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産総研未公開特許出願情報
特定の未公開特許出願の内容を知りたいというご希望があれば、情報開示契約（有料）を締結のうえ、その内容を開
示いたしますので、知的財産部門技術移転室にご相談下さい（案件によっては公開の希望に添えない場合もあること
をご了承下さい）。

産総研知的財産部技術移転室 TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159
mail. aist-tlo (@m.aist.go.jp を付けてください)
2010年 12月出願分 ( 42件)

No. 出願番号

出願日

発明等の名称

筆頭発明者

1 特願2010-268150

2010/12/1 無電解白金めっき液、及び白金めっき製品の製造方法
無電解白金めっき液 及び白金めっき製品の製造方法

堀内 伸

2 特願2010-268957

2010/12/2 免疫性を有するペプチド(Theileria orientalis ToMRP抗原)

山口 高志

3 特願2010-270151

2010/12/3

4 特願2010-270752

2010/12/3 太陽電池モジュール

山田 隆夫

5 特願2010-270788

2010/12/3 A相の二酸化バナジウム（VO2）粒子の製造方法

金平 実

6 特願2010-270848

2010/12/3 キシロース代謝改変による効果的なエタノール生産法

松鹿 昭則

7 特願2010-271754

2010/12/6 硫酸化糖鎖を有するタンパク質

亀山 昭彦

8 特願2010-273145

2010/12/8 重質油の脱硫方法

麓 恵里

9 特願2010-274161

2010/12/9 配向ペロブスカイト酸化物薄膜

中島 智彦

10 特願2010-274810

2010/12/9 エアロゾル中の微粒子数密度測定方法及び測定装置

屋代 英彦

11 特願2010-274946

2010/12/9 粉末試料中の鉛の蛍光Ｘ線分析法

丸茂 克美

12 特願2010-275132

2010/12/9 もみ殻灰を用いた合成粘土及び粘土膜の製造方法

蛯名 武雄

13 特願2010-276728

2010/12/13 インクジェットを用いた懸濁液の粒子数濃度測定方法

飯田 健次郎

14 特願2010-276899

2010/12/13 表面温度の測定方法及び測定システム

山田 善郎

15 特願2010-276941

2010/12/13 表面温度の測定方法および測定システム

山田 善郎

16 特願2010-277851

2010/12/14

17 特願2010-277869

2010/12/14 水素分離装置

原 重樹

18 特願2010-277916

2010/12/14 チオール化合物高生産微生物

千葉 靖典

19 特願2010-277947

2010/12/14 負荷効果低減回路

昆 盛太郎

20 特願2010-277974

2010/12/14 セミウェット系における中空繊維状有機ナノチューブの製造方法

小木曽 真樹

21 特願2010-278194

2010/12/14 アシル化リグニンを用いたエポキシ樹脂組成物及びその製造方法 廣瀬 重雄

22 特願2010-279147

カーボンナノチューブ集合体、３次元形状カーボンナノチューブ集
2010/12/15 合体、それを用いたカーボンナノチューブ成形体、組成物及びカー 畠 賢治
ボンナノチューブ分散液

23 特願2010-279725

2010/12/15 カーボンナノチューブの製造装置および製造方法

畠 賢治

24 特願2010-281750

2010/12/17 細胞分別用マイクロチップおよび細胞分別方法

杉浦 慎治

25 特願2010-281800
特願2010 281800

2010/12/17 ガラスコート金ナノ粒子とその製造方法
ガラスコ ト金ナノ粒子とその製造方法

村瀬 至生

26 特願2010-282378

2010/12/17 固体表面の濡れ性制御方法及びその固体表面

穂積 篤

27 特願2010-282515

2010/12/20 Ｘ線放射装置

鈴木 良一

28 特願2010-282589

2010/12/20 アクチュエータ用複合導電性薄膜、アクチュエータ素子

大和 健太郎

29 特願2010-282715

2010/12/20

30 特願2010-284405
特願2010 284405

2010/12/21 含フッ素ヨウ素化合物の製造方法
含フ 素ヨウ素化合物の製造方法

金森 敏幸

31 特願2010-284437

2010/12/21 画像生成装置、画像生成方法、及びプログラム

林 隆介

ジルコニア焼結体の改質方法及びその改質方法により改質された
平尾 喜代司
ジルコニア焼結体並びに改質装置

担持パラジウム触媒の調製方法及び該触媒を用いた有機
ゲ
担持パラジウム触媒の調製方法及び該触媒を用いた有機ハロゲ
ン化合物の分解方法

カーボンナノチューブとポリフッ化ビニリデンポリマーおよびイオン
液体から構成される導電性薄膜、アクチュエータ素子

浮須 祐二

寺澤 直弘
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32 特願2010-286838

2010/12/24 回転軸保持機構及びこれを用いた回転粘度計

菜嶋 健司

33 特願2010-287944

2010/12/24 マーカ

田中 秀幸

34 特願2010-289213

2010/12/27 粘度計

山本 泰之

35 特願2010-289256
特願

2010/12/27 粘度計

山本 泰之
泰

36 特願2010-289287

2010/12/27 太陽光発電の出力低下検出装置及び検出方法

大関 崇

37 特願2010-292460

2010/12/28 パワー半導体モジュール

村山 宣光

38 特願2010-292521

2010/12/28 多重認識型生物発光プローブシステム

金 誠培

39 特願2010-292724

2010/12/28 分注装置

青木 寛

40 特願2010-293099

2010/12/28 ＣＮＴ金属複合材及びその製造方法

畠 賢治

41 特願2010-293151

2010/12/28 カーボンナノチューブの製造装置および製造方法

畠 賢治

42 特願2010-293444

2010/12/28 金属酸化物層被覆樹脂製品の製造方法及びその樹脂製品

Cheng Dalton

