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４.開放特許一覧（分野別） 

 
技術分野 タイトル 提供者名 ㌻

家具の連結構造 福井県（工業技術センター） 9 

電子鏡 国立大学法人福井大学 10

栽培土壌改質材 株式会社田商 11

水洗トイレ装置 有限会社中央設備 12

洗浄方法及び装置 株式会社エヌエム 13

自立型筒状土のう用袋体 日宇産業株式会社 14

床下換気口用止水板及び止水機能付き床下換気口部品 大濱 利栄 15

不燃処理液、並びにこれを用いた防火材 浅野木材工業株式会社 16

鮎掛け傘重り 中山 吉明 17

ブレスレット装着補助具 谷口 光枝 18

 

 

 

生活・文化 

救命具 角田 勝 19

不燃木材の製造方法 浅野木材工業株式会社 20

４脚型ブロックの製造用型枠並びに型枠吊り上げ用治具 岡 拓司 21

４脚ブロックの吊り上げ用治具 岡 拓司 22

目詰まり解消機能を具えた濾過集水装置 株式会社相互設備 23

ブロック室ジョイント式簡易リフト 若狭技研工業株式会社 24

都市地下施設もしくは地下鉄への流入水及び浸水の防止装

置 

福井鐵工株式会社 25

 

 

土木・建築 

曲がり屋根に瓦を敷設する方法 福井窯業株式会社 26

階調レーザマーキング方法と、階調画像を有する透明体 福井県（工業技術センター） 27

摺動材 国立大学法人福井大学 28

接合部材のろう接方法及びろう接装置 国立大学法人福井大学 29

 

 

機械・加工 

導電膜を表面に形成した摩耗センサ 国立大学法人福井大学 30

感圧センサーシート 福井県（工業技術センター） 31

ラジアル導波路およびラジアルラインアンテナ 福井県（工業技術センター） 32

ナノ構造炭素材料の製造方法及び製造装置 福井県（工業技術センター） 33

電磁波出力測定装置 国立大学法人福井大学 34

測定装置、測定システムおよび測定方法 国立大学法人福井大学 35

 

 

 

電気・電子 

光ファイバセンサ装置 国立大学法人福井大学 36

ダイオキシン類吸着剤 福井県（工業技術センター） 37

有機高分子材料の難燃加工方法 福井県（工業技術センター） 38

光触媒の製造方法及び光触媒 福井県（工業技術センター） 39

後加工用難燃剤と、それを用いた難燃加工品及びその加工

方法 

福井県（工業技術センター） 40

酸化防止剤 福井県（工業技術センター） 41

テレフタル酸の回収方法 福井県（工業技術センター） 42

 

 

 

 

 

化学・薬品 

 

 
水の光還元体及びその製造方法 国立大学法人福井大学 43
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技術分野 タイトル 提供者名 ㌻

生分解性合成樹脂成形用樹脂液、およびこれを用いる成形

品の製造方法 

株式会社ミヤゲン 44

吸着性セラミックスの製造方法 宮川 隆 45

 

化学・薬品 

 

杉葉エキスの抽出方法 宮川 隆 46

開繊繊維シートの製造方法、開繊繊維シートを補強基材とす

る熱可塑性樹脂含浸プリプレグシートの製造方法、ならびに

開繊繊維シートの製造装置、および開繊繊維シートの熱可塑

性樹脂含浸装置 

福井県（工業技術センター） 47

テープ状繊維束を用いた混繊繊維束の製造方法およびその

製造装置 

福井県（工業技術センター） 48

マルチフィラメントの開繊シ―ト、同複合開繊シ―ト 福井県（工業技術センター） 49

開繊シートの製造装置及び方法 福井県（工業技術センター） 50

複合シート体及びその製造方法 国立大学法人福井大学 51

ポケット紐束 西田殖産株式会社 52

拭取り具 西田殖産株式会社 53

 

 

 

 

 

 

繊維・紙 

耐弾織物の製織方法および装置 勝倉 彰三 54

サイトカイン産生ヒト細胞株 国立大学法人福井大学 55

難分解性物質の分解菌及びそれを用いた環境の浄化方法 国立大学法人福井大学 56

遺伝子改変の方法により、巨大粒を結実する多収性穀類の

作出方法 

福井県立大学 57

γ－グルタミルシステイン合成酵素の阻害剤のスクリーニン

グ方法 

福井県立大学 58

コムギグルテニンを蓄積する形質転換イネおよびその作出方

法 

福井県立大学 59

 

 

 

 

 

食品・バイ

オ 

プロリン蓄積型形質転換酵母とその作成方法及び該酵母を

用いた清酒の製造方法 

福井県立大学 60

金属材料 高融点金属の高圧鋳造方法およびダイカスト装置 福井県（工業技術センター） 61

調湿材料およびその製造方法 福井県（工業技術センター） 62無機材料 

透水・保水性セラミックブロックおよびその製造方法 福井県（工業技術センター） 63

情報処理システム及びそのプログラム 国立大学法人福井大学 64

通信装置、および、通信方法 国立大学法人福井大学 65

ロボットの経路作成方法及び装置 国立大学法人福井大学 66

情報・通信 

電子情報保存方法及び装置、電子情報分割保存方法及び

装置、電子情報分割復元処理方法及び装置並びにそれらの

プログラム 

SB システム株式会社 67

 



＊ﾗｲｾﾝｽ番号･･･特許流通データベースにて特許の情報検索ができる。 

(http://www.ryutu.inpit.go.jp/PDDB/Service/PDDBService） 
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技術分野：生活・文化 

技術提供者（出願人）名：福井県（工業技術センター）

＊登録番号  実用新案登録第 3106643 号 

＊出 願 日   2004 年 4 月 9 日 

家具の連結構造 

利用分野・適用製品 家具、什器 

実施効果 
本考案の連結構造を有する家具を容易に複数連結できる。 

技術内容 
天板部と脚部を分離し天板面と脚部の上面に互いに適合する位置に凹部あるいは凸部のような嵌合部をそ
れぞれ設け脚部面の幅に対し天板を１／２ずらし両隣に位置する脚部の凹部と凸部を嵌め合わせることで複
数の家具を連結するための連結構造。 

 
＜符号の説明＞ 
２ 椅子脚部 
３ａ 椅子凸部平面図の透視波線 
５ａ 両端座板の正面断面図 
６ａ 天板正面断面図 
 

 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有   □無 

・実施実績      □有 ■試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 

 

  

  



＊ﾗｲｾﾝｽ番号･･･特許流通データベースにて特許の情報検索ができる。 

(http://www.ryutu.inpit.go.jp/PDDB/Service/PDDBService） 
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技術分野：生活・文化 

技術提供者（出願人）名：国立大学法人福井大学 
＊出願番号  特願 2005-006985 

＊出 願 日  2005 年 1 月 14 日 

＊公開番号  特開 2006-195198 

＊ﾗｲｾﾝｽ番号   L2007000678 

電子鏡 

利用分野・適用製品 メガネフィッティング装置 

実施効果 
ハーフミラーは顔の近くに配置される為に、近視の人であっても裸眼にて正確に見ることが出来る。従って、レ

ンズの嵌っていないメガネフレームを顔に掛けて所定の距離を隔てた状態の顔画像を近くのハーフミラーに

反射して見ることが出来、選定したメガネフレームが自分の顔にフイットして似合うか否かを決めることが出来

る。 

技術内容 
本発明は近眼の人がメガネを購入するに際して、メガネフレームのデザインが顔にフイットするか否かを確か

めることが出来るように、ある距離を離れた状態でしかも鮮明に顔全体を見ることが出来る電子鏡に関するも

のである。 

 

＜符号の説明＞ 

１ ハーフミラー 

２ デジタルカメラ 

３ 液晶パネル 

４ 第１鏡 

５ 第２鏡 

６ 第３鏡 

７ カメラ付き携帯電話機 

８ メガネフレーム 

９ カメラ 

11 ボックス 

 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 ■譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績      □有 ■試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 

 

  

  

 



＊ﾗｲｾﾝｽ番号･･･特許流通データベースにて特許の情報検索ができる。 
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技術分野：生活・文化 

技術提供者（出願人）名：株式会社田商 
＊出願番号  特願平 11-83741 

＊出 願 日  1999 年 3 月 26 日 

＊公開番号  特開 2000-273454 

＊登録番号  特許第 3737307 号 

栽培土壌改質材 

利用分野・適用製品 農作物、園芸植物等育成土壌 

実施効果 
有機栽培に適した団粒構造の形成を促進し、作物汚染や環境汚染などを生じることがない。本発明の栽培土

壌改質材を用いると作物の生育を促進し、食味の優れた作物が収穫できる。また、材料費は安価であり、製

造費用が低廉である。粉末状製品は、そのまま土壌に混合してもよいし、堆肥等の有機質肥料に混合して用

いてもよい。粒状成形品は、芝生特にゴルフ場のグリーンの土壌改質材として好適に用いることができる。 

技術内容 
有機栽培に適した団粒構造の土壌の形成を促進し、しかも環境汚染などを生じることのない栽培土壌改質材

を提供する。 

 

実験区：市販の黒土に栽培土壌改良材を 10 重量％混合したもの 

対照区：市販の黒土 

 
 
 
 
 
 
 
 

数字は培土表面から芽先までの長さ（cm） 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績      □有 ■試作 ■実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 

 

  

 



＊ﾗｲｾﾝｽ番号･･･特許流通データベースにて特許の情報検索ができる。 
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技術分野：生活・文化 

技術提供者（出願人）名：有限会社中央設備 
＊出願番号   特願 2004-325063 

＊出 願 日   2004 年 11 月 9 日 

＊公開番号   特開 2005-207222 

水洗トイレ装置 

利用分野・適用製品 室内設備用のオーバフローしない水洗便器 

実施効果 
水洗式の便器１０を室内に設置可能にする。便器１０のボウル１３の上部にオーバフロー用の排水口１１を開

口し、排水口１１は、トラップ１２を介して便器１０の排水管１４に接続する。便器１０が詰まっても、ボウル１３内

の汚水が外部に溢れるおそれがない。 

室内設置の水洗便器使用時、メガネ等落下により便器が詰まってもオーバフローしない。 

技術内容 
水洗式の便器のボウルの上部にオーバフロー用の排水口を開口してなり、該排水口は、トラップを介して前

記便器の排水管に接続することを特徴とする水洗トイレ装置。 
 
＜符号の説明＞ 
１０…便器 
１１…排水口 
１２…トラップ 
１３…ボウル 
１４…排水管 
２０…シスタン 
３６…手洗器 

 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績      ■有 □試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 

 
 

 



＊ﾗｲｾﾝｽ番号･･･特許流通データベースにて特許の情報検索ができる。 

(http://www.ryutu.inpit.go.jp/PDDB/Service/PDDBService） 
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技術分野：生活・文化 

技術提供者（出願人）名：株式会社エヌエム 
＊出願番号  特願平 11-299105 

＊出 願 日  1999 年 10 月 21 日 

＊登録番号  特許第 3648104 号 

＊ﾗｲｾﾝｽ番号   L2005003427 

洗浄方法及び装置 

利用分野・適用製品 車や建物外壁の表面処理 

実施効果 
省力化、低コスト化を図ると共に、洗剤、ワックス等の薬剤類を不要にする様にした洗浄方法を提供する。 

撥水性が高く、汚れが付着しにくくなり、ワックス掛けの手間を省くと共に、被膜形成後の被洗浄物の洗浄は

水だけで、洗剤、薬剤を不要にすることが出来る。 

技術内容 
粒状セラミックを充填した水活性タンクを通水させて得られたホウ酸シリカ含有活性洗浄水を被洗浄物の表面

に噴出し、表面洗浄すると共に被膜を形成する様にした洗浄方法において、前記セラミックは、ゼオライト、バ

クハン石を混合焼結形成した担体の表面にトルマリン含有被膜を焼結形成したことを特徴とする洗浄方法。 
<符号の説明> 
２ 基体ケース 
３ 水活性タンク 
４ 送水装置 
５ 蓋体 
６、6a… セラミック 
７ カートリッジ 
８ 給水口 
９ 連結パイプ 
10 送出口 
11 高圧ホース 
12 ガン 
13 ノズル 
14 吐出口 
20、20a … セラミック 
Ｗ 表面 
Ｍ１、Ｍ２… 被膜 
Ｓ１、Ｓ２… ホウ酸シリカ 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績      ■有 □試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：生活・文化 

技術提供者（出願人）名：日宇産業株式会社 
＊出願番号  特願 2003-179206 

＊出 願 日  2003 年 6 月 24 日 

＊公開番号  特開 2005-16051 

＊登録番号  特許第 3731139 号 

＊ﾗｲｾﾝｽ番号   L2006004496 

自立型筒状土のう用袋体 

利用分野・適用製品 緊急用簡易土のう 

実施効果 
水漏れがないことで、流水の遮断には従来の土のう袋より機能がアップしている分、安心して使用できるため

住民の生活道路や、都市部の道路などに最適である。自立性があり、10 ㎏と軽く持ち運びが簡単であるか

ら、土のう袋の並べるラインの変更も迅速に確実に実行できる。 

技術内容 
安定性のある自立型で、作り方が簡単且つ、使用時にスキマがなく、軽量で保管や備蓄場所を選ばない保存

可能タイプの土のう袋（縦置型）。 

 

＜符号の説明＞ 
１ 紐 
２ 支持棒挿入部 
３ 支持棒 
４ 袋の中に入れた折りたたみ可能な構造体 
 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績      ■有 □試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 

 

  

 



＊ﾗｲｾﾝｽ番号･･･特許流通データベースにて特許の情報検索ができる。 

(http://www.ryutu.inpit.go.jp/PDDB/Service/PDDBService） 
 

- 15 - 

技術分野：生活・文化 

技術提供者（出願人）名：大濱 利栄 
＊出願番号  特願 2005-298501 

＊出 願 日  2005 年 10 月 13 日 

＊公開番号  特開 2007-9668 

床下換気口用止水板及び止水機能付き床下換気口部品 

利用分野・適用製品 水害時の床下浸水防止具 

実施効果 
住宅の基礎に設けられている床下換気口等の開口部からの浸水を防止する止水板や止水機能付き床下換

気口部品を提供し、集中豪雨時に発生する床下浸水を未然に防止し、甚大な被害を無くすものである。 

技術内容 
基板に軟質なゴム又は軟質な樹脂を波状に着設させ、複数個のボルト貫通用穴を設けた床下換気口用止水

板や、更に便利な、引き戸や嵌合蓋等によって換気口を開閉さす止水機能付き床下換気口止部品等を、換

気口に装着して換気口を塞ぎ水の浸入を防止するものである。  

 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績      □有 ■試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：生活・文化 

技術提供者（出願人）名：浅野木材工業株式会社 
＊出願番号  特願 2003-155774 

＊出 願 日  2003 年 5 月 30 日 

＊公開番号  特開 2004-50828 

＊登録番号  特許第 3485914 号 

＊ﾗｲｾﾝｽ番号   L2006006833 

不燃処理液、並びにこれを用いた防火材 

利用分野・適用製品 セルロース系素材の不燃化法 

実施効果 
燃焼抑制効果が高く且つ溶脱の発生を極力抑えた不燃処理液を提供する。 

この不燃処理液によれば、薬剤の定着性が向上して燃焼抑制効果が高くなり且つ溶脱の発生を極力抑える

ことができる。そのため、不燃木材の提供が可能となる。また、この不燃処理液は、木材、紙及び天然繊維等

のセルロースを主成分とする部材に広く適用することができる。 

技術内容 
不燃処理液は、硼素化合物を含む弱酸又は弱アルカリの金属塩水溶液に燐酸及びシランカップリング剤を加

えて混合水溶液とし、混合水溶液にポリフェノール系化合物を主成分とする植物抽出物を加えたものである。

そのために、素材に含浸することで燃焼抑制効果及び溶脱抑制効果が極めて向上したものとなる。含浸又は

付与の対象となる素材は、主として、木材、紙及び天然繊維等のセルロースを主成分とする部材である。弱

酸又は弱アルカリの金属塩としては、フッ化ソーダ、亜燐酸ソーダ、亜硫酸ソーダ、硼フッ化ソーダ等を使用し

た。弱酸又は弱アルカリの金属塩の含有量は、全成分重量の１～１０％である。また、硼素化合物だけでは

乾燥後に粉体化してしまうためその結晶質をさらに変化させる必要があり、燐酸及びシランカップリング剤を

加えることにより、乾燥後の素材の造膜性を付与することができる。また、硼素化合物だけでは乾燥後に粉体

化してしまうためその結晶質をさらに変化させる必要があり、燐酸及びシランカップリング剤を加えることによ

り、乾燥後の素材の造膜性を付与することができる。また、この不燃処理液を木材に含浸させた防火材であ

る。 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績      ■有 □試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 

 

  

 



＊ﾗｲｾﾝｽ番号･･･特許流通データベースにて特許の情報検索ができる。 

(http://www.ryutu.inpit.go.jp/PDDB/Service/PDDBService） 
 

- 17 - 

技術分野：生活・文化 

技術提供者（出願人）名：中山 吉明 
＊出願番号  特願 2002-382866 

＊出 願 日  2002 年 11 月 29 日 

＊公開番号  特開 2004-180658 

＊ライセンス番号  L2006004198 

鮎掛け傘重り 

利用分野・適用製品 鮎掛け重り 

実施効果 
鮎の掛け釣りにおいて、障害に掛からないように掛かっても外しやすくして釣果を上げた重りを提供する。 

技術内容 
鉛玉１に線バネで傘を差した形状図１に工作。傘線２の端は固定されておらず１８、緩衝作用弾力作用や湾
曲作用の範囲を広げている。傘線は広範囲に張り出した図３頂点が鈍角の平らな四角錐形状で、石の隙間
に入ることを防ぎ障害の乗り越えを容易にしている。重りが隙間に挟まるときは傘線が湾曲図５、鉛玉が浮い
た状態で取り外しを容易にしている。などで、掛かりや根掛かりを防いでいる。この効果で、鮎の棲む川底に
仕掛けを沈め通しやすくなった。重りの石と接触時の振動や瞬間の加速を活用した鮎を掛ける新手法の開拓
がなった。ことなどから、釣果を上げた鮎掛け傘重り。 
 
【図１】鮎掛け傘重りの装着概要図である。    【図３】先留め糸が中心に留められ、傘線が広範囲に張り出

している説明図である。 

 

 

 

 

 

 

 

【図５】重りが石の隙間に挟まり湾曲、鉛玉が浮いた状態
で止まり、取り外しの容易性を示した説明図である。 

 

 

 

 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有   □無 

・実施実績      □有 ■試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導           ■有  □無 

 

 

 

 

 

 



＊ﾗｲｾﾝｽ番号･･･特許流通データベースにて特許の情報検索ができる。 

(http://www.ryutu.inpit.go.jp/PDDB/Service/PDDBService） 
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技術分野：生活・文化 

技術提供者（出願人）名：谷口 光枝 
＊登録番号  実用新案登録第 3119007 号 

＊出 願 日   2005 年 8 月 26 日 

ブレスレット装着補助具 

利用分野・適用製品 装身具 

実施効果 
１人で容易に装着できるブレスレッド装着補助具の提供。 

技術内容 
ブレスレットの留め金具の受ける側の金具の根元を小型の洗濯ばさみで挟み、手首の上で固定することによ
り、差し込む側の金具を受ける側の金具に差し込みやすくする。 
 
＜符号の説明＞ 
０１ 立体の装飾品 
０２ チェーン 
０３ 小型のクリップ 
０４ 留め金具の受ける側の金具の根元 
０５ 留め金具の受ける側の金具 
０６ 留め金具の差し込む側の金具 
０７ 鋏の内側の部分 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有   □無 

・実施実績      □有 ■試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導           ■有  □無 

 

 

 



＊ﾗｲｾﾝｽ番号･･･特許流通データベースにて特許の情報検索ができる。 

(http://www.ryutu.inpit.go.jp/PDDB/Service/PDDBService） 
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技術分野：生活・文化 

技術提供者（出願人）名：角田 勝 
＊登録番号  実用新案登録第 3112411 号 

＊出 願 日   2005 年 5 月 11 日 

救命具 

利用分野・適用製品 災害時の保護 

実施効果 
本考案は、本考案は、身体の防護性に優れ簡単に装着することができ様々な災害に十分対応することが可

能な救命具を提供することを目的とするものである。 

技術内容 
本体部１は、胸当て部１０及び背当て部１１を備えるとともに両者を繋ぐ一対の肩当て部１２ａ及び１２ｂの間に

頭部を覆うフード部１３を備えている。背当て部１１の両側には一対の連結部２ａ及び２ｂが設けられ、その先

端部を胸当て部１０の外面において固定する固定ベルト２１ａ及び２１ｂが設けられている。本体部１の内部に

は、気密性シートにより形成されたガス膨張体４０～４３が各部を連通するように設けられており、胸当て部１

０の外面には、ガス膨張体にガスを充填するガス充填装置３０が設けられている。 

 
＜符号の説明＞ 
１ 本体部 
２ 連結部 
10 胸当て部 
11 背当て部 
12 肩当て部 
13 フード部 
14 空間 
15 面ファスナー 
16 物品収容部 
17 発信器 
18 スライドファスナー 
20 面ファスナー 
21 固定ベルト 
22 ポケット部 
30 ガス充填装置 
31 ガス充填具 
32 ガスボンベ 
40～43 ガス膨張体 
50 収納部 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有   □無 

・実施実績      □有 ■試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導           ■有  □無 

 

 

 



＊ﾗｲｾﾝｽ番号･･･特許流通データベースにて特許の情報検索ができる。 
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技術分野：土木・建築 

技術提供者（出願人）名：浅野木材工業株式会社 
＊出願番号  特願 2002-332127 

＊出 願 日  2002 年 11 月 15 日 

＊公開番号  特開 2003-211412 

＊登録番号  特許第 3538194 号 

＊ﾗｲｾﾝｽ番号   L2006006834 

不燃木材の製造方法 

利用分野・適用製品 木材の不燃化法 

実施効果 
木材に対して不燃剤の含浸量を極力向上させることができる不燃木材の製造方法、更には、建築基準法とし

ても不燃木材の条件を完全に満たし、比較的簡単に製造できる不燃木材の製造方法、を提供する。 

技術内容 
木材（例えば板材Ｂ）を乾燥する乾燥工程と、木材を減圧する減圧工程と、減圧状態で木材に不燃処理剤を

含浸させる減圧含浸工程と、加圧状態で木材に不燃処理剤を含浸させる加圧含浸工程と、をそれぞれ複数

回含む不燃木材の製造方法であって、減圧工程、減圧含浸工程、加圧含浸工程とを２回行い、乾燥工程を３

回行うことを特徴とする不燃木材の製造方法。 

 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有   □無 

・実施実績      ■有 □試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 

 

   

 



＊ﾗｲｾﾝｽ番号･･･特許流通データベースにて特許の情報検索ができる。 
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技術分野：土木・建築 

技術提供者（出願人）名：岡 拓司 
＊出願番号  特願平 9-242670 

＊出 願 日  1997 年 9 月 8 日 

＊公開番号  特開平 11-77644 

＊登録番号  特許第 2909584 号 

＊ﾗｲｾﾝｽ番号   L2006004097 

４脚型ブロックの製造用型枠並びに型枠吊り上げ用治具 

利用分野・適用製品 テトラポット等の製造容易化治具 

実施効果 
４脚型ブロックを製造する製造用型枠において、上部の３枚の型板を、一体として製造されたブロックから上

方へ吊り上げて分離、移動できるようにして、脱型作業および組立作業を安全に容易に行なえるようにする。 

技術内容 
略同形の４枚の型板により組合せ構成される製造用型枠を使用して４脚型ブロックを製造する場合におい

て、上部の３枚の側面用型板を完全に分離することなく連結した状態のままで拡開可能にしてあり、３枚の側

面用型板を一体的に同時に４脚型ブロックから上方へ吊り上げ分離して移動させることができるので、脱型作

業を容易に能率よく行なうことができる。また再度の組立てにおいても、３枚の側面用型板を一度に移動で

き、また組立のための位置合せ作業も不要で容易に接合固定して組立てることができ、その作業を単純化で

きる。それゆえ、４脚型ブロックの製造における生産性向上およびコスト低下に寄与すること大である。 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績      ■有 ■試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：土木・建築 

技術提供者（出願人）名：岡 拓司 
＊出願番号  特願 2003-98641 

＊出 願 日  2003 年 4 月 1 日 

＊公開番号  特開 2004-307077 

＊登録番号  特許第 3783103 号 

＊ﾗｲｾﾝｽ番号   L2006004098 

４脚ブロックの吊り上げ用治具 

利用分野・適用製品 テトラポット等の搬送具 

実施効果 
放射方向に４本の突出脚を有する特異な形態をなしている４脚ブロックを吊り上げるための操作が容易であ

り、比較的大型で重重量物のブロックであるにも拘わらず、容易にかつ安定性よく水平姿勢に保持して吊り上

げることができ、作業性を大幅に改善できるとともに、移動中の滑り落下の危険性やコーナー部等の損傷の

発生を防止できる。 

技術内容 
４脚ブロックの吊り上げ用治具を、簡単な操作で、安定性よく水平に保持して吊り上げることができるようにす

る。 

 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績      ■有 □試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：土木・建築 

技術提供者（出願人）名：株式会社相互設備 
＊出願番号  特願平 6-186617 

＊出 願 日  1994 年 7 月 14 日 

＊公開番号  特開平 8-24834 

＊登録番号  特許第 2651560 号 

＊ﾗｲｾﾝｽ番号   L2006004497 

目詰まり解消機能を具えた濾過集水装置 

利用分野・適用製品 河川水の取水容易化装置 

実施効果 
集水部分に目詰まり解消機能を付設して、管理が煩わしく又管理コストも高く付く問題点を解決しうる濾過集

水装置を提供する。通常状態においては、水路を流れる水（河川水等）は、集水路のフイルタ孔を通過して濾

過され、集水空所に導入される。従って水位が低くても、集水路の全面より確実に濾過取水できる利点があ

る。一定期間を経てフイルタ孔が目詰まりした場合には、吹出管への水（通常は水路の水）の供給に伴う噴流

の作用や開閉装置の開閉動作に伴う水流の作用によってその目詰まりを容易に解消することができる。 

技術内容 
水路の所要長さ部分を、多数のフイルタ孔が貫設されてなる有孔の底面部を具えた集水路とし，有孔の底面

部を仕切りとして、集水路の下側に集水空所を設け，集水空所に取水路を連設し，又集水空所内には、フイ

ルタ孔に向けて水を噴出するノズル口が多数設けられてなる吹出管を配設した目詰まり解消機能を具えた濾

過集水装置である。 

 
＜符号の説明＞ 
１ 濾過集水装置 
２ 水路 
３ 集水路 
５ 集水空所 
６ 取水路 
７ 吹出管 
１０ 水路底面 
１１ 有孔の底面部 
１５ フイルタ孔 
２０ 貯水槽 
２１ 電極棒 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      □有  ■無 

・実施実績      ■有 □試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：土木・建築 

技術提供者（出願人）名：若狭技研工業株式会社 
＊出願番号  特願 2000-216465 

＊出 願 日  2000 年 7 月 17 日 

＊公開番号  特開 2001-89047 

＊登録番号  特許第 3218238 号 

ブロック室ジョイント式簡易リフト 

利用分野・適用製品 高層建築物施工時の簡易リフト 

実施効果 
各室の上端及び／又は下端に設けた梁を係止するだけで、簡易リフトを必要とする場所で、任意の高さにな

るように、各室を組み合わせて、容易に設置できるので、非常に扱い易い。また、各室の高さや構造等をそれ

ぞれ、強度あるものに設計できるので、各室を組み合わせて形成した装置全体を、安全性に全く問題のない

簡易リフトとなすことができる。 

技術内容 
頭部の機械室２に巻上機８を有し、その下の多段式ブロック室内を、巻上機８に吊り下げられたケージ３が、

電動式に昇降する簡易リフトであって、前記塔を多数の室、例えば最上段の室４と最下段の室６と一以上の

中間室５ａ、５ｂ、５ｃからなるものとし、これらを、各室の上端及び／又は下端の内壁に設けたフランジ式の梁

７の係止によって、安定して容易に上下に連結可能とした。最上段の室４と最下段の室６及び必要に応じて中

間室の一つに扉１０を設け、扉を有する壁面外側に取り付けたスイッチ９が、各室の内壁面の電線１１をコネ

クタ１２で連結した際に、機械室の制御盤１５に電気的に接続されるようになっている。  

 

Ａは使用時の側面図 
Ｂはこの装置に使用した各室の正面図 
 
＜符号の説明＞ 

１塔 ２ 機械室 ３ ケージ ４ 最上段の室 ５ａ、５ｂ、５ｃ 中間室 

６ 最下段の室 ７ 梁 ８ 巻上機 ９ スイッチ １０ 扉 １１ 電線 

１２ コネクタ １３ 突起１４ 挿入孔１５ 制御盤１６ レール１７ 板１８ ボルト孔 

 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績      ■有 □試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：土木・建築 

技術提供者（出願人）名：福井鐵工株式会社 
＊出願番号  特願 2004-198677 

＊出 願 日  2004 年 6 月 8 日 

＊公開番号  特開 2005-351057 

＊ﾗｲｾﾝｽ番号   L2006004498 

都市地下施設もしくは地下鉄への流入水及び浸水の防止装置 

利用分野・適用製品 災害時の地下街への浸水防止装置 

実施効果 
確実に都市地下施設もしくは地下鉄への流入水や浸水を防止できることに加えて、避難する人々の素早い避

難が可能になる、洪水等の自然災害発生に効果的に対処可能な、新しい方式の流入水防止装置を実現する

と共に、地下施設を従来とは逆に安全な都市空間に改良可能とし、既設の地下施設への出入り口の改造工

事も短工期で経済的に実施可能とする。 

技術内容 
最上部の階段自体をおよそ９０°に起立させて流入水防止扉に活用し、平常時はこの階段の下側に収納さ

れる面に、高さが高くなった回転上部階段の頂段と固定側の階段の最上段とを一段づつ連結する避難用階

段を設けた。この可動段に接する固定面との僅かな隙間には、浸水や漏水を確実に防止できるシール材を設

けると共に、地下施設への出入り口附近を工場で量産可能な一体型ユニットの形態として、トラック輸送をも

可能にした。  

＜符号の説明＞ 
１ 路面 
２ 入り口床 
３ シャッター 
４ 回転式の最上階段部 
５ 側面に設けた回転軸 
６ 両側の側面 
７ 鋼板 
８ 固定板 
９ 鋼板のヒンジ 
１０ 鋼板のリブ 
１１ 下面階段の収容スペース 
１２ 回転式の最上階段部の下面階段 
１３ 下面階段の先端部 
１４ 入り口床が最上階段部と接する円筒内面 
１５ 固定側階段の最上段 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      □有  ■無 

・実施実績      □有 ■試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：土木・建築 

技術提供者（出願人）名：福井窯業株式会社 
＊出願番号  特願 2003-1894001 

＊出 願 日  2003 年 7 月 1 日 

＊公開番号  特開 2005-23629 

曲がり屋根に瓦を敷設する方法 

利用分野・適用製品 曲面屋根の瓦の敷設法 

実施効果 
建築技術の改良、更に詳しくは、そり屋根や唐破風屋根、入母屋屋根などの湾曲面を有する屋根において、

縁取りが美しくて屋根曲面の体型にフィットした外観がシンプルで見栄え良く、外観的にもスッキリとまとめるこ

とができる曲がり屋根に瓦を敷設する方法に関するものである。 

技術内容 
縁取りが美しくて屋根曲面の体型にフィットした外観がシンプルで見栄え良く、外観的にもスッキリとまとめるこ

とができる曲がり屋根に瓦を敷設する方法を提供すること。 

 

＜符号の説明＞ 

１ 瓦 

１１ 固定部 

１２ 下縁 

１３ 排水耳片 

１３ａ 樋溝 

１４ 幅寄部 

１５ 排水スリット 

２ 外周瓦桟 

３ 下地瓦桟 

Ｅ 軒先 

Ｖ 螻羽 

Ｒ 棟部 

 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      □有  ■無 

・実施実績      ■有 □試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：機械・加工 

技術提供者（出願人）名：福井県（工業技術センター）

＊出願番号  特願 2004-342384 

＊出 願 日  2004 年 11 月 26 日 

＊公開番号  特開 2006-150386 

階調レーザマーキング方法と、階調画像を有する透明体 

利用分野・適用製品 ガラス窓材、企業ロゴ、照明灯部材、意匠デザイン、オーナ証明品 

実施効果 
レーザ光に対し透明性を有する薄い対象材料内に、写真画像の様な階調や陰影を持たせたマーキングを行

うことと、二次元データを元に立体的な形状の表現を行うことにより立体的な形状の表現即ち奥行きの表現を

提供する。 

技術内容 
階調マーキングの対象物１の中における、微細クラックの直径Ｄ１、Ｄ２、Ｄｎと、微細クラックの縦方向の長さ

Ｌ１、Ｌ２、Ｌｎを示したもので、Ｄ１、Ｄ２、・・・ＤｎとＬ１、Ｌ２、Ｌｎはそれぞれパルスレーザ光のＬＰｎの条件、即ち

パルス時間、レーザエネルギ、パルス照射回数に応じて微細クラックの直径が横方向にＤ１、Ｄ２、Ｄｎへと、ま

た、微細クラックの縦方向の長さがＬ１、Ｌ２、Ｌｎへと成長する過程を表す。これら微細クラックの状態は、レー

ザ光の出力、照射時間およびレーザエネルギを変動制御して形成するので、これら微細クラックの状態の違

いによりマーキングの度合いを階調として表せる。 

 

＜符号の説明＞ 
１ 階調マーキング対象物 
２ 集光レンズ 
３ レーザ光 
４ 従来の方式による内部マーキング対象物 
Ｐ 微細クラックを形成させる領域 
ＬＰ１ １個目のパルス光 
ＬＰ２ ２個目のパルス光 
ＬＰｎ ｎ個目のパルス光 
ＤＬ レーザ光の直径 
１ａ レーザ入射側の対象材料表面 
Ｚ１ レーザ光入射側表面から加工領域Ｐまでの距離 
Ｃ 微細クラック 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績      □有 ■試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：機械・加工 

技術提供者（出願人）名：国立大学法人福井大学 
＊出願番号  特願 2004-236902 

＊出 願 日  2004 年 8 月 17 日 

＊公開番号  特開 2006-57642 

＊ﾗｲｾﾝｽ番号  L2007000685 

摺動材 

利用分野・適用製品 軸受 

実施効果 
摺動面では表面が摩耗しても常時熱可塑性樹脂と金属とが同じような分布状態で露出することになり、熱可

塑性樹脂の低摩擦性並びに金属の耐摩耗性及び導電性がバランスよく安定して発揮されるようになる。そし

て、粉粒体の粒径及び金属の層厚を変化させることでこうした摺動面の特性を簡単にかつきめ細かく調整す

ることが可能となる。 

技術内容 
金属及び樹脂がバランスよく分布して安定した特性を有する摺動材を提供することを目的とするものである。

熱可塑性樹脂の表面に金属メッキ処理により金属被膜を形成した多数の粉粒体を互いに接合させて一体成

形することで、内部に金属をネットワーク状に形成させる。こうして作成された摺動材は、摺動面に金属及び

樹脂がバランスよく分布して安定した耐摩耗性及び導電性を有するものとなる。特に、水中軸受に用いること

で、電気的な導通性が安定して発揮されるようになる。 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 ■譲渡 

・サンプルの提供      ■有   □無 

・実施実績      □有 □試作 ■実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有   □無 

・技術指導          ■有   □無 
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技術分野：機械・加工 

技術提供者（出願人）名：国立大学法人福井大学 
＊出願番号  特願 2004-229561 

＊出 願 日  2004 年 8 月 5 日 

＊公開番号  特開 2006-43742 

＊ﾗｲｾﾝｽ番号   L2007000676 

接合部材のろう接方法及びろう接装置 

利用分野・適用製品 接合部材のろう接装置 

実施効果 
メッキ等により、予めろう接用の金属層を接合部材の接合端面に形成しているので、ろう接を行う際にろう接

金属を接合部材間に挿入する必要が無くなり、作業性が向上する。特に、ｍｍオーダー又は μｍオーダーの

マイクロ接合部材のろう接を容易かつ低廉なコストで行うことができる。 

技術内容 
複数の接合部材のろう接方法において、前記複数の接合部材の各々の接合端面に、ろう接用の金属層を形

成する金属層形成工程（ステップＳ２）と、前記金属層が形成された前記接合端面どうしを、所定の押圧力で

突き当てる突き当て工程（ステップＳ４）と、前記金属層を通電加熱することにより、前記金属層どうしの接触

面を全面にわたって電気的な接触状態にするための第一の通電工程（ステップＳ６）と、この第一の通電工程

の後に、前記金属層の各々を通電加熱によって溶融させ、前記接合部材を接合するための第二の通電工程

（ステップＳ７）とを有する。 

 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 ■譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績      □有 ■試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：機械・加工 

技術提供者（出願人）名：国立大学法人福井大学 
＊出願番号  特願 2004-246138 

＊出 願 日  2004 年 8 月 26 日 

＊公開番号  特開 2006-64487 

＊ﾗｲｾﾝｽ番号   L2006006684 

導電膜を表面に形成した摩耗センサ 

利用分野・適用製品 摩耗センサ 

実施効果 
産業設備の摺動部の摩耗量を段階的に、かつ、正確に測定できる摩耗センサを提供する。 

技術内容 
摩耗センサによれば、機械が稼働状態であっても、摺動部の実際の摩耗状態を監視でき、適正な時期に軸

受部の点検や交換を行うことができる。摩耗センサの段部に対応する回路の切断を検出することにより、軸

受の実際の摩耗量を段階的に検知することができ、摩耗量の変化の傾向を把握できる。検出法としては、電

気抵抗のみの単純な方法であるため、外乱に強く摩耗判定が容易である。そして、摩耗センサは単純な構造

であるので、低コストで製作ができる。 

 

＜符号の説明＞ 

１：摩耗センサ 

２：センサブロック 

３：リード線 

４：サポートブロック  

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 ■譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績      □有 ■試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：電気・電子 

技術提供者（出願人）名：福井県（工業技術センター）

＊出願番号  特願 2005-102369 

＊出 願 日  2005 年 3 月 31 日 

＊公開番号  特開 2006-284276 

感圧センサーシート 

利用分野・適用製品 圧力センサー 

実施効果 
感圧フイルムや感圧シートで、２次元平面での圧力分布の経時変化を計測するセンサー機能と感圧センサー

構造体を使用する場合の曲面への適応性、表面の平滑性、センサー構造体の一体化等の施工性・加工性の

両特性を満たす。 

技術内容 
圧縮特性と圧縮回復特性を保有する多層構造繊維構造体の上面部および下面部の両面に導電性を有する

導電糸を配置し、多層構造シートを押圧したとき、多層構造の上面部および下面部を一定間隔に保つ連結部

が圧縮され、上面部および下面部に配置した導電糸が接触する。この時両面の導電糸間の電気抵抗が変化

し、この電気抵抗変化を検知することで多層構造シート表面への圧力が検知できる。感圧センサーシートを構

成する多層構造繊維構造体の製造時に導電糸を同時に製織、製編もしくは縫製する。 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績      □有 ■試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：電気・電子 

技術提供者（出願人）名：福井県（工業技術センター）

＊出願番号  特願 2005-101733 

＊出 願 日  2005 年 3 月 31 日 

＊公開番号  特開 2006-287374 

ラジアル導波路およびラジアルラインアンテナ 

利用分野・適用製品 マイクロ波・ミリ波用軽量アンテナ 

実施効果 
ラジアルラインアンテナの軽量化を目的として、それに必要とされるラジアル導波路を電磁界の伝送量を低下

させることなく、軽量化する。 

技術内容 
地導体面上に、給電点を中心として所要数の直線導体を直立させることで、電磁界が直線導体に誘導され地

導体に沿って伝搬するようにすることで、伝送効率を損なうことなく、ラジアル導波路を軽量化する。 

 
＜符号の説明＞ 
１ … 地導体面  
２ … 直線導体 
３ … 給電のための導体 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     □許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      □有  ■無 

・実施実績      □有 ■試作 ■実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：電気・電子 

技術提供者（出願人）名：福井県（工業技術センター）

＊出願番号  特願 2005-134686 

＊出 願 日  2005 年 5 月 2 日 

＊公開番号  特開 2005-343784 

ナノ構造炭素材料の製造方法及び製造装置 

利用分野・適用製品 ナノ粒子の製造、カーボンナノチューブの製造 

実施効果 
立体放電装置を用いて品質のよいナノ構造炭素材料を量産化することが可能なナノ構造炭素材料の製造方

法及び製造装置を提供することを目的とする。 

技術内容 
放電容器１の側面部２に１２個の放電電極を上下２段に６個ずつ水平に配置する。上下の６個の放電電極

は、それぞれ６０度の角度ずつずらして配置されており、上方からみると、上下の放電電極は３０度の角度ず

つずらして配置されるように設定されている。１２個の放電電極には、交流電源部３０からそれぞれ位相差の

ある交流が印加されるようになっており、交流の印加により各放電電極にアーク放電が発生して放電電極に

囲まれる領域にプラズマ領域６が形成される。放電電極を炭素電極とすることで、プラズマ領域の高温により

放電電極から炭素が気化して高純度のナノ構造炭素材料が合成される。 

 
＜符号の説明＞ 
１ 放電容器 
２ 側面部 
３ 冷却空間部 
４ 上面部 
５ 下面部 
６ プラズマ領域 
７ 触媒体 
１０,１１,１２,１３,１４,１５ 上段放電電極 
２０,２１,２２,２３,２４,２５ 下段放電電極 
３０ 交流電源部 
４０ 供給タンク 
４１ 供給タンク 
４２ 供給弁 
４３ 供給弁 
４４ 混合器 
４５ ガス供給口 
４６ ガス排気口 
４７ 排気ポンプ 
５０，５１，５２，５３ 永久磁石 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績      ■有 □試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：電気・電子 

技術提供者（出願人）名：国立大学法人福井大学 
＊出願番号  特願 2005-124303 

＊出 願 日  2005 年 4 月 21 日 

＊公開番号  特開 2006-300785 

＊ﾗｲｾﾝｽ番号   L2007000683 

電磁波出力測定装置 

利用分野・適用製品 導波管内の電磁波出力の測定装置 

実施効果 
導波管に穿設された複数の孔部から外部に漏出した電磁波を用いて電磁波の出力測定を行うようにしている

ので、導波管内を伝搬するメインビームに対して影響を及ぼすことなく測定を行うことが可能となる。また、各

孔部から漏出する電磁波を所定波長ずつずらすことで、漏出した電磁波の干渉により平面波が形成されるよ

うになり、形成された平面波を測定することで漏出した電磁波の出力を正確に測定することが可能となる。 

技術内容 
高出力マイクロ波加熱装置は、高周波のマイクロ波出力装置としてジャイロトロン１、出力されたマイクロ

波を所望の方向に伝搬させるコルゲート導波管２及び内部に被加熱物が設置されたアプリケータ３を備えて

いる。そして、コルゲート導波管２に隣接して電磁波出力測定装置４が配置されている。コルゲート導波管２に

は管軸方向に沿って複数の孔部が形成されており、これらの孔部から外部に漏出した電磁波が干渉して形

成された平面波をアンテナ部４０で測定してコルゲート導波管２内の出力を算出する。 

 

＜符号の説明＞ 

１ ジャイロトロン 

２ コルゲート導波管 

３ アプリケータ 

４ 電磁波出力測定装置 

20 溝部 

21 孔部 

40 アンテナ部 

41 算出部 

 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 ■譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績      □有 □試作 ■実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：電気・電子 

技術提供者（出願人）名：国立大学法人福井大学 
＊出願番号  特願 2003-409507 

＊出 願 日  2003 年 12 月 8 日 

＊公開番号  特開 2005-106797 

＊ﾗｲｾﾝｽ番号    L2005008859 

測定装置、測定システムおよび測定方法 

利用分野・適用製品 物体の微少変位、物体表面の凹凸を測定する装置 

実施効果 
物体の被測定面の変位に応じて、測定装置の第１光学素子および第２光学素子における受光量を測定する

ことによって、計算装置が、予め被測定面の変位と受光量との関係を決定し、記憶する。これによって、測定

装置で受光量を得ると、計算装置で受光量と被測定面の変位との関係から物体の被測定面の変位を得るこ

とができるので、簡単でかつリアルタイムでの変位の測定が可能となる。 

技術内容 
物体の測定面Ｘからの反射光をハーフミラーＢＳ２によって二光束に分けて、ピンホールＡ１を介したフォトダイ

オードＰＤ１・ピンホールＡ２を介したフォトダイオードＰＤ２にて光量を測定する。ハーフミラーＢＳ２の手前に配

置した接眼レンズＬ１の焦点距離ｆ１よりも遠い位置にピンホールＡ１を配置し、焦点距離ｆ１よりも近い位置に

ピンホールＡ２を配置しているので、フォトダイオードＰＤ１・ＰＤ２の受光量Ｓ１・Ｓ２は、測定面Ｘの変位に応じ

てそれぞれ増減または減増する。変位に応じた受光量Ｓ１－Ｓ２の変化を予め計測しておくことによって、受光

量Ｓ１・Ｓ２に応じて、測定面Ｘの変位を高精度に得ることができる 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 ■譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績      □有 ■試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：電気・電子 

技術提供者（出願人）名：国立大学法人福井大学 
＊出願番号  特願 2005-83724 

＊出 願 日  2005 年 3 月 23 日 

＊公開番号  特開 2006-266799 

光ファイバセンサ装置 

利用分野・適用製品 土木建築施設、構造体等の歪み検出 

実施効果 
ＦＢＧと同様に高速で歪や温度変化の計測を行うことができる。また、単一波長の光源を用いることができる

ので、光源の価格も安価で、かつ、センサの個数をＦＢＧよりも増やすことができ、短距離から長距離まで広範

囲に測定することができる汎用性のある光ファイバセンサ装置を得ることができる。 

技術内容 
監視対象２の歪を、光ファイバ１１によって検出する光ファイバセンサ装置１において、光ファイバ１１のコア１

１ａ内に設けられた一枚ないし複数枚の屈折率変化によるフレネル反射板１２ａ，１２ａを前記軸線に対して直

交するように対向配置した一つ又は複数の歪センサ部１２と、この歪センサ部１２を監視対象２の歪測定部位

に取り付ける取付部材２１と、この歪センサ部１２に向けて単一波長の光を照射する光源ＬＤと、反射板１２ａ

によって反射された光を受光する受光部ＰＤと、この受光部ＰＤによって受光された反射光の強度変化の有無

から、監視対象２の歪の有無を判断する信号処理部１５とを有する。 

＜符号の説明＞ 

１ 光ファイバセンサ装置 
１１ 光ファイバ 
１１ａ コア 
１２ 歪センサ部 
１２′ 温度センサ部 
１２ａ，１２ａ′ 反射板 
１３ 方向性結合器 
２ 監視対象 
２１ 取付部材 
３１，３２ 歪方向変換部材 
３３ 温度変化検出部材 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績      □有 ■試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：化学・薬品 

技術提供者（出願人）名：福井県（工業技術センター）

＊出願番号  特願 2004-278751 

＊出 願 日  2004 年 9 月 27 日 

＊公開番号  特開 2006-88080 

＊登録番号  特許第 3738447 号 

ダイオキシン類吸着剤 

利用分野・適用製品 焼却炉排ガス中のダイオキシン類除去剤 

実施効果 
テレフタル酸カルシウム塩の炭化物をダイオキシン類吸着剤として使用する際は、その粉体特性からそのま

まの状態で使用できる。即ち、従来の市販活性炭と異なり、粉砕・粒度調整処理や賦活処理を行う必要がな

く、その分製造コストの低減が図られる。  

 

技術内容 
テレフタル酸の水溶液から調製されたテレフタル酸カルシウム塩の炭化物を利用する。 

 

 

図無し 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績      □有 ■試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：化学・薬品 

技術提供者（出願人）名：福井県（工業技術センター）

＊出願番号  特願 2006-189068 

＊出 願 日  2006 年 7 月 10 日 

＊公開番号  特開 2006-328414 

有機高分子材料の難燃加工方法 

利用分野・適用製品 インテリア分野（カーテン他） 

実施効果 
本発明は、安全性に優れたシリコーン化合物を用いて、有機高分子材料に高い難燃性を付与し得る難燃加

工方法を提供することを目的とするものである。 

 

技術内容 
全有機基数の８０％以上がフェニル基であると同時に少なくとも６０モル％以上が分子式ＲＳｉＯ3/2（Ｒは有機

基）で示される単位を含み、分子式ＳｉＯ2 単位が２０モル％未満、分子式Ｒ3ＳｉＯ1/2 が単位が２０モル％未満、

分子式Ｒ2ＳｉＯ単位が４０モル％未満のシリコーン化合物であって、１５０℃以上の温度雰囲気下で溶融して有

機高分子材料の燃焼ガスにより発泡可能なシリコーン化合物を主成分とする後加工用難燃剤を、有機高分

子材料の加工表面にコーティング又はディッピングして乾燥させることで難燃機能層を形成する。 

 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      □有  ■無 

・実施実績      □有 ■試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：化学・薬品 

技術提供者（出願人）名：福井県（工業技術センター）

＊出願番号  特願 2003-283656 

＊出 願 日  2003 年 7 月 31 日 

＊公開番号  特開 2005-46793 

＊登録番号  特許第 3851935 号 

光触媒の製造方法及び光触媒 

利用分野・適用製品 薄膜分野（有機基材上） 

実施効果 
薄膜の透明性を活かし、有機基材の脆化を防ぐ構造を持ち、そしてできるだけ少ない処理工程で光触媒膜を

作成する方法を提供する。 

 

技術内容 
ターゲットとして金属チタンを用いてスパッタリングすることによって、有機基材表面に非晶質の酸化チタン層

を形成させ、続いてさらにその上に少なくともアナターゼタイプの結晶を含む酸化チタン層を形成させる。 

 
 

 
 
 
 
 

※図無し 

 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      □有  ■無 

・実施実績     □有 □試作 ■実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：化学・薬品 

技術提供者（出願人）名：福井県（工業技術センター）

＊出願番号  特願 2003-320378 

＊出 願 日  2003 年 8 月 7 日 

＊公開番号  特開 2005-54161 

後加工用難燃剤と、それを用いた難燃加工品及びその加工方法 

利用分野・適用製品 インテリア分野（カーテン他） 

実施効果 
ハロゲン化合物を用いずに、有機高分子材料に高い難燃性を付与し得る後加工用難燃剤を提供することと

し、更に、その後加工用難燃剤により難燃性を付与した難燃加工品と、その加工方法を提供する。 

 

技術内容 
有機高分子材料の表面に、所定の温度に達した際、溶融し発泡するシリコーン化合物の層を形成すること

で、有機高分子材料に従来よりも高い難燃性を付与する。 

 

 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      □有  ■無 

・実施実績     □有 ■試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：化学・薬品 

技術提供者（出願人）名：福井県（工業技術センター）

＊出願番号  特願 2004-101946 

＊出 願 日  2004 年 3 月 31 日 

＊公開番号  特開 2005-281637 

酸化防止剤 

利用分野・適用製品 光触媒を利用した酸化防止剤 

実施効果 
光触媒機能を応用した持続性のある酸化防止剤を提供する。 

 

技術内容 
酸化防止剤の組成を光触媒機能を有する酸化チタンと１つの元素で複数の酸化数を持ちうる金属化合物と

から構成することで、酸化チタンを介してこの金属化合物自身の異なる酸化数間での酸化還元反応が可逆的

に繰り返される。 

 
 
 
 
 
 
 
 

※図無し 

 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      □有  ■無 

・実施実績     □有 □試作 ■実験 □無 

・共同開発・研究の意思  □有  ■無 

・技術指導          □有  ■無 

 



＊ﾗｲｾﾝｽ番号･･･特許流通データベースにて特許の情報検索ができる。 

(http://www.ryutu.inpit.go.jp/PDDB/Service/PDDBService） 
 

- 42 - 

技術分野：化学・薬品 

技術提供者（出願人）名：福井県（工業技術センター）

＊出願番号  特願 2003-283657 

＊出 願 日  2003 年 7 月 31 日 

＊公開番号  特開 2005-47877 

テレフタル酸の回収方法 

利用分野・適用製品 減量加工排液、PET からのテレフタル酸の回収 

実施効果 
アルカリ減量加工廃液中のテレフタル酸を高収率で、かつ、金属腐食を生じさせずに回収する方法を提供す

る。 

 

技術内容 
テレフタル酸の水溶液に水酸化カルシウム粉末を添加分散させておき、無機酸を加えることでテレフタル酸カ

ルシウムの生成を進行させる。 

 

 

 

 

 

 

 

図無し  

 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績     □有 ■試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：化学・薬品 

技術提供者（出願人）名：国立大学法人福井大学 
＊出願番号  特願 2005-166205 

＊出 願 日  2005 年 6 月 6 日 

＊公開番号  特開 2006-305542 

＊ﾗｲｾﾝｽ番号   L2007000684 

水の光還元体及びその製造方法 

利用分野・適用製品 水素燃料電池 

実施効果 
従この水の光還元体は、基体の表面に発泡作用により多数の外部連通路が形成されているので、外部連通

路の内面を含めると表面積が格段に大きくなり、基体に含有される光励起有機半導体が外部から照射する

光を受けて活性化する効率が格段に向上する。 

 

技術内容 
高分子材料内に光励起有機半導体を分散して含有するとともに発泡作用により多数の外部連通路が表面に

形成された基体と、前記外部連通路内に分散された水還元触媒とを有する水の光還元体である。基体は、ポ

リプロピレン、ポリエチレンテレフタレート等から選択される高分子材料からなる。光励起有機半導体は、ポル

フィリン誘導体、ルテニウムビピリジン錯体誘導体等から選択される有機半導体である。水還元触媒は、Ｐｔ、Ｉ

ｎ、Ｎｉ、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｐｔ、Ｒｈの中から選択される。水の光還元体１は、基体２の表面に超臨界流体又は亜臨

界流体の発泡作用により多数の外部連通路３が形成されているので、外部連通路３の内面を含めると表面

積が格段に大きくなり、基体に含有される光励起有機半導体４が外部から照射する光を受けて活性化する効

率が格段に向上する。外部連通路３の内面に水還元触媒５を付着させているので、光が照射される光励起有

機半導体４に近接して水還元触媒５が配置され、光励起有機半導体４から水還元触媒５への電子の移動が

容易となり、水素生成効率を格段に高めることが可能となる。 

 

＜符号の説明＞ 

１ 光還元体 

２ 基体 

３ 外部連通路 

４ 光励起有機半導体 

５ 水還元触媒 

 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績     □有 □試作 ■実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：化学・薬品 

技術提供者（出願人）名：株式会社ミヤゲン 
＊出願番号  特願 2001-181804 

＊出 願 日  2001 年 6 月 15 日 

＊公開番号  特開 2002-371200 

＊登録番号  特許第 3429288 号 

生分解性合成樹脂成形用樹脂液、およびこれを用いる成形品の製造方法 

利用分野・適用製品 生分解性樹脂 

実施効果 
アセチルセルロースと生分解性合成樹脂とを相溶化剤と共に共通溶媒中にミクロな分子コロイド状態に均一

に分散せしめた生分解性樹脂液を用いて生分解性成形物を製造するので、成形組織の均一性に優れて温

度変化にも耐性が強く、しかも力学的強度も優れた高品質の生分解性合成樹脂成形品を安価に効率的に製

造することが可能である。 

 

技術内容 
合成樹脂成形体としての組織が均一性に良好で温度変化にも耐性が強く、しかも力学的強度も秀れた高品

質の生分解性合成樹脂成形品を効率的に製造できる成形用樹脂液と、そのような樹脂液を用いて生分解性

合成樹脂成形品を製造する方法を提供すること。 

  

 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績     □有 ■試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：化学・薬品 

技術提供者（出願人）名：宮川 隆 
＊出願番号  特願 2000-152169 

＊出 願 日  2000 年 4 月 13 日 

＊公開番号  特開 2001-354484 

＊登録番号  特許第 3840038 号 

吸着性セラミックスの製造方法 

利用分野・適用製品 安価な吸着素材 

実施効果 
悪臭をはじめとする各種不純物を吸着する事を特徴とするセラミックスの製造方法。  

技術内容 
針葉樹の燃焼灰に対し、１０～２０重量％の金属酸化物及び１５～３０重量％の有機バインダーを混練後７００

～９００℃で焼成して吸着性セラミックスを製造する。 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績     □有 ■試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：化学・薬品 

技術提供者（出願人）名：宮川 隆 
＊出願番号  特願平 11-357864 

＊出 願 日  1999 年 11 月 10 日 

＊公開番号  特開 2001-137611 

杉葉エキスの抽出方法 

利用分野・適用製品 肌に優しい化粧水 

実施効果 
浴用剤または化粧品などの添加物として最適とする杉エキスを得る為の新規の抽出方法を提供するもので

ある。 

技術内容 
煮沸殺菌処理を施した杉葉に対し、０．１～３重量％の米麹または、０．５～５．０重量％の酵素を添加すると

共に、ｐｈが６～７．５になるように調節し、所定時間経過後に濾過処理を施してその抽出液を得る様にした杉

葉エキスの抽出方法。 

 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績     ■有 □試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：繊維・紙 

技術提供者（出願人）名：福井県（工業技術センター）

＊出願番号  特願 2003-193893 

＊出 願 日  2003 年 7 月 8 日 

＊公開番号  特開 2005-29912 

開繊繊維シートの製造方法、開繊繊維シートを補強基材とする熱可塑性樹脂

含浸プリプレグシートの製造方法、ならびに開繊繊維シートの製造装置、 

および開繊繊維シートの熱可塑性樹脂含浸装置 
利用分野・適用製品 複合材料、シート作成分野 

実施効果 
次の技術的課題を解決できる方法と装置を提供する。 １．繊維が平行・均一な密度の開繊繊維シートを製造

する。 ２．開繊繊維シートに熱可塑性樹脂が一様に含浸せるプリプレグシートを効率的に製造する。 

技術内容 
シート状に流送される開繊繊維束群の全幅を、交差方向へ断続的に局部押圧し、かつ、幅方向に沿って直線
的に進退摩擦して開繊繊維シートを製造する。また、開繊繊維シートに同幅の熱可塑性樹脂シートを帯熱溶
融状態で会合させて全面的に含浸させる。 

 
＜符号の説明＞ 
１ 繊維束供給機構 
１ａ リール 
２ 案内ロール機構 
２ａ 案内ロール 
３ 繊維束整列機構 
３ａ 櫛歯 
４ 支持ロール列 
４１ 第１支持ロール 
４２ 第２支持ロール 
４３ 第３支持ロール 
５ 線状面圧付与機構 
５１ （進退フレームの）ビーム 
６ 摺転機構 
６１・６２ 摺転ロール 
７ 規制バー 
８ 繊維束引取部 
８ａ 押圧ロール 
９ 樹脂シート供給部 
９′ 熱可塑性合成繊維不織布供給部 ９″ 押出成形機構 
ｔ１ 材料供給部 ｔ２ Ｔダイ ｔ３ スリット部 １０ リリース・シート供給部 
１１ 樹脂加熱融合機構部 １１ａ 加熱板  １１ｂ 加熱ロール １１ｃ 加熱ロール １１ｄ 加熱ロール 
１２ａ プリプレグ引取ロール １３ リリース巻取リール １４ 樹脂受けロール １５ 欠取りナイフ 
１６ａ・１６ｂ・１６ｃ 冷却ロール Ｆ 開繊繊維シート Ｆｂ 開繊繊維束 Ｄ 張力調整ダンパー 
Ｄｒ 受圧ロール Ｇ ガイドロール Ｐ プリプレグシート Ｒ 巻取りビーム Ｒｓ リリース・シート 
Ｓ 開繊繊維束群 Ｓｔ 熱可塑性樹脂シート Ｓｔ′ 熱可塑性合成繊維不織布 
Ｓｔ″ （帯熱溶融状態の）熱可塑性樹脂シート 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績     ■有 □試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：繊維・紙 

技術提供者（出願人）名：福井県（工業技術センター）

＊出願番号  特願 2003-422572 

＊出 願 日  2003 年 12 月 19 日 

＊公開番号  特開 2005-179829 

テープ状繊維束を用いた混繊繊維束の製造方法およびその製造装置 

利用分野・適用製品 複合材料、シート作成分野 

実施効果 
複数本の繊維束が連続して均一に混じり合い、丸断面形態またはテープ状形態をした混繊繊維束について

製造することができる方法、およびそのための製造装置について提供する。 

 

技術内容 
複数本のテープ状形態にある繊維束を用いて、当該複数本のテープ状繊維束を重ね合わせた後加撚を行う

方法、当該複数本のテープ状繊維束を重ね合わせて開繊した後加撚を行う方法、当該複数本のテープ状繊

維束を重ね折りして開繊する方法、そして、当該複数本のテープ状繊維束を重ね折りして開繊した後加撚を

行う方法などを用いて混繊を行うことにより、複数本の繊維束が単繊維レベルで均一に混繊した、丸断面形

態の混繊繊維束またはテープ状形態の混繊繊維束を得る。 

 
＜符号の説明＞ 

1 テープ状繊維束供給機構 
2 重ね合わせ機構 
3 撚糸機構 
4 開繊機構 
5 重ね折り機構 
6 幅方向維持機構 
Ta テープ状繊維束 
Tb テープ状繊維束 
W 重ね合わせ繊維束 
V 重ね折り繊維束 
C 混繊繊維束 
TC テープ状形態の混繊繊維束、 
またはテープ状混繊繊維束 
 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績     ■有 □試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：繊維・紙 

技術提供者（出願人）名：福井県（工業技術センター）

＊出願番号  特願平 11-146547 

＊出 願 日  1997 年 4 月 25 日 

＊公開番号  特開 2000-8261 

＊登録番号  特許第 3146200 号 

マルチフィラメントの開繊シ―ト、同複合開繊シ―ト 
利用分野・適用製品 複合材料、薄層シート作成分野 

実施効果 
構成マルチフィラメントが切れることなく連続して１本１本が真っ直ぐに延びて、しかも互いに平行で一定密度

で必要な幅を成して均一に整然と並んで手羽立ちなどの障害のない良質の開繊シート、ならびに同種又は異

種のマルチフィラメント糸開繊シートを素材とした広幅の開繊シートを提供すること。 

技術内容 
マルチフィラメントに吸引気流を通過させて各々の構成フィラメントを、幅方向に解き分けて平行的に整列せし
めた。 

 
＜符号の説明＞ 
１ 給糸部 
16 解舒糸位置検出センサー  
17 解舒糸張力センサー 
２ 巻取部 
３ フロントフィーダ 
３′ バックフィーダ  
31 トップロール  
32 ボトムロール  
33 サーボモータ  
34 エアシリンダ 
４ 吸引風洞  
41 吸引口  
42 バキュームポンプ  
43 気流調整バルブ  
44 撓み測定センサー  
45 入口ガイドロール  
46 出口ガイドロール 
５ 予備解延機構 
Ｆ マルチフィラメント 
 FS 開繊シート 
 FS1 ・ FS2 ・ FS3 開繊シート 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績     ■有 □試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：繊維・紙 

技術提供者（出願人）名：福井県（工業技術センター）

＊出願番号  特願 2000-313093 

＊出 願 日  2000 年 10 月 13 日 

＊公開番号  特開 2002-115143 

開繊シートの製造装置及び方法 

利用分野・適用製品 複合材料、薄層シート作成分野 

実施効果 
開繊能力において優れると共に、開繊を多段、もしくは多数の繊維束を対象として行う場合にあっても、必要

となる動力が少ない開繊シートの製造装置もしくは製造方法を得る。  

 

技術内容 
開繊部１７に、繊維束２をオーバーフィード状態で供給し、この繊維束２の流送方向に交差させて、液体流を

当てて開繊を行う。 

 

＜符号の説明＞ 
１ 開繊シートの製造装置 
２ 繊維束 
６ 本開繊機構 
８ 駆動ローラ機構 
９ 給糸調整用検出部 
１０ 絞りローラ機構 
１１ 従動ローラー機構 
１７ 開繊部 
１９ 開繊用ロール 
２１ 開繊シート 
２２ 循環ポンプ 
２３ 吸引流路 
２４ 貯液部 
２５ 整流流路形成体 
２６ 吸引流路形成体 
２７ 整流流路 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      □有  ■無 

・実施実績     □有 □試作 □実験 ■無 

・共同開発・研究の意思  □有  ■無 

・技術指導          □有  ■無 
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技術分野：繊維・紙 

技術提供者（出願人）名：国立大学法人福井大学 
＊出願番号  特願 2005-005822 

＊出 願 日  2005 年 1 月 13 日 

＊公開番号  特開 2006-196280 

＊ﾗｲｾﾝｽ番号   L2007000677 

複合シート体及びその製造方法 

利用分野・適用製品 水素燃料電池 

実施効果 
繊維材料及び水素吸蔵合金微粉末を混合して分散させた水溶液を抄紙してシート状に成形し、成形されたシ

ート体を乾燥させるので、抄紙の際に水素吸蔵合金微粉末がシート体内部に分散されるようになり、水素吸

蔵合金微粉末はシート体内部に確実に保持される。 

技術内容 
水素吸蔵合金の微粉化に伴う脱落を抑止するとともに容易に変形可能な複合シート体及びそれを簡単な工

程で製造することができる製造方法を提供することを目的とするものである。 

 

複合シート体の製造工程を示す説明図 

＜符号の説明＞ 

１ 複合シート体 

２ 繊維構造体 

３ 水素吸蔵合金微粉末 

20 複合シート体 

21 繊維層 

22 微粉末層  

 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 ■譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績     □有 □試作 ■実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：繊維・紙 

技術提供者（出願人）名：西田殖産株式会社 
＊登録番号  実用新案登録第 3107147 号 

＊出 願 日   2003 年 10 月 21 日 

ポケット紐束 

利用分野・適用製品 絡まない紐の束 

実施効果 
適当な長さを切り取りながら使用する紐束において、紐束の残りが最後まで絡まずに使用でき、ポケット等の

中に入れてもポケット内の他の物とも絡まない紐束を提供することを目的とする。さらに、作業時において、身

体の屈伸なく、常に紐の先端が手の届くところにあることにより、より作業がスムーズになることを、目的とす

る。 

技術内容 
ここで述べる紐とは、材料は問わず、糸程度の太さ以上であるもの。プラスチック材料を使用した薄膜状のフ

ィルム紐等も含む。 

 

＜符号の説明＞ 

１ 紐束 

２ 中央端 

３ 外側端 

４ 収納袋 

５ 通過口 

紐束の巻きつけ状態を示した説明図           ポケット紐束の状態を示した説明図 

 

          

 

 
 
ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績     ■有 □試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：繊維・紙 

技術提供者（出願人）名：西田殖産株式会社 
＊登録番号  実用新案登録第 3114304 号 

＊出 願 日   2005 年 6 月 2 日 

拭取り具 

利用分野・適用製品 DVD 等の表面の汚れ取り具 

実施効果 
厚肉構成部を持つ事により、手に持って汚れを落とす際には持ちやすく、ケースなどに貼り付けた場合はクッ

ション性の高い発泡部材により、被清掃部材に適度にタッチさせることができるという利点がある。 

 

技術内容 
光カード、手鏡、ガラス製品、円盤状の情報記録媒体等の光沢面を有する物品に付着した汚れを拭き取るの

に使用する拭取り具であって、厚みのありながら、安価な拭取り具を提供する。 

 

＜符号の説明＞ 

１１ 清拭部 

１２ 肉厚構成部 

２２ パチンコ玉 

拭取り具の断面図 

 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績     ■有 □試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 

 

  

 

 



＊ﾗｲｾﾝｽ番号･･･特許流通データベースにて特許の情報検索ができる。 

(http://www.ryutu.inpit.go.jp/PDDB/Service/PDDBService） 
 

- 54 - 

技術分野：繊維・紙 

技術提供者（出願人）名：勝倉 彰三 

＊出願番号  特願平 8-253548 

＊出 願 日  1996 年 9 月 25 日 

＊公開番号  特開平 10-102349 

＊登録番号  特許第 2889194 号 

＊ﾗｲｾﾝｽ番号   L2006004595 

耐弾織物の製織方法および装置 

利用分野・適用製品 防弾チョッキ 

実施効果 
耐弾織物の製織方法、さらにその製織のために用いる整経装置および開繊装置を提供する。この製織方法

によれば、たて糸は開繊した状態で糊付けしたマルチフィラメント糸を乾燥してウォータジェット織機に仕掛

け、よこ糸は、そのような開繊も糊付けもすることなく、水の噴流によって飛走してよこ入れするようにしたの

で、よこ糸は水によって適切に開繊させることが容易である。また、糊としてポリビニルアルコールまたはアク

リル系糊材を用い、これによってマルチフィラメント糸の開繊した状態を保持し、しかも乾燥が容易である。 

 

技術内容 
無撚のマルチフィラメント糸を巻いた複数の各ボビンを支持するクリールと、ボビンから引き出されるマルチフ

ィラメント糸に張力を与える張力付与手段と、張力付与手段からのマルチフィラメント糸の全体の横断面が偏

平になるようにフィラメントを並べる開繊装置と、開繊装置の下流側に配置され、開繊装置からのマルチフィラ

メント糸に糊付けをする糊付け装置と、糊付け装置の下流側に配置され、マルチフィラメント糸に付着した糊を

乾燥する乾燥装置と、乾燥装置によって乾燥されたマルチフィラメント糸に張力を与えつつ巻き取る巻き取り

手段とを含む整経装置である。 

＜符号の説明＞ 

１ 整経装置２ クリール３ マルチフィラメント糸４ 開繊装置５ 糊付け装置６ 乾燥装置７ 巻き取り装置８ ビ

ーム１０，１１，１２ 除電手段１３ ボビン１５ 案内部材１６ 案内孔１７ 張力付与手段１９ 支持軸２０，２１ テ

ンションワッシャ３５ 張力付与手段３８ 糊３９ サイズボックス４２，４３ 糊付けローラ５０，５１ ローラ５４ ハウ

ジング５５ 熱源５６ 送風装置６１ ビーミング装置６２ ワープビーム６８ ウォータジェット織機６９ よこ糸７０ 

測長ロール７１ 押えローラ７３ 案内片７４ ウォータジェットノズル７５ タンク７６ ジェットポンプ７８ ノズル孔８

０ 駆動手段８１ ヘルド８２ ひ口８３ おさ 

 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績     □有 ■試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：食品・バイオ 

技術提供者（出願人）名：国立大学法人福井大学 
＊出願番号  特願 2005-095832 

＊出 願 日  2005 年 3 月 29 日 

＊公開番号  特開 2006-271268 

＊ﾗｲｾﾝｽ番号   L2007000681 

サイトカイン産生ヒト細胞株 

利用分野・適用製品 研究用試薬 

実施効果 
このサイトカイン産生ヒト細胞株は、炎症や免疫応答、癌、ウイルス感染などの生体反応に関わるサイトカイ

ン・ケモカインネットワークの基礎的研究、受容体やアンタゴニストのスクリーニング、あるいはサイトカインが

関連する腫瘍、炎症性疾患、アレルギー性疾患等の病態解析に大きく貢献する。 

技術内容 
サイトカインとケモカインとを自立的に産生するサイトカイン産生ヒト細胞株である。サイトカインは、炎症性サ

イトカインである。炎症性サイトカインは、インターロイキン－６である。ケモカインは、インターロイキン－８お

よび／またはｒａｎｔｅｓである。ヒト胸腺癌細胞から樹立したヒト細胞株である。ヒト胸腺癌細胞から樹立したヒト

細胞株であって、インターロイキン－６、インターロイキン－８およびｒａｎｔｅｓを自立的に産生する細胞株Ｔｈｙ－

Ｌ（ＦＥＲＭ Ｐ－２０４２４）である。胸腺癌におより死亡した患者から、インフォームドコンセントに基づいて癌組

織を分離し、非癌細胞を除去して少なくとも９５％以上に純化した癌細胞を得た。この癌細胞を１０％ウシ胎児

血清含有のＦＲＭＩ１６４０培地で、約１×１０↑６細胞／ｍｌの濃度で浮遊培養した（５％ＣＯ↓２、３７℃）。安定

して細胞増殖するまで、３日ごとに培地を部分的に交換して培養を継続した。培養した細胞から、１年以上に

わたって安定に増殖する細胞の存在を確認し、細胞株として樹立した。この細胞株をＴｈｙ－６と命名した。 

 
＜図＞ 

ThyL-6 細胞株が産生するサイトカインを 

分析したサイトカイン抗体アレイ像である。 

 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 ■譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績     □有 □試作 ■実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：食品・バイオ 

技術提供者（出願人）名：国立大学法人福井大学 
＊出願番号  特願 2005-030858 

＊出 願 日  2005 年 2 月 7 日 

＊公開番号  特開 2006-212000 

＊ﾗｲｾﾝｽ番号   L2007000679 

難分解性物質の分解菌及びそれを用いた環境の浄化方法 

利用分野・適用製品 バイオレメディエーション 

実施効果 
芳香族化合物やハロゲン化有機化合物、染料などの有害物質である難分解性物質を効率よく分解すること

ができる、日本国内で分離した新規な微生物を提供する。また、その微生物を用いて難分解性物質を分解

し、環境を浄化する方法を提供する。この微生物はダイオキシン類を始め、芳香族化合物・ハロゲン化有機化

合物など、いずれの難分解性物質についても極めて優れた分解能を発揮する。この白色腐朽菌は通常の栄

養条件下（培養条件下）で極めて高い分解能が得られる点で、産業上極めて有用であり、環境の浄化に有意

に活用できる。 

技術内容 
芳香族化合物やハロゲン化有機化合物、染料などの有害物質である難分解性物質を効率よく分解すること

ができる、日本国内で分離した新規な微生物を提供すること。  

芳香族有機化合物等の環境汚染物質に汚染された環境を改善するのに極めて有効な新規な白色腐朽菌

株、および当該白色腐朽菌株を用いた低コストで二次廃棄物等の発生が少ない環境汚染物質の分解方法の

提供。 

 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 ■譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績     □有 □試作 ■実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：食品・バイオ 

技術提供者（出願人）名：福井県立大学

＊出願番号  特願 2002-229285 

＊出 願 日  2002 年 6 月 21 日 

＊公開番号  特開 2004-33199 

遺伝子改変の方法により、巨大粒を結実する多収性穀類の作出方法 

利用分野・適用製品 多収性穀物 

実施効果 
遺伝子改変の方法により確実な品種改良を行い、巨大粒を結実する多収性植物を作出すること。 

技術内容 
植物３量体Ｇタンパク質αサブユニット遺伝子が欠損すると、種子が短粒になることが知られていた。よって、

植物３量体Ｇタンパク質αサブユニット遺伝子を恒常的に活性型にすることにより、粒型の大きい種子を結実

する形質転換体が得られる。本発明は、植物３量体Ｇタンパク質 α サブユニット遺伝子が常に活性型を示す

ように遺伝子改変を行い、当該遺伝子を穀類（イネ等）に導入することにより多収性植物を育種するものであ

る。 

 
＜符号の説明＞ 
ａ  日本晴 
ｂ  大黒ｄ１（ＤＫ２２） 
ｃ１、ｃ２、ｃ３、ｃ４、ｃ５  イネ３量体Ｇタンパク質αサブユニット改変型遺伝子を導入した形質転換体（５
つはそれぞれ独立の形質転換体） 

 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績     □有 □試作 ■実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：食品・バイオ 

技術提供者（出願人）名：福井県立大学 
＊出願番号  特願 2005-71544 

＊出 願 日  2005 年 3 月 15 日 

＊公開番号  特開 2005-296005 

γ－グルタミルシステイン合成酵素の阻害剤のスクリーニング方法 

利用分野・適用製品 阻害剤のスクリーニング法 

実施効果 
寄生虫等に特異的な γ－グルタミルシステイン合成酵素（γＧＣＳ）の阻害剤のスクリーニング方法の提供を

目的とする。  

 

技術内容 
大腸菌 γＧＣＳの第１３２番目に相当するアミノ酸残基が、アルギニンであるヒト型 γＧＣＳと、前記第１３２番

目に相当するアミノ酸残基が、アルギニン以外である非ヒト型 γＧＣＳとを準備し、予め準備した薬剤候補化

合物を、前記ヒト型及び非ヒト型 γＧＣＳのそれぞれと接触させて、結合の強さをそれぞれ評価し、前記ヒト型

γＧＣＳよりも前記非ヒト型 γＧＣＳにより強く結合する前記薬剤候補化合物を選択する工程を含む。本発明

のスクリーニング方法に用いる薬剤候補化合物の設計は、大腸菌 γＧＣＳと基質遷移状態アナログとの共結

晶であり、空間群が、Ｐ２1である結晶を解析して得られるγＧＣＳの立体構造データに基づくことが好ましい。

 

 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      □有  □無 

・実施実績     □有 □試作 ■実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：食品・バイオ 

技術提供者（出願人）名：福井県立大学 
＊出願番号  特願 2004-299224 

＊出 願 日  2004 年 10 月 13 日 

＊公開番号  特開 2006-109735 

コムギグルテニンを蓄積する形質転換イネおよびその作出方法 

利用分野・適用製品 小麦代替植物 

実施効果 
製パン性に関与するタンパク質を蓄積するコムギ代替植物の提供。  

技術内容 
コムギグルテニンタンパク質 GluD1 y タイプ 10 番をコードする以下の(a)又は(b)の遺伝子を含有する、形質転

換イネ。(a) 特定の塩基配列を有する DNA からなる遺伝子、又は(b) 特定のアミノ酸配列からなるタンパク質

をコードする遺伝子。 

 

 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      □有  □無 

・実施実績     □有 □試作 ■実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：食品・バイオ 

技術提供者（出願人）名：福井県立大学 
＊出願番号  特願 2004-251466 

＊出 願 日  2004 年 8 月 31 日 

＊公開番号  特開 2006-67806 

プロリン蓄積型形質転換酵母とその作成方法及び該酵母を

用いた清酒の製造方法 
利用分野・適用製品 味や風味の改善された清酒 

実施効果 
遺伝子組換えにより、プロリンを細胞内に蓄積し、その一部を細胞外に分泌する形質転換酵母を育種するこ

とにより、エタノール耐性がよく、かつ味や風味が改善された清酒の製造を可能とする。 

 

技術内容 
次のａ）からｃ）の工程を経てプロリン蓄積型形質転換酵母を作製する。ａ） 酵母内プロリン代謝経路におい

て、分解系の最初のプロリン分解酵素の遺伝子を破壊し、プロリン分解系の抑制工程、ｂ）同代謝経路におい

て、合成系の最初のプロリン合成酵素をコードする遺伝子の変異株を得るプロリン合成系の強化工程及びｃ）

耐性株と感受性株との選別工程。また、該酵母を用いて清酒を醸造する。 

 

 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績     □有 □試作 ■実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：金属材料 

技術提供者（出願人）名：福井県（工業技術センター）

＊出願番号  特願 2005-101911 

＊出 願 日  2005 年 3 月 31 日 

＊公開番号  特開 2006-281243 

高融点金属の高圧鋳造方法およびダイカスト装置 

利用分野・適用製品 医療分野（携帯情報端末）、眼鏡 

実施効果 
高融点金属のダイカストにおいて、射出スリーブ内壁における凝固層の形成と射出スリーブの熱変形に起因

する問題を効果的に解決し、短時間で溶湯を鋳型キャビティに射出充填する高融点金属の高圧鋳造方法と

ダイカスト装置を提供する。 

技術内容 
射出スリーブ１とプランジャチップ２で射出容器を構成して、その内部に鋳込材料を装填し、該射出容器を鋳

込口から分離させた状態で誘導加熱コイル１５内に配置して前記射出容器の加熱と鋳込材料の溶解を行なっ

た後、前記射出容器を直線移動させて鋳込口と連通し、次いでプランジャロッド３を所要の速度でプランジャチ

ップ２に当接して前記射出容器内の溶湯を一気に鋳型キャビティに射出充填する。 

 
＜符号の説明＞ 
１ 射出スリーブ 
２ プランジャチップ 
３ プランジャロッド 
４ 射出シリンダ 
５ 可動鋳型 
６ 固定鋳型 
７ 固定ダイプレート 
８ 可動ダイプレート 
９ ベースプレート 
１０ 移動プレート 
１１ タイバ 
１２ 射出タイバ 
１３ 移動保持具 
１４ 駆動装置 
１５ 誘導加熱コイル １６ 設置台 
１７ 筒状部材 １８ 中空構造体 
１９ 型締シリンダ ２０ 鋳込材料 
２１ 減圧室 ２２ 鋳型キャビティ ２３ 鋳込口 

 
ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      □有  ■無 

・実施実績     □有 ■試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：無機材料 

技術提供者（出願人）名：福井県（工業技術センター）

＊出願番号  特願 2005-100922 

＊出 願 日  2005 年 3 月 31 日 

＊公開番号  特開 2006-282410 

調湿材料およびその製造方法 

利用分野・適用製品 内装用建材、保水材（建設用）、農林水産業資材、脱臭材 

実施効果 
組成にバラツキの多い天然のポゾラン物質の反応性を高め、高い吸湿性と放湿性、イオン吸着・交換能等を

併せ持つケイ酸カルシウム水和物系の調湿材料とその製造方法を得ることにより、快適で安全な住環境を少

ない環境負荷で提供することを可能とする。 

 

技術内容 
ゼオライト質凝灰岩を平均粒径１０ミクロン以下に微粉砕することにより、メカノケミカル効果によってカルシウ

ムイオンとの反応性を高め、１８０℃以下の水熱反応処理で平均細孔半径１０ナノメートル以下の細孔を形成

せしめた結晶性の良いケイ酸カルシウム水和物硬化体を、４００℃以下で乾燥もしくは焼成することで多孔体

を得る。 

 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績     □有 ■試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：無機材料 

技術提供者（出願人）名：福井県（工業技術センター）

＊出願番号  特願 2003-370291 

＊出 願 日  2003 年 10 月 30 日 

＊公開番号  特開 2005-132668 

透水・保水性セラミックブロックおよびその製造方法 
利用分野・適用製品 建材 

実施効果 
透水性と保水性を併せ持ちながら強度や耐凍害性に優れ、既存の建築物屋上にも敷設可能な軽量のセラミ

ックブロックを、廃棄物を原料として低温焼成で得る。 

 

技術内容 
７５０～９００℃の焼成によって、ソーダ石灰系廃ガラスとケイ酸カルシウム水和物を含むセメント廃材などを

原料とすることで得られる、デビトライトや β－ウォラストナイトの結晶を含むガラス質物で骨材が融着した組

織の透水機能を有する上部表層と、炭酸塩鉱物を発泡剤にした廃ガラスを原料とすることで得られる保水機

能を有する発泡ガラス質の下部基層が、一体となった構造のセラミックブロックとする。 

 
＜符号の説明＞ 

１ ソーダ石灰系廃ガラス骨材が焼結バインダーで融着し、粒界のガラス質物 中に β－ウォラストナイトやデ
ビトライトの結晶を含む構造の透水機能を有 する結晶化ガラス複合セラミックスからなる表層。  

２ 連続した気孔によって保水機能を有する発泡ガラスの基層。 
３ β－ウォラストナイトやデビトライト等の結晶を含むガラス質物からなる 骨材粒界（融着）部および表面
部。  

４ 粒径４．８～２．４ｍｍの廃ガラス骨材 

 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 □譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績     □有 ■試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  □有  ■無 

・技術指導          ■有  □無 

  

 



＊ﾗｲｾﾝｽ番号･･･特許流通データベースにて特許の情報検索ができる。 

(http://www.ryutu.inpit.go.jp/PDDB/Service/PDDBService） 
 

- 64 - 

技術分野：情報・通信 

技術提供者（出願人）名：国立大学法人福井大学 
＊出願番号  特願 2005-096400 

＊出 願 日  2005 年 3 月 29 日 

＊公開番号  特開 2006-279595 

＊ﾗｲｾﾝｽ番号   L2007000682 

情報処理システム及びそのプログラム 

利用分野・適用製品 個人情報保護システム 

実施効果 
サーバ装置では利用者のＩＤ情報を特定することはできないが、クライアント装置ではサーバ装置の正当性を

判定することができる。また、サーバ装置の正当性ありと判定された場合には、クライアント装置は、暗号キー

をクライアント検証情報としてサーバ装置に送信し、クライアント装置から送信されたクライアント検証情報及

び第一暗号キーに基づいてクライアント装置の正当性を判定するので、サーバ装置においてもクライアント装

置の正当性を判定することができる。 

技術内容 
クライアント装置２の利用者のＩＤを含む複数のＩＤを発生させて管理サーバ１に送信し、複数のＩＤに対応する

パスワードを管理サーバ１で抽出するとともに暗号キーｒを発生させ、抽出されたパスワードを暗号キーｒとの

排他的論理和ｘを計算して暗号化処理し、暗号キーＫを発生させて暗号キーｒを暗号化し暗号キーＫとともに

クライアント装置２に送信する。クライアント装置２では、利用者のパスワードと排他的論理和ｘとの排他的論

理和を計算し暗号キーを復号化する。復号化した暗号キーを暗号キーＫで暗号化して暗号キーｒの暗号化情

報と比較して管理サーバ１の正当性を判定する。一致した場合には復号化した暗号キーを管理サーバ１に送

信してクライアント装置２の正当性を判定する。 

 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 ■譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績     □有 □試作 ■実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：情報・通信 

技術提供者（出願人）名：国立大学法人福井大学 
＊出願番号  特願 2004-217916 

＊出 願 日  2004 年 7 月 26 日 

＊公開番号  特開 2006-41842 

＊ﾗｲｾﾝｽ番号    L2007000675 

通信装置、および、通信方法 

利用分野・適用製品 構内放送システム、家庭インターホン 

実施効果 
ＬＡＮに通信可能に接続される通信装置であって、アナログデータをデジタルデータに変換するＡ／Ｄ変換手

段と、前記Ａ／Ｄ変換手段で変換されたデジタルデータを、物理層とデータリンク層とに対応する通信プロトコ

ルのみを用いて、前記ＬＡＮに接続される他の通信装置に送信する送信制御手段とを備えている構成であ

る。したがって、アナログデータに基づいたデータ送信が可能であって、通信システムの構成を簡素化可能な

通信装置及び通信方法を提供することができる。 

技術内容 
アナログデータに基づいたデータ送信が可能であって、通信システムの構成を簡素化可能な通信装置を得

る。  

 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 ■譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績     □有 ■試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：情報・通信 

技術提供者（出願人）名：国立大学法人福井大学 
＊出願番号  特願 2005-039843 

＊出 願 日  2005 年 2 月 16 日 

＊公開番号  特開 2006-227840 

＊ﾗｲｾﾝｽ番号   L2007000680 

ロボットの経路作成方法及び装置 

利用分野・適用製品 ロボット 

実施効果 
作業空間内に存在するＭ個の格子点に保持可能姿勢や可接続の条件を担持させて移動経路を作成するこ

とが可能であるため、最大でもＮＭ↑２オーダーの計算量とＮＭオーダーの記憶量で経路作成が可能であり、

計算負荷を減少させて経路作成時間を大幅に短縮することが可能になる。また、予め作成されたアームの連

続移動が可能な格子点情報に基づいて経路作成を行うので、経路作成の過程でバックトラックが生じることも

ない。  

技術内容 
バックトラックを生じることなく短時間かつ小さな計算負荷で経路を求めることのできるロボットの経路作成方

法を提供する。 

 

＜符号の説明＞ 
１ 経路作成装置 
１１ 入力部 
１３ ＣＰＵ 
１５ 格子点情報作成ユニット 
１５１ 姿勢演算部 
１５２ 障害物干渉判断部 
１６ 経路作成ユニット 
１６１ 目標決定部 
１６２ 到達可能判断部 
１６３ 経路作成部 
１７ 出力部 
ＤＢ データベース  

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 ■譲渡 

・サンプルの提供      ■有  □無 

・実施実績      □有 □試作 ■実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導          ■有  □無 
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技術分野：情報・通信 

技術提供者（出願人）名：SB システム株式会社

＊出願番号  特願 2006-121280 

＊出 願 日  2006 年 4 月 25 日 

＊公開番号  特開 2006-331411 

電子情報保存方法及び装置、電子情報分割保存方法及び装置、 

電子情報分割復元処理方法及び装置並びにそれらのプログラム 
利用分野・適用製品 電子情報漏洩防止 

実施効果 
保存する電子情報に対して、可逆的なデータ変換処理及び可逆的なデータ分割処理という比較的単純な処

理しか行わないが、こうして処理されて生成された分割ファイルを当該分割ファイルと区別できないダミーファ

イルとともに保存することにより、保存された電子情報に不正にアクセスしようとする場合に対して電子情報の

復元を困難にする。 

技術内容 
電子情報を保存する際に、電子情報に可逆的な分割・変換処理を行い（Ｓ８）複数の分割ファイルを生成して

（Ｓ１０）、多数のダミーファイルと共に保存する（Ｓ１２）。そして、分割ファイルのファイル名と保存先情報及び

分割・変換処理に関する処理情報を元の電子情報のデータ名と関連付けた分割復元情報を生成し（Ｓ１４）保

存する。電子情報を読み出す際には、分割復元情報を基に分割ファイルを収集し（Ｓ２０）、分割・変換処理を

逆に適用して電子情報を復元する（Ｓ２２）。 

 
＜符号の説明＞ 
１０ 分割復元情報保存サーバ装置 
１１ データ分割サーバ装置 
１２ データ復元サーバ装置 
１３ フロントエンドサーバ装置 
１４ ファイル保存サーバ装置 
１５ ファイル保存サーバ装置 
１６ 端末装置 
１７ フロントエンド・データ分割・復元サーバ装置 
１８ 端末装置 
１９ 情報処理装置 

ライセンス情報 

・実施権許諾・譲渡     ■許諾 ■譲渡 

・サンプルの提供      □有   □無 

・実施実績      □有 ■試作 □実験 □無 

・共同開発・研究の意思  ■有  □無 

・技術指導           ■有  □無 
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