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平成２８年度 事業計画 

 

１． 事業目的と組織 

１－１ 事業目的 

公益財団法人電磁材料研究所（以下「本法人」という。）は、自然と調和しつつ健全な人

類社会を支える電磁に関連する機能材料の重要性を強く認識し、新規で優れた性能を持つ材

料の開発とその有効な応用分野の開拓を進め、得られた研究成果を広く一般に公開し、学術

及び科学技術並びに産業の振興を通じて次世代社会の発展と幸福に貢献するための公益活

動を行うことを設立の目的としている。 

 この目的を達成するため、本法人は、以下の事業を行う。 

（１） 電磁に関連する機能材料及びデバイスの研究開発並びに試作に関する事業 

（２） その他本法人の目的を達成するために必要な事業 

 ここで、（１）の事業は、公益目的事業として位置付けられるものであり、物質・材料が

もつ本質的な機能的物性を効果的かつ有効に利用した電磁に関連する機能材料を探索し、新

たに見出した材料を活用して次世代に必要な高性能かつ超小型機能デバイスの開発と実用

化に関する研究を行う。 

（２）の事業は、本法人の目的を達成するための主事業である（１）の公益目的事業を実

施するのに必要な財源の一部に充当するための収益事業であり、その規模は（１）の事業に

比べ極めて小さい。             

本法人は、これら各事業を効率的かつ積極的に進め、設立目的を確実に実現することを目

指す。 

 

１－２ 事業実施のための組織体制 

本法人の事業を実施するための組織体制は、法人組織の中枢であり本法人事業全体を統括

する「法人本部」、並びにその下に設置される「研究開発事業部」、「事業支援部」及び「事

務部」の三つの部から成っている。 

「研究開発事業部」は、五つの研究開発グループと二つの付属の開発施設より成り、相互

に密接な連携を保ちつつ公益目的事業である研究開発及び試作に関する事業を実行する。 

「事業支援部」は、各部間の業務連絡及び調整、外部研究機関及び企業等との共同研究、

受託研究及び試作開発研究の契約、知的財産権の出願、登録、維持、管理及び民間企業への

実施権供与等の業務を行う。 
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「事務部」は、本法人を健全かつ効率的に運営するために、法人全般の総務及び財務関係

の事務を取り扱う。 

１－３ 公益性確保のための基本方針 

 本法人は、事業の公益性を確保するため、事業内容及び事業の成果等を社会一般の研究者、

技術者、企業家等に広く公開・提供することを基本方針としている。 

 研究開発の課題、事業内容及び成果の概要並びに提供し得る試作品の内容については、本

法人の事業計画及び事業報告に詳細に記載し、事務部に保管して一般の閲覧に供すると共に、

インターネットのホームページ、要覧、展示等により広く公開する。また、事業内容等につ

いての外部からの問い合わせには事業支援部が対応するなどして、公益性の確保に努める。 

本法人で行われた研究開発成果の詳細に関しては、関連する学術誌、講演会、研究会、国

際会議等で一般に公表する。また、外部からの問い合わせに対しては、研究者が直接対応す

るなどして、学術及び科学技術並びに産業の振興に貢献するように努力する。 

知的財産である「特許」の取得は、わが国の科学技術の発展に寄与するばかりでなく、最

先端技術の保護としても極めて重要であることから、国内外に積極的に出願・登録し、本法

人独自の技術資産の蓄積を図る。この知的財産権に関しての情報は、本法人のインターネッ

トのホームページ、事業報告等で広く一般に公開し、知的財産権の供与を希望する企業に対

して広く平等に門戸を開放している。この知的財産権についての外部からの問い合わせには、

事業支援部が対応する。 

また、本法人では、研究開発により得られた成果を広く公開することにより、公的機関や

民間企業等の外部機関と共同研究及び受託研究を積極的に実施し、成果の実用化に努めると

共に、有用な製品の試作開発研究を行うことにより、社会的貢献を図る。更に、地域社会へ

の貢献重視の観点から、地方自治体並びに地元の大学及び企業との協同事業（展示会・発表

会等）にも積極的に参加して、学術的及び社会的貢献を果たす。 

 

２ 公益目的事業  

２－１ 研究開発の公益目的事業範囲 

本法人の公益目的事業は、「電磁に関連する機能材料及びデバイスの研究開発並びに試作

に関する事業」を行うことであり、新たな高機能性を持つ電磁材料を自らの手で探索し、そ

れら材料を活用して高性能かつ超小型機能デバイスを開発し、その実用化を図り、社会の発

展に寄与することを目的としている。 

本事業では、得られた研究成果が実用化に至るまでの研究開発を公益目的事業の範囲とし、

その過程を「研究段階」、「開発段階」、「実証段階」の３段階に分けて研究を進める。 

最初の「研究段階」に相当するのが、本法人の研究員によって行われる「自主研究」であ
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り、それらの研究成果は、論文、インターネットのホームページ等で広く一般に公開すると

共に、一部の応用研究成果は、基本特許として出願及び登録する。 

「開発段階」では、自主研究の更なる発展及び展開を図るため、外部の公的または民間機

関の競争的資金による「受託研究」、若しくは企業または大学等の公的研究機関との「共同

研究」を進める。これらの研究成果は、一般の研究者及び技術者に学術論文、展示会、ホー

ムページ等を通して公開し、特に、実用上有効な成果は、応用特許として出願及び登録する。 

「実証段階」では、研究開発成果の完成度の向上及び実用化の促進を図るため、企業また

は公的研究機関等で実際に成果の試作品の実装試験、実機試験等を行い、その評価結果を参

考にして、研究開発成果の実用上での問題点の抽出とその改良、新規応用分野の開拓、有効

性の実証を行うための「試作開発研究」を実施する。この研究は本法人独自のもので、他に

類例を見ない特色である。その成果は、展示会やホームページ等で広く公開する。 

 

２－２ 研究開発の内容と実施体制 

平成２８年度の本法人の研究開発内容は、平成２４年３月６日開催の理事会において承認

された「中期事業計画」に記載されている基本方針及び研究開発課題に従って、以下のよう

に計画する。 

平成２８年度の本法人の研究開発は、電磁に関する「薄膜材料とそのデバイス化」及び「バ

ルク材料とそのデバイス化」の分野を主題とし、研究開発事業部内の下記の五つの「研究開

発グループ」と二つの「付属開発施設」で、自主研究、共同研究、受託研究及び試作開発研

究として実施する。 

研究開発事業部内の「研究開発グループ」及び「開発施設」は、以下の通りである。 

[１] 電磁気材料グループ 

[２] センサ材料グループ 

[３] 光材料グループ 

[４] デバイス開発グループ及びデバイス開発施設 

[５] 素形材開発グループ及び素形材開発施設 

「薄膜材料とそのデバイス化」に関する研究開発は、気相凝縮制御法による新規高性能電

磁機能材料の探索と、その次世代応用を目指した情報の計測・制御用及び電磁波の変換・回

路用の素子化・デバイス化の基盤研究を、[１]～[４]の研究開発グループで進める。 

「バルク材料とそのデバイス化」の研究開発は、本法人の前身である（財）電気磁気材料

研究所の設立当初（昭和２０年）から今日に至るまで蓄積してきた溶解―鋳造―加工―熱処

理等に関する技術及びノウハウを基に、本法人が独自に開発した製造技術による金属系機能

材料の新たな展開研究を進め、機能材料の更なる高度化と高性能化を図るものである。また、

本法人で発明・開発した金属系材料を用いた新規デバイス化を目指した研究開発も行う。こ

れらの研究開発は、[５]の研究開発グループが中心になって自主研究、共同研究及び受託研
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究として実施する。 

試作開発研究に関しては、「デバイス開発施設」及び「素形材開発施設」が中心となり、

外部機関の求めに応じて、本法人が発明及び開発並びに独自製造技術により作製した薄膜機

能材料、薄膜デバイス及び金属系バルク機能材料を試作して提供する。 

各々の研究開発グループ及び開発施設の研究開発計画は、以下の通りである。 

 

２－３ 各研究開発グループ及び開発施設の研究開発計画 

[１] 電磁気材料グループ 

 物質の多機能性、特に磁性と誘電性の相互作用である磁気誘電効果が注目され、その基礎

物性のみならず実用化研究の進展が大いに期待されている。電磁気材料グループは、本法人

で独自に開発した「ナノグラニュラー薄膜」を一層発展させ、新しい電磁気現象に起因して

発現する多機能性を有する新規な薄膜材料の創製を目指している。 

本グループはこれまでに、FeCo-MgF 系絶縁性ナノグラニュラー薄膜において，大きな誘電

率の実現及び磁界印加により誘電率が変化するなどの磁気誘電効果を、世界に先駆けて見い

だした。即ち、FeCo 磁性ナノグラニュールと MgF 誘電体マトリックスからなるナノグラニュ

ラー薄膜が、ナノグラニュールのペア間の電子のトンネル伝導に基づく新たな磁気誘電現象

であるＴＭＤ(Tunneling Magneto-Dielectric)効果により、大きな誘電率及び磁界印加に伴

い誘電率変化が発現することを明らかにした。 

平成２８年度は、この TMD 効果に関しＧＨｚ帯域の諸特性を検討すると共に、光学特性に

も着目して更なる検討を進める。 

これらの研究開発成果は、学術誌に投稿すると共に、関連学会の講演会、研究会等で報告

し、広く一般に公開する。 

平成２８年度の具体的な研究開発テーマは、以下の通りである。 

1-1) 高周波特性の検討 

ナノグラニュラー薄膜のＴＭＤ効果の実用化を考えると、その周波数特性の評価は極めて

重要である。特に、デジタル放送や携帯電話などに用いられているＵＨＦ帯域は、実用上興

味深い帯域であることから、ＧＨｚ周波数帯域を中心に検討する。ＴＭＤ効果の理論的考察

によると、ナノグラニュールペアの間隔を狭くすると共にペアの密度を高めることにより高

周波特性の向上が期待できることから、平成２８年度は、昨年度に新規購入した「磁界中非

磁性マニュアルプローバー」及び「ネットワークアナライザー」を使用し，数ＧＨｚ帯域の

誘電特性及びＴＭＤ効果について検討する。組成としては、磁性ナノグラニュールとして磁

化が大きな FeCo 合金、マトリックスとして結晶性が良好な MgF 系、CaF 系及び BaF 系に着目

して検討を進める。 

1-2)磁気-光学特性の検討 
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昨年度本グループでは、タンデム法によるナノグラニュラー薄膜作製時に成膜温度を制御

するなど作製条件の最適化を図ることにより、優れた光透過性を示すと共に非常に大きな磁

気光学効果を示す薄膜が得られることなどを明らかにした。 

平成２８年度はこの研究を進め、ナノグラニュラー薄膜の磁気光学特性を更に詳細に検討

すると共にその理論的考察を行い、これら磁気光学現象の起因を明らかにする。この際、理

論的考察は外部研究者との共同研究として実施し、ＴＭＤ効果との関係を中心にその解明を

図る。また実験的には、希土類フッ化物系などの新組成系を中心に自主研究としてを進める

予定である。 

  

[２] センサ材料グループ 

センサ材料グループは、これまで本法人で開発した Cr-N ひずみセンサ薄膜並びにそれら

用いた各種力学量センサ及び複合的高機能センサ等の開発研究を、自主研究及び企業等との

共同研究として進めてきた。その結果、昨年度は、ゲージ率と内部応力との関係を明らかに

すると共に、ジルコニア基板を用いた接着型 Cr-N 薄膜ひずみゲージの開発とその超小型ロ

ードセルへの応用、更にはそれらの製品化を実現することができた。 

平成２８年度は、昨年度に引き続き、新規な高感度センサ薄膜材料の開発とそれを用いた

素子及びデバイスの開発研究を行い、高温環境下でも安定に使用可能なひずみセンサ素子の

実現を目指した開発研究を進める。また、Cr-N 薄膜素子を産業界へ広く供給可能とする体制

を確立するため、Cr-N 薄膜作製技術の企業への移転についても継続して積極的に進めると共

に、新たに開発した種々のセンサ及びデバイスを展示会等で広く一般に公開して、市場性の

探索と企業の要求仕様等に関する情報の収集を進める。 

これらの研究成果と応用技術は、研究会、学会等で公表し、学術的・社会的貢献を果たす。 

平成２８年度の具体的な研究開発テーマは、以下の通りである。 

2-1)  Cr-N 感歪薄膜を用いた新規センサ素子の開発研究 

平成２８年度は、Cr-N 薄膜の微細結晶粒構造及び組織に関する基礎研究を継続し、

安定した温度特性や高ゲージ率特性の発現機構の解明を目指す。また、その成果を

基に、優れた温度特性及び高感度特性を有する新規センサ素子の開発を行う。更に、

基板材料及び絶縁膜材料の選択並びに素子構造の最適化を総合的に検討し、より優

れた特性を示す素子構成を明らかにする。 

2-2)  高温用ひずみセンサ薄膜の開発と実用化研究 

200℃を超える高温環境下でも安定して高感度な測定を可能とする新たなひずみ

センサ薄膜及びそれを用いた力学量センサの実現に向けた基礎及び応用研究を継続

する。なおこの際、センサ材料としては、Cr-N 薄膜への第三元素の添加及び新たな

貴金属系合金薄膜を採り上げ研究を進める。 

2-3)  ひずみセンサ薄膜を用いた新規デバイスの開発と実用化研究 
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本グループが開発した Cr-N ひずみセンサ素子を用いた応用品のうち、既にその研究開発

の中心が企業に移行したものについては、更なる実用化を促進するため企業との共同研究を

継続する。また、靴底センサの研究開発に関しては、昨年度、1kN 定格の荷重ベクトルセン

サを組み込んだ高耐荷重型の靴底センサシステムの製作に成功した。平成２８年度は、その

特長を生かすと共に、新たに付加的機能を組み込むことによって、より高機能で完成度の高

い歩行計測システムの構築を目指す。 

  

[３] 光材料グループ 

光材料グループでは、機能発現性元素（化合物）、ワイドギャップ化合物及び相転移性化

合物を、種々の物理的製膜法によりワンステップで複相化した新たな機能性薄膜材料の探索

研究を行っている。本グループでは今までに、ナノグラニュールとしての半導体ナノ粒子が、

マトリックスとしての酸化物中等に分散した複相薄膜を得ることに成功し、特にカルコゲナ

イド系では、成膜過程で気相反応によりナノ粒子の組成や粒径が変化することを見出した。

また、ヘマタイト（α-Fe2O3)ターゲット上に微量添加元素としての Mgチップを配置して RF

スパッタ成膜すると、鉄酸化物の中で極めて作製が困難とされていた準安定相マグへマイト

（γ-Fe2O3）が、簡単に合成可能であること等を明らかにした。 

平成 28 年度は、ワンステップ成膜による複相機能性薄膜材料について、引き続き検討を

行う。 

得られた研究成果は、学術誌に投稿すると共に、関連学会の講演会等で報告し、広く一般

に公開する。 

具体的な研究開発テーマは、以下の通りである。 

3-1) 生成熱離散型複相薄膜のワンステップ成膜と光電特性 

 比較的蒸気圧が低い酸化物をマトリックスとする複相薄膜は、RFスパッタリング法により

作製することが可能である。この際ターゲット上に構成要素材を配置するため、生成熱を考

慮して材料選択を行う必要がある。昨年度は、添加元素及び構成化合物による三種の複合タ

ーゲットを用いることにより、低抵抗化マトリックスと半導体ナノ粒子による複相薄膜を得

ることに成功した。平成２８年度は、昨年度得られた複相薄膜の不純物添加量と光電特性と

の関係を検討すると共に、TiO2マトリックス中に固溶体ナノ粒子を分散させた複相薄膜の作

製を行う。 

3-2) 溶解度型複相薄膜の気相反応性ワンステップ成膜と光電特性 

比較的蒸気圧が高いカルコゲナイドをマトリックスとする複相薄膜は、ホットウォールデ

ポジション法により作製することが可能である。この場合、複数の固体蒸発源を同時に昇華

させることから、相互の溶解度を考慮して材料選択を行う必要がある。昨年度は、PbS 及び

ZnSe を蒸発源とした場合、複相薄膜中のナノ粒子は主に PbSe で構成されることを見出し、

成膜過程でカルコゲナイド間の気相反応が生じたことを明らかにした。平成２８年度は、PbS
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及び ZnTe を蒸発源とする複相薄膜を作製し、気相反応によるナノ粒子相の組成変化、粒径

及び複相薄膜の光電特性の検討を行う。 

3-3) 鉄酸化物薄膜の選択的ワンステップ成膜と生成メカニズムの検討 

比較的蒸気圧が低い鉄酸化物は、RF スパッタリング法により作製可能である。この場合、

ターゲット上に配置された添加元素の効果によりマグへマイトへ相転移することから、純ア

ルゴン雰囲気中で水冷基板上にも作製することが可能である。昨年度は、比較的高品質のマ

グへマイトを生成する新たな添加元素を見出した。この際、添加元素は元素の状態で薄膜中

に存在する。平成２８年度は、引き続き，マグへマイト薄膜の高品質化に寄与する添加元素

の探索を行うと共に、生成メカニズムの検討を行う。 

  

[４] デバイス開発グループ及びデバイス開発施設 

デバイス開発グループ及びデバイス開発施設は、本法人で独自に開発された機能薄膜材料

を活かし、新規なセンサ素子及び応用デバイスを開発すると共に、企業、大学等との積極的

な共同研究及び試作開発研究を通じて、それらの実用化を推進し、広く社会に貢献すること

を目的としている。 

平成２８年度は、従来進めてきた機能薄膜材料の実用化に係る基礎研究を一層深化させる

と共に、社会的なニーズを的確に捉えた新たな素子及びデバイスの応用研究を展開し、特に、

次世代の医療福祉機器、産業機器及び情報機器等の分野において有用な磁気応用技術の開発

を目指す。 

デバイス開発グループ付属のデバイス開発施設は、微細加工に関する要素技術の研究開発

を行い、デバイスの高性能化を図ると共に、本法人で発明されたナノグラニュラーTMR 膜を

用いた磁気センサ「GIGSⓇ」（Nano-Granular In Gap Sensor）及び Cr-N 膜を用いた「ひ

ずみセンサ」等を、試作開発研究を通じて企業、大学等の外部機関に提供する。 

これらの成果は、関連学会の講演会、学術論文誌、あるいは特許公報等を通じて可能な限

り広く公開する。 

平成２８年度の具体的な研究開発テーマは、以下の通りである。 

4-1) 機能薄膜材料の実用化に関する基礎研究 

①  10 GHz 以上の超高周波数帯域に強磁性共鳴周波数を持つナノグラニュラー軟磁性膜

を作製し、その磁気異方性分散の低減化を図り、2.4 GHz 帯域以上で低損失駆動を可

能とする電磁誘導性素子の実現を図ると共に、10 GHz 以上の帯域における電磁波ノイ

ズ吸収効果に関する基礎的検討を行う。 

②  磁界計測感度が異なる GIGSⓇ素子の実現を目的とし、電気抵抗値を種々変えたナノ

グラニュラーTMR 膜を作製するため、今まで研究を進めてきた単元フッ化物から非固

溶系複合フッ化物へ発展させた新たな系について検討する。 

③  厚さが数 10～数 100μm のセラミック厚膜の高速形成が可能なエアロゾル・デポジ
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ション法（Aerosol Deposition 法、以下「AD法」という。）を用いて、非鉛系各種

セラミック厚膜の金属基板上への形成並びにそれらの電磁気及び機械特性向上の検討

を行い、センサ及びアクチュエータ等への応用を目指す。 

4-2) 機能薄膜材料を活かした素子及びデバイス化に関する応用研究 

①  高い SN 比を有する高分解能 GIGSⓇ素子と、それを用いた磁気検知システムを構築し

医療福祉分野における高機能な三次元位置計測技術を開発すると共に、汎用性が高い

位置計測装置の実現を目指す。 

②  超小型二次元 GIGSⓇ素子アレイモジュールを試作し、次世代車載用部品の高品質化

を目的に、新規な高感度・高精度電流検出デバイスを開発する。 

③  磁気を利用した新しい検知手法を採用したμm 寸法の微小金属異物検知システムの

開発研究を継続し、産業用システムとしての性能実証実験を行う。 

④  複合機能材料特性を活かした次世代情報機器用高機能誘導性素子及びデバイスの開

発に関する基礎及び応用研究を開始する。 

4-3) 微細加工に関する要素技術の研究開発及び試作開発研究  

①  GIGSⓇ素子について、設計、製造から検査までの一貫した製作プロセスの更なる高

安定化及び高精度化を実現すると共に、各種薄膜材料に適合可能な加工プロセス技術

の確立を目指す。また試作開発研究として、大学及び企業等の要求仕様(抵抗値：数 k

Ω～数 MΩ、飽和磁界：5～500 Oe)に応じた素子を試作し提供する。 

②  Cr-N ひずみセンサ素子については、有機、無機、金属合金等の基板材料（起歪体）

に対して、より高精度及び高強度な Cr-N 薄膜の成膜を可能とする要素技術を確立する。

また試作開発研究として、企業等の要求仕様(ゲージ率:8～16、抵抗温度係数:0±100 

ppm/℃、感度温度係数:0±200 ppm/℃)に応じた素子を試作し提供する。 

 

[５] 素形材開発グループ及び素形材開発施設 

 素形材開発グループは、本法人の前身である（財）電気磁気材料研究所の創立当初から蓄

積してきたバルク金属機能材料の製造技術及び性能評価技術並びにそれらのデータベース

を基に、時代のニーズに適合した新たな高性能・高機能材料を開発し、それらの実用化を図

り、広く社会に提供することを目的としている。 

平成２８年度の研究開発テーマは、以下の通りである。 

5-1） 不感磁性恒弾性合金の研究開発 

本グループは、反強磁性鉄合金である Fe-Mn 系合金において、不感磁性と恒弾性が両立す

る新しい合金組成を見出し、それら合金の基礎的な材料特性について検討を行ってきた。そ

の結果、Fe-Mn-X 合金（X：ⅣB族～ⅥB族元素）は、15ｋOe 磁場中での磁束密度が 300 G 以

下、ヤング率の温度係数（エリンバー特性）が±5×10-5/℃以下、熱膨張係数（インバー特

性）が 1.1×10-5/℃以下という優れた特性を示すこと、また、加工及び熱処理等がそれら特
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性に及ぼす影響などを明らかにした。 

平成２８年度は、これら優れたエリンバー・インバー特性の更なる特性の向上を図り、そ

の起因についての基礎的研究を大学等との共同研究として実施すると共に、企業との共同研

究により実用材料としての製法、組成、性能及び用途開発に関する研究を開始する。その主

な内容は以下の通りである。 

① 基礎研究 

イ) 反強磁性が発現するエリンバー・インバーの機構の解明 

ロ) エリンバー・インバー特性と構成元素との相関性の解明 

ハ) エリンバー・インバー特性と結晶構造及び磁気構造との関係の解明 

② 応用研究 

イ) 量産のための製造方法及び製造条件の最適化に関する研究 

ロ) 量産のための組成並びに加工及び熱処理条件の最適化の研究 

ハ) 耐食性を改善するための合金組成及び表面皮膜の研究 

5-2） 時計用ひげゼンマイ材料の研究開発 

腕時計は使用するひげゼンマイ材料の微妙な磁気特性の差異により、磁界印加下での時計

精度が大きく影響される。平成 28 年度はこの問題を解決するため、本法人が開発した「コ

エリンバー合金」を基に、加工及び熱処理条件を調整して磁気特性と材料特性の最適化を図

り、歩度に及ぼす磁場の影響が低いひげゼンマイ材料の実現のための研究開発を行なう。 

5-3) AD 法による Fe-Pt 永久磁石厚膜合成に関する研究 

 AD 法を用い、耐蝕性に優れたハード磁性材料である Fe-Pt 合金の数 10～数 100μm

厚膜の合成の可能性に関する基礎的検討を開始する。 

5-4) 機能性材料の試作開発研究  

素形材開発グループの付属施設である素形材開発施設では、本法人で発明・開発した各種

機能性バルク材料の実用化を目的に、積極的に「試作開発研究」を進めている。 

平成２８年度は、昨年度実施した製造装置の改良に伴い大幅に変更された作業方法及び作

業工程の標準化を徹底し(作業標準書の整備)、全工程において品質の安定化を推進する。 

 

 

３ 収益事業 

上記の公益目的事業のほか、本法人の目的を達成するために必要な事業として、下記の収

益事業を行う。 

 

３－１ 知的財産権の供与  

本法人は、電磁を含む機能材料及びデバイスに関し、今までに約３５０件の知的財産権（特
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許等）を取得し、現在も国内６４件（商標９件を含む。）、国外１０件（ 延べ２４ヶ国・地

域)の知的財産権を保有している。更に今後、研究開発の進展に伴い、新たな知的財産権の

取得が期待される。本事業は、これら知的財産権の実施を希望する企業に実施権を供与し、

企業活動の中で幅広く利用し、社会に役立ててもらうことを目的としている。 

本法人が所有する知的財産権の名称及びその内容は、インターネットのホームページで広

く公開されている。知的財産権の供与の希望と問い合わせについては、本法人内の事業支援

部が窓口となって受け付ける。供与する知的財産権は、できるだけ多くの企業を対象にして

広範囲な普及を図るという本事業の基本方針に基づき、原則通常実施権としている。具体的

な契約業務は事業支援部が行い、知的財産実施権の供与を受ける企業への技術移転等に際し

ては、技術的ノウハウも含め、研究開発を担当した研究者が直接助言と指導を行う。 

 

３－２ その他の収益事業 

 一事業とするには余りにも小規模であり、雑収入程度の事業に相当する「その他の収益事

業」に該当する事業として、土地の賃貸がある。この事業は、本法人が所有する土地の一部

を、公益目的事業の実施に支障を及ぼさない範囲内で、公共性が高い外部機関に賃貸するも

ので、過去の経緯及び公共性を十分考慮して、平成２８年度もこれまでと同様に、以下の４

件の賃貸を行う。 

（１） ＮＴＴドコモの「携帯電話無線局」用土地 

（２） 東北電力の電柱用土地 

（３）日本赤十字病院の職員用駐車場 

（４）民間の調剤薬局用土地（日本赤十字病院と隣接） 


