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独立行政法人産業技術総合研究所
学校法人東京医科大学
独立行政法人産業技術総合研究所

1 WO2012/036094

肺癌鑑別マーカー

2 WO2012/036259

毛の成長周期研究モデル動物
遺伝子クラスタ及び遺伝子の探索、同定法
独立行政法人産業技術総合研究所
およびそのための装置
川崎重工業株式会社
二次電池用負極及びこれを備える二次電池
独立行政法人産業技術総合研究所
色素増感型太陽電池用対極、太陽電池デ
独立行政法人産業技術総合研究所
バイスおよびその製造方法
ＳＯＩ基板
独立行政法人産業技術総合研究所
クローラ走行装置
独立行政法人産業技術総合研究所
クローラ走行型探索用ロボット
独立行政法人産業技術総合研究所
チタン酸リチウム微粒子とその製造方法
独立行政法人産業技術総合研究所
破壊診断装置
独立行政法人産業技術総合研究所
レーザーアブレーション用チャンバー
独立行政法人産業技術総合研究所
二次電池用有機硫黄系正極材料連続製造 独立行政法人産業技術総合研究所
装置
高砂工業株式会社
電解質としてイオン性液体、空気極として
カーボンを分散したイオン性ゲルを用いたリ 独立行政法人産業技術総合研究所
チウム－空気二次電池
試料ホルダおよび電子顕微鏡像の観察方 独立行政法人産業技術総合研究所
法
株式会社ライフセム
可視光応答性半導体光電極の製造方法、
並びに可視光応答性半導体光電極及び該 独立行政法人産業技術総合研究所
電極を用いた水分解反応装置。
国立大学法人埼玉大学
超伝導トンネル接合を用いたフォトン検出器
独立行政法人産業技術総合研究所
独立行政法人産業技術総合研究所
可撓性太陽電池モジュール
富士電機株式会社
独立行政法人産業技術総合研究所
非拡散植物ウイルスベクター
ホクレン農業協同組合連合会
国立大学法人北海道大学
公立大学法人広島市立大学
呼吸計測方法および装置
独立行政法人産業技術総合研究所
国立大学法人 鹿児島大学
ＴｉＯ２複合化多孔質シリカ光触媒粒子の製 独立行政法人産業技術総合研究所
造方法及びＴｉＯ２複合化多孔質シリカ光触 富士化学株式会社
使用済み小型電気製品の識別方法及び選
独立行政法人産業技術総合研究所
別装置
独立行政法人産業技術総合研究所
グラフェンロールフィルム、グラフェンロール
株式会社アルバック
フィルムの成膜方法及び成膜装置
尾池工業株式会社
窒化アルミニウム単結晶の製造装置および 株式会社フジクラ
製造方法
独立行政法人産業技術総合研究所
２－ヒドロキシベンズアルデヒド化合物、これ 独立行政法人産業技術総合研究所
を含有するコラーゲン細胞外分泌阻害剤及 学校法人 京都産業大学
び医薬品組成物
国立大学法人東北大学
強誘電性分子性物質
独立行政法人産業技術総合研究所
誘電体用樹脂組成物および高周波誘電体 独立行政法人産業技術総合研究所
デバイス
学校法人 名城大学
粘土材を添加した炭素電極を用いたアク
独立行政法人産業技術総合研究所
チュエータ素子
反射型調光素子。
独立行政法人産業技術総合研究所
グラフェントランジスタの製造方法
独立行政法人産業技術総合研究所
イオン粒子検出器並びにイオン粒子検出方 独立行政法人産業技術総合研究所
リセスゲート型炭化珪素電界効果トランジス 独立行政法人産業技術総合研究所
ストレス耐性が付与された植物体の生産方 独立行政法人産業技術総合研究所
法およびその利用
株式会社グリーンソニア
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マイクロ反応器における外部配管の接合方
法並びに該方法により接合された接合構造 独立行政法人産業技術総合研究所
を有するマイクロ反応器、そのバンドル並び 三菱瓦斯化学株式会社
にモジュール構造
グラフェン積層体の形成方法
独立行政法人産業技術総合研究所
独立行政法人産業技術総合研究所
電極用合剤スラリーおよび電極
株式会社アイ．エス．テイ
富士電機株式会社
有機薄膜太陽電池及びその製造方法
独立行政法人産業技術総合研究所
富士電機株式会社
有機薄膜太陽電池の製造方法
独立行政法人産業技術総合研究所
デバイス製造システムおよび方法
独立行政法人産業技術総合研究所
ケミカルループ法における高活性酸素キャリ 国立大学法人 東京大学
ア材料
独立行政法人産業技術総合研究所
公立大学法人首都大学東京
ＢｉＳ２系超伝導体
独立行政法人産業技術総合研究所
独立行政法人物質・材料研究機構
破壊診断装置
独立行政法人産業技術総合研究所
情報処理装置、情報処理方法及びプログラ 独立行政法人産業技術総合研究所
太陽電池モジュールの電力配分回路
独立行政法人産業技術総合研究所
電力変換装置
独立行政法人産業技術総合研究所
独立行政法人産業技術総合研究所
小動物飼育装置
有限会社メルクエスト
波長変換デバイス及びその製造方法
独立行政法人産業技術総合研究所
膀胱癌診断用ポリペプチドマーカー及び膀 学校法人北里研究所
胱癌診断用キット並びにこれらを使用する方 独立行政法人産業技術総合研究所
微量水分発生装置及び微量水分発生方法 独立行政法人産業技術総合研究所
後側焦点面顕微エリプソメータ
独立行政法人産業技術総合研究所
内反射型顕微エリプソメータ
独立行政法人産業技術総合研究所
ミューラー行列顕微エリプソメータ
独立行政法人産業技術総合研究所
複合多孔質体及びその製造法
独立行政法人産業技術総合研究所
放射線被ばく後の自己反応性Ｔ細胞増殖阻
独立行政法人産業技術総合研究所
害剤
相分離可能な樹脂組成物、該樹脂組成物を
用いた書き込み可能な光記録用樹脂組成
独立行政法人産業技術総合研究所
物及び光記録媒体、並びに該光記録媒体を
用いた情報の記録方法
β－１，３－グルカンナノファイバー及びその 独立行政法人産業技術総合研究所
製造方法
国立大学法人 宮崎大学
発光測定デバイス
独立行政法人産業技術総合研究所
顕微分光測定シミュレーション法
独立行政法人産業技術総合研究所
独立行政法人産業技術総合研究所
光導波路及びその製造方法
株式会社日立製作所
電子線励起用蛍光体、発光素子及び発光 独立行政法人産業技術総合研究所
独立行政法人産業技術総合研究所
ダイヤモンド半導体装置及びその製造方法
国立大学法人東京工業大学
株式会社プレテック
混合ノズルを用いた洗浄装置
独立行政法人産業技術総合研究所
株式会社プレテック
浸漬式の洗浄装置
独立行政法人産業技術総合研究所
株式会社プレテック
スピンテーブルを用いた洗浄装置
独立行政法人産業技術総合研究所
多元接続通信システムおよび太陽光発電シ 株式会社日立アドバンストデジタル
ステム
独立行政法人産業技術総合研究所
半導体集積回路（エネルギー変換回路）
独立行政法人産業技術総合研究所

