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U01   カラス忌避装置

発明の概要

特徴・効果

カラスによる被害防止

カラスが危険を察知してから逃避行動に至るまでの間に発す
るカラス自身の鳴き声を２種以上再生することにより、高い忌
避効果が得られる。

特定の音声を与えることにより、カラスを忌避させる忌避効果を
維持することができる

応用分野 対象特許

特許5135507

周波数が１～２ｋＨｚの音声
＋

カラスが忌避等する際に発す音声



発明の概要

特徴・効果

バス等のディーゼルエンジン車の燃料

U02  バイオディーゼル燃料の
製造方法

植物油をバイオディーゼル燃料（BDF）に変換する触媒をカプ

セルで包むことで、１）反応が早い、２）触媒溶出を抑制できる、
３）触媒の再利用が容易、といった従来技術の課題を大幅に
改善する性能をもつことを見出しました。

食用油等の油脂からバイオディーゼル燃料を容易に製造できる
技術です。

アルギン酸カルシウムでカプセル化したアルカリ固体触媒
（CaO）を油脂に作用させます。
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反応の活性化

触媒溶出の抑制

触媒の再利用

応用分野 対象特許

特許５３２0562



発明の概要

特徴・効果

U03  ラクチドの製造方法

植物由来のプラスチックであるポリ乳酸の廃棄物から、ポリ
乳酸の原料であるラクチドを、容易に高純度でリサイクル回
収可能となる発明です。

廃ポリ乳酸から、ラクチドを高純度で得ることができます

応用分野 対象特許

従来の熱分解による原料回収の際に、ポリオキシアルキレン
エーテルを添加すると、原料純度が向上する。

廃ポリ乳酸
金属触媒

高純度ラクチド

ポリオキシエチレンアルキルンエーテル

低温（110～170℃）

ラセミ化の少ない高純度のラクチドが回収可能となり、植物
由来のプラスチック材料の普及に繋がる

生分解性プラスチック製造分野
廃プラスチック回収分野

特許5739165

R-0-(CH2)n-OH



発明の概要

特徴・効果

近赤外光の蛍光イメージングへの適用
赤外光照射による腫瘍細胞光線力学的治療

U04  遠赤外領域に発光を示す
金ナノ粒子複合体

従来の細胞の蛍光イメージング技術である蛍光ブローﾌﾞによる染色
法や、量子ドットの使用では、生体適合性や科学的安定性が不十分。
一方、金ﾅﾉ粒子は、安定性に優れるが、蛍光強度の面で不十分。
本発明では安定性、蛍光強度を両立可能となる。

近赤外蛍光を発する金ナノ粒子の創製と腫瘍細胞の蛍光染色

応用分野 対象特許

特開2016-210853

発光性金ﾅﾉ粒子 ＋
非発光性金ﾅﾉ粒子＋
熱応答性高分子



発明の概要

特徴・効果

金属表面の研磨、平滑化
金属以外にも適用可能

U05  磁気を利用した表面研磨

磁性砥粒に磁場を作用させて、金属等の表面を鏡面仕上げ
にできる技術です。微細管から大径曲がり管まで適用可能で
す。

磁性砥粒を用いて金属等の表面研磨を精密に行う。

応用分野 対象特許

特許4843780
特開2016-52704

１)微細管の内面精密仕上げが可能

永久磁石の磁力と導線に電気を作用させた電磁力を併用

2)大径曲がり管や厚肉曲がり管の磁気研磨に有効

管内に２つのアーム部を備えた磁石工具を使用

1)の構成例 2)の構成例



発明の概要

特徴・効果

閉鎖系植物工場など

U06   植物栽培に適した
光強度の判別方法

葉緑体の運動を測定することによって植物に適した光強度を
判別。

→ 適切な強度の光照射環境下にて植物を栽培する

目的の植物に適した青色光を照射するとによって、生育がよく均
一サイズの野菜の栽培を行うことが可能となる。

応用分野 対象特許

特開2016-21914

生産量の増加、

生育のばらつき低減、
葉の正常な形態維持

葉緑体の細胞内配置は青色光の強度で決まる 青色光強度が
弱光にて栽培



発明の概要

特徴・効果

空気中の殺菌を要するあらゆる用途

マスクや、エアコン、掃除機、扇風機、送風機等の
吹出し空気の殺菌
菌室や冷蔵庫庫内等の個別エリア内の殺菌等

U07   殺菌方法

金属線を格子状に成形した二つの成形体の間にエアフィルタ
を配置し、金属成形体間に適度な電圧を加えることによって、
有害物質の除去と確実な殺菌効果が得られる。

簡単な構成で確実な殺菌を行うことができるエアフィルタを提供
する発明である。

応用分野

対象特許

特許4967126

エアフィルタ

プラズマ発生以下の電界強度未満、
殺菌に必要な電界強度以上の電圧

格子状金属成形体１

格子状金属成形体２

Ｏ－１５７、レジオネラ菌、ブ
ドウ菌、連鎖球菌、かび等の
多くの種類の菌を殺菌

乾電池程度でＯＫ、電流がほとんど
流れないので省エネ



U08    形状検査装置

発明の概要

特徴・効果

製造分野、機器検査用途

サイズや凹凸が大きい被検物体であっても光干渉計測法により表
面形状を検査することが可能な形状検査装置及び形状検査方法を
提供する。具体的には、経路の異なる再生光との干渉光による干渉
画像を取得し、当該干渉画像のデータに対してデータ解析処理を施
すことにより、被検物体の表面形状の理想形状からの誤差データを
取得し、形状検査を可能とする。

応用分野 対象特許

特許第5817211号

基準面からの変位量が大きい表面形状を有する被検物体であっても
良好な反射光を得ることにより、明瞭な干渉画像を収集することが可能

干渉縞における縞の間隔よりも被検物体表面の凹凸のピッチが短い
場合であっても、表面形状を検査することが可能

システム構成例 検査結果の元データ



U09   光で「血管の硬さ」を
測定できる装置

発明の概要

特徴・効果

高齢者の健康管理
健康器具（血圧測定器）のオプション

血管の圧迫により、光を吸収するヘモグロビンを含む血液が血管
内で停滞することで光の透過・反射量に影響を与え、加圧前後の光
量減少量の差から血管の硬さを算出することができる。

また、動脈血に多く含まれる酸化ヘモグロビンと、静脈血に多く含ま
れる還元ヘモグロビンでは吸収波長域が異なるため、波長を選択す
ることで観察したい血管を特定することが可能。

血圧測定と同じ負荷で「血管の硬さ」がわかる。

応用分野 対象特許

特許第4729703号

圧

圧

光光

血液の
流れ

血液の
流れ

光を
吸収

通常 圧迫時

圧迫

透過した光量が減少した ⇒やわらかい血管
透過した光量に変化はあまり見られなかった⇒硬めの血管

圧迫によって

例）透過光の場合



U10  光で「高血圧予備軍」を
早期発見できる装置

発明の概要

特徴・効果

健康管理
健康器具（血圧測定器）のオプション

「末梢血管抵抗」は、血管内で起こる血液の流れへの抵抗である。
血管収縮や血流量増加によって血管抵抗は高まる。血圧は心拍出
量と末梢血管抵抗に比例するため、末梢血管抵抗が増えると血圧が
上がる。この末梢血管抵抗を２つの血圧（収縮期血圧と静脈血圧）を
測定することで算出可能にした。
末梢血管抵抗＝（収縮期血圧－静脈血圧）÷心拍出量

高血圧の要因となる末梢血管抵抗を測定することができる。

応用分野 対象特許

特許第5130590号

圧

圧

光
血液の
流れ

光を
吸収

圧迫時

収縮期血圧と静脈血圧を１回で測定でき、
その結果から「末梢血管抵抗」を算出できる！

収縮期血圧
静脈血圧



U11  脳科学検査システム

発明の概要

特徴・効果

ヒトの性格検査や総合適性検査を始めとする脳科学検査は、日本
語や英語等の使用言語に応じた意味空間の相違、年少者や言語障
害者の言語能力の影響といった要素を排除して行う必要がある。

本発明は、言語を使用することなく、より画一的かつ客観的にヒトや
動物等の被検体の脳科学検査を行うことが可能な脳科学検査システ
ム、脳科学検査方法及び脳科学検査プログラムを実現する

応用分野 対象特許

特許第5515153号人事、医療、教育、娯楽への提供

複数の安定平衡状態を有する非線形検査モデルに対して被検体か
ら繰り返し与えられる制御入力の試行履歴の特徴に基づいて被検
体の個性を表す指標を求める

生物種、母国語、年齢、世代又は言語能力の異なる被検体が
検査対象であっても相違点による制限を受けることなく、共通の
方法で比較可能な脳科学検査結果を得ることができる。

検査システムの構成 出力データの解析例



U12   振動で壁と壁の隙間を
自由移動できる機械

発明の概要

特徴・効果

高層ビル間の外壁点検作業等

弾性力と摩擦力を併せ持つ素材で構成された「足」を使って、
壁面と壁面の間を移動することのできる機械。機械本体の姿
勢を計測するセンサによって、モータの回転数を制御し、速度
や移動方向を制御することも可能。

人間が通れないような狭い場所で壁面間を自由に移動できる。

応用分野 対象特許

特許第4787962号
特許第4787965号
特許第4945759号



発明の概要

特徴・効果

U13 保水性ブロック

本発明は、セメント、パーライトくずおよびペーパースラッジ灰
が配合された超硬練りの即脱可能なコンクリートからなる多
孔質の保水性ブロックです。製紙会社から最も多く排出され
る廃棄物であるペーパースラッジ灰を有効に利用でき、高い
保水能を有するブロックを提供可能にする。

道路舗装材などとして用いられるとしての保水性に優れた保水
性ブロックに関する発明です。

応用分野 対象特許

特許4945746

セメント ﾊﾟｰライト ペーパースラッジ灰＋ ＋

湿潤状態から１００～１１０℃で加熱絶乾 48Ｈｒ以上

ペーパースラッジ灰： 製紙原料のうち紙にできなかった微細繊維
や、填料、および古紙混入異物などからなる製紙汚泥を焼却した
灰であり、製紙会社から最も多く排出される廃棄物。

ペーパースラッジ灰の有効利用
道路舗装に用いられる保水性ブロック等

強度確保、吸水性に優れ、
かつ長期に渡り保水機能が維持される


