ࡣࡌࡵ
ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே㜰ᗓ❧⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே㜰ᕷ❧ᕤᴗ◊✲ᡤࡣࠊᖹ
ᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥⤫ྜࡋࠊᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே㜰⏘ᴗᢏ⾡◊✲ᡤ㸦ⱥᩥྡ⛠㸸2VDND5HVHDUFK
,QVWLWXWHRI,QGXVWULDO6FLHQFHDQG7HFKQRORJ\␎⛠㸸25,67㸧ࡋ࡚ࢫࢱ࣮ࢺࡋࡲࡋࡓࠋ
㜰⏘ᴗᢏ⾡◊✲ᡤ࡛ࡣࠊ᪂ࡓไᐃࡋࡓ▱ⓗ㈈⏘࣏ࣜࢩ࣮㸦ᕳᮎᥖ㍕㸧ᇶ࡙ࡁࠊ㐀ࡋࡓ
▱ⓗ㈈⏘ࡘ࠸࡚ࠊᙜᡤࡢ࡛࠶ࡿࠕ㜰⤒῭ཬࡧ⏘ᴗࡢⓎᒎࠖᑐࡍࡿຠᯝࡀ᭱࡞ࡿࡼ
࠺ࠊᶒࠊ⛎༏ࠊබ▱➼ࡢᡭἲࢆ㥑ࡋࠊ᭱㐺࡞ᙧែ࡛ࡢಖㆤດࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᮏㄅࠕ▱ⓗ㈈⏘ࢩ࣮ࢬ㞟ࠖࡣࠊ㜰⏘ᴗᢏ⾡◊✲ᡤࡀಖ᭷ࡍࡿ▱ⓗ㈈⏘ࡢ࠺ࡕࠊࣛࢭࣥࢫྍ
⬟࡞≉チࢆ୰ᚰࡍࡿ▱ⓗ㈈⏘㸦ฟ㢪୰ࢆྵࡴ㸧ࡢᴫせཬࡧᢒ㘓ࢆᏊࡋ࡚ࡲࡵࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ
ࠕࡗ࡚ࡳࡓ࠸ࠖࠕヰࢆ⪺࠸࡚ࡳࡓ࠸ࠖ≉チࡀࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡽࠊྛ࣮࣌ࢪୗ㒊ࡢ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏඛ
ࡲ࡛ࠊࡈ㐃⤡࠸ࡓࡔࡅࡲࡍᖾ࠸࡛ࡍࠋ
ࡲࡓࠊ≉チࢆᐇ⏝ࡲ࡛₈ࡂ╔ࡅࡿࡓࡵࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿ͆Ṛࡢ㇂͇㉺࠼ࡀࡁ࡞ㄢ㢟࡞ࡾࡲ
ࡍࡀࠊᙜᡤ࡛ࡣࠊ
ࠕඹྠ◊✲ࠖ
ࠕཷク◊✲ࠖ
ࠕ㧗ᗘཷク◊✲ࠖ
ࠕබເᆺඹྠ㛤Ⓨᴗࠖ➼ࡢࢧ࣮ࣅࢫ
ࢆ⏝ពࡋࠊࡇࡢㄢ㢟ࢆ㉺࠼ࡿࡓࡵࡢ༠ຊయไࢆᩚ࠼࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ㠀ࡶࡈά⏝࠸ࡓࡔࡁࡲࡍ
ࡼ࠺ࠊࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ


ࡶࡃࡌ

▱ⓗ㈈⏘ࢩ࣮ࢬ
ࢱࣥࣃࢡ㉁ࡽࡢ㠀㈗㔠ᒓ⣔⇞ᩱ㟁ụゐ፹ࡢస〇yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
㉸ᑠᆺ୰ᛶᏊ࣓࣮ࢪࣥࢢࢭࣥࢧyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
ࢼࣀ⢏Ꮚศᩓ࣏࣐࣮ࣜࢆ⏝ࡋࡓ⇕⥺࢝ࢵࢺࣇ࣒ࣝyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
✚ᒙ㐀ᙧἲࢆ⏝ࡋࡓ㔠ᒓ࢞ࣛࢫ㒊ᮦࡢ〇yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
&17 ⣒ᐇ⏝ⓗ࡞ᙉᗘࢆࡍࡿࡓࡵࡢຍᕤ᪉ἲyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
ຍ〇㐀ᢏ⾡ࢆ⏝ࡋࡓ༢⤖ᬗࡢ〇㐀᪉ἲyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
㧗

ᙉᗘඃࢀࡓ᪂ࡋ࠸⪏⇕ᮦᩱyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

1L ᇶ᪂つ⪏⇕ྜ㔠ࡢ࣮ࣞࢨ⫗┒ᢏ⾡yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
◳㉁⢏Ꮚࢆศᩓࡉࡏࡓ 1L ᇶ᪂つ⪏⇕ྜ㔠ࡢ࣮ࣞࢨ⫗┒ᢏ⾡yyyyyyyyyyyyyyyyy
ࢳࢱࣥࡢ⪏ᦶ⪖㒊ᮦࢆᐇ⌧ࡍࡿ᪂ࡋ࠸⇕ฎ⌮ἲyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
ග㏱㐣ᛶᶞ⬡࣮ࣞࢨࢆ⏝ࡋࡓࢳࢱࣥࡢ᪂ࡋ࠸⾲㠃ฎ⌮ἲyyyyyyyyyyyyyyyy
ࣆ࣮ࢡἼᙧⓎ⏕้┦㛵ࢆᣢࡓࡏࡓ ㍈ྠືヨ㦂᪉ἲyyyyyyyyyyyyyyy
ᚰᢿኚືࡽࠕẼ࡙ࡁࠖࢆホ౯ࡍࡿᢏ⾡yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
ࠕẼ࡙ࡁࠖࢆྥୖࡉࡏࡿ㡢ගࡢసᡂᢏ⾡yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
ᅛయ㟁ụ⏝ᅛయ㟁ゎ㉁ࢩ࣮ࢺࡢ㛤Ⓨyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
㔠ᒓ✚ᒙ㐀ᙧἲࢆ⏝࠸࡚〇㐀ࡋࡓࢺࣛࢫᵓ㐀ࣄ࣮ࢺࢩࣥࢡyyyyyyyyyyyyyyyyyy
ࡇࡽ࡛ࡶぢ࠼ࡿ㸱ḟඖࢹࢫࣉࣞᐇ⌧ྥࡅࡓ᪂ᢏ⾡㸟yyyyyyyyyyyyyy
ⰾ㤶᪘ྜ≀ࢆ⢾㉁ཎᩱࡽⓎ㓝⏕⏘ࡍࡿࡓࡵࡢᇶ┙ᢏ⾡yyyyyyyyyyyyyyyyyy

ྛ࣮࣌ࢪࡢࢱࢺࣝࡘ࠸࡚ࠊ  ࡣⓏ㘓≉チࠊ   ࡣฟ㢪୰≉チࢆ♧ࡋࡲࡍࠋ 

㻌
ᥖ㍕≉チᢒ㘓㞟yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

▱ⓗ㈈⏘࣏ࣜࢩ࣮yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

1

䝍䞁䝟䜽㉁䛛䜙䛾㠀㈗㔠ᒓ⣔⇞ᩱ㟁ụゐ፹䛾స〇
࠙≉チሗࠚ
Ⓨ᫂ࡢྡ⛠㸸㔠ᒓࢆྵ᭷ࡍࡿάᛶⅣࡢ〇㐀᪉ἲ
≉チᶒ⪅㸸ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே㜰⏘ᴗᢏ⾡◊✲ᡤ
ฟ㢪᪥  ᖺ  ᭶  ᪥
Ⓩ㘓␒ྕ㸸≉チ➨  ྕ
Ⓨ᫂⪅㸸ᒣ⣧ࠊᏳ㒊㑳ኵ
࠙㐺⏝〇ရࠚ
⇞ᩱ㟁ụࠊ✵Ẽ㟁ụ࡞ࡢ㓟⣲㑏ඖ㟁ᴟ
࠙Ⓨ᫂ࡢᴫせࠚ
 ⇞ᩱ㟁ụࡣࠊ⎔ቃㄪࡋࡓ㧗ຠ⋡࡞Ⓨ㟁ࢩࢫࢸ࣒ࡋ࡚ὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ
≉ࣇࢵ⣲⣔࢜ࣥ⭷ࢆ㟁ゎ㉁ࡋ࡚⏝ࡍࡿᅛయ㧗ศᏊᆺ⇞ᩱ㟁ụ 3()&
ࡣࠊᖖ ㏆࡛ࡢసືࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊࡘ㧗ฟຊᐦᗘ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊẼ࢞ࢫࣇࣜ
࣮ࡢ㟁Ẽ⮬ື㌴⏝㟁※ࠊᐙᗞ⏝㟁⇕ే⤥ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㟁※➼ࡋ࡚ᐇ⏝ࡉࢀ࡚࠸
ࡲࡍࠋ
ࡼࡾ୍ᒙࡢᬑཬࡢࡓࡵࡣࠊ⌧ᅾࠊపࢥࢫࢺࡀࡁ࡞ㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
᪤Ꮡࡢ 3()& ࡛ࡣࠊ୍⯡㟁ᴟゐ፹ࡢᡂศ㧗౯࡞ⓑ㔠ࢆྵࡴࡓࡵࠊపࢥࢫࢺࡢ
ࡓࡵࡣࠊⓑ㔠⏝㔞ࢆపῶࡍࡿᕤኵࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓⓑ㔠ࡢᇙⶶ㔞ཬ
ࡧ⏕⏘㔞ࡶ㝈ࡾࡀ࠶ࡾࠊᬑཬࡀ㐍ࢇࡔሙྜࡣࠊⓑ㔠౯᱁ࡀ㧗㦐ࡍࡿࡇࡶண
ࡉࢀࡿࡓࡵࠊⓑ㔠ࢆ⏝࠸࡞࠸Ᏻ౯࡞㟁ᴟゐ፹ᮦᩱࡢ㛤Ⓨࡶㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᮏⓎ᫂ࡣࠊ㕲ࢆྵ᭷ࡍࡿ᭷ᶵኳ↛≀ࠊ≉࣒࣊㕲ࢆ᭷ࡍࡿࢱࣥࣃࢡ㉁ࢆࠊ㓟⣲
㔞ࢆไ㝈ࡋࡓ㞺ᅖẼ୰࡛⇕ฎ⌮ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊⓑ㔠ࢆ⏝࠸࡞࠸ 3()& 㟁ᴟゐ፹
ᮦᩱࢆ〇㐀ࡍࡿ᪉ἲ࡛ࡍࠋࡇࡢ᪉ἲࡼࡾᚓࡽࢀࡿᮦᩱࡣࠊ3()& ṇᴟᛂࡢ㓟⣲
ࢆ㑏ඖࡋ࡚Ỉࢆ⏕ᡂࡍࡿᛂࢆಁ㐍ࡍࡿⅣ⣲⣔ゐ፹࡛ࡍࠋ⇕ฎ⌮᮲௳ࡼࡗ࡚ࡣ
ẚ⾲㠃✚ࡢࡁ࠸άᛶⅣࢆ〇㐀ࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁࡲࡍࠋ
࣒࣊㕲ࢆྵ᭷ࡍࡿࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢ࠺ࡕࠊ≉࣊ࣔࢢࣟࣅࣥࡣࠊ㣗⫗⏘ᴗࡽᅇ
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࢀࡤ㔞ᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊᮏⓎ࡛᫂〇㐀ࡉࢀࡿⅣ⣲⣔ゐ
፹ࡣ㈨※㔞ࡢไ⣙ࡢ࡞࠸Ᏻ౯࡞ᮦᩱ࡞ࡿࡶࡢணࡉࢀࡲࡍࠋ

:

e–

O2

⇕ฎ⌮
䠄Ⅳ⣲䠅
㕲ྵ᭷䝍䞁䝟䜽㉁
䠄䝦䝰䜾䝻䝡䞁䠅

H2

H2O –

+
H+

PEFC

㸦࠾ၥ࠸ྜࢃࡏඛ㸧 ᳃அᐑࢭࣥࢱ࣮ ⏬㒊 TEL 06-6963-8006

2

㉸ᑠᆺ୰ᛶᏊ䜲䝯䞊䝆䞁䜾䝉䞁䝃㻌
࠙≉チሗࠚ
Ⓨ᫂ࡢྡ⛠㸸୰ᛶᏊ᳨ฟ⨨ཬࡧ୰ᛶᏊ࣓࣮ࢪࣥࢢࢭࣥࢧ
≉チᶒ⪅㸸ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵᵓࠊ
     ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே㜰⏘ᴗᢏ⾡◊✲ᡤࠊබ❧Ꮫἲே㜰ᗓ❧Ꮫ
ฟ㢪᪥ ᖺ  ᭶  ᪥
Ⓩ㘓␒ྕ㸸≉チ➨  ྕ
ᙜᡤⓎ᫂⪅㸸బ⸨㑻ࠊᅄ㇂௵
࠙≉チሗࠚ
Ⓨ᫂ࡢྡ⛠㸸㉸ఏᑟ⣲Ꮚࢆ⏝࠸ࡓ୰ᛶᏊ᳨ฟ⨨
≉チᶒ⪅㸸ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲே⛉Ꮫᢏ⾡⯆ᶵᵓࠊ
ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேሗ㏻ಙ◊✲ᶵᵓࠊᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே㜰⏘ᴗᢏ⾡◊✲ᡤ
ฟ㢪᪥ ᖺ  ᭶  ᪥
Ⓩ㘓␒ྕ㸸≉チ➨  ྕ
ᙜᡤⓎ᫂⪅㸸బ⸨㑻ࠊᅄ㇂௵
࠙㐺⏝〇ရࠚ
ཎᏊ⅔ෆ࠾ࡅࡿ୰ᛶᏊ᳨ฟ⨨ࠊ୰ᛶᏊᅇᢡࢆ⏝࠸ࡓ≀㉁ࡢᵓ㐀ゎᯒ⏝ࢭࣥࢧ
࠙Ⓨ᫂ࡢᴫせࠚ
ᮏⓎ᫂ࡣࠊᴟࡵ࡚ᑠࡉࡃࠊ㛗ᮇᏳᐃᛶࢆ᭷ࡋࠊᵓ㐀ࡀࢩࣥࣉࣝ࠸࠺≉ᚩࢆᣢ
ࡘ୰ᛶᏊ᳨ฟࢹࣂࢫ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊᙜヱ୰ᛶᏊ᳨ฟࢹࣂࢫࢆࣞ≧୪ࡿ
ࡇࡼࡾࠊឤᗘࡸ㛫ศゎ⬟ࡢㄪ⠇ࡀྍ⬟࡞୰ᛶᏊ࣓࣮ࢪࣥࢢࢭࣥࢧࡋ࡚
ᶵ⬟ࡋࡲࡍࠋ୰ᛶᏊࢆ᳨ฟࡍࡿ⤌ࡳࡣࠊᅗ  ࡢᵝࠊ୰ᛶᏊᛂᛶࡀ㧗࠸ %
ࢆྵࡴ࣓ࣥࢲ࣮≧ᚤ⣽ຍᕤࡉࢀࡓ 0J% ࢆ㉸ఏᑟ㌿⛣ ᗘ㏆ࡲ࡛෭༷ࡋࡲ
ࡍࠋ୰ᛶᏊࡀ㣕᮶ࡍࢀࡤࠊ0J% ୰ࡢ % ᛂࡋࠊᒁᡤⓗ⇕ࡀ⏕ࡌࠊ㉸ఏᑟ≧ែ

㟁ᅽ (V)

㟁Ẽᢠ (Ω䠅

ࡀ◚ࢀࡲࡍࠋࡇࡢࡓࡵࠊᅗ  ♧ࡍࣃࣝࢫ≧ࡢ㟁ᅽࡀⓎ⏕ࡋࠊ୰ᛶᏊࢆ᳨ฟࡍࡿ
ࡇࡀฟ᮶ࡲࡍࠋ
RN

ຍ⇕
෭༷


MgB2
TC
ᗘ (K)

⇕Ⓨ⏕

ᩘ䝘䝜⛊䛛䜙ᩘ䝬䜲
䜽䝻⛊䛾㛫ᛂ⟅

㟁ᅽ ᐃ

㛫 (sec)

㟁ὶ※
ᅗ  ࣓ࣥࢲ࣮≧ຍᕤࡉࢀࡓ 0J%

ᅗ  ୰ᛶᏊ㣕᮶ࡢ 0J% ࡢ
ᢠཬࡧ㟁ᅽࡢᶍᘧᅗ

㸦࠾ၥ࠸ྜࢃࡏඛ㸧 Ἠࢭࣥࢱ࣮ ⥲ྜཷ TEL 0725-51-2525

3

䝘䝜⢏Ꮚศᩓ䝫䝸䝬䞊䜢⏝䛧䛯⇕⥺䜹䝑䝖䝣䜱䝹䝮
࠙≉チሗࠚ
Ⓨ᫂ࡢྡ⛠㸸㉥እ⥺㐽ⶸᛶ㏱᫂ࣇ࣒ࣝ
≉チᶒ⪅㸸ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே㜰⏘ᴗᢏ⾡◊✲ᡤ
ฟ㢪᪥ ᖺ  ᭶  ᪥
Ⓩ㘓␒ྕ㸸≉チ➨  ྕ
Ⓨ᫂⪅㸸୰チᫀ⨾ࠊ㔝ᩄಙࠊᯇᕝබὒࠊ⋢⪽⾜ࠊᒣᮏ┿⌮ࠊ᯽ᮌ⾜ᗣࠊ
ᩧ⸨ᚿࠊ㎷ᮏఀ⧊
࠙㐺⏝〇ရࠚ
᪤タࡢ❆࢞ࣛࢫࠊ㛤Ⓨࡋࡓ⇕⥺࢝ࢵࢺࣇ࣒ࣝࡢ㞳ᆺࢩ࣮ࢺࢆࡀࡋࡓᚋ㈞
ࡍࡿࡔࡅ࡛ࠊ⇕⥺࠾ࡼࡧ⣸እ⥺྾࢞ࣛࢫ❆ࡋ࡚స⏝ࡋࡲࡍࠋ
࠙Ⓨ᫂ࡢᴫせࠚ
ኟᏘࡢ┬㟁ຊࡢࡓࡵࠊఫᏯ࠾࠸࡚❆ࡽධࡾ㎸ࡴኴ㝧ග⏤᮶ࡢ ᗘୖ᪼ࢆ㜵
Ṇࡋຠ⋡ⓗ࡞✵ㄪࢆ⾜࠺ࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀ㈉⊩ࡍࡿᢏ⾡ࡋ࡚࢞
ࣛࢫ❆⏝⇕⥺࢝ࢵࢺࣇ࣒ࣝࡀὀ┠ࢆᾎࡧ࡚࠸ࡲࡍࠋᮏⓎ᫂ࡣࠊ㏆㉥እᇦ྾
ࢆᣢࡘ ,72㸦ࢫࢬࢻ࣮ࣉ㓟ࣥࢪ࣒࢘㸧ࢼࣀ⢏Ꮚࢆ࣏࣐࣮ࣜ୰ศᩓࡉࡏࡿᢏ⾡
㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋࢼࣀ⢏Ꮚศᩓ࣏࣐࣮ࣜࢆ⾲㠃ࢥ࣮ࢸࣥࢢࡋࡓࣇ࣒ࣝࡣ
ྍどග㏱㐣ᛶࠊ㏆㉥እ⥺ຍ࠼࡚⣸እ⥺ࢆ࢝ࢵࢺࡍࡿ≉ᛶࢆ୧❧ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇ
ࡢࣇ࣒ࣝࢆ㈞ࡋࡓ࢞ࣛࢫ❆ࡣ㏱᫂ᛶࢆ⥔ᣢࡋࠊࡘ┬㟁ຊ㈉⊩ࡋࡲࡍࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊᏳ࡛ᛌ㐺࡞⏕ά✵㛫ࢆసࡾฟࡍࡇ㈉⊩ࡍࡿᮇᚅࡉࢀࡲࡍࠋࡲࡓࠊ
ᚑ᮶ᢏ⾡ẚ㍑ࡋ࡚ྍどග㏱㐣ᛶࡀ㧗࠸ࡓࡵࠊど⏺ࡢⰍㄪ㸦Ⰽࡢሗ㸧ࡀኚࡋ
࡞࠸≉㛗ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

❆⏝⇕⥺
䜹䝑䝖䝣䜱䝹䝮

⣸እ⥺
ྍどග

㏆㉥እ⥺

㸦࠾ၥ࠸ྜࢃࡏඛ㸧 ᳃அᐑࢭࣥࢱ࣮ ⏬㒊 TEL 06-6963-8006
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✚ᒙ㐀ᙧἲ䜢⏝䛧䛯㔠ᒓ䜺䝷䝇㒊ᮦ䛾〇
࠙≉チሗࠚ
Ⓨ᫂ࡢྡ⛠㸸㔠ᒓ࢞ࣛࢫᡂᙧయࡢ〇㐀᪉ἲ
≉チᶒ⪅㸸ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே㜰⏘ᴗᢏ⾡◊✲ᡤ
ฟ㢪᪥ ᖺ  ᭶  ᪥
ᚑ᮶䛾〇㐀᪉ἲ

䠘ᨺ㟁䝥䝷䝈䝬↝⤖ἲ䛾ሙྜ䠚

Ⓩ㘓␒ྕ㸸≉チ➨  ྕ
Ⓨ᫂⪅㸸୰ᮏ㈗அࠊ

ᅔ㞴
┤ὶ䝟䝹
䝇㟁※

㔠ᒓ䜺䝷䝇⢊ᮎ
䛾స〇
ᆺ䛻ሸ䛧䛶㏻㟁

↝⤖య ḟຍᕤ 㒊ᮦ䛾ᡂ
䠄ᰕ䠈ᖹᯈ䠅

ⓑᕝಙᙪࠊᅄᐑᚨ❶
ᮏⓎ᫂䛾〇㐀᪉ἲ
࠙㐺⏝〇ရࠚ
䝺䞊䝄
㔠ᒓ䜺䝷䝇
⢭ᐦᶵᲔ㒊ရࠊ㧗⢭ᗘィ
㒊ᮦ䛾ᡂ
✚ᒙ㐀ᙧ
ᶵჾ㒊ရ➼
㔠ᒓ䜺䝷䝇䜢ᵓᡂ䛩䜛
㔠ᒓ䜺䝷䝇䜢〇䛧䛺䛜䜙
ΰྜ䛧䛶
ྛඖ⣲⢊ᮎ
ྠ䛻ᙧ≧䛩䜛
䝺䞊䝄䜢↷ᑕ
࠙Ⓨ᫂ࡢᴫせࠚ
㔠ᒓ⢊ᮎࡢ✚ᒙ㐀ᙧἲ࡞ࡽ࡛ࡣࡢࠊ࣮ࣞࢨ↷ᑕࡼࡿ⢊ᮎࡢ▐⁐⼥ࠊᛴ෭จ
ᅛࡼࡿᙧ≧ࢆάࡋࠊࡇࢀࡲ࡛ᆺ࠾ࡼࡧḟຍᕤࡀ㞴ࡋ࠸㔠ᒓ࢞ࣛࢫ
ᮦᩱᑐࡋࠊ㔠ᒓ࢞ࣛࢫࡢ〇ྠࠊᡤᮃࡢࡁࡉࡸᙧ≧ࢆ࡛ࡁࡿ᪂ࡋ
࠸〇㐀᪉ἲࢆᥦ౪ࡋࡲࡍࠋྛඖ⣲⢊ᮎࡀฟⓎᮦᩱ㸦㧗౯࡞㔠ᒓ࢞ࣛࢫ⢊ᮎࡣせ㸧
࡛ࠊᅔ㞴࡞ḟຍᕤࡀせ࡞ࡓࡵࠊపࢥࢫࢺࡀᮇᚅ࡛ࡁࡲࡍࠋ

㻯㻺㼀 ⣒䛻ᐇ⏝ⓗ䛺ᙉᗘ䜢䛩䜛䛯䜑䛾ຍᕤ᪉ἲ
࠙≉チሗࠚ
Ⓨ᫂ࡢྡ⛠㸸࣮࢝࣎ࣥࢼࣀࢳ࣮ࣗࣈ⣒࠾ࡼࡧࡑࡢ〇㐀᪉ἲ
≉チᶒ⪅㸸ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே㜰⏘ᴗᢏ⾡◊✲ᡤ
ฟ㢪᪥  ᖺ  ᭶  ᪥
Ⓩ㘓␒ྕ㸸≉チ➨  ྕ
Ⓨ᫂⪅㸸႐ከᖾྖࠊすᮧṇᶞࠊ㉥ᬛᖾ
࠙㐺⏝〇ရࠚ
CNT䝞䞁䝗䝹
⮬ື㌴ࡢ㓄⥺ࠊ࣮࣡ࣖࠊࢣ࣮ࣈࣝ
ࢦࣝࣇࢡࣛࣈࡸࢸࢽࢫࣛࢣࢵࢺ
࠙Ⓨ᫂ࡢᴫせࠚ
ᆶ┤㓄ྥ࣮࢝࣎ࣥࢼࣀࢳ࣮ࣗࣈ㸦&17㸧ᇶᯈࡽస〇ࡋࡓ &17 ⣒ࠊᾮయ㸦Ỉ㸧
୰࡛ᩘⓒ 03D㸦ᩘ༓Ẽᅽ㸧ࡢ㉸㧗ᅽࢆస⏝ࡉࡏࡿࡇࡼࡾࠊ⣒ࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿ
&17 ࣂࣥࢻࣝ㛫ࡢ㊥㞳ࢆ⦰ࡵ࡚✵㝽ࢆῶࡽࡋࠊ┦స⏝㸦ࣇࣥࢹ࣮ࣝ࣡ࣝࢫຊ㸧
ࢆ㧗ࡵࠊ㧗ᙉᗘࢆྍ⬟ࡋࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊຍᅽᚋࡾࢆ㏣ຍࡍࡿࡇࡼࡾࠊ
ࡉࡽᙉᗘࢆ㧗ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ

㸦࠾ၥ࠸ྜࢃࡏඛ㸧 Ἠࢭࣥࢱ࣮ ⥲ྜཷ TEL 0725-51-2525
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ຍ〇㐀ᢏ⾡䜢⏝䛧䛯༢⤖ᬗ䛾〇㐀᪉ἲ
࠙≉チሗࠚ
Ⓨ᫂ࡢྡ⛠㸸༢⤖ᬗࡢ〇㐀᪉ἲ
≉チᶒ⪅㸸ᅜ❧Ꮫἲே㜰Ꮫࠊᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே㜰⏘ᴗᢏ⾡◊✲ᡤ
ฟ㢪᪥ ᖺ  ᭶  ᪥
Ⓩ㘓␒ྕ㸸≉チ➨  ྕ

༢⤖ᬗ
䠄㐀ᙧ≀䠅

ᙜᡤⓎ᫂⪅㸸୰ᮏ㈗அࠊᮌᮧ㈗ᗈࠊⓑᕝಙᙪࠊ

ᒣཱྀᕫ
࠙㐺⏝〇ရࠚ
✀⤖ᬗ
ࢱ࣮ࣅࣥࣈ࣮ࣞࢻ௦⾲ࡉࢀࡿ⯟✵Ᏹᐂ㒊ရࠊ
࣮࣎ࣥࣉ࣮ࣞࢺࠊࣥࣉࣛࣥࢺ࡞ࡢ་⒪ᶵჾ➼
࠙Ⓨ᫂ࡢᴫせࠚ
✚ᒙ㐀ᙧ⨨ࢆ⏝࠸࡚ࠊᇶྎ✀⤖ᬗࢆ㓄⨨ࡋࠊ✀⤖ᬗୖ↓ᶵᮦᩱࢆྵࡴ↓
ᶵᒙࢆᙧᡂࡍࡿᒙᙧᡂᕤ⛬ࠊ✀⤖ᬗୖࡢ↓ᶵᒙࢆ⁐⼥ࡋ࡚✀⤖ᬗୖ༢⤖ᬗࢆ
⫱ᡂࡍࡿ⁐⼥ᕤ⛬ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡛ࠊ1L ᇶྜ㔠ࠊ7L$O ⣔㔠ᒓ㛫ྜ≀➼
ࡢ༢⤖ᬗࢆ〇㐀ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ

㧗

ᙉᗘ䛻ඃ䜜䛯᪂䛧䛔⪏⇕ᮦᩱ

࠙≉チሗࠚ
Ⓨ᫂ࡢྡ⛠㸸㹌㹧ᇶ㔠ᒓ㛫ྜ≀↝⤖య࠾ࡼࡧࡑࡢ〇㐀᪉ἲ
≉チᶒ⪅㸸බ❧Ꮫἲே㜰ᗓ❧Ꮫࠊᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே㜰⏘ᴗᢏ⾡◊✲ᡤ
ฟ㢪᪥ ᖺ  ᭶  ᪥
30TiC

Ⓩ㘓␒ྕ㸸≉チ➨  ྕ
ᙜᡤⓎ᫂⪅㸸ᇉ㎷⠜
࠙㐺⏝〇ရࠚ
㧗 ⏝࣋ࣜࣥࢢ࡞ࡢ⪏⇕࣭⪏ᦶ
⪖ᮦᩱࠊྛ✀ᕤලᮦᩱ
࠙Ⓨ᫂ࡢᴫせࠚ
᪂ࡓ࡞⪏⇕ᮦᩱࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸
ࡿ 1L 6L7L ࡢ㧗ᙉᗘࢆ┠ᣦࡋࠊ◳
㉁⢏Ꮚࢆᆒ୍ศᩓࡉࡏࡿ〇㐀᪉ἲࢆ

䝡䝑䜹䞊䝇◳䛥(HV)

600
10TiC
400
base
200
䞉 ᗘᇦ䛷◳䛥䛜ྥୖ
䞉TiCྵ᭷㔞ቑຍ䛷◳䛥䛜ྥୖ
0

㛤Ⓨࡋࡲࡋࡓࠋᅗ 7L& ศᩓࡼࡿ◳
ࡉྥୖࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡋࡲࡍࠋ

400

600
800
ᗘ (K)

ᅗ 7L& ศᩓᮦࡢ◳ࡉࡢ

㸦࠾ၥ࠸ྜࢃࡏඛ㸧 Ἠࢭࣥࢱ࣮ ⥲ྜཷ TEL 0725-51-2525
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1000

ᗘ౫Ꮡᛶ

㻺㼕 ᇶ᪂つ⪏⇕ྜ㔠䛾䝺䞊䝄⫗┒ᢏ⾡㻌
࠙≉チሗࠚ
Ⓨ᫂ࡢྡ⛠㸸㔠ᒓ㛫ྜ≀ྜ㔠ࠊ㔠ᒓ㒊ᮦཬࡧࢡࣛࢵࢻᒙࡢ〇㐀᪉ἲ
ฟ㢪ே㸸බ❧Ꮫἲே㜰ᗓ❧Ꮫࠊᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே㜰⏘ᴗᢏ⾡◊✲ᡤ
ฟ㢪᪥ ᖺ  ᭶  ᪥
䝺䞊䝄ග
ฟ㢪␒ྕ㸸≉㢪 
ᙜᡤⓎ᫂⪅㸸ᒣཱྀᣅேࠊⴗ㔝⚽ᶞ

䝜䝈䝹

⛣ື᪉ྥ

࠙㐺⏝〇ရࠚ
⇕㛫ᕤලࡸ⇕㛫㔠ᆺࠊࢱ࣮ࣅࣥࣈ࣮ࣞࢻ 䜽䝷䝑䝗ᒙ
1Lᇶ㔠ᒓ㛫ྜ≀⢊ᮎ
࡞ࡢ⪏⇕㒊ရ➼
䝅䞊䝹䝗䜺䝇
࠙Ⓨ᫂ࡢᴫせࠚ
ᇶᮦ
㔠ᒓࡣࠊ୍⯡ⓗ㧗 ࡞ࡿ◳ࡉࡸ
ᙉᗘࡀపୗࡋࡲࡍࡀࠊ1L ᇶ㔠ᒓ㛫ྜ≀ྜ㔠ࡣࠊΥ௨ୖࡢ㧗 㡿ᇦ࠾࠸࡚ࡶ
ඃࢀࡓ◳ࡉࡸᙉᗘ≉ᛶࡀᚓࡽࢀࡿ᪂ࡋ࠸⪏⇕ྜ㔠࡛ࡍࠋᮏⓎ࡛᫂ࡣࠊ࣮ࣞࢨ⫗┒
ࡼࡗ࡚ࠊỗ⏝ⓗ࡞ᮦᩱ⾲㠃 1L ᇶ㔠ᒓ㛫ྜ≀ྜ㔠ࡢࢡࣛࢵࢻᒙࢆᙧᡂࡍࡿࡇ
࡛ࠊపࢥࢫࢺ࡛㧗 ࡛ࡢ⪏ᦶ⪖ᛶࢆྥୖࡉࡏࡿࡇࡀྍ⬟࡛ࡍࠋ

◳㉁⢏Ꮚ䜢ศᩓ䛥䛫䛯 㻺㼕 ᇶ᪂つ⪏⇕ྜ㔠䛾䝺䞊䝄⫗┒ᢏ⾡㻌
࠙≉チሗࠚ
Ⓨ᫂ࡢྡ⛠㸸㔠ᒓ㒊ᮦཬࡧࢡࣛࢵࢻᒙࡢ〇㐀᪉ἲ
ฟ㢪ே㸸බ❧Ꮫἲே㜰ᗓ❧Ꮫࠊᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே㜰⏘ᴗᢏ⾡◊✲ᡤ
ฟ㢪᪥ ᖺ  ᭶  ᪥
Niᇶ㔠ᒓ㛫ྜ≀ྜ㔠

ฟ㢪␒ྕ㸸≉㢪 
ᙜᡤⓎ᫂⪅㸸ᒣཱྀᣅேࠊⴗ㔝⚽ᶞ
䜽䝷䝑䝗ᒙ
࠙㐺⏝〇ရࠚ
⇕㛫ᕤලࡸ⇕㛫㔠ᆺࠊࢱ࣮ࣅࣥࣈ࣮ࣞࢻ
࡞ࡢ⪏⇕㒊ရ➼
◳㉁⢏Ꮚ
࠙Ⓨ᫂ࡢᴫせࠚ
ᇶᮦ
㧗 㡿ᇦ࡛ඃࢀࡓ◳ࡉࡸᙉᗘ≉ᛶࡀ
ᚓࡽࢀࡿ 1L ᇶ㔠ᒓ㛫ྜ≀ྜ㔠ࡢ࣮ࣞࢨ⫗┒࠾࠸࡚ࠊࢡࣛࢵࢻᒙ◳㉁⢏Ꮚࢆ
ศᩓࡉࡏࡿᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡋࡲࡋࡓࠋ㐺ษ࡞◳㉁⢏Ꮚࡢ㑅ᢥ࣮ࣞࢨ↷ᑕ᮲௳ࡢ᭱㐺
ࡼࡗ࡚ࠊ1L ᇶ㔠ᒓ㛫ྜ≀ྜ㔠ࡢ㧗 ᙉᗘ≉ᛶࢆᦆ࡞࠺ࡇ࡞ࡃ◳㉁⢏Ꮚࢆ
ศᩓࡉࡏࡿࡇࡀྍ⬟࡛ࠊᖜᗈ࠸ ᗘᇦ࡛⪏ᦶ⪖ᛶࡀྥୖࡋࡲࡍࠋ

㸦࠾ၥ࠸ྜࢃࡏඛ㸧 Ἠࢭࣥࢱ࣮ ⥲ྜཷ TEL 0725-51-2525
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䝏䝍䞁䛾⪏ᦶ⪖㒊ᮦ䜢ᐇ⌧䛩䜛᪂䛧䛔⇕ฎ⌮ἲ㻌
࠙≉チሗࠚ
Ⓨ᫂ࡢྡ⛠㸸șᆺࢳࢱࣥྜ㔠ཬࡧࡑࡢ〇㐀᪉ἲ
≉チᶒ⪅㸸ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே㜰⏘ᴗᢏ⾡◊✲ᡤ
ฟ㢪᪥ ᖺ  ᭶  ᪥
Ⓩ㘓␒ྕ㸸≉チ➨  ྕ
Ⓨ᫂⪅㸸㐨ᒣὈᏹ
࠙㐺⏝〇ရࠚ
་⒪ᕤලࠊ㣗ရຍᕤᕤල
⪏㣗ᛶࡘ⪏ᦶ⪖ᛶࡀᚲせ࡞㒊ရ
㍍㔞ࡘ⪏ᦶ⪖ᛶࡀᚲせ࡞㒊ရ
࠙Ⓨ᫂ࡢᴫせࠚ
ᮏ⇕ฎ⌮ἲࡣࠊ୍⯡⇕ฎ⌮ࡼ
ࡗ࡚యࡀ◳ࡍࡿຠ◳ᆺࡢș
ᆺࢳࢱࣥྜ㔠࠾࠸࡚ࠊ ẁ⁐య
ฎ⌮ຠ◳ฎ⌮ࢆㄪᩚࡍࡿࡇ

ほᐹ᩿㠃⨨

◳㒊

࡛ࠊ⾲㠃ࡢࡳ㒊ศⓗ◳ࡃࡍࡿࡇ
ࢆྍ⬟ࡍࡿࡃ᪂ࡋ࠸ᢏ⾡࡛ࡍࠋ
ᙧᡂࡉࢀࡓ◳ᒙࡢ≉ᚩࡣࠊࡵࡗࡁ
ࡸ⁐ᑕ⿕⭷࡞ࡣ␗࡞ࡾ㞳ࡀ㉳
ࡇࡾࡲࡏࢇࠋࡲࡓࠊࢳࢱࣥẕᮦ⾲㠃
ཌ࠸◳ᒙࡀᙧᡂ࡛ࡁࡿࡇࡣࠊ

㡿ᇦࢳࢱࣥᮦᩱࡀᛂ⏝࡛ࡁࡿࡓࡵࠊ
ࢳࢱࣥ〇ရࡢ⏝⠊ᅖࡀ᱁ẁᗈࡀ
ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ᕷ㈍ࡉࢀ࡚࠸ࡿșᆺࢳࢱࣥྜ㔠࡛
࠶ࢀࡤᮏ⇕ฎ⌮ἲࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡛ẕ
ᮦࢆᚲせ࡞◳ࡉࠊᙉᗘຠฎ⌮ࡋ
ࡓᚋࠊ⾲㠃ࡔࡅ⣙ +9ࠊPP ௨
ୖࡢຠ◳ᒙࢆᙧᡂ࡛ࡁࡲࡍࠋࡲ
ࡓࠊࡧ⁐యฎ⌮ࢆ⾜࠺యࢆ

ᐃ⟠ᡤ

3mm

ᅗ  ลࡢ᩿㠃┿

600

䝡䝑䜹䞊䝇◳䛥,㻌 䠤䠲0.5

◊๐ࡼࡿ⢭ᐦ㒊ရࠊ◊๐ࡼࡿ
⏝࡞ࠊᚑ᮶ᢏ⾡࡛ࡣྍ⬟࡞

◳ࡉ

ᮍ◳㒊

500
400
300
200
100
0
0.0

2.0
4.0
ลඛ䛛䜙䛾㊥㞳䠈䡉䡉

6.0

ᅗ  ล᩿㠃ࡢลඛࡽࡢ◳ࡉศᕸ

㹼+9 ᡠࡍࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ

㸦࠾ၥ࠸ྜࢃࡏඛ㸧 Ἠࢭࣥࢱ࣮ ⥲ྜཷ TEL 0725-51-2525
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ග㏱㐣ᛶᶞ⬡䛸䝺䞊䝄䜢⏝䛧䛯䝏䝍䞁䛾᪂䛧䛔⾲㠃ฎ⌮ἲ
࠙≉チሗࠚ
Ⓨ᫂ࡢྡ⛠㸸⾲㠃ᨵ㉁ᇶᮦࡢ〇㐀᪉ἲ
≉チᶒ⪅㸸ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே㜰⏘ᴗᢏ⾡◊✲ᡤ
ฟ㢪᪥ ᖺ  ᭶  ᪥
㛤Ⓨ䛧䛯䝺䞊䝄⾲㠃ฎ⌮ἲ
Ⓩ㘓␒ྕ㸸≉チ➨  ྕ
Ⓨ᫂⪅㸸ᒣཱྀᣅேࠊⴗ㔝⚽ᶞ

䝺䞊䝄

㏱᫂ᶞ⬡

ᶞ⬡䛜ศゎ䛧䛶
Ⅳ⣲䛜⏕ᡂ

ฎ⌮ᚋ䛿
ᶞ⬡䜢㝖ཤ

࠙㐺⏝〇ရࠚ
ࢳࢱࣥ〇ࡢࡋࡹ࠺ື㒊ᮦࡸล≀➼
䝏䝍䞁ᇶᮦ
࠙Ⓨ᫂ࡢᴫせࠚ
Ⅳ⣲䛸䝏䝍䞁䛜ᛂ
◳ᒙ
ࢳࢱࣥࡣ㍍㔞࡛ᙉࡃࠊ⪏㣗ᛶ
ࡶඃࢀ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ⪏ᦶ⪖ᛶஈࡋ࠸࠸࠺ḞⅬࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᮏⓎ᫂ࡣࠊ㏱᫂࡞
ᶞ⬡ࢆࢳࢱࣥ㈞ࡾࡅ࡚࣮ࣞࢨࢆ↷ᑕࡍࡿ࠸࠺ᴟࡵ࡚⡆༢࡞ࣉࣟࢭࢫ࡛ࢳࢱ
ࣥࡢ⪏ᦶ⪖ᛶࢆྥୖࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋฎ⌮ࢆ⾜࠺ࢳࢱࣥᶞ⬡ࡢ⏺㠃࡛ࡣࠊ
Ẽࡀ㐽᩿ࡉࢀࡿࡓࡵࠊ┿✵ࢳࣕࣥࣂ࣮ࡸάᛶ࢞ࢫࡢ౪⤥ࡀせ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊ
ᚲせ࡞⟠ᡤࡢࡳࢆฎ⌮࡛ࡁࡿࡓࡵࠊ▷㛫࡛ຠ⋡ⓗ࡞ฎ⌮ࡀྍ⬟࡛ࡍࠋ

䝢䞊䜽ἼᙧⓎ⏕้䛻┦㛵䜢ᣢ䛯䛫䛯 㻟 ㍈ྠືヨ㦂᪉ἲ㻌
࠙≉チሗࠚ
Ⓨ᫂ࡢྡ⛠㸸ከ㍈ືไᚚ⨨
ฟ㢪ே㸸ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே㜰⏘ᴗᢏ⾡◊✲ᡤ
ฟ㢪᪥ ᖺ  ᭶  ᪥

X㍈

ฟ㢪␒ྕ㸸≉㢪 
Ⓨ᫂⪅㸸⣽ᒣு
Y㍈
࠙㐺⏝〇ရࠚ
ືヨ㦂ᶵࠊືไᚚჾ
࠙Ⓨ᫂ࡢᴫせࠚ
Z㍈
㍺㏦୰࡞ࡢື⎔ቃ࡛ࡣࠊ⾪ᧁⓗ࡞
ືࢆྵࢇࡔ㠀࢞࢘ࢫᆺࣛࣥࢲ࣒ື
࡞ࡿࡇࡀ୍⯡ⓗ࡛ࡍࠋᮏⓎ᫂ࡣࠊ㠀࢞࢘ࢫᆺ  ㍈ྠືヨ㦂ࢩࢫࢸ࣒㛵
ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊ㍺㏦୰࡞ࡢື⎔ቃࡳࡽࢀࡿ͆ ㍈ࡢ⾪ᧁࡢྠᛶ͇ࢆ⌧ࡍࡿ
ࡶࡢ࡛ࡍࠋᮏⓎ᫂ࡼࡾࠊ ㍈ࡢࣆ࣮ࢡἼᙧⓎ⏕้┦㛵ࢆᣢࡓࡏࡿࡇࡀྍ⬟
࡞ࡾࠊᐇ㝿ࡢື⎔ቃࢆࣜࣝࢩ࣑࣮ࣗࣞࢺ࡛ࡁࡲࡍࠋ

㸦࠾ၥ࠸ྜࢃࡏඛ㸧 Ἠࢭࣥࢱ࣮ ⥲ྜཷ TEL 0725-51-2525
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ᚰᢿኚື䛛䜙䛂Ẽ䛵䛝䛃䜢ホ౯䛩䜛ᢏ⾡㻌
࠙≉チሗࠚ
Ⓨ᫂ࡢྡ⛠㸸ホ౯᪉ἲ࠾ࡼࡧホ౯⨨
ฟ㢪ே㸸ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே㜰⏘ᴗᢏ⾡◊✲ᡤ
ฟ㢪᪥ ᖺ  ᭶  ᪥     
ฟ㢪␒ྕ㸸≉㢪 
Ⓨ᫂⪅㸸∦᱒┿ᏊࠊḈⰾ

يඵًౕ

ఠ؞؞ᄔ؞؞ಓৡ

ਞतःञ

࠙㐺⏝〇ရࠚ
ੱਗ਼ੑ
ሗఏ㐩ᶵ⬟ࢆ᭷ࡍࡿ่⃭
55࿒ྴল
ਖ਼
ࠑẼ࡙ࡃ㡢ࠊẼ࡙ࡃග➼ࠒ ඵౕ౪
ੱਗ਼ੑ
ࡢ⟇ᐃ࠾ࡼࡧホ౯ࢩࢫࢸ࣒
ਞतऊऩऊढञ
࠙Ⓨ᫂ࡢᴫせࠚ
ੱਗ਼ੑ
ᚰᢿࡢ 55 㛫㝸ࡢኚືࡽ
ேࡀ่⃭ᑐࡍࡿࠕẼ࡙ࡁࠖ
≉チࢆල⌧ࡋࡓẼ࡙ࡁࡢホ౯่࣭⃭⟇ᐃࢩࢫࢸ࣒
ࢆᐈほⓗホ౯࡛ࡁࡲࡍࠋ

䛂Ẽ䛵䛝䛃䜢ྥୖ䛥䛫䜛㡢䛸ග䛾సᡂᢏ⾡㻌
࠙≉チሗࠚ
Ⓨ᫂ࡢྡ⛠㸸㡢ኌฟຊ⨨ࠊ↷᫂ࡁ㡢ኌฟຊ⨨࠾ࡼࡧሗ▱ࢩࢫࢸ࣒
ฟ㢪ே㸸ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே㜰⏘ᴗᢏ⾡◊✲ᡤ
ฟ㢪᪥ ᖺ  ᭶  ᪥
ฟ㢪␒ྕ㸸≉㢪 
Ⓨ᫂⪅㸸∦᱒┿ᏊࠊḈⰾ
࠙㐺⏝〇ရࠚ
Ᏻ࣭ᏳᚰࢆᏲࡿࡓࡵ
ࠑẼ࡙ࡃ㡢ࠒࠑẼ࡙ࡃගࠒ
ࢆྠᮇࡉࡏࡓሗ▱ࢩࢫࢸ࣒
࠙Ⓨ᫂ࡢᴫせࠚ
⟇ᐃࡋࡓࠑẼ࡙ࡃ㡢ࠒ
ࠑẼ࡙ࡃගࠒࡢ㔜␚ࡼࡿ┦
ຠᯝࡼࡾࠊ᭷ຠ࡞ሗࢆ
ᥦ౪࡛ࡁࡲࡍࠋ

(ᛂ⏝)
Ẽ࡙ࡃ㡢ග࡛Ᏻ࡞᪉ྥㄏᑟࡍࡿࢩࢫࢸ࣒

㸦࠾ၥ࠸ྜࢃࡏඛ㸧 Ἠࢭࣥࢱ࣮ ⥲ྜཷ TEL 0725-51-2525
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ᅛయ㟁ụ⏝ᅛయ㟁ゎ㉁䝅䞊䝖䛾㛤Ⓨ㻌
࠙≉チሗࠚ
Ⓨ᫂ࡢྡ⛠㸸ᅛయ㟁ゎ㉁ࢩ࣮ࢺཬࡧࡑࡢ〇㐀᪉ἲࠊᅛయ㟁ụࠊ୪ࡧᅛయ㟁
ụࡢ〇㐀᪉ἲ
ฟ㢪ே㸸ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே㜰⏘ᴗᢏ⾡◊✲ᡤ
ฟ㢪᪥ ᖺ  ᭶  ᪥
ฟ㢪␒ྕ㸸≉㢪 
Ⓨ᫂⪅㸸㛗㇂ᕝὈ๎ࠊᅬᮧᾈࠊబ⸨㑻ࠊᮧୖಟ୍ࠊḈⰾ
࠙㐺⏝〇ရࠚ
㍺㏦ᶵჾ㸦㟁Ẽ⮬ື㌴࣭ࣉࣛࢢࣥࣁࣈࣜࢵࢻ⮬ື㌴㸧⏝㟁ụࠊᐃ⨨⏝㟁※
࠙Ⓨ᫂ࡢᴫせࠚ
ᮏⓎ᫂ࡣࠊࣜࢯࢢࣛࣇᇶ࡙ࡃ㑅ᢥⓗ࢚ࢵࢳࣥࢢࡼࡾస〇ࡋࡓ㐃⥆㈏㏻ከ
Ꮝᵓ㐀ࢆ᭷ࡍࡿ㟁Ꮚ⤯⦕ᛶࡢࢩ࣮ࢺᨭᣢయࢆ⏝࠸࡚༑ศ࡞ᙉᗘ࢜ࣥఏᑟᛶࢆ
ࡶࡘ⮬❧ᆺࡢᅛయ㟁ゎ㉁ࢩ࣮ࢺ࡞ࡽࡧࠊࡑࢀࢆ⏝࠸ࡓᅛయ㟁ụࡢ〇㐀ᢏ⾡࡛
ࡍࠋ࠼ࡤࠊᮏࢩ࣮ࢺᨭᣢయᅛయ㟁ゎ㉁ࢆሸࡋࡓࡢࡕຍ⇕࣭ຍᅽฎ⌮ࢆ⾜࠺
ࡇ࡛ࠊᴟࡵ࡚ⷧ࠸ࣁࣥࢻࣜࣥࢢࡀᐜ᫆࡞ᅛయ㟁ゎ㉁ࢩ࣮ࢺࢆࣂࣥࢲ࣮ࣇ࣮ࣜ
࡛స〇ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊᮏࢩ࣮ࢺࢆ⏝࠸ࡿࡇࡼࡾᅛయ㟁ụࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᐦ
ᗘฟຊᐦᗘࡢ୧᪉ࢆྥୖࡉࡏࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋᮏⓎ᫂ࡼࡾࠊࢩ࣮ࢺᆺᅛ
యࣜࢳ࣒࢘࢜ࣥ㟁ụ㸦/,%㸧㛤Ⓨ࠾࠸࡚ࠊ㟁ụࡢ㠃✚ࡸࣂ࣏࣮ࣛᵓ㐀
ࡼࡿ✚ᒙࡀᐜ᫆࡞ࡾࠊᐃ⨨⏝㟁※ࢆྵࡵࠊ㟁Ẽ⮬ື㌴࣭ࣉࣛࢢࣥࣁࣈࣜ
ࢵࢻ⮬ື㌴ᦚ㍕ྍ⬟࡞㧗ᐜ㔞࣭㧗ฟຊᅛయ㟁ụࡀᐇ⌧࡛ࡁࡲࡍࠋ
৸ಕ৬ਗ਼!!

ૐਗ਼৬

䞉䞉䞉

ਫாಽ

ಕ৬ਗ਼ੰସಽ
ق३ॺش৲ؚ
̭عPك
ாಽ

ૐਗ਼৬

㞟㟁య
ṇᴟ䝅䞊䝖
ᅛయ㟁ゎ㉁䝅䞊䝖
㈇ᴟ䝅䞊䝖
䝞䜲䝫䞊䝷
㞟㟁య
㟁ᴟ
ṇᴟ䝅䞊䝖
ᅛయ㟁ゎ㉁䝅䞊䝖
㈇ᴟ䝅䞊䝖
㞟㟁య

✚ᒙ㟁ụ䠄ᩘ༑✚ᒙ䠅

㟁ụ
䠄A3, A4䝃䜲䝈䠅

ᅛయ㟁ゎ㉁ᒙ䠖ୗグ䝥䝻䝉䝇䜘䜚䝅䞊䝖 䠄䝞䜲䞁䝎䞊䛿ᮍ⏝䠅
৴ਢฮৢሠ

੍৬
Ϊظ

ฮৢሠ३੍ॺش৬

ಕ৬ਗ਼ੰସ

ಕ৬ਗ਼ੰସඇीा३ॺش

ঽয়खञ
ಕ৬ਗ਼ੰସ३ॺش

ٛಕ৬ਗ਼ੰସ३ॺشभଲউট७५قংॖথॲشইজكشٜ
ஜἉὊἚỊẆỶỼὅˡࣱݰử̬ਤẲếếಊỜềᕓẟἡὅἛἼὅἂầܾତễờỉ
Ểẝụٻ᩿ᆢὉᕓ҄ޖầӧᏡ
ḵᩓ൷ỉ᭗ỺἽἀὊ݅ࡇὉ᭗Јλщ҄ẆᆢޖὉ҄ٻầӧᏡểễỦ

㸦࠾ၥ࠸ྜࢃࡏඛ㸧 Ἠࢭࣥࢱ࣮ ⥲ྜཷ TEL 0725-51-2525
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㔠ᒓ✚ᒙ㐀ᙧἲ䜢⏝䛔䛶〇㐀䛧䛯䝖䝷䝇ᵓ㐀䝠䞊䝖䝅䞁䜽㻌
࠙≉チሗࠚ
Ⓨ᫂ࡢྡ⛠㸸ࣄ࣮ࢺࢩࣥࢡཬࡧࣄ࣮ࢺࢩࣥࢡࡢ〇㐀᪉ἲ
ฟ㢪ே㸸ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே㜰⏘ᴗᢏ⾡◊✲ᡤ
ฟ㢪᪥ ᖺ  ᭶  ᪥
ฟ㢪␒ྕ㸸≉㢪 
Ⓨ᫂⪅㸸ᅄᐑᚨ❶ࠊ୰ᮏ㈗அࠊᮌᮧ㈗ᗈࠊ
∦᱒୍ᙲࠊᒣཱྀ┿ᖹ
࠙㐺⏝〇ရࠚ
㍺㏦ᶵᲔࠊ⏘ᴗᶵᲔࠊ㟁Ꮚᶵჾ➼ᦚ
㍕ࡉࢀࡿ㟁Ꮚไᚚᶵჾ⏝࠸ࡿࣄ࣮ࢺࢩ
ࣥࢡ
࠙Ⓨ᫂ࡢᴫせࠚ
 㔠ᒓ⢊ᮎࢆᮦᩱ⏝࠸ࡓ✚ᒙ㐀ᙧἲࡼࡾ〇㐀ࡉࢀࡓࣄ࣮ࢺࢩࣥࢡ࡛ࡍࠋ
༢య✚࠶ࡓࡾࡢఏ⇕㠃✚ࡀࡁࡃᨺ⇕㔞ࡢቑࡀᅗࢀࡲࡍࠋࡲࡓࠊᰕࡸᱱࡢ᩿
㠃ᙧ≧ࢆࠊᅽຊᦆኻࡀపῶ࡛ࡁࡿᙧ≧タィࡍࡿࡇࡶྍ⬟࡛ࡍࠋ

䛹䛣䛛䜙䛷䜒ぢ䛘䜛䠏ḟඖ䝕䜱䝇䝥䝺䜲ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛯᪂ᢏ⾡䟿㻌
࠙≉チሗࠚ
Ⓨ᫂ࡢྡ⛠㸸❧యീ⾲♧⨨
ฟ㢪ே㸸ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே㜰⏘ᴗᢏ⾡◊✲ᡤ
ฟ㢪᪥ ᖺ  ᭶  ᪥

ධᑕග

ᨺ≀㠃㙾

ฟ㢪␒ྕ㸸≉㢪 
Ⓨ᫂⪅㸸ᒣᮾᝆࠊబ⸨㑻ࠊᕝ㈗ᘯࠊ
ᕝᮧㄔ
❧యീ
࠙㐺⏝〇ရࠚ
95 ࡸ $5 ྥࡅ❧యࢹࢫࣉࣞ
࿘ほ ᆺ❧యࢹࢫࣉࣞ㸦་⒪࣭ᕤᴗ࣭ፗᴦ⏝㏵➼㸧
࠙Ⓨ᫂ࡢᴫせࠚ
᪤Ꮡࡢᖹ㠃ᆺࢹࢫࣉࣞࡣࠊどᇦ㸦ほ ⨨㸧⠊ᅖ㝈⏺ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇ
ࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࠊ⾲♧ࡋࡓ࠸≀యሗࢆྵࢇࡔගࢆୖࡽฝᆺᨺ≀㠃㙾
↷ᑕࡋࠊᑕᚋࡢᨺᑕ≧ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡃගࢆ࣮ࣘࢨ࣮ࡀぢࡿࡇ࡛ࠊ᪉ྥࡇ
ࡽ࡛ࡶࠊᨺ≀㠃㙾ෆ㒊❧యീࢆほ ྍ⬟࡞ࢹࢫࣉࣞࡀᐇ⌧࡛ࡁࡲࡍࠋ

㸦࠾ၥ࠸ྜࢃࡏඛ㸧 Ἠࢭࣥࢱ࣮ ⥲ྜཷ TEL 0725-51-2525
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ⰾ㤶᪘ྜ≀䜢⢾㉁ཎᩱ䛛䜙Ⓨ㓝⏕⏘䛩䜛䛯䜑䛾ᇶ┙ᢏ⾡㻌
࠙≉チሗࠚ
Ⓨ᫂ࡢྡ⛠㸸ⰾ㤶᪘ྜ≀ࢆ⏘⏕ࡍࡿᚤ⏕≀
ฟ㢪ே㸸ᆅ᪉⊂❧⾜ᨻἲே㜰⏘ᴗᢏ⾡◊✲ᡤ
ฟ㢪᪥ ᖺ  ᭶  ᪥
ฟ㢪␒ྕ㸸3&7-3
Ⓨ᫂⪅㸸㥖㍜ࠊᮏ㈗ኈࠊᒣ୰ຬேࠊ᳃ⰾ㑥ᙪ
࠙㐺⏝ࠚ
ࣇ࢙ࢽࣝࣛࢽࣥ࠾ࡼࡧࢳࣟࢩࣥࡢⓎ㓝⏕⏘
ࣇ࢙ࢽ࢚ࣝࢱࣀ࣮ࣝࠊࢳࣟࢯ࣮ࣝࠊࣇ࢙ࢽࣝங㓟ࠊࣃ࣑ࣛࣀᏳᜥ㤶㓟࡞
ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ⰾ㤶᪘ྜ≀ࡢⓎ㓝⏕⏘
࠙Ⓨ᫂ࡢᴫせࠚ
ᐙ␆⫧ᩱࡸࢧࣉ࣓ࣜࣥࢺ࡞⏝࠸
aroG
pheA
tktA
ppsA
ࡽࢀࡿࣇ࢙ࢽࣝࣛࢽࣥࡸࢳࣟࢩࣥࡣࠊ
ᚤ⏕≀ࢆ⏝࠸ࡓⓎ㓝ἲࡼࡗ࡚⏕⏘ࡉ
পႯ༳भഉ౦৬DNA
ࢀࡲࡍࠋ㑇ఏᏊ᧯సᢏ⾡ࡼࡾඃࢀࡓⓎ
fbr

㓝⏕⏘⳦ࢆస〇ࡍࡿࡓࡵࡣࠊ࣮࢟࡞
ࡿ㑇ఏᏊࢆ㧗Ⓨ⌧ࡉࡏࡿࡇ࡛ྜᡂ⤒
㊰ࡢ࣎ࢺࣝࢿࢵࢡࢆゎᾘࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡾࡲࡍࠋࡋࡋࠊ㧗Ⓨ⌧ࡢࡓࡵࣉࣛࢫ
࣑ࢻࢆ⏝࠸ࡓሙྜࠊᇵᆅᢠ⏕≀㉁ࢆῧ
ຍࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊつᶍ࡞Ⓨ㓝⏕⏘࡛

fbr

aroEDBኇዊዐ

aroALCኇዊዐ

1 ইख़ॽঝ॔ছॽথৈেਓ༳॑ଲघॊञीपഉ౦৬षোखञ

OH

OH

O

NH2

OH

NH2

O

O

Phe OH

OH

HO

ࡣᖜ࡞ࢥࢫࢺቑຍࡸ⎔ቃ୰ࡢ⸆
ὶฟ⪏ᛶ⳦ࡢฟ⌧ࡀၥ㢟࡞ࡾࡲࡍࠋ

OH

O OH
OH

HO

OH

ࡇࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࠊ࣮࢟࡞ࡿ

O

O
OH

CH2OH

HO
O
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【出願】特願2003-306198（2003.08.29） 【公開】特開2004-217507（2004.
08.05）
【登録】特許第4555897号（2010.07.30） 【優先権】ＪＰ０２３７８２４
０(2002.12.26)
【発明の名称】金属を含有する活性炭の製造方法
【出願人・権利者】地方独立行政法人大阪産業技術研究所
【発明者】丸山 純；安部 郁夫
【IPC】C01B 31/08
(2006.01)；B01J 23/745 (2006.01)；
B01J 31/28
(2006.01)；H01M 4/88
(2006.01)；
H01M
4/90
(2006.01)；H01M 4/96
(2006.01)；
H01M
8/10
(2006.01)
【請求項数】11 【全頁数】12
【審査最終処分】A01:特許／登録
(57)【要約】 【課題】固体高分子電解質型燃料電池の電極触媒材料として
従来用いられている白金の使用量を著しく低減でき、又は白金に代えて使用
できる、触媒活性が高く、且つ、安価な電極触媒材料を提供する。 【解決
手段】下記の発明に係る：（１）金属を含有する有機天然物を、酸素量を制
限した雰囲気で熱処理することを特徴とする金属を含有する活性炭の製造方
法、（２）前記製造方法において、熱処理後、さらに含フッ素有機酸及び／
又はその塩を活性炭に添着する製造方法、並びに（３）前記（１）及び（２）
の製造方法により製造された活性炭を用いた酸素還元電極及び調湿材料、
（４）前記（１）及び（２）の製造方法により製造された活性炭を含有する
電極触媒層を備えた固体高分子電解質型燃料電池の酸素還元電極及びそれを
備えた固体高分子型燃料電池。【選択図】なし
※登録公報の第一請求項を表示しています。
【請求項１】金属を含有するタンパク質を、酸素量を制限した雰囲気で熱処
理することを特徴とする金属を含有する活性炭の製造方法。

【出願】特願2004-101498（2004.03.30） 【公開】特開2005-286245（2005.10.13）
【登録】特許第4811552号（2011.09.02） 【優先権】
【発明の名称】超伝導素子を用いた中性子検出装置
【出願人・権利者】国立研究開発法人科学技術振興機構；
国立研究開発法人情報通信研究機構；
地方独立行政法人大阪産業技術研究所
【発明者】三木 茂人；石田 武和；王 鎮；島影 尚；
四谷 任；佐藤 和郎
【IPC】H01L 39/00
(2006.01)；C01G 1/00
(2006.01)；
G01T
1/26
(2006.01)；G01T 3/00
(2006.01)
【請求項数】4 【全頁数】11
【審査最終処分】A01:特許／登録
(57)【要約】
【課題】 良好な超伝導特性の経時劣化を防止することができる超
伝導素子、それを用いた中性子検出装置及び超伝導素子の製造方法を提供すること。
【解決手段】 誘電体材料で形成された基板（１）と、基板上（１）にメアンダ
形状に形成された超伝導材料のストリップライン（２）と、ストリップライン（２）
の表面に形成された保護膜（３）と、導電材料の電極（４、４’）とを備え、ストリ
ップライン（２）を形成する超伝導材料が自然酸化によって超伝導特性が劣化する材
料である。【選択図】
図１
※登録公報の第一請求項を表示しています。
【請求項１】 誘電体材料で形成された基板、 該基板上に↑1↑0Ｂを含むＭｇＢ↓
2で形成された超伝導材料のストリップライン、 該ストリップラインの表面に形成
された保護膜、及び、 前記ストリップラインの両端部分に形成された電極を有し、
前記超伝導材料が、自然酸化によって超伝導特性が劣化する材料である超伝導素子と、
前記ストリップラインを超伝導転移温度付近の温度に冷却した状態で、前記電極間
に定電圧を印加し、前記ストリップラインの電流値を測定する手段、又は、 前記ス
トリップラインを超伝導転移温度付近の温度に冷却した状態で、前記電極間に定電流
を流し、前記ストリップラインの電圧値を測定する手段とを備え、 前記ストリップ
ライン中の↑1↑0Ｂと中性子との核反応による前記ストリップラインの抵抗値の変化
を測定することを特徴とする超伝導素子を用いた中性子検出装置。

【出願】特願2007-507088（2006.03.03） 【公開】WO2006/095659（2008.08.14）
【登録】特許第4669996号（2011.01.28） 【優先権】ＪＰ０５０６２７９４(2005.03.
07)
【発明の名称】中性子検出装置及び中性子イメージングセンサ
【出願人・権利者】国立研究開発法人科学技術振興機構；
公立大学法人大阪府立大学；
地方独立行政法人大阪産業技術研究所
【発明者】佐藤 和郎；四谷 任；石田 武和；三木 茂人
【IPC】G01T
1/26
(2006.01)；G01T 3/08
(2006.01)；
G01T 1/24
(2006.01)；G01T 1/29
(2006.01)；
H01L 27/14
(2006.01)；H01L 27/148 (2006.01)
【請求項数】11 【全頁数】12
【審査最終処分】A01:特許／登録
(57)【要約】 簡単な装置構成の変更で感度及び時間分解能の調節が可能な中性子検
出装置を提供する。 少なくとも一方の表面が誘電体材料１１で形成された基材１０
と、表面上に形成される超伝導材料のストリップライン２と、ストリップライン２の
両端部分に形成された電極部１とを有する超伝導素子２０と、ストリップライン２中
の超伝導元素と中性子との核反応による発熱を、ストリップライン２の抵抗値の変化
で測定する抵抗測定手段と、ストリップライン２が形成された表面とは反対側の基材
の裏面部に、核反応による発熱の放熱性を調節する放熱調節手段５とを有する中性子
検出素子部を複数備え、中性子検出素子部間で放熱性を互いに異ならせている。
※登録公報の第一請求項を表示しています。
【請求項１】 少なくとも一方の表面が誘電体材料で形成された基材と、前記表面上
に形成される超伝導材料のストリップラインと、前記ストリップラインの両端部分に
形成された電極部とを有する超伝導素子と、 前記ストリップライン中の超伝導元素
と中性子との核反応による発熱を、前記ストリップラインの抵抗値の変化で測定する
抵抗測定手段と、 前記ストリップラインが形成された前記表面とは反対側の前記基
材の裏面部に、前記核反応による発熱の放熱性を調節する放熱調節手段とを有する中
性子検出素子部を複数備え、 前記中性子検出素子部間で前記放熱性を異ならせてい
る中性子検出装置。
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【出願】特願2011-79158（2011.03.31） 【公開】特開2012-214826（2012.11.08）
【登録】特許第5760222号（2015.06.19） 【優先権】
【発明の名称】金属ガラス成形体の製造方法
【出願人・権利者】地方独立行政法人大阪産業技術研究所
【発明者】中本 貴之；白川 信彦；四宮 徳章；乾 晴行
【IPC】B22F
3/105
(2006.01)；B22F
3/16
(2006.01)；
C22C 45/02
(2006.01)；C22C 45/04
(2006.01)；
C22C 45/10
(2006.01)；C22C 45/00
(2006.01)
【請求項数】7 【全頁数】15
【審査最終処分】A01:特許／登録
(57)【要約】【課題】所望の大きさや形状を有する金属ガラス成形体を容易に製造可能
であり、低コストかつ効率よく金属ガラス成形体を製造可能な金属ガラス成形体の製造
方法を提供する。【解決手段】金属ガラスを構成する複数種の元素粉末または合金粉末
が混合された材料粉末を敷き詰めて材料粉末層３を形成する粉末層形成工程と、材料粉
末層３の所定箇所にレーザ光を照射し、照射部の材料粉末を加熱して溶融固化させるこ
とで、材料粉末から金属ガラス１１を作製しながら金属ガラスよりなるブロック体１０
を造形するブロック体造形工程とを備え、粉末層形成工程による材料粉末層３の形成と、
ブロック体造形工程による金属ガラス１１の作製およびブロック体１０の造形とを繰り
返すことにより、複数のブロック体１０が積層一体化された金属ガラス成形体１を製造
する。【選択図】図２
※登録公報の第一請求項を表示しています。
【請求項１】 金属ガラスを構成する複数種の元素粉末が混合された材料粉末を敷き詰
めて材料粉末層を形成する粉末層形成工程と、 前記材料粉末層の所定領域にレーザ光
または電子ビームを照射し、照射部分の材料粉末を溶融固化させることで、材料粉末か
らブロック体を造形するブロック体造形工程と、を備え、 前記ブロック体造形工程に
おいては、レーザ光または電子ビームを前記材料粉末層に照射した後、レーザ光または
電子ビームの走査速度をより速く設定して、走査速度の速いレーザ光または電子ビーム
を前記材料粉末層に照射し、 前記粉末層形成工程による前記材料粉末層の形成と、前
記ブロック体造形工程による前記ブロック体の造形とを繰り返すことにより、複数の前
記ブロック体が積層一体化された金属ガラス成形体を製造する金属ガラス成形体の製造
方法。

【出願】特願2013-527947（2012.07.19） 【公開】WO2013/
021797（2015.03.05）
【登録】特許第5994087号（2016.09.02） 【優先権】ＪＰ
１１１７５１８８(2011.08.10)
【発明の名称】カーボンナノチューブ撚糸およびその製造方
法
【出願人・権利者】地方独立行政法人大阪産業技術研究所
【発明者】喜多 幸司；西村 正樹；赤井 智幸；
松葉 晃明；宇都宮 里佐；松本 均
【IPC】D02G
3/16
(2006.01)
【請求項数】8 【全頁数】26
【審査最終処分】A01:特許／登録
(57)【要約】 本発明の目的は、力学特性に優れたカーボン
ナノチューブ撚糸およびその製造方法を提供することである。
本発明は、カーボンナノチューブからなる糸に撚りを掛けた
後、液体中で５００ｋｇｆ／ｃｍ↑２以上の圧力を作用させ
る、カーボンナノチューブ撚糸の製造方法に関する。
※登録公報の第一請求項を表示しています。
【請求項１】 カーボンナノチューブからなる糸に撚りを掛
けた後、液体中で５００ｋｇｆ／ｃｍ↑２以上の圧力を作用
させる、カーボンナノチューブ撚糸の製造方法。

【出願】特願2012-256970（2012.11.23） 【公開】特開2014-106258
（2014.06.09）
【登録】特許第5760199号（2015.06.19） 【優先権】
【発明の名称】赤外線遮蔽性透明フィルム
【出願人・権利者】地方独立行政法人大阪産業技術研究所
【発明者】中許 昌美；大野 敏信；松川 公洋；
玉井 聡行；山本 真理；柏木 行康；斉藤 大志；辻本 伊織
【IPC】G02B
5/22
(2006.01)；B32B 27/18
(2006.01)；
C08K
3/22
(2006.01)；C08L 101/00
(2006.01)
【請求項数】9 【全頁数】12
【審査最終処分】A01:特許／登録
(57)【要約】【課題】良好な透明性を維持しつつ、赤外線の遮断効果に
も優れたフィルムを提供する。【解決手段】１層又は２層以上から構成
されるフィルムであって、少なくとも１つの層中に赤外線遮蔽性粒子が
含まれており、前記粒子が、１）インジウム・スズ酸化物（ＩＴＯ）及
び有機成分を含み、かつ、２）前記有機成分の含有量が前記粒子中１～
２０重量％であり、３）平均粒子径が１～１００ｎｍであることを特徴
とする赤外線遮蔽性透明フィルムに係る。【選択図】図１
※登録公報の第一請求項を表示しています。
【請求項１】１層又は２層以上から構成されるフィルムであって、少な
くとも１つの層中に赤外線遮蔽性粒子が含まれており、 前記粒子が、
１）インジウム・スズ酸化物（ＩＴＯ）及び有機成分を含み、かつ、２）
前記有機成分の含有量が前記粒子中１～１１重量％であり、３）平均粒
子径が１～１００ｎｍである、ことを特徴とする赤外線遮蔽性透明フィ
ルム。
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【出願】特願2013-40993（2013.03.01） 【公開】特開2014-169471（2014.09.
18）
【登録】特許第6259978号（2017.12.22） 【優先権】
【発明の名称】Ｎｉ基金属間化合物焼結体およびその製造方法
【出願人・権利者】公立大学法人大阪府立大学；
地方独立行政法人大阪産業技術研究所
【発明者】金野 泰幸；高杉 隆幸；垣辻 篤
【IPC】C22C 19/03
(2006.01)；C22C
1/04
(2006.01)；
C22C 1/05
(2006.01)
【請求項数】9 【全頁数】33
【審査最終処分】A01:特許／登録
(57)【要約】【課題】Ｎｉ↓３（Ｓｉ，Ｔｉ）金属間化合物を含み、高温で高
い耐摩耗性を有し、かつ高い寸法精度（ニアネットシェイプ）を有する材料お
よび同材料の製造方法を提供する。【解決手段】７５ａｔ％～８５ａｔ％のニ
ッケル（Ｎｉ）と、８ａｔ％～１３ａｔ％のシリコン（Ｓｉ）と、３ａｔ％～
１３ａｔ％のチタン（Ｔｉ）とを含んでなる主相であって、結晶構造がＬ１↓
２型であるＮｉ↓３（Ｓｉ，Ｔｉ）金属間化合物を含む主相を有することを特
徴とする焼結体である。【選択図】図３７
※登録公報の第一請求項を表示しています。
【請求項１】 ７５ａｔ％～８５ａｔ％のニッケル（Ｎｉ）と、８ａｔ％～１
３ａｔ％のシリコン（Ｓｉ）と、３ａｔ％～１３ａｔ％のチタン（Ｔｉ）と、
ボロン（Ｂ）以外の元素の合計質量に対して１０ｍaｓｓ ｐｐｍ～１０００ｍ
aｓｓ ｐｐｍのボロン（Ｂ）と、不可避的不純物とから成る主相であって、結
晶構造がＬ１↓２型であるＮｉ↓３（Ｓｉ，Ｔｉ）金属間化合物から成る主相
と、 チタン（Ｔｉ）の炭化物、窒化物、炭窒化物、酸化物および硼化物から
選択される少なくとも１つを含むＴｉ化合物硬質粒子であって、前記主相の間
に分散したＴｉ化合物硬質粒子と、から成ることを特徴とする焼結体。

【出願】特願2014-67298（2014.03.28） 【公開】特開2015-189618（2015.11.02）
【登録】特許第6344004号（2018.06.01） 【優先権】
【発明の名称】単結晶の製造方法
【出願人・権利者】国立大学法人大阪大学；
地方独立行政法人大阪産業技術研究所
【発明者】中野 貴由；中本 貴之；芹澤 愛；井上 暢；
菅原 貴広；白川 信彦；山口 勝己
【IPC】C30B 29/52
(2006.01)；C30B
1/06
(2006.01)；
F01D
5/28
(2006.01)；F02C
7/00
(2006.01)
【請求項数】9 【全頁数】17
【審査最終処分】A01:特許／登録
(57)【要約】（修正有り）【課題】タービンブレードやインプラントに用いる金属材料、
セラミックス材料等の無機材料について従来と異なる単結晶の製造方法の提供。【解決手
段】無機材料単結晶の製造方法は、種結晶を準備する準備工程と、付加製造技術を用いて、
種結晶上に無機材料である無機粉末粒子４０を供給し、熱エネルギー３０により無機粉末
粒子４０を溶融して、種結晶上に単結晶を育成する育成工程とを備え、好ましくは、準備
工程は、基台２０５に種結晶を配置する配置工程を含み、育成工程は、基台２０５に配置
された種結晶上に、無機材料を含む無機層を形成する層形成工程と、種結晶上の無機層を
溶融して種結晶上に単結晶を育成する溶融工程とを繰り返し行って所定の大きさの単結晶
を育成する無機材料の単結晶の育成方法。熱エネルギーをレーザーＰ又は電子ビームによ
り与えるレーザー又は電子ビーム三次元積層造形法による無機材料の単結晶育成方法。【
選択図】図１
※登録公報の第一請求項を表示しています。
【請求項１】 種結晶を準備する準備工程と、 付加製造技術を用いて、前記種結晶上に
無機材料を供給し、熱エネルギーにより前記無機材料を溶融して、前記種結晶上に単結晶
を育成する育成工程とを備え、 前記準備工程は、 基台に前記種結晶を配置する配置工
程を含み、 前記育成工程は、 前記基台に配置された前記種結晶上に、前記無機材料を
含む無機層を形成する層形成工程と、 前記種結晶上の前記無機層を溶融して前記種結晶
上に前記単結晶を育成する溶融工程とを含み、 前記育成工程では、前記層形成工程と前
記溶融工程とを交互に繰り返し、 前記基台は穴を有し、 前記配置工程では、前記種結
晶の上面が前記基台の表面と同じ高さになるように前記穴に前記種結晶を配置する、単結
晶の製造方法。

【出願】特願2014-69778（2014.03.28） 【公開】特開2015-190032（2015.11.02）
【登録】特許第6296234号（2018.03.02） 【優先権】
【発明の名称】β型チタン合金及びその製造方法
【出願人・権利者】地方独立行政法人大阪産業技術研究所
【発明者】道山 泰宏
【IPC】C22F
1/18
(2006.01)；C23C 26/00
(2006.01)；
C22C 14/00
(2006.01)；C22F 1/00
(2006.01)
【請求項数】8 【全頁数】16
【審査最終処分】A01:特許／登録
(57)【要約】【課題】構造体としての靱性を保ちつつ、優れた耐摩耗性を有するチ
タン合金及びその製造方法を提供する。【解決手段】硬化層を含むβ型チタン合金
の製造方法であって、以下の工程１～３：(i) β型チタン合金を熱処理する工程
１であって、
前記熱処理の温度Ｈ↓Ｔ（℃）が、以下の式(1)：
200≦Ｈ
↓Ｔ≦β↓Ｔ－70
(1)（式中、β↓Ｔは、前記β型チタン合金のβ変態点
（℃）を示す）である、工程１、(ii) 前記工程１で得られたβ型チタン合金を局
所加熱する工程２、及び(iii) 前記工程２で得られたβ型チタン合金を熱処理す
る工程３であって、
前記熱処理の時間が120時間以上である工程３、を順に含
むことを特徴とする、硬化層を含むβ型チタン合金の製造方法。【選択図】なし
※登録公報の第一請求項を表示しています。
【請求項１】 硬化層を含むβ型チタン合金の製造方法であって、以下の工程１～
３：(i) Ti-22V-4Al、Ti-15V-6Cr-4Al、Ti-4Fe、Ti-5Fe、Ti-4Fe-1Al、Ti-5Fe-1A
l、及びTi-15Mo-5Zr-3Alからなる群より選ばれる１種以上であるβ型チタン合金を
熱処理する工程１であって、
前記熱処理の温度Ｈ↓Ｔ（℃）が、以下の式(1)
：
200≦Ｈ↓Ｔ≦β↓Ｔ－70
(1)（式中、β↓Ｔは、前記β型チタン
合金のβ変態点（℃）を示す）である、工程１、(ii) 前記工程１で得られたβ型
チタン合金を局所加熱する工程２、及び(iii) 前記工程２で得られたβ型チタン
合金を熱処理する工程３であって、
前記熱処理の時間が168時間以上である工
程３、を順に含むことを特徴とする、硬化層を含むβ型チタン合金の製造方法。
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【出願】特願2014-151024（2014.07.24） 【公開】特開2016
-22335（2016.02.08）
【登録】 【優先権】
【発明の名称】評価方法および評価装置
【出願人・権利者】地方独立行政法人大阪産業技術研究所
【発明者】片桐 真子；櫻井 芳昭
【IPC】A61B 5/0402 (2006.01)；
A61B
5/0452 (2006.01)；A61B 10/00
(2006.01)
【請求項数】6 【全頁数】13
【審査最終処分】
(57)【要約】【課題】被験者の音の感知の有無を適正に評価
することができる評価方法および評価装置を提供する。【解
決手段】評価装置１は、被験者Ｈの心電を測定する心電測定
装置４と、テスト音を発生するテスト音発生装置３と、前記
心電に基づいて、被験者Ｈがテスト音を感知したか否かを判
定する判定部２３と、を備える。【選択図】図１
※公開公報の第一請求項を表示しています。
【請求項１】 被験者の心電または心拍を測定する測定ステ
ップと、 前記被験者に刺激を付与する刺激付与ステップと、
前記心電または心拍に基づいて、前記被験者が前記刺激を
感知したか否かを判定する判定ステップと、を有する、評価
方法。
【出願】特願2016-565745（2014.12.25） 【公開】WO2016/103385（2
017.07.06）
【登録】特許第6390056号（2018.08.31） 【優先権】
【発明の名称】表面改質基材の製造方法
【出願人・権利者】地方独立行政法人大阪産業技術研究所
【発明者】山口 拓人；萩野 秀樹
【IPC】C23C 26/00
(2006.01)；B23K 26/354
(2014.01)
【請求項数】5 【全頁数】11
【審査最終処分】A01:特許／登録
(57)【要約】 実施形態の一例である表面改質基材の製造方法では、
金属製基材の表面にレーザ光を照射して、前記基材の表面改質を行う。
実施形態の一例である表面改質基材の製造方法は、金属製基材の表面
にレーザ光を透過する樹脂層を設ける工程と、樹脂層を通して基材表
面にレーザ光を照射し、基材の表面を溶融させると共に、基材の熱に
より樹脂層を熱分解させる工程とを備える。
※登録公報の第一請求項を表示しています。
【請求項１】 金属製基材の表面にレーザ光を照射して、前記基材の
表面改質を行う表面改質基材の製造方法であって、 前記基材の表面
に、前記レーザ光を透過する樹脂層を設ける工程と、 前記樹脂層を
通して前記基材の表面に前記レーザ光を照射する工程であって、前記
基材の表面を溶融させると共に、前記基材の熱により前記樹脂層を熱
分解させ、溶融状態にある前記基材の金属と前記樹脂層の分解成分と
を結合させて前記基材の表面に改質層を形成する工程と、 前記改質
層が形成された前記基材の表面から前記樹脂層を取り除く工程と、
を備えた表面改質基材の製造方法。

【出願】特願2015-236531（2015.12.03） 【公開】特開2017-103146（2
017.06.08）
【登録】 【優先権】
【発明の名称】固体電解質シート及びその製造方法、全固体電池、並び
に全固体電池の製造方法
【出願人・権利者】地方独立行政法人大阪産業技術研究所
【発明者】長谷川 泰則；園村 浩介；佐藤 和郎；
村上 修一；櫻井 芳昭
【IPC】H01M 10/0562 (2010.01)；
H01M 10/0585 (2010.01)；H01M 10/052 (2010.01)；
H01B 1/06
(2006.01)；H01B 1/10
(2006.01)
【請求項数】12 【全頁数】16
【審査最終処分】
(57)【要約】【課題】全固体電池に優れたエネルギー密度及び出力特性
を付与することができ、しかも、全固体電池を連続プロセスにより大量
に生産することを可能とする固体電解質シート及びその製造方法を提供
する。【解決手段】本発明の固体電解質シートＡは、固体電解質１と、
支持体２とを備える。支持体２は複数の貫通孔３，３，・・・を有して
いる。固体電解質１は貫通孔３に充填されている。上記固体電解質シー
トＡは、支持体２上に形成された複数の貫通孔３，３，・・・に固体電
解質１を充填する工程と、貫通孔３に固体電解質１が充填された支持体
２をプレスする工程と、を備える。【選択図】図１
※公開公報の第一請求項を表示しています。
【請求項１】 固体電解質と、支持体とを備え、 前記支持体は複数の
貫通孔を有しており、 前記固体電解質は前記貫通孔に充填されている、
固体電解質シート。
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【出願】特願2016-19047（2016.02.03） 【公開】特開
2017-138786（2017.08.10）
【登録】 【優先権】
【発明の名称】音声出力装置、照明付き音声出力装置お
よび報知システム
【出願人・権利者】地方独立行政法人大阪産業技術研究
所
【発明者】片桐 真子；櫻井 芳昭
【IPC】G08B 23/00
(2006.01)
【請求項数】13 【全頁数】18
【審査最終処分】
(57)【要約】【課題】受け手にとって気付きやすいサイ
ン音を発する音声出力装置を提供する。【解決手段】報
知システム１は、スピーカ２、火災検知器３および制御
部４を備えている。スピーカ２は、サイン音を発する音
声出力装置であって、前記サイン音は和音である。【選
択図】図１
※公開公報の第一請求項を表示しています。
【請求項１】 サイン音を発する音声出力装置であって、
前記サイン音は和音である、音声出力装置。
【出願】特願2016-40322（2016.03.02） 【公開】特開2017-154159（2017.09.07）
【登録】 【優先権】
【発明の名称】金属間化合物合金、金属部材及びクラッド層の製造方法
【出願人・権利者】公立大学法人大阪府立大学；
地方独立行政法人大阪産業技術研究所
【発明者】金野 泰幸；高杉 隆幸；山口 拓人；萩野 秀樹
【IPC】B23K 35/30
(2006.01)；B22F 3/24
(2006.01)；
B22F
3/105
(2006.01)；B22F 7/04
(2006.01)；
B22F
3/16
(2006.01)；C22F 1/10
(2006.01)；
C22C 19/03
(2006.01)；C23C 24/10
(2006.01)；
C23C 26/00
(2006.01)；B32B 15/01
(2006.01)；
C22F
1/00
(2006.01)
【請求項数】8 【全頁数】16
【審査最終処分】
(57)【要約】【課題】本発明は、低コストで製造することができ、優れた高温硬さ特性
を有するＮｉ基金属間化合物合金を提供する。【解決手段】本発明の金属間化合物合金
は、７０ａｔ％以上７８ａｔ％以下のＮｉと、５ａｔ％以上１３ａｔ％以下のＡｌと、
９．５ａｔ％以上１７．５ａｔ％以下のＶと、１ａｔ％以上５ａｔ％以下のＮｂと、Ｎ
ｉ、Ａｌ、Ｖ、Ｎｂの合計重量に対して１０重量ｐｐｍ以上１０００重量ｐｐｍ以下の
Ｂ（ホウ素）と、不可避不純物とからなる合計１００％の合金組成を有する金属間化合
物合金であって、前記金属間化合物合金は、母相中に第２相が分散した微細組織を有し、
第２相のＮｂ濃度は、前記母相のＮｂ濃度よりも高いことを特徴とする。【選択図】図
１２
※公開公報の第一請求項を表示しています。
【請求項１】 ７０ａｔ％以上７８ａｔ％以下のＮｉと、５ａｔ％以上１３ａｔ％以下
のＡｌと、６．５ａｔ％以上１７．５ａｔ％以下のＶと、１ａｔ％以上５ａｔ％以下の
Ｎｂと、Ｎｉ、Ａｌ、Ｖ、Ｎｂの合計重量に対して１０重量ｐｐｍ以上１０００重量ｐ
ｐｍ以下のＢ（ホウ素）と、不可避不純物とからなる合計１００％の合金組成を有する
金属間化合物合金であって、前記金属間化合物合金は、母相中に第２相が分散した微細
組織を有し、第２相のＮｂ濃度は、前記母相のＮｂ濃度よりも高いことを特徴とする金
属間化合物合金。

【出願】特願2016-133172（2016.07.05） 【公開】特開2018-4504（2018.01.11）
【登録】 【優先権】
【発明の名称】多軸振動制御装置
【出願人・権利者】地方独立行政法人大阪産業技術研究所
【発明者】細山 亮
【IPC】G01M
7/02
(2006.01)
【請求項数】4 【全頁数】19
【審査最終処分】
(57)【要約】（修正有り）【課題】各軸における非ガウス特性波形のピーク波形発生時刻に相関を
持たせることのできるシステムを提供する。【解決手段】センサ６ａによって検出されたＺ方向振
動は、Ａ／Ｄ変換されて、第１応答波形となる。第１ＰＳＤ算出手段２０ａは、第１応答波形をフー
リエ変換し、第１応答ＰＳＤ（パワースペクトル密度）を算出する。第１ＰＳＤ比較手段２２ａは、
第１応答ＰＳＤが第１目標ＰＳＤに合致するように第１制御用ＰＳＤを修正する。第１フレーム波
形生成手段２４ａは、第１制御用ＰＳＤの各周波数成分に、第１ランダム位相生成手段２８ａから
の第１ランダム位相を与えて、逆フーリエ変換を行い、第１フレーム波形を生成する。中心値設定
手段３２は、第１ランダム位相生成手段２８ａ、第２ランダム位相生成手段２８ｂに与える中心値
に相関を与え、２軸方向の振動ピークの出現位置に相関値をもたらす。【選択図】図１
※公開公報の第一請求項を表示しています。
【請求項１】 供試体の第１の方向の加速度を測定する第１加速度センサからの第１応答波形をフー
リエ変換して、第１応答ＰＳＤを算出する第１ＰＳＤ算出手段と、 第１応答ＰＳＤを第１目標Ｐ
ＳＤと比較して第１制御用ＰＳＤを求める第１ＰＳＤ比較手段と、 隣接する位相の位相差が正規
分布に従ったランダムな位相差となり、フレームごとに第１中心値を持つような第１位相列を生成
する第１ランダム位相生成手段と、 第１制御用ＰＳＤの各周波数成分に前記第１位相列を与えて
逆フーリエ変換することにより、第１フレーム波形を生成する第１フレーム波形生成手段と、 複
数の第１フレーム波形をシフトして結合することにより生成した第１ドライブ波形を出力する第１
結合波形生成手段と、 前記供試体の第２の方向の加速度を測定する第２加速度センサからの第２
応答波形をフーリエ変換して、第２応答ＰＳＤを算出する第２ＰＳＤ算出手段と、 第２応答ＰＳ
Ｄを第２目標ＰＳＤと比較して第２制御用ＰＳＤを求める第２ＰＳＤ比較手段と、 隣接する位相
の位相差が正規分布に従ったランダムな位相差となり、フレームごとに第２中心値を持つような第
２位相列を生成する第２ランダム位相生成手段と、 第２制御用ＰＳＤの各周波数成分に前記第２
位相列を与えて逆フーリエ変換することにより、第２フレーム波形を生成する第２フレーム波形生
成手段と、 複数の第２フレーム波形をシフトして結合することにより生成した第２ドライブ波形
を出力する第２結合波形生成手段と、 所定の相関を持つ第１中心値列と第２中心値列を生成し、
前記第１ランダム位相生成手段および前記第２ランダム位相生成手段に与える中心値設定手段と、
を備えた多軸振動制御装置。
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【出願】特願2017-32297（2017.02.23） 【公開】特開2018-135585（2018.08.30）
【登録】 【優先権】
【発明の名称】金属部材及びクラッド層の製造方法
【出願人・権利者】公立大学法人大阪府立大学；
地方独立行政法人大阪産業技術研究所
【発明者】金野 泰幸；高杉 隆幸；山口 拓人；萩野 秀樹
【IPC】C22C 19/03
(2006.01)；C22C 19/05
(2006.01)；
C22C 32/00
(2006.01)；C22F
1/10
(2006.01)；
C23C 26/00
(2006.01)；C23C 24/10
(2006.01)；
B32B
9/00
(2006.01)；B23K 35/30
(2006.01)；
C22F
1/00
(2006.01)
【請求項数】11 【全頁数】18
【審査最終処分】
(57)【要約】【課題】基材と、ニッケル基金属間化合物合金を炭化物等のセラミックス粒子の
結合相として利用したセラミックス／金属間化合物複合クラッド層とを備えた、高温での優れ
た硬さ特性を有する金属部材およびクラッド層の製造方法を提供することを課題とする。【解
決手段】基材とそれを被覆するクラッド層とを備え、クラッド層が、金属間化合物合金からな
るマトリックスとその中に分散されたセラミックス粒子とから構成され、マトリックスが、65
～80at％のNiと、4～15at％のAlと、4～15at％のVと、0～8at％の、Nb、Ta、Mo、Co、Cr、Si、
W及びTiからなる群より選択される１種以上の第４元素と、Ni、Al、V及び第４元素の合計重量
に対して10～1000重量ppmのBと、不可避不純物と、0～10at％の基材からの混入不純物と、0～
5at％のセラミックス粒子からの混入不純物とからなる合計100％の合金組成を有する金属間化
合物合金である金属部材により、上記の課題を解決する。【選択図】図２
※公開公報の第一請求項を表示しています。
【請求項１】 基材と、該基材を被覆するクラッド層とを備え、 前記クラッド層が、金属間
化合物合金からなるマトリックスと、該マトリックス中に分散されたセラミックス粒子とから
構成され、 前記マトリックスが、６５ａｔ％以上８０ａｔ％以下のＮｉと、４ａｔ％以上１
５ａｔ％以下のＡｌと、４ａｔ％以上１５ａｔ％以下のＶと、０ａｔ％以上８ａｔ％以下の、
Ｎｂ、Ｔａ、Ｍｏ、Ｃｏ、Ｃｒ、Ｓｉ、Ｗ及びＴｉからなる群より選択される１種以上の第４
元素と、Ｎｉ、Ａｌ、Ｖ及び第４元素の合計重量に対して１０重量ｐｐｍ以上１０００重量ｐ
ｐｍ以下のＢ（ホウ素）と、不可避不純物と、０ａｔ％以上１０ａｔ％以下の、前記基材から
の混入不純物と、０ａｔ％以上５ａｔ％以下の、前記セラミックス粒子からの混入不純物とか
らなる合計１００％の合金組成を有する金属間化合物合金であることを特徴とする金属部材。

【出願】特願2017-40796（2017.03.03） 【公開】特開2018-147997（2018.
09.20）
【登録】 【優先権】
【発明の名称】ヒートシンク及びヒートシンクの製造方法
【出願人・権利者】地方独立行政法人大阪産業技術研究所
【発明者】四宮 徳章；中本 貴之；菅原 貴広；
片桐 一彰；山口 真平
【IPC】H01L 23/36
(2006.01)；H05K 7/20
(2006.01)
【請求項数】13 【全頁数】26
【審査最終処分】
(57)【要約】【課題】圧力損失の大幅な増大を抑えつつ伝熱性能の高いヒー
トシンクを提供する。【解決手段】ヒートシンク１は、ベース２と、ベー
ス２上の一方向に整列するとともに前記一方向と直交する他方向に間隔を
あけて複数列をなすように配置された複数の棒状フィン３と、前記一方向
に延びて前記一方向に整列する複数の棒状フィン３を連結する複数の第１
横架材４であって、上下方向及び前記他方向に複数配置された複数の第１
横架材４と、前記他方向に延びて前記他方向に並ぶ各列の近接する棒状フ
ィン３同士を順次連結する複数の第２横架材５であって、上下方向及び前
記一方向に複数配置された複数の第２横架材５と、を備える。【選択図】
図１
※公開公報の第一請求項を表示しています。
【請求項１】 ベースと、 前記ベース上の一方向に整列するとともに前
記一方向と直交する他方向に間隔をあけて複数列をなすように配置された
複数の棒状フィンと、 前記一方向及び前記他方向の少なくともいずれか
の方向に並ぶ複数の前記棒状フィンを連結する複数の横架材であって、上
下方向及びこれに直交する方向に複数配置された複数の横架材と、を備え
るヒートシンク。

【出願】特願2017-54411（2017.03.21） 【公開】特開2018-15
6009（2018.10.04）
【登録】 【優先権】
【発明の名称】立体像表示装置
【出願人・権利者】地方独立行政法人大阪産業技術研究所
【発明者】山東 悠介；佐藤 和郎；北川 貴弘；川村 誠
【IPC】G03H
1/22
(2006.01)；
G02B 27/22
(2006.01)
【請求項数】4 【全頁数】14
【審査最終処分】
(57)【要約】【課題】水平方向のみならず垂直方向にも広い視
域を有する立体像を表示可能な立体像表示装置を提供する。【
解決手段】立体像表示装置１は、参照光を出射する光源２と、
参照光を回折させるための計算機ホログラムを表示する空間光
変調器６と、凸曲面を有し、空間光変調器６からの回折光を前
記凸曲面で反射させて球面波状に放射する凸面鏡１０とを備え
る。【選択図】図１
※公開公報の第一請求項を表示しています。
【請求項１】 参照光を出射する光源と、 前記参照光を回折
させるための計算機ホログラムを表示する空間光変調器と、を
備えた立体像表示装置であって、 凸曲面を有し、前記空間光
変調器からの回折光を前記凸曲面で反射させて球面波状に放射
する反射部材をさらに備えたことを特徴とする立体像表示装置。
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㸲㸬▱ⓗ㈈⏘ࡢྲྀᢅ࠸యไ
ἲேࡣࠊ▱ⓗ㈈⏘ᶒࡢྲྀᚓཬࡧ⥅⥆ࡢྍྰࠊ⏝チㅙࠊᢏ⾡⛣㌿➼㛵ࡍࡿᑂᰝ➼
ࢆ⾜࠺࡞ࠊ▱ⓗ㈈⏘ࢆ㐺ษྲྀࡾᢅ࠺ࡓࡵᚲせ࡞యไࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋ
㸳㸬ᩍ⫱
ἲேࡣࠊ▱ⓗ㈈⏘ཬࡧ▱ⓗ㈈⏘ᶒ㛵ࡍࡿ▱㆑ࡢ⩦ᚓࢆ┠ⓗࡋࡓ⫋ဨࡢᩍ⫱ྲྀ
ࡾ⤌ࡴࠋ
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（本部・和泉センター）
〒594-1157
電話

大阪府和泉市あゆみ野2丁目7番1号

0725-51-2525（総合受付・技術相談）

（森之宮センター）
〒536-8553
電話

大阪市城東区森之宮1丁目6番50号

06-6963-8011（総合受付）
06-6963-8006（企画部）

※受付時間

平日 9：00〜12：15,13：00〜17：30

※受付時間

平日 9：00〜12：15,13：00〜17：30

（2019年3月 発行）

