卸売業 1,475.11 3,877 +26.62% +46.44%
18 9434 ソフトバンク 情報・通信業 1,465.43 1,434 +0.31% +4.14%
19 9984 ソフトバンクグループ 情報・通信業 1,441.01 5,011 -26.71% -38.20%
20 4689 Ｚホールディングス 情報・通信業 1,374.92 577 +5.60% -11.27%
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図表２－２ 2021 年 1月末企業特許力ランキング上位 20 企業追跡調査結果（中小型株） 
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◆工藤一郎国際特許事務所の概要 

 

 

 

 
 

 

＜問合せ先＞  工藤一郎国際特許事務所 電話 03-3216-3770 メール office@kudopatent.com 

順位
証券

コード
会社名 業種

12ヵ月前
(2021年1月
末)ＹＫ値

当月
(2022年1月

末)株価

対6ヵ月前
(2021年7月末)

株価比較

対12ヵ月前
(2021年1月末)

株価比較
1 6417 三共 機械 13,293.95 2,947 +7.83% -1.34%
2 6988 日東電工 化学 9,803.93 8,850 +9.26% -6.55%
3 7912 大日本印刷 その他製品 9,205.38 2,747 +7.05% +52.61%
4 4005 住友化学 化学 8,576.86 574 +1.23% +16.43%
5 4204 積水化学工業 化学 7,552.44 1,995 +6.12% +5.89%
6 3101 東洋紡 繊維製品 7,371.82 1,284 -7.23% -1.91%
7 7752 リコー 電気機器 7,236.36 965 -18.98% +22.15%
8 3401 帝人 繊維製品 7,024.50 1,440 -12.52% -24.73%
9 4004 昭和電工 化学 6,703.13 2,369 -24.31% -5.13%

10 6724 セイコーエプソン 電気機器 6,369.59 1,774 -5.44% +0.06%
11 6753 シャープ 電気機器 5,574.38 1,269 -24.10% -41.63%
12 4185 ＪＳＲ 化学 5,477.37 3,785 +3.56% +18.47%
13 3880 大王製紙 パルプ・紙 5,180.25 1,858 -1.17% -1.59%
14 5711 三菱マテリアル 非鉄金属 5,040.58 2,033 -10.60% -8.34%
15 4631 ＤＩＣ 化学 4,792.51 2,929 -0.75% +14.19%
16 5232 住友大阪セメント ガラス・土石製品 4,464.73 3,510 +12.50% +10.90%
17 4114 日本触媒 化学 4,008.57 5,380 +2.48% -8.19%
18 7911 凸版印刷 その他製品 3,934.98 2,176 +17.69% +46.24%
19 5110 住友ゴム工業 ゴム製品 3,659.96 1,188 -19.02% +23.75%
20 2602 日清オイリオグループ 食料品 3,548.00 3,000 -0.50% -1.64%

事務所名   工藤一郎国際特許事務所 （英文名 Ｋｕｄｏ＆Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ） 
所在地   〒100-0006 東京都千代田区有楽町１－７－１ 有楽町電気ビル南館９階 
URL   http://www.kudopatent.com/ 
所⾧  弁理士  工藤 一郎 
従業員数 21 名 設立 2000 年 4 月 
主な業務 特許、実用新案、意匠、商標の国内出願及び外国出願、知的財産価値評価、

知的財産権行使交渉、知的財産権の総合コンサルティング 

工藤一郎国際特許事務所 

※【参考】ＹＫ値の概要 

 企業は、自社の発明を特許として登録することにより、それを独占できる権利を手にします。競合他
社は、独占されては困る「良い」特許には、攻撃等の各種アクションを加えて独占の阻止を図ります。
つまり他社からのアクションを多く受けている特許ほど他社から注目や警戒をされていると言え、それ
にも関わらず特許として存続し続けているものこそが価値の高い特許と言うことが出来ます。ここに着
目して各特許の価値を評価し、企業毎に集計したのが企業技術競争力指標（ＹＫ値）です。各特許のＹ
Ｋ値は、特許の独占排他力（特許権者がその特許により競合他社をどの程度排除したか）を測定するた
めに、競合会社等の閲覧請求、異議申立等のアクションポイントを集計して算出します。ＹＫ値が高い
企業ほど他社と比べて特許で稼ぐ力が大きい企業といえます。ＱＫ値は、ＹＫ値と時価総額を関連付け、
企業規模に合わせて平準化した数値です。競合企業に比してＱＫ値が大きいということは特許価値と比
べて時価総額が小さいことを示し、株価は割安と考えることも可能です。 
 日本には技術力が世界最高水準といわれる企業は数多くあります。その技術力を特許という視点から
定量化した企業特許評価指標は、企業の成長性を測るだけではなく、割安銘柄を探る指標としても利用
でき、株式市場の発展、取引の活性化に役立つものと期待できます。 


