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平成２９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

及び科学技術なら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なら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、法人組織の中核であり本法人の事業全体を統

括する法人本部、ならびにその下に設置される研究開発事業部及び事務部から成る。 

法人本部は、理事会及び常任理事会の審議及び決議に沿って法人の管理及び運営に関する

総合的職務を行い、法人本部には法人業務の円滑な運営を図るための運営委員会、特許発明

に関する事項を調査及び審議する特許発明委員会、職員の安全衛生及び環境管理に関する事

項を調査及び審議する安全衛生環境委員会、研究開発関連の重要事項について協議する研究

開発推進委員会を置く。 

研究開発事業部は、本法人の公益目的事業としての研究開発事業を実施する組織であり、
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３研究開発部門及び２開発施設ならびに事業支援室で構成し、相互に密接な連携を保ちつつ

事業を行う。研究開発部門及び開発施設では、本法人の研究員及び技術員が、後述（「２－

１ 研究開発の公益目的事業範囲」で述べる。）する自主研究、受託研究、共同研究及び試

作開発研究として事業を実施する。事業支援室は、外部研究機関及び企業等との受託研究・

共同研究・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、研究成果の公開などの研究開発事業の支援に関する業務を行う。 

事務部は、理事会及び常任理事会等の審議及び決議に基づいて、本法人を健全かつ効率的

に運営するための法人全般の総務及び財務関係の事務処理を行う。 

 

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などを社会一般の研究

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なら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室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、学術及び科学技術なら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、

事業支援室が対応する。 

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、地方自治体なら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 
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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ならびに試

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

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、他に類例を見ない本法人

独自のものである。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２９年度に実施する本法人の研究開発は、平成２８年１１月７日開催の理事会におい

て承認された「中期事業計画（平成２９年度から平成３３年度まで）」に記載されている中

期事業目標及び計画に基づくものである。 

中期事業計画期間中に実施する研究開発テーマは、以下の通りである。 

（１）新機能電磁材料の研究開発 

（２）デバイス用高機能薄膜材料の研究開発 

（３）次世代デバイスの研究開発 

１）情報処理・制御デバイスの研究開発 

２）電磁変換デバイスの研究開発 

３）生体情報デバイスの研究開発 

(４) 次世代バルク機能材料の開発及びその試作研究 

（５）高性能電磁素子及びデバイスの試作研究 

 

これらの研究開発テーマは、以下に示す研究開発事業部の３研究開発部門及び２開発施設

で実施する。各々の研究開発部門及び開発施設が実施する研究開発テーマは、以下の通りと
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する。 

[研究開発部門] 

（１）新機能材料創生部門 :「新機能電磁材料の研究開発」 

（２）デバイス用高機能材料開発部門 :「デバイス用高機能薄膜材料の研究開発」 

（３）次世代デバイス開発部門 :「次世代デバイスの研究開発」 

[開発施設] 

（４）素形材開発施設 :「次世代バルク機能材料の開発及びその試作研究」 

（５）デバイス開発施設 :「高性能電磁素子及びデバイスの試作研究」 

 

２－３ 各研究開発部門及び開発施設の研究開発計画 

各々の研究開発部門及び開発施設における研究開発の目的及び平成２９年度に実施

を予定している研究開発計画は、以下の通りである。 

[１] 新機能材料創生部門 

本部門は、異種の機能材料をナノサイズで複合化し組織制御するなどにより、電磁に関

係する新機能性、高次機能性及び複合機能性を発現する新たな実用的機能材料の創生を図

ることを目的とする。 

この目的を達成するために、平成２９年度に計画している研究開発の題目及びその内容な

らびに担当研究者は、以下の通りである。 

（１） 透明強磁性ナノグラニュラー薄膜の磁気-光学効果に関する研究 

(小林主席研究員，池田研究員) 

本法人は、磁性グラニュールとフッ化物マトリックスから成るナノグラニュラー薄膜

が，可視光領域から光通信領域を含む広い波長帯域の光に対して優れた透過性を示すと

共に、室温で強磁性を示す『透明強磁性体』であることを世界に先駆けて見出した。ま

た、この薄膜は、巨大磁気-光学効果や磁界印加により光透過率が変化するなど興味深

い特性も有している。本研究は，ナノグラニュラー薄膜の組成及び作製条件が光透過性

及び磁気-光学効果に及ぼす影響を明らかにすることを目的とする。具体的に検討する

組成系は，マトリックスとして光透過性が優れている MgF2,AlF3,CaF2,BaF2,YF3等のフッ

化物，グラニュールとして磁気-光学効果の大きな Fe-Co、Fe-Pt、Co-Pt 合金を取り上

げる。作製条件としては、薄膜の結晶性がスッパタ成膜時の基板温度に大きく依存する

ことが既に明らかになっていることから，基板温度を詳細に検討することなどによって，

膜中の磁性ナノグラニュールのサイズ及び配向性ならびにマトリックスの結晶性の制

御を行う。  

（２） ナノグラニュラー薄膜の高周波帯域での複合機能性の検討 

(池田研究員、小林主席研究員) 
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ナノグラニュラー薄膜は、磁性グラニュール対が電気双極子として作用することによ

り巨大誘電特性が発現し，磁場印加に伴う TMD 効果（トンネル型磁気-誘電効果）によ

ってその誘電率が変化する。TMD 効果は電気双極子がグラニュール対間の電子のトンネ

ル伝導に起因していることから，その緩和時間を短縮することにより高周波帯域におい

ても高い誘電率を保持することが期待される。本研究は、GHz 帯を含む高周波帯域で優

れた誘電特性を有するナノグラニュラー薄膜の実現を目的とする。本年度は，薄膜の高

周波帯域における誘電特性を高精度で評価するための新たな測定技術の確立を目指す。

具体的には，ナノグラニュラー薄膜の上面に伝送線路を形成してその線路間の静電容量

を測定し、シミュレーション技術を併用することにより高周波誘電特性を求める。従来

の測定技術では，薄膜の上下面に電極形成を必要としたため，測定可能な薄膜の組成や

成膜条件に制約があったが，本測定法の確立により，簡易に高周波帯域での誘電特性の

測定、更には TMD 効果の測定も可能となる。 

（３） 酸化物系複相薄膜における光電変換特性に関する基礎的研究  

(阿部主席研究員) 

   半導体ナノ粒子と酸化物マトリックスで構成される複相薄膜は、禁制帯幅の異なる両

者を組み合わせることにより広い波長帯域に渡る光、例えば太陽光を光電変換できる可

能性があり、新たな光電変換素子への応用が期待される。本研究では、この複相薄膜に

おける半導体ナノ粒子のサイズ及び密度等と光電変換特性との関係を明らかにするこ

とを目的とする。従来本法人では、半導体ナノ粒子として Ge、酸化物マトリックスと

して TiO2を用いた複相薄膜を取上げ、その光電変換特性向上のための基礎的研究を進め、

半導体ナノ粒子の禁制帯幅が粒子サイズに伴い変化すること、半導体ナノ粒子を結晶化

させる際の熱処理工程でGeが昇華してしまい複相薄膜中のGeナノ粒子のサイズ及び密

度が共に減少することなどを明らかにした。本年度は、複相薄膜中の半導体ナノ粒子の

サイズと密度を独立して制御することを可能とするために、Ge チップを配置した TiO2

ターゲットを用い加熱した基板上にスパッタリング成膜し，Ge の昇華を抑制しつつ複

相薄膜を結晶化させるなどの新たな成膜法を試みる。  

（４） 特定元素添加による鉄酸化物薄膜の生成メカニズムの解明とその高品質化 

（阿部主席研究員，渡邉主任研究員） 

強磁性半導体であるγ-Fe2O3薄膜は、準安定相であるため作製には幾つかの工程を経

る必要がある。近年本法人では、α-Fe2O3をターゲトとし、その上に特定の元素を配置

してスパッタリング成膜することにより、たった一つの工程でγ-Fe2O3薄膜を直接作製

することに成功した。この特定元素としては、現在、Mg及び Cu の２種類が見出されて

いる。しかしながら、作製されたγ-Fe2O3薄膜の品質は、例えば、磁化の大きさがバル

クの値と比較して小さいことなどから，十分に高いとは言い難い。また、その生成メカ

ニズムも明らかではない。本研究は、特定元素添加による鉄酸化物薄膜の生成メカニズ

ムの解明とその高品質化を目的とする。本年度は，主として、γ-Fe2O3薄膜の成膜条件
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の最適化を図ることにより、薄膜の高品質化を検討する。 

（５） 鉄酸化物エピタキシャル単結晶薄膜の合成 

（渡邉主任研究員） 

最も基本的な酸化物強磁性体であるマグネタイト(Fe3O4)は、格子ひずみを導入するこ

とにより最強磁石材料として知られる Nd2Fe14B と同等の 107erg/cc オーダーの結晶磁気

異方性を発現することが理論的に予想され、また、巨大異常ホール効果を示すことも報

告されている。昨年度本法人では、Ｘ線回折線のロッキングカーブ半値幅が数十から数

百秒程度の優れた結晶性を有するマグネタイト単結晶薄膜を、エピタキシャル法により

作製することに成功した。しかしながらこの薄膜は、バルク材料と同等の 5.9kG の飽和

磁化値を有するものの、断面TEM観察実験で部分的に積層欠陥が観察された。本研究は、

鉄酸化物薄膜に格子ひずみを導入するなどにより、磁気特性の向上を図ることを目的と

する。本年度は、積層欠陥の少ない高品質なマグネタイト単結晶薄膜を作製するため、

熱力学的計算からマグネタイト相が安定となる CO/CO2 混合ガス中での新たな熱処理プ

ロセス導入の検討を行うと共に，格子ひずみを導入したマグネタイト単結晶薄膜を作製

して結晶磁気異方性及び保磁力の増大を図る。 

[２] デバイス用高機能材料開発部門 

本部門は、センサ、高周波デバイス及びアクチュエータ等のデバイスの高性能化を図るた

め、それらを構成する電磁薄膜材料の高機能化と新規機能薄膜材料の開発を目的とする。 

この目的を達成するために、平成２９年度に計画している研究開発の題目及びその内容な

らびに担当研究者は、以下の通りである。 

（１） 新規高性能ひずみセンサ薄膜及び素子に関する基礎的研究 

（丹羽主席研究員） 

本法人で開発された Cr-N ひずみセンサ薄膜は、高感度ひずみ特性及び安定し

た温度特性などを有することから、各種の力学量計測に広く利用されている。

しかしながら、これらの優れた特性の発現メカニズムは未だ十分に解明されて

はおらず、更なるひずみセンサ薄膜の高性能化を検討するうえでも、その解明

への期待は大きい。また、センサ薄膜の特性は、使用する基板材質及びその表

面性状ならびに基板が金属の場合には絶縁層の材質等にも大きく影響される。

本研究では、これら Cr-N ひずみセンサ薄膜の優れた諸特性の発現に関する基礎

的研究を進めると共に、Cr-N ひずみセンサ薄膜を凌駕する新規な高性能ひずみ

センサ薄膜材料及び素子の開発を目指す。 

（２） 特殊環境用新規ひずみセンサ素子の開発研究 

（丹羽主席研究員） 

内燃機関や各種プラント等の高温環境、また、近年水素エネルギー社会の実現に向け

た動きが加速しつつあることから高圧水素中等の環境の下での力学量検知のため、それ
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ら環境下でも高感度特性を有すると共に、安定で簡便に使用可能で、安価なひずみセン

サの実現が熱望されている。昨年度本法人では初歩的研究ではあるが、500℃程度まで

の高温域においても安定で高感度特性を示す新たな Cr 系薄膜ひずみセンサ材料の開発

に成功した。また、Cr-N 薄膜センサ材料が高圧水素ガス中でも高感度特性を示し、安定

に動作することも見出した。本研究は、これらの研究成果を基に、高温又は高圧水素雰

囲気等の特殊環境下においても優れた感度特性及び安定性を有するひずみセンサ薄膜

材料を開発すると共に、その実用化を図ることを目的とする。 

（３） 高周波ナノグラニュラー薄膜の低損失化と高透磁率化に関する研究 

（直江主任研究員） 

次期の第５世代移動通信技術では、SHF 帯域(3～30 GHz)で低損失特性を有する磁気デ

バイスが強く求められる。特に、現在空芯インダクを用いている分布定数型デバイスに

おいては、情報通信端末機器の多機能化に伴いデバイス実装の高密度化が要求されるこ

とから、磁性体装荷による波長短縮効果を利用してデバイス自体の小型化及び輻射ノイ

ズ抑制を図ることが必須となる。しかしながら、従来提案されている薄膜材料は、SHF

帯域では強磁性共鳴(FMR)及び渦電流による損失が増大してしまい、対応できない。こ

れまでに本法人では、薄膜組成とナノ構造の制御によって FMR 周波数が 10 GHz を超え

るナノグラニュラー薄膜を作製すると共に、高電気抵抗化により渦電流損失の低減にも

成功している。本研究では、これらの成果を基に、SHF 帯域におけるナノグラニュラー

薄膜の更なる低損失化及び高透磁率化を実現し、その実用化を図ることを目的とする。

本年度は、磁気異方性分散の制御及び組成を検討することにより、磁気異方性及び磁化

を増加させて FMR の高帯域化及び高透磁率化を図る。 

（４） 非鉛系圧電セラミック膜の形成及びデバイス化に関する研究 

（川上特任研究員） 

次世代情報インフラとしては、「人」、「物」、「機械」、「自然環境」等を相互に連結す

るインターフェースデバイスとして、センサ及びアクチュエータが必要不可欠である。

これらデバイスを構成する主たる機能材料の一つとして、圧電セラミックス材料が知ら

れる。しかしながら、現在実用化されている殆どの圧電セラミックス材料は、鉛が主成

分であり環境調和の観点で大きな問題である。本研究は、鉛を使用しない圧電セラミッ

ク膜の形成技術の確立と新たなデバイスの開発を目的とする。本年度は、今後大きな発

展が期待されるウェアラブルデバイスへの適用を目指し、機能性、加工形状の自由度、

堅牢性の観点から基板として金属薄板基材を用い、エアロゾルデポジション法により基

材上に非鉛系圧電セラミック厚膜を作製する。圧電材料としては主として BaTiO3系を取

上げ、成膜条件を種々変えて圧電特性の向上を図ると共に、デバイス化の検討を行う。 

[３] 次世代デバイス開発部門 

本部門は、次世代社会の発展に必要不可欠な電気・電子機器の高品位化を図るため、それ
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ら機器を構成する情報処理・制御、電磁変換及び生体情報等に関連する新たな高次機能デバ

イスの創成を目指した研究開発を目的とする。 

この目的を達成するために、平成２９年度に計画している研究開発の題目及びその内容な

らびに担当研究者は、以下の通りである。 

（１） 多次元磁気情報センシング技術の研究開発 

（早坂主席研究員） 

 次世代社会では様々な人工物，例えば電子素子・部品・機器、或いは土木建築物・

構造物等から発生する磁気的エネルギーを可視化して，人工物の内部情報を非破壊で

検出しその動作又は状況を診断する新たな技術開発が望まれている。本法人では従来

から GIGS○R 磁界センサを開発するなどして、磁気情報の高感度検出技術の開発研究を

進めてきた。本研究は、これら技術を基に、磁気センサを多次元配置し、人工物から

の磁気情報を一括収集するための新たな技術開発を目的とする。本年度は、車載用リ

チウムイオン電池の製造ラインにおける品質検査の高速・高精度化を目指し，高感度

磁気センサ素子 GIGS○R を用いた大面積の多チャンネル２次元センサアレイモジュール

を試作し評価する。 

（２） 微小金属異物の高感度検出技術の研究開発 

（早坂主席研究員） 

食料品等の中に含まれる有害な微小金属異物を検出して排除することは、安全・安

心な日常生活を支えるうえで極めて重要である。本研究は、材料中に含まれる微小な

金属異物を磁気センサを用いて高感度検出する技術の確立を目的とする。本年度は、

新規な超小型磁気センサ及びそれらのセンサアレイを用いた高感度微小金属検出モジ

ュールを試作・評価し，その有用性を実証する。 

（３） 磁気光学応用デバイスの開発 

（大場特任研究員） 

本研究は、現在本法人で研究開発が進められつつある各種ナノグラニュラー薄膜が

持つ優れた磁気-光学効果を有効に利用した新規な磁気光学デバイスの研究開発を目

的とする。本年度は、ナノグラニュラー薄膜の研究を進めている新機能材料創生部門

の研究者と情報交換を密にし、磁界センサ等への応用の可能性を検討する。 

（４） 三次元位置計測システムの研究開発 

（若生特任研究員） 

三次元位置計測システムは、マーカが存在する三次元位置を計測してその位置情報を

外部に出力するもので、モーションキャプチャーとして広く用いられている。本研究は、

従来良く知られている光学式位置計測システムが使えない環境下でも安定して使用可

能な新たな磁気式三次元位置計測システムの実現を目的とするものであり、複数のマー

カ位置の高速度・高精度測定が可能で、小型、汎用性にも優れたシステムの開発を目指

す。本法人では既に昨年度に、複数個の高分解能 GIGS○R モジュール、微小信号処理回路
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及び無線機能を内蔵した位置計測システムならびに小型交流磁気マーカ等を開発・試作

しており、本年度は、この試作品の総合的評価試験を行い更なる高性能化を図ると共に、

高速度で高精度位置計算を行うアルゴリズムを確立し、医療従事者の内診教育演習用生

体モデル等への適応を図る。 

（５） 装着型運動情報計測システムの研究開発 

（佐々木研究員） 

家庭内における不慮の事故死のうち 転倒、転落及び風呂での溺死は、全体の半数を

占めている。本研究ではこれらリスクを軽減するため、磁気マーカ及び各種センサを一

体化した小型機器を体に常時装着し,生活情報及び活動情報を発信する装着型情報計測

システムの実現を目的としている。 昨年度までに本法人では、歩行時及び運動時の靴

底に掛かる反力の計測に成功している。本年度は、運動時の足、脚及び腰の動きを計測

するシステムの開発を行う。 

[４] 素形材開発施設及びデバイス開発施設 

素形材開発施設及びデバイス開発施設は、上記３研究開発部門が実施する研究開発事業に

おいて、材料ならびに素子及びデバイスの試作及びそれらの性能評価に関し全面的な支援を

行うと共に、それらの製造技術及び評価技術に関する独自の開発を行うことを目的とする。

また、試作開発研究を実施して、外部機関の求めに応じて本法人の研究開発成果である素形

材ならびに電磁素子及びデバイスの試作品の提供も行う。 

  

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３６４件の知的財産権（特

許等）を取得し、現在も国内６２件、国外５件（ 延べ２０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、ホームページで広く公開している。

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室が窓口となって受

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
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援室が行い、知的財産実施権の供与を受ける企業への技術移転などに際しては、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、土地の賃貸を行う。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２９年度は、以下の３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 


